
 
 

亜細亜智慧財産保護股份有限公司 
台北市大安區復興南路1段368號13樓 

TEL: 02-2325-7554 
FAX: 02-2325-7534 

2016年1月 

（日文） 



関係者ご一同 様 

 

日本と台湾は歴史上、特別な関係にあり、 

日台関係を活発で緊密に継続する事は日本と台湾の祈願でもあります。 

終戦70年の今年は国民の多くが台湾と日本との関係に広く心を向ける時でもあります。 

今こそ若者達が先人達の教えに寄り添い耳を傾ける時でもあると思います。 

 

日台間の友好に観光促進があります。 

近年の観光促進は文化鑑賞による日台の芸術交流がより一層深くなりました。 

2014年は台湾の国立故宮博物院の特別展が東京と九州で開催され、 

日台間の新しい定期路線も次々に開設され往来者数は365万人を超えています。 

 

我々は芸術を通じて、さらに日台の文化交流の絆が深まる事を願っております。 

芸術は人間形成を向上させ、基質を高め人の心を癒やし人生を豊かに導いてくれます。 

芸術というコンテンツは無限の可能性を秘めた多彩な表現を持っています。 

人間一人一人の感性を国境を超え育み無言で共感し合えるものです。 

芸術は多くの先人達が教えてくれた未来の希望の一つだとも思っております。 

 

写真家で映画監督の肩書を持つ「蜷川実花」は日本を代表する芸実家です。 

芸術界では・・・写真展や個展で社会にメッセージを・・・ 

芸能界では・・・アーティストポスターやDVD、音楽分野で芸能人の個性の発掘に・・・ 

企業界では・・・CMや宣伝媒体の企業コラボによる企業の発展に・・・・ 

日本政府は・・・蜷川実花の感性を2020年東京オリンピックの理事として迎えました。 

 

この度、台北市文化局、台北市文化基金会の管理の下、台北當代芸術館主催で、 

2016年3月18日－2016年5月8日間、蜷川実花個展を開催致します。 

台湾の芸術発展の為に設立された台北當代芸術館の趣旨に沿って日台の多くの参観者が、 

来場できる企画を進めております。 

 

日台の多くの国民の皆様に・・・ 

芸術が与える未来の希望と楽しさを共感して頂ける様、努めて参ります。 

 

蜷川実花とコラボレーションを提案しております。 

 

蜷川実花個展 実行委員会 一同 
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蜷川実花 
 
写真家／映画監督。 
 
極彩色の作風で世界中に知られている。 
 
写真撮影、ＣＭ撮影、商品デザインを手掛ける。 

■2001年：第26回木村伊兵衛写真賞を受賞 

■2007年：映画「さくらん」で映画監督デビュー。ベルリン・香港国際映画祭の特別招待作品として参加。 

■2008年：日本各地で「蜷川実花展－地上の花、天上の色－」の個展を開催、18万人の観客動員。 

        CELINE、mastermind JAPANなど、海外ブランドの商品デザインコラボを開始。 

■2012年：２作目の映画「へルタースケルター」が大ヒット。 

       台北・ロンドン国際映画祭にも上映され、大きな反響を起こす。 

■2014年：2020年東京オリンピック、パラリンピック理事に就任。 



私は二人の息子がいる。 

息子が12歳になった時、未来を背負う息子とほかの子供達に、 

どのような夢と希望を与えられるのか？ 

考えるだけでもウキウキする。 

 

KB48の生みの親である総合 プロデューサー 

秋元康とタックルを組んで2005年から「AKB48」の写真撮影、ＣＭ，ＤＶＤなど 

蜷川実花は秋元康と絶妙なコンビで日本中に社会現象を巻き起こした。 

世界中のお客様を魅了する 

東京オリンピックの総合企画に日本人の誇りを持ち貢献する覚悟を示す。 

 

    



 
●場所: 台北當代芸術館 (MOCA) 
              
              台北市大同區103長安西路39号 
  
●管轄: 台北市文化局、台北市文化基金会 
 
●主催: 台北當代芸術館   
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     2016年→3月18日下午2時(MOCA主催記者会見)  
 
   2016年→3月18日下午7時(MOCA主催開幕式PARTY)  
 
   2016年→3月18日    
   2016年→5月08日 

 

個展開催期間 約2ヶ月  



蜷川実花 台北當代芸術館 展覽会 
 

個展テーマ：蜷川実花 台北當代芸術館 展覽会 
個展場所  ：台北當代芸術館 (台北市長安西路39號) 
個展期間   ：2016年3月18日～5月8日 
指導機構   ：台北市文化局、台北市文化基金会 
主催機構   ：台北市當代芸術館（ＭＯＣＡ） 

趣    旨   ：台湾における芸術術発展と芸術教育の推進で設立されたMOCAの趣旨に沿い 
           芸術が持つ未来の希望と楽しさを共感出来る展示会を実施。 
           日台芸術交流と、日台芸術向上の発展を目指します。 
内   容  ：静止作品 / 動画 作品/映像作品/デザイン作品の展示 
顧客対象   ：ファッション/流行/モデル/芸能/などのファン層  
        芸術、撮影、ＴＶ、ＣＭ、雑誌に関連する専門家、芸術関係の 

             学生層、アジアに興味を持つ外国人観光客（台湾/日本/中国/香港/ アジア圏等） 
協賛目的   ：日台文化交流と、日台芸術向上の発展。 
協賛企業    ： TOYOTA(和泰汽車)/SOGO百貨 / 爽健美茶 / NEC / AIR ASIA JAPAN /           

