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実行委員会参加団体：

森トラスト株式会社、御殿山町会、東京マリオットホテル
株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所、株式会社電通国際情報サービス、学校法人品川女子学院
キリスト品川教会、原美術館、他
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サントリーホールディングス株式会社、SKY ART JAPAN 株式会社、ソニー歴史資料館、TASKO.inc、力石咲、ドローンジョ、他
2017年10 月 25 日現在

GOTENYAMA ART & TECHNOLOGY WEEK 2017

未知の世界に触れる御殿山での特別なアート＆テクノロジー体験！
Special experience to touch the unknown field in Gotenyama!
Omoiiro – Flow

Omoiiro – Mirror

Das Fremde / AI Robot Installation

Head Light / Personal Projection Mapping

ダス フレムデ

Omoiiro ‒ 流れ

Omoiiro ‒ 鏡

Das Fremde（未知のモノ）

Head Light（ヘッドライト）

御殿⼭の滝にあなたの思いが溶けていく
参加型カラーインスタレーション。

歩いているとあなたの⾊を抜き取られる？
カラーインスタレーション。

ロボット AI インスタレーションが
御殿⼭庭園の茶室「有時庵」内に登場。

パーソナルプロジェクションマッピング公開実験。
⼈間ではない⽣き物の感覚で夜の森を⾒てみよう。

17:00 - 21:00

11:00 - 21:00（12日は〜 17:00）

11:00 - 21:00

17:00 - 21:00

アートとテクノロジーを楽しむ・触れる・遊ぶ！
Enjoy, Touch and Play the art and the technology!
Emitame

エミタメ

Interactive Augmented-RealityTheater

Open Photo Session

iART（アイアート）

オープンフォトセッション

みんなの笑顔で花を咲かせる あなたにそっくりな妖精
魔法の鏡が登場
が現れる AR 劇場を体験

プロカメラマンがあなたの
記念の⼀枚を撮影します

11:00- 21:00 (12日は〜17:00)

11:00- 21:00 (12日は〜17:00) 11:00 - 17:00

Knit Workshop

Straw Beads Workshop

「毛糸玉モンスターをつくろう！」 Dream Big, Build Bigger!
ワークショップ -ストローで、
でっかい作品をつくろう-

Mobility Walk

「KENPOKU ART2016 茨城県北芸術祭
出展作品 撮影 : ⽊奥恵三」

Knit Invaders

秋のモビリティウォーク ドローン操縦体験

ニット・インベーダー in 御殿山
：力石 咲

世界に⼀匹だけのオリジナル
の⽑⽷⽟モンスターをつくろう

ストローを使っていろんなアイ
デアをカタチにして楽しもう

パーソナルモビリティに乗っ
て御殿⼭の秋を体感

最新ドローンを操縦してみよう

御殿⼭が「世界を編みくるむ」
という壮⼤なインスタレーションの⼀部に…

11:00 - 17:00

11:00 - 17:00

11:00 - 17:00

11:00 - 17:00

11:00 - 21:00 (12日は〜17:00)

秋の美味しさが盛りだくさん！
食欲の秋を楽しむ！

御殿山エリア内では楽しいコンテンツが盛りだくさん！
御殿山でしか体験できないアートと文化に親しもう！

Lots of Autumn good flavors !
Let’ s enjoy Autumn Appetite !

We have a lot of joyful contents in Gotenyama !
Being Familiar with special experience in Gotenyama and Art!

ワイン飲み比べ / ⽇本ワインコンクールで⾦賞を受賞したサントリー

原美術館 /作品上映 映像・アニメーション作家ピーター・バーの作品上映 & レクチャー 11/11(⼟)16:30-（有料・予約制）

のワインを飲み⽐べて楽しもう！ワインにぴったりのアミューズも。

ソニー歴史資料館 / 事前予約無しで⼊館可能 11/10(⾦) 10:00-17:00

ナッツ＆いちじくチョコプレゼント / ワインにロカボナッツ、

イルミネーション / イベントに合わせて御殿⼭のイルミネーションがスタート11/10 -12/25

コーヒーにいちじくチョコのラピトスを先着順でプレゼント。

キリスト品川教会 / どなたでも⼊場可能 30 分のミニコンサートを開催！11/9(⽊) 12:30-13:00

スペシャルキッチンカー / キッチンカーでフード&ドリンクを楽しもう！

御殿山フォトフォレスト / カメラマンが御殿⼭のフォトスポットをインスタグラムで紹介

11:00-21:00（12 ⽇は〜17:00）

Drone Maneuvering Experience

期間中は原美術館の東⾨（トラストシティ側）をご利⽤いただけます (11:00-17:00)『⽥原桂⼀「光合成」with ⽥中泯』開催中（⼀般 1,100円）

ソニー CSLアレクシー・アンドレ⽒の
「Omoiiro」
を利⽤して、
御殿⼭の写真から
抽出した御殿⼭カラーをイベントカラー
として採⽤しています。
Using “Omoiiro” by Sony CSL Alexis André,
we are adopting the Gotenyama color
as our event color extracted from the
photo of Gotenyama.
※写真は全てイメージです

詳細は御殿山トラストシティ公式 WEB 内
のイベント情報サイトをご確認ください
Please check the detail in the event information
page of the official web site of Gotenyama Trust city
・ イベント会場内では主催者・プレス・出展者・関係者による撮影が⾏われております。
撮影された写真、動画は広告、
報道、レポート、
記録などの場⾯で利⽤される場合がございます。
事故、
盗難、
紛失、怪我などにつきましては⼀切の責任を負いかねます。
・イベント会場におけるトラブル、
・ イベント内容は予告なく変更される可能性がございます。
・ ⾬天・荒天時は変更もしくは中⽌になる場合がございます。

お問い合わせ
森トラスト株式会社広報部 TEL:03-5511-2255（平⽇ 9:00〜18:00）

