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Art Festival
出展者決定！新部門「MARKET」設立で、さらにノンジャンルのアートフェスティバルに。

SICF22

第 22 回 スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル

会期 A 日程 2021 年 9 月 18 日（土）21 日（火）
B 日程 2021 年 9 月 23 日（木・祝）26 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）

スパイラルは、若手作家の発掘・育成・支援を目的とした公募展形式のアートフェスティバル「SICF22
（第 22 回スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル）」を、2021 年 9 月
18 日（土）‒ 26 日（日）に開催します。
EXHIBITION 部門では、気鋭の若手作家が、スパイラルホール（スパイラル 3F）を舞台に、立体・イン
スタレーション、絵画、工芸、メディアアート、写真やそれら既存のジャンルにとらわれない作品を発表
し、活発なプレゼンテーションを展開します。 新部門の MARKET 部門では、スパイラルガーデン（ス
パイラル 1F）を舞台に、工芸／クラフト、プロダクト、アクセサリー、ファッションなど生活を豊かに
彩る作品を展示、販売をいたします。
会期の最終日には、来場者の投票によって決まるオーディエンス賞や、もっとも作品を売り上げたクリ
エイターに贈られるベストセールス賞をはじめ、スパイラル奨励賞、各審査員賞、準グランプリ、グラン
プリを優秀作品に授与します。顕彰として、グランプリ受賞者には、スパイラルにて約１週間の個展開
催の機会を提供します。また、スパイラルエスプラナード（スパイラル M2F）では、前年に開催した
「SICF21」の受賞者 10 名による展覧会「SICF21 Winners Exhibition」を同時開催、1 年の成果発表
としての展示を行ないます。
新部門設立によって、さらにノンジャンルのアートフェスティバルとして進化し、「観る楽しみ」に加え、
「購入する喜び」を体験できる「SICF22」へぜひご来場ください。
この機会にぜひご取材・ご掲載の検討の程、よろしくお願いいたします。
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

浅野仁美、ソフィ・ルキャンス
〒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 https://www.spiral.co.jp/
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EXHIBITION 出展者決定！
A日程（2021年 9月18日21日）

伊地知七絵／板谷麗／INAMI Akari／植竹雄二郎／打越結衣／王露怡／
オオタキヨオ／大西由莉／奥間埜乃／Adrian Steckeweh／
開田智+京田充弘+石橋友也／郭家伶／加藤雅貴／韓皓文／岸紗英子／
久木田茜／楠章／久保木要／古賀真弥／古西穂波／狛井傘／サイトウユウヤ／
佐々木苗／椎橋良太／しまだたかひろ／新村葉月／Skopchan／積彩／
A 日程 深地宏昌 作品

田中里姫／千葉尋／チャンジンウェン／津城野葉太／nici／
平井誠之／平松実紗／深地宏昌／古屋真美／paper-hat 紙帽子／
水野魔利枝／三塚新司／ミトミルルイエ／Meta Flower／安永佳織／
柳澤学海／山田真由／山本恵海／横村葵／吉田愛美／lili
B 日程（2021 年 9 月 23 日26 日）

浅岡知里／アシダマドカ／阿南さざれ／天草ミオ／伊賀さな／えり子／
岡本絢子／加藤万智／門田千明／金田萌永／華布☆／菅風子／北浦雄大／
銀色なつみ／栗﨑心／監物佳南枝／コエダ小林／さいとうりな／坂本理恵／
澤田明子／芝﨑由華／高島マキコ／田中莉菜／田中京香／丹治りえ／
土屋さやか／t.g.p.／寺澤季恵／中島裕子＋高倉吉規／中村恵 藤井ちより
／NIINOMI／西野瑠華／西村祐美／野村仁衣那／パクスガン／羽田野令也／
B 日程 アシダマドカ 作品

春田美咲／土方春稀／フクサワタカユキ／星飛鳥／馬雪盛／
水口麟太郎／三平硝子／み水さん／柳早苗／山田彩七光／Yuki Yoshioka／
吉田ゆう／吉成仁志／李宛芯

