報道関係各位
2015 年 5 月 29 日
森ビル株式会社
MEDIA SHIP 表参道ヒルズ

OMOTESANDO HILLS POCKET 第 11～13 弾決定
ジュエリーブランド「e.m.」と本間寛のコラボレーション湿板写真展、生誕 80 周年を迎える赤塚不二夫のポップアップ
ストア、新進気鋭のイラストレーター瓜生太郎の初個展など、バラエティ溢れる最新のアート・カルチャーをお届け！

赤塚不二夫 POP UP STORE

e.m.×本間寛湿板肖像写真展

瓜生太郎個展 QUIET CARNIVAL

表参道ヒルズの情報発信スペース「OMOTESANDO HILLS POCKET（表参道ヒルズ ポケット）」（本館 B3F）
では、最も旬なクリエイターたちをピックアップし、最新のアートやカルチャーを発信しています。6 月から 7 月に
かけて、バラエティ溢れるポップアップストア・展覧会を開催。話題のカルチャーから懐かしの漫画まで、幅広い
ジャンルの作品をお楽しみいただけます。
ｲｰ エム

ほ ん ま ひろし し っ ぱ ん

◇第 11 弾： 「e .m .×本間 寛 湿板肖像写真展」
6 月 3 日（水）からは、数多くの海外スターを撮影し、ファッション界でもあらゆる人の美しさを写し出してきた
フォトグラファー本間寛と、ジュエリーブランド「e.m.」がコラボレーションした湿板写真の展示販売「e.m.×
本間寛湿板肖像写真展」を開催します。1851 年に発明された伝統的な写真技法「湿板写真」で、「e.m.」が
所有するヴィンテージ・アンティークの小物を撮影。古き良きものと新しいものが組み合わされた、独創的な
写真作品をお楽しみいただけます。
◇第 12 弾： 「赤塚不二夫 POP UP STORE」
6 月 18 日（木）からは、生誕 80 周年を迎える天才ギャグマンガ家、赤塚不二夫のポップアップストアが登場。
「天才バカボン」などの複製原画の展示をはじめ、代表作の漫画を一挙に読めるインスタレーションを展示する
ほか、キャラクターのポストカードやアートクリエイター「クッキーボーイ」のアイシングクッキーなど、赤塚不二夫
の遊び心溢れるグッズも販売します。6 月 27 日（土）・28 日（日）には、少女マンガ「ひみつのアッコちゃん」と
イラストレーターAkko がコラボレーションした、石川県の南部で作られる九谷焼のお皿にポップで可愛い
イラストをシールのように貼り付けて楽しむワークショップも実施。赤塚不二夫の世界を体感できるポップアップ
ショップです。
うりゅう

クワイエット

カ ー ニ ヴ ァ ル

◇第 13 弾： 「瓜生太郎個展 QUIET CARNIVAL」
7 月 1 日（水）からは、ファッションをテーマに、図形的描写で女性を描く、新進気鋭のイラストレーター瓜生
太郎の初個展「QUIET CARNIVAL」を開催。本展のテーマは“奇妙なファッションショー”。会場には、「角材
シャツ」や「人工芝ドレス」などをまとった、ポップで不思議な女性たち 10 体の等身大パネル（2m）が立ち並び、
浮世絵風デザインの特大サイズのポスターなども複数展示します。 ※作品展示のみ
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第 11 弾： e.m.×本間寛湿板肖像写真展
6 月 3 日（水）～6 月 14 日（日）には、ハリウッドの人気俳優ジャン・レノや、ジョニー・デップといった数多くの
海外スターを撮影し、イタリアのメンズモード誌「L‘UOMO VOGUE」や大手スポーツブランド「NIKE」の
クリエイティブなどを手掛け、ファッション界でもあらゆる人の美しさを写し出してきたフォトグラファー本間寛
（ほんま ひろし）と、ジュエリーブランド「e.m.」がコラボレーションした湿板写真の展示販売「e.m.×本間寛湿板
肖像写真展」を開催します。1851 年に発明された伝統的な写真技法「湿板写真」で、「e.m.」が所有する
ヴィンテージ・アンティークの小物を撮影。古き良きものと新しいものが組み合わされた、独創的な写真作品を
お楽しみいただけます。
＜本間寛プロフィール＞

