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×シムラユウスケ・・最新
成田空港手帳
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三世代応援マガジン

この夏はおうちでラクラクキャンプ気分！ベランピング特集

アーティストノふわりの森アートプロジェクト総合ディレクター

シムラユウスケ

\

キーマンは
この人！

/

NARITAのARTのキーマン！

1981年生まれ。アーティスト。東京、ニューョークを拠
点に国内外での個展、アップルストアによる特集、吉田
力バンや様々なメディアとのコラボなど注目を集める。
2014 年には海外に加え幼少期から育った国内（成田
市・栄町）に拠点を持ち、成田国際空港を中心に広がる
大自然をフィールドに空港圏初の現代ア～トの拠点「ふ
わリの森アートプロジェクト」をスタート。空港都市国
際芸術祭「ふわりの森 ARTPARADE 」総合ディレク
ター。イオンモール成田20周年では大規模なコラボレー
ションアートを手掛けているc 択安食駅前にもアートエ
レべーターが常設。

シムラユウスケ特集！
,新コ ラボ
速報具

成田空港圏の現代アートを牽引する第ー人者、シムラユウスケ氏の新たなアートの展開！
そして最新のコラボは2022年成田空港手帳とのコラボ！！見逃せない！!

ピーチした。
L)

rNARlTA」 の現代アート最新情報！
今回、
新たなコラボが披露され、
大

きな 反響に注目 の高さを感じ ま

すー・最新のコラボアートについて教

えてください。

シムラユウスケ「ありがとうござい
ます。
成田スカイタウンホールにて

2022年成田空港手帳さんとコ

ラボレーションのデザインを公開さ
せて頂きました。
成田空港手帳さん

との初のコラボとしてお声を頂き

とても嬉しいです。
今回のコラボは、

成田空港や空の旅をテーマに絵を
制作し、
「
パスポート」や「航空券」、

フにした絵柄がたくさん出来てい

「
飛行機」や出入国の「
スタンプ」、
「
キャリーバッ
ク」など
空港をモチー

として担っ
ていけたらと思っていま

ます。
手帳で様々な特典もあリ、
空
港 のある地域とのつながるアート

す。
すごく良い感じですー」

今か ら楽し みな コラボですね！

0r an9e株式会社の甲斐さん、
成田四憲
才
一 一
】いプ散る‘
くださ睦

0r an 9e甲斐「
成田空港手帳
は、
成田空港と成田空港周辺地域

を応援する有志の鶴賛と協力によ
って剖作され、
或田空港・
旅行の情

報などを掲蔵した日本初の空港手
唾です，
コンセプトは「
みんなで育

本誌連載特集中の成田空港圏初の現代アートプ
ロジェクト「ふわリの森」。アーティストが主体とな
り、成田国際空港を囲む広大な自然と地域をフィ
ールドに、パブリックアート、アートカフェ、ギャラ
リーなどが次々と誕生。これまでになかった「成田
国際空港・都心・地域」からアクセスできるアート
エリアの誕生が話題を集め、2014年にふわリの
森をスタートさせたアーティスト・シムラユウスケ
氏の大規模な成田空港圏の現代アート構想が
2021年にさらに大きな展開へと進んでいる。
今月号は NAR TI、の現代アー トの第一人者として

てる」とし
ておリ、
イオンモール成

田、or ange株式会社、
全日本
空輸（株
）成田空
港支店、成田国際

空港（株
）、日本航空（株
）成
田空港支
店（
敬称略・
5音
0順）
を中心とする、

エアライン会社などの有志で構成
しています。
収益の一部は、
成田空

を見せると特典を受けられ、
参加

港応援企画経費に充当され、
表紙

店舗も昨年は150店舗以上まで

に広がリ、
多くの方にご利用いた
だいています。
」

圏の初のアート
が融合ー
・

今回、日本初の空港の手帳と空港

20 22年のシムラさんとのコラ
ボも話題になリますねー
‘

0r an9e甲斐「これからの空

いたので、
今回のシムラさん ので

港 周辺工リアの魅力アップ のため
にはアートの力が必要だと感じて

成王ス方イタウンホール当日の様子

注目されているシムラユウスケ氏の最新情報を大
特集！空港圏の地域全域とつながるアート構想か
ら、最新コラボは成田空港手帳とのスペシャルコ
ラボ！シムラユウスケ氏と成田空港手帳を手がけ
るOrange株式会社さんに特別インタビュー！見逃
せない！完売必須のアートコラボをチェックしよう「

