


募集要項当日配布予定2019.6.6
プロジェクト発足イベント 企画説明 ＋ トークショー

アートキャンプ (2019年8月予定)展覧会企画(公募制)

18:00~20:00

18:00~ 開場

18:30~ 日比野克彦 挨拶 
　　　　　主催者よりご挨拶ブルガリ ジャパン代表取締役社長 ウォルター・ボロニーノ
           “イタリアの伝統工芸について”

18:35~ 内閣総理大臣夫人 安倍昭恵様 ご挨拶

           “日本の伝統工芸と、工芸技術の継承への願い”

18:40~ 日比野克彦 プログラム説明

18:45~ トークショー開始

20:00~ 終了

＝トークショー＝

Thu
東京藝術大学 上野校地 美術学部絵画棟１階 大石膏室

登壇者

《概要》

若い方々に芸術活動のチャンスを提供すること、並びに日本の伝統的美術・工芸技術

技法の継承に役立つこと、古き良き技術とコンテンポラリーの融合・出逢いを目的と

します。工芸品としての注目度をより高め、この企画に様々な専攻のなるべく多くの

学生に参加してほしいと考えています。応募者は個人でもグループでも構いません。

漆を使ったことがない人にも広く門戸を開ける場にしたいと思います。最優秀者には

ローマ旅行招待、作品のメディア露出などの特典があります。

《展示作品》漆を使用した美術作品(絵画、立体等形式は問わない）

《賞及び表彰》入選10名/組(うち最優秀作品にはローマ旅行）

《表彰式》2019年11月 ブルガリ銀座タワー

《会場及び会期》

  会場：ブルガリ銀座タワー(〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目7-12)

  会期：2019年11月

《出品資格》東京藝術大学在学生、及び卒業生(45歳まで）

　　　　　　個人、グループでの応募いずれも可能

《スケジュール(予定)》※日程は一部変更の可能性があります。

　6月6日(木)     　  プロジェクト発足イベント

　6月中           　　 応募締め切り

　　　　     　　　　 入選者発表

　7月～11月上旬      制作期間(制作費補助あり)

　11月中旬         ブルガリ銀座にて発表会(展示期間は1日間）

 　              授賞式(最優秀者2,3名）

《主催》東京藝術大学、ブルガリ　

《問い合わせ先》藝大×ブルガリ 実行委員会

　東京都台東区上野公園12-8東京藝術大学 絵画棟中２階 先端芸術表現科スタッフルーム

《担当》先端芸術表現科 表 良樹 omote.yoshiki@fa.geidai.ac.jp

取手校地にて人間国宝の作家監修による2泊3日に

及ぶ漆に関わる材料や道具の制作体験

《実施場所》

　東京藝術大学取手校地(〒302-0001 茨城県取手市小文間5000番地）

《応募資格》

　東京藝術大学在学生、及び卒業生(45歳まで）

《スケジュール》

　6月6日(木)    プロジェクト発足イベント

　6月中           応募締め切り

　　　　　　　　参加者確定

　8月中          実施予定

・漆掻き職人から学ぶ漆掻き体験

・生漆から塗り用漆(透漆、呂色漆)の精製体験

・蒔絵道具「粉筒」を材料収穫から行い制作

ローマの旅

公募の優秀者には、イタリア・ローマにあるブルガリの

施設やローマの名跡を巡るツアーにご招待致します。

ブルガリ本店 コロッセオ

現在、資生堂のANESSA、コカ ・コーラ「AQUARIUS」の

CMに出演し、モデルとして数々のファッション誌や

広告などで活躍。2015年より「公益財団法人プラン・

インターナショナル・ジャパン」のBecause I a m 

a Girlエンジェルに就任し国際NGO活動に参加。

Instagramは140万人を突破し、モデルとしてだけ

ではなく、様々な分野で活躍の場を広げている。

森 星／モデル

※詳細は6月6日に発表予定です。

1958年岐阜県生まれ、1978年東京藝術大学美術学部デザイン科入学。1984年

東京藝術大学美術研究科修了。1982年日本グラフック展大賞受賞。1995年

ベネチアビエンナーレ日本館。2016年より東京オリンピック文化プログラム 

 「TURN」を監修。現在、東京藝術大学美術学部長、先端芸術表現科教授。岐阜県

美術館長、日本サッカー協会社会貢献委員会委員長。平成27年度芸術選奨

芸術振興部門文部科学大臣賞受賞。

日比野克彦／アーティスト・東京藝術大学美術学部長

1985年、東京都生まれ。東京藝術大学工芸科染織専攻卒。

卒業制作として発表したヒールレスシューズは、花魁

の高下駄から着想を得た作品として、レディー・ガガ

が愛用していることでも知られている。現在は現代

美術家として、国内外の展覧会へ参加する他、伝統

工芸士との創作活動にも精力的に取り組んでいる。作品

は、ニューヨークのメトロポリタン美術館やロンドンの

ヴィクトリア＆アルバート博物館など、世界の著名な

美術館に永久収蔵されている。

舘鼻則孝／アーティスト

チームラボ代表。1977年生まれ、徳島市出身。2001年東京大学工学部計数工

学科卒業と同時にチームラボ創業。大学では確率・統計モデルを、大学院では

自然言語処理とアートを研究。チームラボは、アートによって、人間と自然、

そして自分と世界との新しい関係を模索したいと思っている。デジタルテクノ

ロジーは、物質からアートを解放し、境界を超えることを可能にした。私たち

は、自分たちと自然の間に、そして、自分と世界との間に境界はないと考えて

いる。お互いはお互いの中に存在している。全ては、長い長い時の、境界のない

生命の連続性の上に危うく奇跡的に存在する。http://teamlab.art/jp/

猪子寿之／チームラボ代表

東京都生まれ。1976年東京藝術大学大学院(漆芸専攻)

