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  連携プログラム / PARTICIPATION PROGRAM  
※開催日時はプログラムにより異なります。

3  EVENT みなとみらい秋まつり実行委員会 / 

 第7回みなとみらい秋まつり
→  開催日: 10月29日（土）
→  会場: 高島中央公園
ひかりの実作成ワークショップを開催。

4  東京藝術大学大学院映像研究科 / 

 馬車道プロジェクション2016
→  開催日時: 10月31日（月） – 11月6日（日）
 17:30 – 21:30
→  会場: 神奈川県立歴史博物館
東京藝術大学大学院映像研究科馬車道校舎より神奈川県
立歴史博物館に、映像のプロジェクションをします。映像は
修士課程、卒業生の作品です。

5  中村敬 / プロジェクションアート横浜
→  開催日: 11月2日（水） –  11月6日（日）
→  会場: ナビオス横浜
横浜を象徴する建造物に建築様式の特徴を活かしたプロジェ
クション（色彩映像投影）することで見慣れている建造物や景
観の存在感など今まで気づかなかった魅力を再発見する。

6  EVENT 神奈川県 / 

 県庁本庁舎米寿記念ライトアップ
→  開催日: 11月2日（水） –  11月6日（日）
→  会場: 神奈川県庁本庁舎
県庁本庁舎が、今年建設88周年（米寿）を迎えることを記念
し、正面壁面を特別なライトアップで飾る。

7  EVENT 泰生ポーチ /「食とたき火と光」がある場所
→ 開催日時: 11月4日（金） – 11月6日（日） 12:00 – 22:00
→ 会場: 泰生ポーチ（関内）
1Fカフェスペースにて、インスタレーション「たき火と光があ
る場所」を展示。11月6日には、DJシオミによるスペシャ
ルイベントや、14:00–16:00には泰生ポーチの通りにて、関
内外オープン8コラボ企画「レトロな瓶でつくる照明」のワー
クショップを開催。
ワークショップ情報
http://kannaigai.yafjp.org/kannaigai8/event/337

8  EVENT 株式会社リンクバル / 横浜アートde街コン 

 in スマートイルミネーション2016
→  開催日: 11月5日（土）
→  会場: 象の鼻パーク  ほか
象の鼻パークを中心に、クイズ（スタンプ）ラリーを実施。
スマートイルミネーション・アワードの作品鑑賞と投票、
最先端技術にまつわるクイズなどを開催。
事前申込制: https://machicon.jp/events/HU3u9B/

9  EVENT I LOVE YOKOHAMA / ハマラブキャンドルフラ

 ワー ～夜の横浜に咲く儚いフラワーアート～
→  会場: ナビオス横浜
→  開催日: 11月5日（土） –  11月6日（日）
キャンドルによるイルミネーションとフォトスポットの設置

10 EVENT 横浜シティガイド協会 / 

 ナイトウォークツアー新しい光のアートを楽しむ
→  開催日: 11月6日（日）
→  会場: 石川町駅～中華街～山下公園～象の鼻パーク～
赤レンガ倉庫～みなとみらい地区

省エネ技術&アートの出会い！環境未来都市横浜が提案
する、地球に優しい、新しい時代の夜景・光のアートを楽し
みましょう！

11 EVENT 金沢イルミネーションプロジェクトチーム /

 瀬戸あかり
→  開催日: 11月12日（土）
→  会場: 瀬戸神社
エコな光と材料を使ったアートで、金沢区で歴史のある瀬戸
神社を色鮮やかに優しく照らします。普段とは違う神社の
雰囲気をお楽しみください。

12 EVENT 男女共同参画センター横浜 / 

 パープルライトアップ ひかりの実プロジェクト2016 
→  開催日: 11月15日（火） –  11月20日（日）
→  会場: フォーラム（男女共同参画センター横浜）前庭
フォーラムでは、女性に対する暴力の防止を広く呼びかける
目的で内閣府が提唱する「女性に対する暴力をなくす運動」
期間（11月12日～25日）に合わせ、DV防止のシンボルカ
ラーである紫色の「ひかりの実」をともす。

13 EVENT 女性に対する暴力防止キャンペーン
→  主催: 横浜市
→  開催日: 11月7日（月） –  11月30日（水）
→  会場: 横浜市開港記念会館、象の鼻パーク ほか
「女性に対する暴力をなくす運動」週間にあわせ、横浜市開
港記念会館、象の鼻パークなどをシンボルカラーでライト
アップする。