「轟新コラボ決定ト

NA刊TA初
現代アート
ブロジェクト
「ふわリの森」

n1

NARITAのARTのキーマン、シムラユウスケ氏を中心に話題のアーテイスト、美術館・アート関係者がふわリの森に集結！
■ 中村政人氏との対談（アーティスト、3331ARTS Chiyoda統括ディレクター） ．ァートカフェTOAST AND HONEYの前で中村政人氏と 田旧酒直小学校の体育館での足立喜ー朗との作品 “栄町とのコラボ択安食駅前のアートエレ
べーター ．ふわリの森3周年展 国地域から多くの方が参加するレセプションパーティー ■多くの報道陣が注目したアートエレべーターへのサイン 国皿学校での特別授業アーティストインスクール ．村上隆氏のkaikaikikiか
ら佐藤玲を招鵬しアーティストインレジデンスがスタート 団中之条ビエンナーレのディレクターとの対談 困母校の旧酒直小学校でのアートキャンプを毎夏開催 国町民プール＋現代アートのアートプール 四タイのアートのキーマ
nOLAYを招聴 図タイの超人気アーティスト、ジュリベイカーを招聴 図天野太郎氏との対談 四イオンモール成田20周年を手掛けうなり君とのツーショット 国イオンモール成田20周年×シムラユウスケコラボ、ゼネラルマネー
ジャーと 国天野太郎氏（札幌国際芸術祭・横浜トリエンナーレディレクター）との特別対談

協力に大変感 謝し ています。周り

僕もすごく楽しみにしていますー」

と 思っています。
空港手 帳の 完成、

に来る、その未来を近く実現したい

「NAR~ TA 」の中に ある

から も、成田 空港圏 を拠 点に活動

「
ART」。シムラユウスケのこの言

す るアーティストとの連 携に好意

ラボデザインも「かわい い」との声

葉 がアート を誕生 させ、空港 と地

的 な反応が多 く、今回 完成し たコ

のみならず 周辺エリアを盛り上げ

08

甲斐考太郎 Koutaro Kal
1985年生まれ、宮崎県出身。大学入学を
大学生活は、国内・海外旅行
機に上京。
にのめリ込み旅の魅力を知る。2008年、
地元の観光を盛り上げたいという思い
から、株式会社テレビ宮崎に入社。2012
年、旅行業界に特化したげ会社として
0range株式会社を創業。2017年、オフ
イス拠点を成田市花崎町に移転。

売 必須 を予感 させるデザインI・
こ

NEXT！びーぽっぷ 9 月号予告
2021 年拡がる現代アート！ふわりの森の最新アート情報！!

Orange 株式会社代表取締役

れは必ずゲットしたいアートー・

~

一
こ

art cafe TOAST AND HONEY は現在、
新型コロナウイルス感染拡大防止を行
い休業期間とさせて頂いてます。
現在、発令中の自粛要講に合わせて飲
食を伴うプログラムは全て休業となっ
ています。
営業再関に関しては SNS でのこ確認、
お問い合せをお願い致します。
お問い合せ先 fairnarita@grnail.com

が寄せら れています。
今後は、手帳

アへと変えていく。
アートの第一人

域、それが大きなアートのあるエリ

展開も見逃せないー・空港手帳 は完

者とし てのシムラ氏 のここからの

るためにシムラさんとの様 々な取

すし、こ『っいた
っ形で様 々なアーテ

り組みを 行っていければ 嬉し いで

ィストの方々と アート活 動を積極

」
できればと期待し ております。

的 に進めていけ るような雰囲気が

会 場で もスピーチ後の シムラさん

に多くの人が話し かけ ていました

ね。
期待の高さを感じました。

発売が楽しみで仕方ないですー・

月下旬を 予定し ておリ まし て、全

0r ange甲斐「販売時期は 9

ておリま す。各色の配分 と価格は

ア、

色合計 で初版 1万2千部を予定し

周辺エリ

現在検討中です。販売店舗は、成田

空港及 び空港

調整し てお リます。基本 的には 増

A mazonの他、現在 各店 舗と

刷の予定はないため、
お早めにお求

めいただければあリがたいです。
」

シムラさん、空港 を中 心に新 たな

完売必須の予感ですね。

ARTが広がりますね！

シムラユウス ケ「2021年 から

空港圏 の9市町に アート を 展開

し、空港 と9市町 を繋ぐ ことをで

コラボでもすこく反響を 楽し みに

きた らと思っ てい るので、今 回の

て、空港 を中 心に 9市町 に9 アー

し ていま す。そし て次の 展開 とし

ている

ティストがア ーティスト インレ ジ

掲げ

デ ンスを展開する 構想 で動いてい

「
NAR~TA」の文字 の中にある

ま す。 自身が

「
ART」をこの場所で 作リ、世界

中がARTを目的 にNAR~TA

成田空港手帳は秋に発売予定！ シムラユウスケ×成田空港手帳 限定デザイン完売必須！check!

