SPIRAL Press Release

2017.3

Art Festival
出展者数 150 組に拡大！ゴールデンウィーク恒例、
ジャンルの垣根を超えた気鋭のクリエーターによるアートフェスティバル

SICF18

Spiral Independent Creators Festiv al 18

会期

2017 年 5 月 2 日（火）̶7 日（日）

会場

スパイラルホール（スパイラル 3F）、スパイラルガーデン（スパイラル 1F）、
MINA-TO（スパイラル 1F）

（左上） 「SICF17」会場風景

撮影 : 市川勝弘（右上）「SICF18」 B 日程 SENSESCAPE DESIGN Lab. 作品

（左下）「SICF18」 A 日程 山田勇魚 作品（中下）「SICF18」 C 日程 音鼓子 作品 （右下）「SICF18」 C 日程 加藤千佳 作品

スパイラルは、若手クリエーターの発掘・育成・支援を目的としたゴールデンウィーク恒例のアートフ
ェスティバル「SICF18」（第 18 回スパイラル・インディペンデント・クリエーターズ・フェスティバ
ル）を 2017 年 5 月 2 日（火）̶7 日（日）に開催します。
公募によって選出された気鋭の若手クリエーターが一堂に会し、絵画、立体・インスタレーション、写
真、メディアアート、ファッション、工芸やそれら既存のジャンルに捕われない作品を展示、活発なプ
レゼンテーションを展開します。
18回目を迎える「SICF」は出展クリエーター数を従来の100組から150組に拡大、3会期6日間で開催し
ます。さらに会場としてスパイラルガーデン（スパイラル1F）を追加し、公募形式のパフォーマンスプ
ログラム「SICF18 PLAY」を新たに実施、若き才能が直径10mの円形空間を舞台に、20分以内で自由
に表現します。開催期間中は、SICFに関連したワークショップやトークプログラムを開催するほか、
MINA-TO（スパイラル1F）でのSICF過去出展者による作品の展示・販売、前年の受賞者が作品展示を
行なう「SICF17受賞者展」を同時開催するなど、若手クリエーターの瑞々しい感性がスパイラル館内を
彩ります。
ゴールデンウィークに開催するアートイベントとして、この機会にぜひご掲載・ご取材くださいますよ
うよろしくお願い申し上げます。
ご掲載に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
スパイラル／株式会社ワコールアートセンター 広報部
浅野仁美
〒107-0062 東京都港区南青山 5-6-23
TEL 03-3498-5605 FAX 03-3498-7848
E-mail press@spiral.co.jp

SPIRAL WEB http://www.spiral.co.jp/
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【会場 スパイラルホール（スパイラル 3F）】

未知の才能を発掘、開花させるアートフェスティバル
未知の才能と出会う開かれた発表の場「SICF」では、これまでアートファンはもちろんのこと、ギャラ
リストやコレクター、アートディレクター、プレス関係者の方々と、若手クリエーターを結び付け、出
展者の活動の幅を拡げるきっかけとなってきました。さらに、会期の最後には審査員により、優秀作品
にグランプリ、準グランプリ、各審査員賞を、来場者の投票により、オーディエンス賞を授与します。
グランプリ受賞者には、顕彰として、スパイラルでの個展開催（制作費 50 万円を補助）とスパイラル
広報紙「Spiral Paper」での特集の機会が与えられ、その他の受賞者には、「SICF18 受賞者展」への
出展の権利が授与されます。さらに、受賞者のみならず出展者にも、スパイラルが企画運営を行なう、
さまざまな展覧会やアートイベントに作品発表の機会が提供され、活躍の場が拡がっていきます。
スパイラルのクリエーター支援実績詳細