MARKET 出展者決定！

A 日程（2021 年 9 月 18 日21 日）

into／WWWH／植田佳奈／s-line／AI ONO／CATAC／小瀬古文庫／
konohana／Col Sagawa／趙宰瑩／SUIM GLASS／ソワ／時の醸造所／
中村圭／ナシのかたち／伴一樹／平山日用品店／PRISM／古川礼規／
HAZE／HOLLY GRANT PATTERN／まちだ美穂／溝口まき子／
minimal／ムラタトモコ／rétela
A 日程 AI ONO 作品

B 日程（2021 年 9 月 23 日26 日）

安里貴志／AtelierPiccolo／io／岩江圭祐／オーヴサウンドシステムズ／
OCTOBER＆MARCH／Riko Omata／紙束／kico／SZIAOREO／
スナックヨーコ／SECOND FABRIC／TAMILAB／てふ／hArch／
House Martin／萩原睦／清原 遥／harukayamamoto／
harunasugie／per.／FÖRNE／PLANT／Ball／山川鎌／YUKA KISHI／
re:koto／Little Riddle
B 日程

harunasugie 作品

*EXHIBITION、MARKET の出展者は変更する場合があります。

SICF Facebook
https://www.facebook.com/SpiralIndependentCreatorsFestival
SICF Twitter SICF_official
SICF Instagram sicf_jimukyoku
SNS 共通ハッシュダグ #SICF22
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SICF22 出展者データ
EXHIBITION

MARKET

平均年齢 30.0 歳

平均年齢 33.0 歳

ジャンル分布

ジャンル分布

近年の SICF の出展者傾向として、独自の表現を個人で追求し続けているクリエイターをはじめとし、芸
術系大学・大学院の在学生および修了者、芸術系教育機関研究（勤務）者が多く参加していることが挙げ
られます*。ほとんどのクリエイターがインディペンデントで制作活動をしているため、彼らは効率的に一
人でも多くのアートファンやギャラリスト、バイヤー、コレクター、アートディレクターなどの層にアプ
ローチができる「場」を求めて SICF に集っていることがわかります。
*EXHIBITION 実績

SICF の見どころ

気鋭の若手作家が一堂に会する「EXHIBITION」

これまで延べ2128組もの気鋭のクリエイターを紹介してきたブ
ース出展形式の「EXHIBITION」部門。ジャンルの垣根を超えて
活躍する気鋭の若手作家がスパイラルに集結します。
「今」と真摯に向き合い、野心的に制作活動を行なうクリエイタ
ー渾身のプレゼンテーションをご堪能ください。

EXHIBITION 会場風景 Photo : TADA (YUKAI)

生活を豊かに彩るクリエイターを対象にした新部門「MARKET」で購入する喜びを体験

新設の「MARKET」部門では、暮らす、食べる、装うといった日々の生活そのものを豊かに彩る、工芸
／クラフト、プロダクト、アクセサリー、ファッションなどが展示販売されます。
来場者の投票によって選ばれるオーディエンス賞のほか、もっとも作品を売り上げたクリエイターに贈ら
れるベストセールス賞など、来場者がクリエイターを応援できる顕彰も充実。
ぜひ、「MARKET」部門で自分だけのお気に入りを見つけてください。
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開催概要
名称 SICF22（第 22 回スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル）
会期 EXHIBITION
A 日程 : 2021 年 9 月 18 日（土） 21 日（火）11:00  20:00 ［49 組］
B 日程 : 2021 年 9 月 23 日（木・祝） 26 日（日）11:00  20:00［50 組］
*各日程の初日、9 月 18 日（土）と 23 日（木・祝）は 13:00 スタート。
各日程の最終日、9 月 21 日（火）と 26 日（日）は 18:00 クローズ。
*9 月 22 日（水）は展示替えのためクローズ
MARKET

A 日程 : 2021 年 9 月 18 日（土） 21 日（火）11:00  20:00 ［26 組］
B 日程 : 2021 年 9 月 23 日（木・祝） 26 日（日）11:00  20:00［28 組］
*各日程の初日、9 月 18 日（土）と 23 日（木・祝）は 13:00 スタート。
*9 月 22 日（水）は展示替えのためクローズ
会場