■期間：6 月 3 日(水)～6 月 14 日(日)
■時間：11：00～21：00 ※日曜日は 20：00 まで
■入場料：無料
■運営：イー・エム・デザイン株式会社
■一般お問合せ先：03-3449-1192（Showroom）
■e.m. 公式 HP：http://www.em-grp.com/index.html

フォトグラファー。あらゆるものの生命や息吹き、
活きている瞬間を写真や MOVIE に表現し続け、
ファッションやドキュメントなど様々なジャンルの枠を
超えて活動している。そしてその内面にある普遍的
なものを常に新しい切り口で表現するアーティスト。
独自の感性によってスタイリッシュに表現した作品
は、多くのファンの支持を得ている。

＊湿板（しっぱん）写真とは？

1851 年イギリス人の科学者アーチャーよって発明された写真技法。コロジオン（感光膜）を塗布した透明のガラス板に
硝酸銀溶液で銀粒子を定着させフィルムをつくり、ガラス板が湿っているうちに撮影・現像します。フィルムづくりから完成までを全て手作業で行う湿板
写真は、新たな写真技術が発明される中で姿を消しましたが 150 年以上経った今もその時の貴重な写真は色褪せることなくこの世に残っています。

第 12 弾： 赤塚不二夫 POP UP STORE
6 月 18 日（木）～6 月 28 日（日）には、生誕 80 周年を迎える天才ギャグマンガ家、赤塚不二夫のポップ
アップストアが登場。「天才バカボン」などの複製原画の展示をはじめ、代表作の漫画を一挙に読めるインスタ
レーションを展示するほか、キャラクターのキャッチーなポストカードやアイシングクッキーで活躍中のアート
クリエイター「クッキーボーイ」のクッキーなど、赤塚不二夫の遊び心溢れるグッズも販売します。6 月 27 日（土）・
28 日（日）には少女マンガ「ひみつのアッコちゃん」とイラストレーターAkko がコラボレーションし、石川県の
南部で作られている九谷焼のお皿にポップで可愛いイラストをシールのように貼り付けて楽しむワークショップ
も実施。赤塚不二夫の世界を体感できるポップアップストアです。
■期間：6 月 18 日（木）～6 月 28 日（日）
■時間：11：00～21：00 ※日曜日は 20：00 まで
■入場料：無料
■運営：en one tokyo 株式会社
■一般お問合せ先：03-6427-5834（en one tokyo 株式会社）

＜Akko プロフィール＞
イラストレーター。ドローイング、デザインスタンプ、2 つ
の手法を使い分けガーリーな世界観やポップなタッチ
を描く。広告、書籍、雑誌、カタログ、プロダクトなど
幅広く活動中。デザインスタンプのワークショップを
通じて子供から大人まで楽しめる様々なイベントを
開催。2014 年から九谷焼きのワークショップブランド
「KUTANI SEAL」とコラボレーションし、ガーリーな
ブランドライン「AKKO KUTANI SEAL」が誕生。

＊ワークショップ概要： 「ひみつのアッコちゃん×KUTANI SEAL Akko ワークショップ」
石川県の南部で作られている九谷焼のお皿に、ポップで可愛いイラストをシールのように貼り付けて楽しむワークショップです。今回のイベントでは、赤塚
不二夫の少女マンガ「ひみつのアッコちゃん」とイラストレーターAkko のコラボレーションシールが登場！シールを自由に貼って自分だけの九谷焼を作る
ことができます。
■日時：6 月 27 日（土）・6 月 28 日（日）■時間：11：00～13：00 15：00～17：00 ■参加費：5,500 円（税込） ■人数：各回先着 20 名様