 広域展開 / OTHER SITE 

スマートイルミネーションみどり（※終了プログラム）
→  開催日: 9月30日（金）、10月1日（土）
→ 会場: 緑新栄会通り（JR横浜線「中山駅」そば）
→ 主催: 横浜市緑区

スマートイルミネーションいずみ
→  開催日時: 12月3日（土）16:00 – 20:00
 ※荒天の場合、翌4日（日）に順延
→  会場: 地蔵原の水辺（相鉄線「いずみ中央駅」前）ほか
→  主催: 横浜市泉区

省エネルギー技術を活用しながら、新たな横浜夜景を提案
する「スマートイルミネーション横浜」。
今年もアーティストや若手クリエイターのイマジネーション
豊かな作品が象の鼻パークに集結します。

プログラム 
 アートプログラム 
国内外のアーティストたちが環境技術を活用し「もうひとつ
の横浜夜景」を提案するメインプログラム。多彩な「光」の
アート作品が象の鼻パークを中心とした会場を彩ります。

 FutureCity Yokohama 
 スマートイルミネーション・アワード 2016 
LEDや有機ELなど環境に配慮した照明技術の新たな活用
方法と、若手アーティストや学生の創造性を融合させた光に
関するアワード事業。今年は部門ごとで展示日程が異なり
ます。

 連携プログラム 
スマートイルミネーション横浜のコンセプトに賛同する企
業、団体、施設、市民などによる参加プログラム。

SMART ILLUMINATION YOKOHAMA has presented a new 
night view by ecological technology. There will be 
various art works with strong imagination created by 
artists and young creators.

PROGRAM 
 ART PROGRAM 
The main program which domestic/foreign artists will 
presen «t Creating a Yokohama night view together» by 
ecological technology. Various artworks will attract the 
venues Zou-no-hana Park centered.

 FutureCity Yokohama
 SMART ILLUMINATION AWARD 2016 
The competition which shows complex of the new way 
using ecological lighting techniques including LED and 
Organic EL, and the creativity of young artists and 
students.

 PARTICIPATION PROGRAM  
Related Program is the participating program managed 
by people who follow the concept of Smart Illumination, 
such as company, groups, facilities, and citizens.

特別協賛

共催 後援

#SMARTILLUMINATION
#スマートイルミネーション

開催概要
名称: スマートイルミネーション横浜2016
会期: 2016年11月2日（水） –  6日（日）17:00 – 22:00
※横浜市開港記念会館は、2日から5日は21:30まで。
6日は20:00まで。（アートプログラムのみ21:30まで）
会場: 象の鼻パーク、  横浜市開港記念会館  ほか
主催: スマートイルミネーション横浜実行委員会
共催: 横浜市
特別協賛: 株式会社FREEing、
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社
協賛: エリーパワー株式会社、株式会社中川ケミカル
株式会社ZEエナジー / 株式会社アースプラス、
協力: 株式会社黒澤フィルムスタジオ
後援: アンスティチュ・フ ランセ横浜
問合せ先: スマートイルミネーション横浜実行委員会 
事務局 080-3556-7448
（11月2日 – 11月6日 17:00 – 22:00）

参加作家: Barbara Cadet、Lu Yang、TABATHA、加藤立、
日下淳一、菅尾なぎさ、髙橋匡太、竹澤葵（FREEing）、つち
やあゆみ、徳永宗夕、長井江里奈、ノナカ（新保瑛加/松川
栞）、長谷川依与、 松原東洋・長谷川宝子、松本大輔+原田
弥 ｢夜の運動会実行委員｣、メガネ、山内沙也果

GENERAL INFORMATION
Title: Smart Illumination Yokohama 2016
Duration: 11/2 WED – 11/6 SUN 17:00 – 22:00
Venue: Zou-no-hana Park, 
Yokohama Port Opening Memorial Hall
Organized by: Smart Illumination Yokohama 
Executive Committee
Co-organized by: City of Yokohama
Special-granted by: FREEing Co.,Ltd., 
Fuji Xerox Advanced Technology Co., Ltd.
Granted by: ELIIY Power Co., Ltd., Nakagawa 
Chemical Inc., ZE Energy Inc. / EARTH PLUS Inc.
Cooperation: Kurosawa Film Studio Co.,Ltd.
Supported by: Institut français du Japon – Yokohama
Inquiries: Tel 080-3556-7448
（2nd – 6th  November 5pm – 10pm）