修了。日本伝統工芸展にて東京都知事賞など受賞多数。

2008年、重要無形文化財「蒔絵」保持者(人間国宝)に

認定。同年、紫綬褒章受章。現在、公益社団法人日本工芸

会の副理事長を務める。作品は文化庁、東京藝術大学、

ヴィクトリア＆アルバート博物館、メトロポリタン

美術館、大英博物館などに収蔵。創作活動と共に文化

財保存活動も行い、漆の美や素晴らしさを伝えるべく、

国内外への出展、講演活動も積極的に行っている。

室瀬和美／漆芸家・重要無形文化財「蒔絵」保持者

〒107-0062 東京都港区南青山 1-15-14-5F

PHONE : 03-3403-4120　FAX : 03-3403-4662

森 星

www.image-tokyo.co.jp

株式会社 ボン イマージュ

2019年 ★資生堂 「アネッサ」 (2016年～現在）

2018年　コカコーラジャパン 「Aquarius Multi-vitamin drink」  　　　　

       　　　三井不動産 「&mall」 

2017年  資生堂 「INTEGRATE」

VOGUE Japan / VOGUE girl / ELLE Japon / ELLEgirl / i-D

Numero TOKYO / i-D Web Magazine / FRaU / GINZA

Harper's BAZAAR / ViVi / with / BAILA / Oggi / GINGER

Sweet / VoCE / MAQUIA / Glitter / NYLON JAPAN / 25ans

花椿 / Shel'tter / CanCam / MERY / 美的 / mina / S-Cawaii 

ar / WWD Japan / GQ Japan / Gainer / smart / Pen / Mgirl 

honey / vanity fair / Gisele / 東京カレンダー / Harper’s 

BAZAAR Malaysia / GRAZIA China / ELLE China / CR 

他 多数出演

2018 年　VOGUE JAPAN “Woman Of The Year”

2017 年  メガネベストドレッサー賞 サングラス部門受賞

             第 55 回日本ファッション ・ エディターズ ・ クラブ賞

             セレブリティ ・ オブ ・ ザ ・ イヤー

             モデル ・ オブ ・ ザ ・ イヤー

2016 年   Best Beautist Award 2016 ・ ブレイク賞受賞

2015 年　第 32 回ベストジーニスト／協議会選出部門

　　　　     Asia Model Festival "Japan" Artist Award 受賞

アカウント＠hikari
フォロワー数 140 万人突破

Hikari Mori 
H175 B82 W57 H87 S24.5 

CM

MAGAZINE

SHOW

生年月日 :  1992 年 4 月 22 日

出身地 :  東京都

特技 ：  英語 / 中国語

趣味 ：  旅行 / 写真

▲
▲

2019 年 資生堂 「NARS」 

            FENDI “Baguette” Campaign 

            CALZEDONIA

2018 年 MERCURY DUO, ROXY JAPAN, Casetify, GU

2017 年 H&M FALL FASHION Global Campaign, ROSE BUD 

            2017-2018, MICHAEL KORS “The Walk” 

            SPRING 2017

AD

2018 年 写真集 「HIKARI MORI」 ( トランスワールド )

           6/25 発売

2018 年 スタイルブック 「starlish」 ( 宝島社 ) 11/24 発売

2017 年 スタイルブック 「star」 ( 講談社） 4/21 発売

BOOK

《レギュラー》

NTV 「火曜サプライズ」 半レギュラー (2018.4 月～ )

TBS 「新！チューボーですよ！」 （2015.4 月〜2016.12 月）

TBS 「王様のブランチ〜ピカ 1 ガール」 （2014/1 月〜6 月）

《ゲスト》

★NETFLIX “The Final Table”

TV

MOVIE

FENDI 「＃BaguetteFriendsForever」

VOGUE Michael Kors"The Walk"

HUGO BOSS "Your City. Your Spot. 

           Your Style.Lewis Hamilton in Tokyo" キャンペーン

COACH 「COACH x Hikari Mori」

現在、 資生堂の ANESSA、 コカ ・ コーラ 「AQUARIUS」 の

CM に出演し、 モデルとして数々のファッション誌や広告など

で活躍。 2015 年より 「公益財団法人プラン ・

インターナショナル ・ ジャパン」 の Because I am a Girl

エンジェルに就任し国際 NGO 活動に参加。

Instagram は 140 万人を突破し、 モデルとしてだけではなく、

様々な分野で活躍の場を広げている。

PRABAL GURUNG S/S2019 

Dolce&Gabbana Alta Moda show 2017

東京ガールズコレクション / Girls Award / TOKYO RUNWAY

KOBE COLLECTION

他 多数出演

2019年、 2018年： MET GALA 出席 

公益財団法人プラン ・ インターナショナル ・ ジャパン

　　『Because I am a Girl エンジェル』 就任 2015 年～現在

国際 NGO
PLAN INTERNATIONAL エンジェル

AWARD

OTHER

PROFILE