メインヴィジュアル

展示イメージ

菊中鉢：3,500 円、四角皿 M：2,700 円、
四角皿 L：4,300 円（全て税込）

ポストカード
各 260 円（税込）

第 13 弾： 瓜生太郎個展 QUIET CARNIVAL
7 月 1 日（水）～7 月 20 日（月・祝）には、新進気鋭のイラストレーター瓜生太郎（うりゅう たろう）の初個展
「QUIET CARNIVAL」を開催します。瓜生太郎は、ファッションをテーマに女性を描くことを得意とし、シンボル
マークのような図形的描写とシンプルな色使いをデジタルで制作する事が特徴のイラストレーター。表参道
ヒルズ館内で配布しているフリーマガジンの最新号「OMOTESANDO HILLS JOURNAL No.7」（6/28（金）
発行）の表紙デザインも手掛けています。本展のテーマは“奇妙なファッションショー”。会場には、「角材シャツ」
や「人工芝ドレス」などをまとった、ポップで不思議な女性たち 10 体の等身大パネル（2m）が立ち並び、浮世絵
風デザインの特大サイズのポスターなども複数展示します。また、土・日・祝日は作家本人がお客様をお迎え
します。 ※作品展示のみ
■期間：7 月１日（水）～7 月 20 日（月・祝）
■時間：11：00～21：00
※7/5（日）、12（日）、20（月・祝）は 20：00 まで
■入場料：無料 ■運営：瓜生太郎
■一般お問合せ先：
03-3497-0310（表参道ヒルズ 総合インフォメーション）
■瓜生太郎 公式 HP：

＜瓜生太郎プロフィール＞
イラストレーター。東京都在住。2010 年より
制作開始。ザ・チョイス入選、ペーターズ
ギャラリーや HB ギャラリーのコンペで入賞。
主な掲載誌に、「ヘアモード」「スペクテイター」
などがある。「OMOTESANDO HILLS JOURNAL
No.5 」 で は 挿 絵 を 、 「 同 No.7 」 で は 表 紙 を
手掛けている。

http://www.tarouryu.com/TAROURYU/HOME.html

OMOTESANDO HILLS POCKET（表参道ヒルズ ポケット）とは？
2014年6月にスタートした、表参道ヒルズの新しい情報発信スペース。本館地下3階中央のオープンスペース
を、デザイナー・アーティスト･クリエイターたちのポケットに見立て、まだあまり知られていない新鋭プロジェクトの
発表や、若手アーティストによる作品展示、表参道・原宿を拠点とするクリエイターたちの実験の場など、わくわく
するような新しい情報を発信していく基地として、様々な企画を実施。会場の基本構成及びロゴデザインは、
新進気鋭の建築家、村山圭氏が率いるクリエイターユニット「PHAMILY（ファミリー）」が手掛けました。開業当初
から数々のアートイベントを開催してきた表参道ヒルズ。今後もより多くの人々に最新のアートやカルチャーを身近
に楽しんで頂けるよう、この小さな空間（=ポケット）から、日本そして世界に向けて様々な情報を発信して参ります。
※場所：本館B3F

※問い合わせ：03-3497-0310（総合インフォメーション）

＜表参道ヒルズ 施設データ＞
【TEL】 03‐3497‐0310（総合インフォメーション）
【ADDRESS】 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10
【HP】 www.omotesandohills.com
【facebook】 www.facebook.com/omotesandohills
【twitter】 @omohills
■営業時間

ショッピング・サービス
11:00～21:00
日曜～20:00
レストラン
11:00～23:30（L.O.22:30）
日曜～22:30（L.O.21:30）
カフェ
11:00～22:30（L.O.21:30）
日曜～21:30（L.O.20:30）
※一部営業時間が異なる店舗もございます。※日曜日が祝日、休日の前日の場合、営業時間は通常と同じになります。
※連休最終日の祝・祭日の営業時間は日曜日と同じになります。

■休館日

無休（年 3 日休館日あり） ※次回休館日：8 月 24 日（月）

■アクセス

東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2 出口より徒歩 2 分
東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5 出口より徒歩 3 分
ＪＲ山手線「原宿駅」表参道口より徒歩 7 分