Artists: Barbara Cadet, Lu Yang, TABATHA, Ryu Kato, 
Junichi Kusaka, Sugao Nagisa, Aoi Takezawa （FREEing）, 
Kyota Takahashi, Ayumi Tsuchiya, Soseki Tokunaga, 
Nagai Erina, Nonaka（Eika Shinbo/Shiori Matsukawa）, 
Iyo Hasegawa, Matsubara Toyo & Hasegawa Takako, 
Daisuke Matsumoto ＋ Hisashi Harada ｢Night athletic 
meet member of the executive committee｣, MEGANE, 
Sayaka Yamauchi

スケジュール / 
SCHEDULE

その他のエリア / 
OTHER AREA

※会期中、開催日時が異なるプログラムのみ、イベントカレンダーに掲載しています。

FUTURECITY, FUTURENIGHT
スマートイルミネーション横浜2016
11月2日（水） – 11月6日（日）17:00–22:00
象の鼻パーク、横浜市開港記念会館 ほか
SMART ILLUMINATION YOKOHAMA2016
11/2 WED – 11/6 SUN, 17:00–22:00
ZOU-NO-HANA PARK, YOKOHAMA PORT OPENING MEMORIAL HALL

WWW.SMART-ILLUMINATION.JP
WWW.FACEBOOK.COM/SMARTILLUMINATION  

会場 11月2日（水） 11月3日（木・祝） 11月4日（金） 11月5日（土） 11月6日（日）
AREA1 象の鼻パーク / ZOU-NO-HANA PARK

ささやく街の灯 高橋匡太 象の鼻堤防先端 15分毎

電光☆劇場 The lightning theater 日下淳一 象の鼻パーク ① 17:30 – 19:00  ②20:00 – 21:30  

※雨天中止

①17:30 – 19:00  ②20:00 – 21:30  

※雨天中止

茶会「裏窓の灯」 徳永宗夕 ＋ 日下淳一 象の鼻パーク 17:00 – 19:30 15分毎  

全11回

イルミネーション・ガイドシップ 日下淳一 ピア象の鼻～みなとみらい～

日の出桟橋～ピア象の鼻周遊

①17:30  ②18:30  ③19:30  ④20:30  ⑤21:30

※運行時間は25分程度

Shadow Theater バルバラ・キャデ 象の鼻テラス 18:00 – 22:00

発電ポールダンサー〈メガネ〉の自家発電ナイト メガネ、TABATHA、菅尾なぎさ、松原東洋・長谷川

宝子、長井江里奈

象の鼻テラス 20:00 – 21:30

富士ゼロックスアドバンストテクノロジーDAY

「ぴーす」の子どもたち特別招待プロジェクト

竹澤葵（株式会社FREEing） 象の鼻テラス 15:00 – 17:00

FutureCity Yokohama 

スマートイルミネーション・アワード2016 表彰式

象の鼻テラス 18:30 – 20:00

魅惑のネオンボール Hachiko Project+Ellie 象の鼻パーク 開港の丘 17:00 – 22:00

FUMILLUNATION 新川裕亮 象の鼻パーク 開港の丘 17:00 – 22:00

光りの咲く木 志喜屋徹+チーム・ゼロアンペア 象の鼻パーク 開港の丘 17:00 – 22:00　※WS 1日約100名限定

Light Loop 馬場美次 象の鼻パーク 17:00 – 22:00

umi no mori 城西国際大学 SENSESCAPE DESIGN Lab. 象の鼻パーク 17:00 – 22:00

夜のシャボン玉 横浜美術大学 NIGHT BUBBLES TEAM 象の鼻パーク 開港波止場 17:00 – 22:00

画家の光 藤村憲之 象の鼻パーク 17:00 – 22:00

虹の花 ホロライトマン 象の鼻パーク 17:00 – 22:00

ゆたかの海 千田泰広 象の鼻堤防 17:00 – 22:00

ZOU-SUN-NIGHT-MARCHE 象の鼻テラス 象の鼻テラス 17:00 – 22:00　※2日（火）のみ20:00 –

AREA2 横浜市開港記念会館 / YOKOHAMA PORT OPENING MEMORIAL HALL
TINI Kateryna Snizhko 横浜市開港記念会館 地下1階 書庫2 17:00 – 21:30 17:00 – 20:00