EXHIBITION 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）

MARKET

〒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
チケット EXHIBITION
Peatix（https://sicf22.peatix.com）にて 8 月 24 日（火）より事前予約（日時指定）
チケットを販売
［一般］800 円（税込）
［学生］SICF 公式 Facebook、Twitter、Instagram に「いいね！」
「フォロー」で無料
（要学生証提示）
*当日、会場受付でのチケット購入も可能です［当日券 1000 円（税込）
］
。但し、混雑状況に
よっては、ご入場を制限させていただく場合がございます。
*SICF20 Winners Performance の公演チケットをご購入の方は、入場料が 500 円割引きと
なります。詳細は SICF Web にてご確認ください。
MARKET

入場無料・予約不要
*会場内の混雑状況によりご入場を制限させていただく場合がございます。
審査員 EXHIBITION
（敬称略）

大巻伸嗣／美術作家
田中みゆき／キュレーター・プロデューサー
保坂健二朗／ 滋賀県立術館ディレクター（館長）
MIKIKO／演出振付家
加藤育子／スパイラル キュレーター
MARKET

川渕恵理子／合同会社文化星人 代表
鈴木マサル／テキスタイルデザイナー
林口砂里／有限会社エピファニーワークス代表取締役・
一般社団法人富山県西部観光社 水と匠 プロデューサー
西村直子／スパイラル 販売部物販課商品担当チーフ
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EXHIBITION

グランプリ（1 点）
、準グランプリ（2 点）
、各審査員賞（4 点）
、スパイラル奨励賞（1 点）
、
ワコールスタディホール京都奨励賞（1 点）
、 オーディエンス賞（1 点）
MARKET

グランプリ（1 点）
、各審査員賞（3 点）
、ベストセールス賞（1 点）
、オーディエンス賞（1 点）
受賞者発表

2021 年 9 月 26 日（日）20:00（予定）
jp SPIRAL（http://www.youtube.com/c/jpSPIRAL）で配信

お問い合わせ先 03-3498-1171
SICF Web https://www.sicf.jp/
主催

株式会社ワコールアートセンター

企画制作 スパイラル
協力

CLIP、株式会社ケンエレファント、株式会社彩ユニオン、株式会社ステージフォー

グラフィックデザイン 金田遼平（YES Inc.）
*開催にあたり、スパイラルではお客様およびスタッフの安全と健康に配慮した感染拡大予防対策を
とっております。
*開催時の状況により、一部内容を変更する可能性があります。
*営業状況など詳細は Spiral Web をご確認ください。

【同時開催】SICF21

Winners Exhibition

前年の SICF21 の受賞者よる展覧会「SICF21 Winners Exhibition」を 5 組ずつ前期と後期に分けて開催
します。 10 組のフレッシュな才能がもたらす新たな表現にご注目ください。
A 日程

中山佳保子（グランプリ）／蔦本大樹（林千晶賞）／
五十嵐桃子（スパイラル奨励賞）／
谷敷謙（ワコールスタディーホール京都奨励賞・オーディ
エンス賞 B 日程）／矢口由奈（オーディエンス賞 A 日程）
B 日程

鈴木貴雄（準グランプリ）／
さんにん（準グランプリ・難波祐子賞）／
清川漠（田中景子賞）／水落大（望月かおる賞）／
村山大明（スパイラル奨励賞）
*（）内は SICF21 EXHIBITION での受賞
会期：A 日程 2021 年 9 月 18 日（土）ー 21 日（火）
B 日程 2021 年 9 月 23 日（木・祝）ー 26 日（日）
時間：11:00 ー 20:00
*各日程の初日、9 月 18 日（土）と 2021 年 9 月 23 日（木・祝）は 13:00 スタート
*9 月 22 日（水）は展示替えのためクローズ
会場：スパイラルエスプラナード（スパイラル M2F）
入場料 : 無料・予約不要
*会場内の混雑状況によりご入場を制限させていただく場合がございます。