  CASIO         
後援団体    ：公益財団法人交流協会/ 台湾日本人会 /台北市日本工商会  
          亜東関係協会 /台北市政府觀光傳播局 

 
準備委員会： 蜷川実花実行委員会 / 亜細亜智慧財産保護股份有限公司 
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台北で就航記念記者会見 
(2016年４月中旬予定）  

蜷川実花出席 
 

 名古屋⇔桃園国際空港  
 2016年4月路線開通 

 
     

蜷川実花展２Fで 
機体の模型を展示  
 

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/


蜷川実花×道後プリンスホテル 提灯ゲート 道後温泉本館エントランス陣幕 

ラッピング電車 蜷川デザイン浴衣 

特別協賛 
       

道後温泉本館 インスタレーション 



Museum of Contemporary Art Taipei 



台北當代芸術館の歴史沿革 
1919  「建成尋常小學校」設立。 

1920   近藤十郎が（台湾総統府の設計）赤レンガで設計。 

1921   屋根のトップに鐘塔を設け、建設物を一文字で建築する。 

1934 校舎はU型（1199坪）で完成。 

1945 日本統治後、国民党政府により台北市政府と学校として使用。 

1946 建成尋常小学校を廃校し、台北市政府は建成校舍の寮に移動させる。 

1993 黃大洲市長が新市政府を移転することを決定。元建物の管理権を建成中学校に渡す。   

1994 陳水扁市長が建成中学校の移転計画を延期し「台湾文化財」として残す事を提案。 

    



1995 建物は台北第二美術館として決定、両側は建成中学校の校舎とする。 

     美術館の改修計画は台北第一美術館に依頼。 

1996 台北市市政府は當代館を文化財として認定。第二美術館を文化財名義で再工事する。 

2000 台北市文化局は台北市第二美術館の正式な名称を台北當代芸術館として発表する。 

2001 台北當代芸術館として開幕。台北文化局が當代芸術基金会に依頼し経営管理となる。 

2005 當代芸術基金会の第一回取締役員会の期限が満期で12月12日より休館となる。 

2006 當代芸術基金会の取締役員会を改選し2月18日に再オープン。継続運営となる。 

2007  12月31日台北文化局は當代芸術基金会の契約の依頼で満期を迎える。 

2008  1月1日台北文化局は財団法人台北市文化基金会に委託、當代館の運営をする。 

2009 當代館は展覧範囲を館内から館前の広場と近辺のMRT中山駅の地下商店会まで拡大。 
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 蔡  依  林 
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第2彈「午後の紅茶 SUMMER BRIGHT 」    2014年5月13日（火）日本限定発売 

第1彈「午後の紅茶 SPRING BLOSSOM 」 2014年3月4日（火）日本限定発売 

  《企業コラボ/日本キリン パッケージ コラボ》  
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企業 



商品コラボ案  
  

    為配合蜷川實花於台灣所舉辦的個展, 
  我們將實施充滿蜷川實花藝術氣息的限定企劃。 
  提供限定商品, 讓企業價值更加分。 

☆商品生產及銷售 
☆產品媒體發表會 
☆舉辦オリジナル展示會 



▼PR効果 
・蜷川実花のtwitterのフォロワー数   約35万人。 
・蜷川実花のInstagramのフォロワー数 約23万人。 
・個展実施の際の動員数        平均15万人 
・トークショーの平均集客数      100人/1回 
 
▼売上のアップ 
・過去のPOP UP SHOPの売上（アイテムは文具、雑貨） 平均100万/日 
・へルタースケルター 動員数150万人突破 興行収入20億円 
（公開規模が200館クラスの映画では異例） 

      企業 ×  M / mika ninagawaにより新しいデザインの想像性と 
      企業 ×  アーティストというクールな図式により、 
      世界へ、今までと異なったアプローチが可能に。 
 
         さらに蜷川実花という新しいフィルターを通した、 
       新規顧客の開拓、高いPR効果＝売上のアップが見込めます。 
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  🔵宣伝効果 



１：MOCA 記者会見、開幕式。 
２：下記、制作物、宣伝物へのロゴ及び社名の掲載 
            ①MOCA記念誌（個展終了後に台北當代芸術館出版の蜷川実花展誌） 

            ②ポスター 
            ③パンフレット 
            ④ガイドブック(有料） 
            ⑤開幕式招待状 
            ⑥芸術雑誌２社 
            ⑦看板(内側、外側、大型壁) 

    ⑧MOCA インタネット情報 

    ⑨記者会見の看板 

ホームペー ジ 

Facebook 

Twitter 

2016年度ＡＰＰ 

Instagram  

   
３：蜷川実花ブログ に企業コラボを掲載。  
４：企業の自社Facebook 掲載。 
           
           

 
 

🔵MOCA展 協賛提供 



 🔵蜷川実花コラボ期間 

 1 MOCA開催期間(2016年3月18日ー5月8日) 

  

 🔵企画詳細 

 1 台北市の管轄で実施される展示会で営利目的ではない。 

 2 台湾の芸術発展を目指した展示会。 

 3 評論家(日本側 台湾側) を会期中に招きトークショーを開催。 

 4 開催中の毎週日曜日にMOCAがガイド付きで説明。 

 5 蜷川実花展初の集大成展示会で日本からの参観企画も実施。 

 6 入場料５０元。（特別コラボ関係者は無料） 

 7 MOCA入場者数実績(約2ヶ月) 6万人〜8万人 

 

 
 

 🔵MOCA展 協賛期間 