Memory of light Crescent 渡邊権人 横浜市開港記念会館 地下1階 市史編集室 17:00 – 21:30 17:00 – 20:00

ゆらゆらひらひらざわざわ 戸田光栄 横浜市開港記念会館 地下1階 市史編集室 17:00 – 21:30 17:00 – 20:00

光と遊ぶ 株式会社クレスト 横浜市開港記念会館 地下1階 市史編集室 17:00 – 21:30 17:00 – 20:00

水月 城西国際大学メディア学部クロスメディアコー

ス JIUメディアデザインチーム

横浜市開港記念会館 地下1階 書庫4 17:00 – 21:30 17:00 – 20:00

OTHER AREA
クイズ（スタンプ）ラリー 株式会社リンクバル 象の鼻パーク　ほか 17:00 – 22:00

ハマラブキャンドルフラワー

～夜の横浜に咲く儚いフラワーアート～

I LOVE YOKOHAMA ホテルナビオス横浜 17:00 – 22:00

新しい光のアートを楽しむ 横浜シティガイド協会 石川町～中華街～山下公園～象の鼻パー

ク～赤レンガ倉庫～みなとみらい地区

17:00 – 22:00 

①AppStoreからインストール

②新規登録からメールアドレス
　とパスワードを登録
③ミッションを選んで写真撮影
④簡単なアンケート回答
⑤終了

iPhoneの方 Androidの方
①QRコードを読み取る

②案内に従って回答
③終了

2016年 11月 5日（土）、6日（日）
詳しくはホームページまで。 「関内外」で検索！
http://kannaigai.yafjp.org/

アート、デザイン、建築、ファッション、食。
いつもの街をアーティストクリエイターと共に楽しむ、
横浜ならではの生活文化を体験できるフェスです。

写真の収集を主体にしたアンケートツールで、アプリに
登録されたミッション（写真のお題）に答えるとクーポン
やポイントがもらえます。

「しゃらぽ」とは

しゃらぽ

関内外 OPEN!8ライフ＆フェス～日常が祭りになる～

アンケートに答えてくださった方にプレゼントをお渡しします。
象の鼻テラスのインフォメーションにお越しください。（数量限定）
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  MODEL COURSE  
常設作品モデルコース
今年のスマートイルミネーション作品を見逃さないよう、
モデルコースを設定しました。参考にしてみてください。

0: アートプログラム　
S0: スマートイルミネーション・アワード
（S0）: 11月5、6日のみ展示

（象の鼻テラス）14 → 9 → （S7） → （S6） → S1 → S2 → 7 
→ 6 → 8 → 4 → 10（象の鼻テラス屋上）/ ここも9の鑑賞
POINT! → 13（横浜税関クイーンを眺めながら）→（象の鼻
テラス）→ （S8） → （S9） → （S10） → S3 → 3 → （S12） → 
S4 → （S11） → 2 → S5 → （S13） → （S14） → 1（*体験は
予約制）→ 開港記念館（16、S15-20）

※11: bristleはパーク内を不定期に巡回しています。
※ 天候により中止しているプログラムもございます。
詳しくはインフォメーションにてご確認ください。

Introducing model course so as not to miss 
SMART ILLUMINATION ART WORK!!

0: ART PROGRAM　
S0: SMART ILLUMINATION AWARD　
（S0）: Exhibition only 11/5, 6

（ZOU-NO-HANA TERRACE）14 → 9 → （S7） → （S6） →
S1 → S2 → 7 → 6 → 8 → 4 → 10（Rooftop of ZOU-NO-
HANA TERRACE）/ Watching Point of 9 ! → 13 →（ZOU-NO-
HANA TERRACE） → （S8） → （S9） → （S10） → S3 → 3 → 
（S12） → S4 → （S11） → 2 → S5 → （S13） → （S14） → 1
（*Reservation） → Yokohama Port Opening Memorial 

Hall（16、S15-20）

  アートプログラム / ART PROGRAM   

→  11月2日（水） – 11月6日（日）17:00 – 22:00
※開催時間が異なるものはプログラム中に記載しています。

1  ささやく街の灯 / Whisper the city lights

→  Artist: 髙橋匡太 / Kyota Takahashi
→  出演・スクリプト: 夜埜光
→  協力: カラーキネティクス・ジャパン株式会社
横浜都心臨海部を望みながら対岸に広がる夜景を眺める
インスタレーション。夜景や光にまつわるお話がラジオか
ら流れ、ランプの暖かなあかりのもと静かに時を過ごしま
す。ラジオから流れる曲のリズムに合わせて夜景に隠された
ライトがささやきます。
※これは象の鼻堤防の先端にある小屋から鑑賞する作品
です。小屋はちいさいため、一組ずつ中に入り体験します。
鑑賞時間は15分となります。作品手前の受付にて当日分の
整理券を配布します。