出展者一覧

www.sicf.jp/support/

※3 月 10 日（金）現在。出展者は変更する場合があります。

【A 日程（2017 年 5 月 2 日̶ 3 日）】
尼子友加里／鯨虎じょう／臼田那智／A&B／オウ

イセン／長雪恵／角谷沙奈美／革命倶楽部／笠谷耕二／

加藤翠／CANOO／河本蓮大朗／kan.i.／Kika Suzuki／木下裕司／Kurofune Lab.／苔むす木工／
近藤真生 with Y／佐々木可奈子／Sally Films & Art／嶋崎仁美／下村優介／制野郁弘／田口愛子／田中夏海／
ちぎらしょうこ／DAISYGRAPHICS／東城信之介／毒虫プロダクション／永井寿郎／中小路萌美／
なかやまありさ／名倉達了／新田知生／沼野伸子／NEXT TYPE／長谷川彰宏／平尾菜美／深津秀尊／
project waves／細谷幸隆／MIKA OKUBO／宮崎靖之／森敦生・大西玖瑠実／YaMing／山田勇魚／
yukomayumi／湯沢恵理／Ráyka
【B 日程（2017 年 5 月 4 日̶5 日）】
A24HR8M.JP／安部里香／石賀直之／伊藤幾子／伊藤雄基／irukaningen lab／VIKI／大島亜佐子／大漉隼人／
大田友子／大貫仁美／OGA／小方英理子／岡田健太郎／おかもとりんたろう／Ogino Noriko／小田川悠／
柿田真吾／梶川能一／金親敦／KAMIHASAMI／北村康恵／京森康平／黒田恵枝／小林敏大／徐凡／鈴木祥平／
関美来／SENSESCAPE DESIGN Lab.／田口友香／田中重昌／チームアルス（YUMEKA FUJITA・KEN ISHIGAKI）
／Tsukasa Sawamura／照井譲／Nina Corro／浜中

マキ／林亮佑/増田圭祐／星野陽子／Mao Kurihara／

正木美穂／松尾美森／松川栞／miiya／みやけゆりこ／安岡つづみ／柳田有希子／結佳／吉成仁志／LI RUI／YK
【C 日程（2017 年 5 月 6 日̶ 7 日）】
浅井文昭／荒瀬智子／池内信介／池田知穗／井上茜／植田明志／sss（京都精華大学版画）／音鼓子／小野愛／
開藤菜々子／画家

まつお／加藤千佳／木村翔太／クラトミ

タカユキ／小池正典／伍嘉浩／小松可奈子／

坂本睦美／Sixteenroom̲KimYounghyun／島香澄／Shuta Oku／鈴木菜々子

suzukinanako／高島亮三／

TAKAHIRO JOKO／竹内穂希／CHIBIGUTS／Design studio co.mochi／ten en／Barbara Gil／東地雄一郎／
福重美幸子／福田陸／福山久恵／藤井優子／細井大輔／前野めり／松岡杏和／松上綾音／松本莉央／mayutaka／
森貴之／森山枝美／モロモトタクマ／門馬美喜／山田命佳／YUCHI Mami 勇内真美／Yoshi／吉田ショウヘイ／
risa kagami／RiveRiver
SICF18 出展者データ（150 組）

《ジャンル分布》

《出展者年齢》
平均

30.3

歳

SICF フェイスブック
www.facebook.com/SpiralIndependentCreatorsFestival
SICF ツイッター SICF̲official
SICF インスタグラム sicf̲jimukyoku
SNS 共通ハッシュダグ ♯sicf18
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SICF18 関連プログラム
▶SICF18 PLAY
従来のブース展示では表現することが難しかった、パフォーミングアーツ、メディアアート、参加型作
品、プレゼンテーションなど、公募で選出された作品を紹介するプログラムを展開します。若き才能が
直径 10m の円形空間を舞台に、20 分以内で自由に表現します。会期の最後には最優秀賞 1 組を発表、
顕彰としてスパイラルでの作品展開（制作補助費最大 15 万円）、「SICF18 受賞者展」への参加権利
が授与されます。
日時 2017 年 5 月 3 日（水・祝）、5 日（金・祝）、7 日（日）13:00̶15:30

［1 組 20 分］

会場 スパイラルガーデン（スパイラル 1F）
※参加者数、作品プランにより一部開催日時が変更となる場合がございます。参加クリエーターは 4 月
上旬に SICF ウェブ（www.sicf.jp）にて公開します。
▶SICF トーク
現在のクリエイティビティを牽引する SICF18 の審査員や SICF の出展を機に活躍の幅を拡げたクリエ
ーターなどが登壇するトークイベントをスパイラルガーデン（スパイラル 1F）、
スパイラルホール ホワイエ（スパイラル 3F）の 2 会場で展開します。
※プログラムの内容・日時などの詳細は SICF ウェブ（www.sicf.jp）にて随時公開します。
その他、MINA-TO（スパイラル 1F）での SICF 過去出展者による作品の展示・販売、ワークショップ
の詳細についても SICF ウェブ（www.sicf.jp）にて随時公開します。