2  ポンプ DE イルミ vol.2 / PUMP UP LIGHT vol.2 

→  Artist: 松本大輔 + 原田弥 ｢夜の運動会実行委員｣ / 
Daisuke Matsumoto ＋ Hisashi Harada «Night athletic 
meet member of the executive committee» 

イルミネーション+運動会=忘れられない体験
あかり+空気入れ=夜の運動会
自然エネルギー+来場者のエネルギー=未来の横浜夜景
空間ライトアップ連動、複数人対戦可能なポンプDE 
イルミ vol 2.横浜夜景と笑顔を体験下さい。

3  instinctively0

→  Artist: 山内沙也果 / Sayaka Yamauchi
人それぞれに自分を良く魅せる得意な角度を持っている。
そんな角度よりも直感的に魅せる角度の方が人間的で面
白い。

AREA 2 // 
横浜市開港記念会館 / 
YOKOHAMA PORT 
OPENING MEMORIAL HALL
 アートプログラム / ART PROGRAM 
→   11月2日（水） – 11月6日（日）17:00 – 21:30

16 オトギ / otogi 

→   Artist: ノナカ （新保瑛加 / 松川栞 ） / 
nonaka （ Eika Shimbo & Shiori Matsukawa ）  

→   協力: 稲葉 永子、香取 依里
横浜市開港記念会館の窓を、外から見上げて楽しむ作品。 
透明レリーフと鮮やかな光が「オトギ」の物語をつくりだす。

 FutureCity Yokohama 
 スマートイルミネーション・アワード2016 / 
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 《学校部門》 
→  11月2日（水） – 11月6日（日）
 17:00–21:30（6日は20:00まで）

S15 いなくならない / Still there 

→  Artist: 東京藝術大学大学院映像研究科 木村絵理子 / 
Eriko Kimura （Tokyo University of the Arts School of 
Film and New Media）

深夜のみなとみらい。海沿いの夜景と水面に映る光の
中で、小さなLEDライトがダンサーの身体を浮かび上がらせ
る。ダンサーがやがて光そのものになっていく様子をカメ
ラで捉え、映像作品として表現した。

 《一般部門》 
→  11月5日（土）17:00–21:30
 11月6日（日）17:00–20:00

S16 TINI

→  Artist: Kateryna Snizhko
人の記憶は薄れやすく、思い出そうとしても本当の記憶はど
こかへ消え去って生きます。暗闇の中をライトで辿って行く
と、そこには誰かの記憶が。

S17  Memory of light

→  Artist: Crescent 渡邊権人 / Crescent Kento Watanabe
光の速さは秒速約30万Km。発せられた光は一瞬であら
ゆるものに到達し、吸収反射する。本装置から発せられる
光は常に1点の光。目の残像という記憶装置を通して見る
と…見えている光は操られた世界なのかもしれない。

S18 ゆらゆらひらひらざわざわ / 

 YURAYURA-HIRAHIRA-ZAWAZAWA
→  Artist: 戸田光栄 / Mitsue Toda
むこうの海からは揺らめきが、あちらの空からは木々のざわ
めきが…
不確定な海面、海面や樹木に触れてざわつく風、そんな自然
の感覚的な世界の要素を、窓の内側で想像して人工的に表
現してみます。

S19 光と遊ぶ / 

 Playing with light
→ Artist: 株式会社クレスト / CREST Co.,Ltd.
小型のLEDプロジェクターをタブレットで制御して来場者に
光と遊んでもらいます。

S20 水月（クラゲ）/ 

 KURAGE
→  Artist: 城西国際大学メディア学部クロスメディアコース 

JIUメディアデザインチーム / JIU Media Design Team 
（Josai International University）

光と触れ合う。水月（くらげ）は、水中で美しく発光し、浮遊す
るクラゲのように、光が空中を浮遊します。
優美な水月の動きと、美しい光の空間をお楽しみください。

  連携プログラム / PARTICIPATION PROGRAM  

2  EVENT かながわ健康財団/

 グリーンライトアップin神奈川 （※終了プログラム）
→  会場: 横浜市開港記念会館　ほか
→ 開催日: 10月1日（土） – 10月16日（日） 
グリーンライトアップをきっかけに、移植医療について家族
で考える機会となるように、プロジェクションライティングに
てメッセージを伝えます。

4  電光☆劇場 / The lightning theater 

→  Artist: 日下淳一 / Junichi Kusaka
→  開催日時: 11月2日（水）、3日（木・祝）、5日（土）、6日（日）

17:30 – 19:00、20:00 – 21:30　
→  参加費: 無料
全身光り輝く衣装を身に着けたイルミネーターが展開する
パフォーマンスと参加体験型インスタレーション。
音楽をリアルタイムに映像化し投影した舞台上でのイルミ
ネーターによる身体的表現に続き、来場者が光るソファー
に座って写真撮影が出来る参加体験型インスタレーション。

5  茶会「裏窓の灯」 / 

 A tea party "The light in rear window"
→  Artist: 徳永宗夕＋日下淳一 / 
 Soseki Tokunaga ＋ Junichi Kusaka
→  開催日時: 11月4日（金）17:00、17:15、17:30、17:45、

18:00、18:15、18:30、18:45、19:00、19:15、19:30 / 11回
→  参加費: 茶会への参加1500円※屋外からの観覧無料
→  参加方法: 要事前予約 / Tel: 090-8023-8133（くさか） 

Mail: junxaka@gmail.com
茶道裏千家準教授徳永宗夕と日下淳一のコラボレーションに
よる茶会。象の鼻テラスのショーウィンドー内で、一夜限りの
特別な設えの中、幻想的な光の茶会が開かれます。

6  光のオトイロ / The sound of colors

→  Artist: つちやあゆみ / Ayumi Tsuchiya
→  協力: アートグラスクラブ、杉本 義己
作曲・演奏ができる、ガラスの琴。琴は色毎に音階を持ち、そ
の7色と透明な音消し板で、多様なメロディを紡ぐ。

7  光のらくがき / Luminous Graffiti 

→  出展: 株式会社中川ケミカル / Nakagawa Chemical Inc.
蓄光シートのパネルにペンライトをつかって自由にお絵かき！
写真を撮ったり思い思いにひかりのらくがきをお楽しみくだ
さい。

8  illumination land

→  Artist: 加藤立 / Ryu Kato
→  企画: TRAUMARIS
→  企画協力: 株式会社アースプラス 
現実世界に潜むささやかな気づきや美しさをすく いあげる
「クールでほっこり」なコンセプチュアルアー トをつくり続け
る加藤立。波打ち際に «あるもの»  を放置して波の形を残
す映像作品 『illumination land』は自然のエネルギーが秘 め
た力強さをダイレクトかつ詩的に表現します。

9  power of will ! final shooting ! / 意念力！終極發射！

→  Artist: ルー・ヤン / Lu Yang
→  協力: 株式会社クエストアンドトライ
象の鼻パークにあらわれるアーティスト自身の「顔」を模し
たバルーン作品。髪を掻き乱しながら、溢れだすエネルギー
（光線）を宇宙に放ちます。

10 yamaori taniori tent

→  Artist: 長谷川依与 / Iyo Hasegawa
折り紙からヒントを得てできた簡易テント。プラスチックダン
ボールに折り目を入れて、人の折るという行為を介在させる
ことで完成する。

11 bristle

→  Artist: 長谷川依与 / Iyo Hasegawa
bristleとは名詞で「粗い毛」、動詞で「毛を逆立てる」「密生
する」などを意味する。
日常生活で使われている何気ない既製品に人が1アクション
加えることで、人が生み出した物から人が進化の過程で失っ
た本能的なものを表現できないかと考えた。

12 イルミネーション・ガイドシップ / 

 Illumination Guide ship
→  運航: 株式会社ケーエムシーコーポレーション / 

KMC CORPORATION
→  衣装: 日下淳一 / Junichi Kusaka
→  航路: ピア象の鼻～万国橋～汽車道～みなとみらい周遊
→  出航時間: 17:30、18:30、19:30、20:30、21:30
 ※運航時間は25分程度  
→  乗船方法: ピア象の鼻桟橋にて出発約30分前より販売
（各回定員 8名） 

→  乗船料: 1000円
日下淳一による光る衣装をまとったガイドとともに海から
象の鼻パークを一望しクルーズする。

13 ブルーライト・クイーン / BLUE LIGHT UP «QUEEN» 

→  出展: スマートイルミネーション横浜実行委員会
→  会場協力: 横浜税関
横浜を代表する歴史的建造物のひとつ「クイーン（横浜税
関）」を、今年のテーマカラーの青色にライトアップ。