開催概要
名称

SICF18 （第 18 回スパイラル・インディペンデント・クリエーターズ・フェスティバル）

会期

2017 年 5 月 2 日（火）̶7 日（日）

ｚ

A 日程: 2017 年 5 月 2 日（火）̶3 日（水・祝）11:00̶19:00 ［50 組］
B 日程: 2017 年 5 月 4 日（木・祝）̶5 日（金・祝）11:00̶19:00 ［50 組］
C 日程: 2017 年 5 月 6 日（土）̶7 日（日）11:00̶19:00［50 組］
会場

スパイラルホール（スパイラル 3F）、スパイラルガーデン（スパイラル 1F）、
MINA-TO（スパイラル 1F）
〒107-0062 東京都港区南青山 5-6-23
東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅 B1、B3 出口すぐ

入場料 ［一般］ 1 日券 500 円 ／ 通し券（A・B・C 日程） 1000 円
［学生］SICF 公式 Facebook、twitter に「いいね！」「フォロー」で無料（要学生証提示）
※スパイラルホール、スパイラルホール ホワイエ（スパイラル 3F）のみ入場料をいただきます。
※中学生以下は無料でご入場いただけます。
審査員 栗栖良依| SLOW LABEL
（敬称略）張熹

l 藝倉美術館

ディレクター

チーフディレクター

中村茜 l 株式会社プリコグ代表、パフォーミングアーツプロデューサー
藪前知子 l 東京都現代美術館
大田佳栄 l スパイラル

学芸員

チーフキュレーター

※「SICF18 PLAY」の審査員は異なります。
主催

株式会社ワコールアートセンター

協力

株式会社 ORANGE SENSE、CLIP、株式会社ステージフォー

企画制作

スパイラル

グラフィックデザイン

日本デザインセンター 大黒デザイン研究室

お問い合わせ

03-3498-1171（スパイラル代表）
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受賞者展 開催概要

前年の受賞者が作品展示します。

会期 2017 年 5 月 2 日（火）̶5 月 7 日（日） 11:00̶20:00 入場無料
会場 スパイラルガーデン（スパイラル 1F）、エスプラナード（スパイラル M2F）
▶出展者
江頭誠
（グランプリ）
後藤映則
（準グランプリ・オーディエンス賞）
高木あすか
（準グランプリ）
FUKUPOLY
（岡本美津子賞）
江藤友理子
（金森香賞）
橋本美和子
（木村絵理子賞）
MIWAKAKUTA
（栗栖良依賞）
植松京子
（張熹賞）
山内沙也果
（スパイラル奨励賞）

（左）「SICF17」グランプリ受賞作 江頭誠『お花畑』
（右上）
「SICF17」準グランプリ・オーディエンス賞受賞作 後藤映則『toki-BALLET#1』
（右下）「SICF17」準グランプリ作 高木あすか『私の山 あなたの山』
撮影 : 市川勝弘

SICF17 グランプリ受賞者活動報告
SICF17 グランプリアーティスト展 江頭誠「Rose Blanket Collectionʼ16」
2016 年 11 月 16 日（水）̶11 月 20 日（日）
にショウケース（スパイラル１F）にて江頭誠
による個展を開催しました。本展では、約 10 畳
のガラス張りのショウケースを洋間に見立て、神
棚やクリスマスツリー、和ダンス、シャンデリア
など天井から床に至るまで、すべてのものをバラ
模様の毛布で包んだ空間を出現させました。

撮影 : 川瀬一絵

現代美術作家 大巻伸嗣氏との特別対談を Spiral Paper に掲載
学生時代、日本を代表する現代美術作家、大巻伸嗣の制作アシスタン
トスタッフをしていた江頭誠。対談では、2 人の当時のエピソードや
作品を制作する姿勢についてお話しいただきました。対談の様子は、
2017 月 3 月 22 日発行予定の Spiral Paper no.143 および、SICF
ウェブ（www.sicf.jp）に掲載します。
（左）大巻伸嗣 （右）江頭誠
撮影 : 市川勝弘