《象の鼻テラス / ZOU-NO-HANA TERRACE》
14 HEART

→  Artist : バルバラ・キャデ / Barbara Cadet
→  後援 : アンスティチュ・フ ランセ横浜
立体的なハートのインスタレーションの形をつくるのは、人工
的な光により影響を受けた動物をモチーフにした色鮮やかな
切り絵です。中心にはいくつかの光源が仕込まれ、来場者が
自由にON/OFFすることで、作品をぼんやりと浮かび上がらせ
ます。

15 WORKSHOP Shadow Theater

→  Artist: バルバラ・キャデ / Barbara Cadet
→  開催日時: 11月3日（木・祝）18:00 – 22:00
→  参加方法: 当日受付
→  参加費: 300円（材料費）
→  後援: アンスティ チュ・フ ランセ横浜
ジャングルの生きものをモチーフに自分だけの切り絵をつ
くり、影絵劇場で遊びましょう！

16 EVENT 発電ポールダンサー〈メガネ〉

 の自家発電ナイト / Home Power Generation Night by 
 Pole Dancer «MEGANE»  
→  Artist : メガネ、TABATHA（ダンスユニット）、菅尾なぎさ
（振付家・ダンサー / クリウィムバアニー）、松原東洋・
長谷川宝子（舞踏家 / 渋さ知らズオーケストラ）、長井
江里奈（振付家・ダンサー / まことクラヴ）/ MEGANE、 
TABATHA、Nagisa Sugao、Toyo Matsubara & Takako 
Hasegawa、Erina Nagai

→  開催日時: 11月4日（金）20:00 – 21:30
→  参加方法: 当日受付
→  参加費: 無料
→  企画: TRAUMARIS
→  企画協力: 株式会社アースプラス 
孤高の覆面ダンサー〈メガネ〉が回転により発電するポー
ルダンスマシンを駆使し、4組の出演者のために小型アン
プやラジカセ、LED電飾などをフル稼働。パフォーマンス
の底力と電力のありがたみを身体をはって伝える、美しき労
働の一夜！

 その他のプログラム / OTHER PROGRAM 
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー DAY 「ぴーす」の
子どもたち特別招待プロジェクト
→  Artist: 竹澤葵（FREEing） / Aoi Takezawa
→  11月3日（木・祝）15:00 – 17:00
児童発達支援事業所「ぴーす」に通所する子どもたちを特別
に招待するプログラム。彩られた横浜夜景を巡るツアーや、
アーティストの竹澤葵によるワークショップでお出迎えします。
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 《学校部門》 
→  11月2日（水） – 11月6日（日）17:00 – 22:00
S1 furegura 
→  Artist: 城西国際大学メディア学部クロスメディア
コース メディアデザインラボ / media design lab. 
（Josai International University）

香り立つ、ふわりと広がる光。自然の草花を模したこのイル
ミネーションは、人が触れるとともに輝きを増し、花の香りの
ように光が広がります。人と光を繋げ、人と自然とのインタ
ラクションを表現した作品です。

S2 あかりジグソーパズル / AKARI Jigsaw Puzzle

→  Artist: ライティングデザインスクール / 
Lighting Design School

ジクソーパズルをLEDで光らせて、屋外の夜楽しめるゲーム
にしました。屋外で複数の人と楽しめる、参加型のあかりの
オブジェです。

S3 花火ドッカン / Shoot off fireworks

→  Artist: 高橋研（神奈川工科大学） / Takahashi lab
（Kanagawa Institute of Technology）

参加型のイルミネーションです。足で踏んで反応するセン
サーを設置し、踏むと前方で花火が打ち上がります。ぜひ
花火を打ち上げてみませんか！？

S4 IPPO

→  Artist: 城西国際大学メディア学部クロスメディアコー
ス JIUクロスメディアチーム / JIU Cross Media Team 
（Josai International University）

一歩ずつ積み重ねて創り出す未来の光。IPPOに乗り、歩く
ことで光の波紋と水の音が生まれます。まるで光に乗って、
水の上を歩いているかのような気分を楽しんでください。

S5 つながる・つたえる・きらミントン / Kiraminton

→  Artist: 東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア
学科 インタラクティブアート研究室 / Tokyo Polytechnic 
University Interactive Media Interactive art lab

バドミントンと光が融合！光を繋げることで、完成される体験
型イルミネーションです。きらミントンを通じて、あなたの
大切な人に想いを伝えてみませんか?

S11 夜のシャボン玉 / Night Soap Bubbles 

→  Artist: 横浜美術大学NIGHT BUBBLES TEAM / 
Yokohama college of Art and Design

→  ※展示は11月5日（土）のみ
シャボン玉に光をあて、闇夜に見えない輝きを見せます。
忘れていた優しい気持ちになります。
  
 《一般部門》 
→  11月5日（土） – 11月6日（日）17:00 – 22:00

S6 魅惑のネオンボール / ENCHANTED NEON BALLS

→  Artist: Hachiko Project+Ellie
横浜はいろいろな所からたくさんの人が集まる場所。みん
なで玉入れをして、魅惑の光の玉遊び。どこから来たのか
自分の痕跡を残しましょう。

S7 FUMILLUNATION

→  Artist: 新川裕亮、川野邊誠、安齋宏記、加藤達也、
田中明彦、石原北斗、山手政実 / Hiroaki Shinkawa、
Makoto Kawanobe、Hiroki Anzai、Tatsuya Kato、
Akihiko Tanaka、Hokuto Ishihara、Masami Yamate

横浜港の海面の実計測データに基づき生成している照明と
音響を、点字ブロックへ融合しました。特定の点字ブロック
を踏むと、海面に足を踏み入れた時に広がる波紋のように、
照明と音響が変容します。

S8 光りの咲く木 / «Tree in bloom of light»

→  Artist: 志喜屋徹＋チーム・ゼロアンペア / 
 Akira Shikiya ＋Team Zero Ampere
→  所属名: ソラ シネステティック・デザイン・スタジオ / 

SORA Synesthetic Design Studio 
→  提供: SORA Synesthetic Design Studio 
→  協力: 株式会社SEN、高宮産業株式会社、有限会社パウ、
特定非営利活動法人ユナイテッド・アース
（ワークショップ協力）

水だけで発電するマグネシウム空気電池＋LEDライト、
再々々利用プラスチックカップ、偏光フィルムを素材に、
ワークショップで水により「生命の光の花」を咲かせ、ツリー
状オブジェに植えて完成させる参加型作品。

S9 Light Loop

→  Artist: 馬場美次 / Yoshiji Baba
地面に大きな円を光で作成しました。赤と青の光が横浜の
風で少し揺らめき、港街ならではの夜景のシーンを創りだし
ます。

S10 umi no mori

→  Artist: 城西国際大学 SENSESCAPE DESIGN Lab. / 
SENSESCAPE DESIGN Lab. 
（Josai International University）

人々を見守る神聖なる海の森。人工的な光が自然の壮大
さや優しさ、激しさなどさまざまな表情を表現する。今ここ
に、  絶対的な海の森が出現する。

S12  画家の光 / Painter's light

→  Artist: 藤村憲之 / Noriyuki Fujimura
私達の顔や身体が思いがけなく楽しく照らし出される。
そんな街角があったらどうでしょうか?カンバスの上で自由
に光を操作し、絵画の中で人々に光を当てた画家達からヒン
トを得て、賢く新しい光を届けます。

S13  虹の花 / RAINBOW  FLOWER

→  Artist: ホロライトマン / HOLOLIGHT★MAN
白色の光は、赤・橙・黄・緑・水・青・紫など様々な色が合成さ
れている。一方、白色の光を分光すると、虹色の光が発生す
る。本作品では、白色ＬＥＤと分光技術を用いて、天と地に咲
いた虹の花が煌き続ける。

S14 ゆたかの海 / Primordial space

→  Artist : 千田泰広 / Yasuhiro Chida
海の奥行き、月の引力による波のうねり、港の夜景と水面に
映る光。環境と一体となった作品は、無限の移ろいとして、
そこに。

EVENT スマートイルミネーション・アワード2016 表彰式
→  11月6日（日）18:30～20:00
→  会場: 象の鼻テラス
→  参加方法: 当日自由参加
→  賞品提供: 株式会社タヒチプロモーション、
 株式会社伊藤園、日清食品ホールディングス株式会社

  連携プログラム / PARTICIPATION PROGRAM  

1  ZOU-SUN-NIGHT-MARCHE
→  11月2日（水） – 11月6日（日）17:00 – 22:00 
※2日のみ20:00 –

→  出店 : 明石優、おにぎり弁慶、きくやマルシェ、鯖寅果実
酒商店、せきねちあみ、棗茶房、べつばらドーナツ、
星パン屋、  ミツバチフラワー、ヨコハマココット、  ル・トレ
トゥール・オグロ、AYA、ojizou's、TOAST neighborhood 
bakery

毎週日曜日に開催しているぞうさんマルシェの特別版とし
てナイトマルシェを開催します。

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー DAY 
「ぴーす」の子どもたち特別招待プロジェクト　11/3
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