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 六本⽊・ANB Tokyo、2022年12⽉で活動終了ー。 
 クロージングイベント『エピローグ⇆プロローグ』を開催決定！ 
 ANB Studio Programのメンバー19名によるグループ展『Platform 29.8』と 

 さまざまな領域からのゲストを招いたトークセッションを実施 

 ANB Tokyo クロージングイベント『エピローグ⇆プロローグ』 
 会  場：ANB Tokyo（港区六本⽊5丁⽬2-4 ）*六本⽊駅から徒歩3分 
 料  ⾦：無料 
 予約⽅法：予約サイト  https://reserva.be/anbtokyo 
 詳  細：  https://taa-fdn.org/events/2765/ 

 グループ展「  Platform 29.8  」 
 会  期：2022年12⽉16⽇（⾦）〜18⽇（⽇） 
 開館時間：13:00〜20:00 

 トークセッション「エピローグ⇆プロローグ」 
 会  期：2022年12⽉17⽇（⼟）・18⽇（⽇） 

 Day.1 12⽉17⽇（⼟） 
 ①14:00〜 / 若⼿アーティストの活動の広がりと社会《登壇：⼩⼭登美夫、丹原健翔、油野愛⼦》 
 ②15:40〜 / 創作と発表にまつわる環境《登壇：⼩⾦沢健⼈、⽻⽥美恵⼦、Houxo Que》 
 ③17:20〜 / 社会とカルチャー、その接点と関係性《登壇：⼩⼭泰介、塚⽥有那、津⽥⼤介》 

 Day.2 12⽉18⽇（⽇） 
 ④16:00〜 / 都市の視点から《登壇：杉⼭央 ほか》 
 ⑤17:00〜 / ⽂化と社会の接続点とは《登壇：⽥中義久、⼭本浩貴》 
 ⑥18:00〜 / ANB Tokyoとはなんだったのか《登壇：⾦⼭淳吾、⾹⽥哲朗、⼭峰潤也》 

  お問合せ：⼀般財団法⼈東京アートアクセラレーション /  Email：  inquiry@taa-fdn.org  （担当：三⽊） 
    ＊広報⽤画像は下記よりダウンロードください。 
    https://drive.google.com/drive/folders/1fzULIIvsDokqJAXALpRvv78mS9oEM2KM?usp=share_link 
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 ANB Tokyo クロージング企画 

 「エピローグ⇆プロローグ」 

 2022年で活動をおえるANB Tokyo、次のステージに繋ぐためにー 
 2020年より六本⽊で活動してきたANB Tokyoー。 
 展⽰やパフォーマンスの発表の場としてのみならず、アーティストの創作活動の⽀援を軸としたメンバーシッププ 
 ログラム「ANB Studio Program」や5Fのキッチンを活⽤したコミュニティイベントなど、場を軸に様々な視点か 
 らカルチャーや社会を考える活動を展開してきました。 
 この度2022年12⽉をもって閉館し、約2年の活動に幕を閉じます。 
 これまでの活動を振り返り、次のステージに繋ぐべく、2022年12⽉16⽇（⾦）〜18⽇（⽇）の3⽇間にわたり、 
 ANB Tokyoクロージングイベント「エピローグ⇆プロローグ」を開催。今回の企画では「ANB Studio Program」 
 のメンバーが参加するグループ展「Platform 29.8」に加え、これまでのANB Tokyoの活動を振り返り、これからの 
 「⽂化と社会」について考えるトークセッションシリーズを実施します。 
 現在地を可視化し、活動を幅広く繋いでいくために、出会いの接続点を⽬指します。 

 ▶イベント詳細はこちら   https://taa-fdn.org/events/  2765/ 

 ⼀般財団法⼈東京アートアクセラレーション（TAA）代表の⾹⽥さんから六本⽊のビルを丸ごとアート 
 の施設にしたい、という相談を受けたのは2019年の秋。その頃は、まだアートがここまでの盛り上がりを 
 みせることになるとは、思っておらず、また、コロナがくることも予期できるようなタイミングではあり 
 ませんでした。しかし、その後、都市が閉鎖され、世の中が激変していく、そして、⼤型の美術館や有⼒ 
 なギャラリーが集う六本⽊という場所で⼀体何ができるのだろうか？そこに想いを巡らしていきたどり着 
 いたことは、異なるジャンルの⼈々が集るミックスゾーンを作ること、そして、クリエーションのエネル 
 ギーに溢れる場所の⾯⽩さを伝えることでした。 

 そのために、世代や領域の異なるたくさんの⼈たちと話し合いながら実践してきました。わたしたちの 
 活動は約2年間で幕を閉じることとなりましたが、多くの⽅々との思い出を残し、⽬指してきたことはあ 
 る  程  度、  実  践  で  き  た  の  で  は  な  い  か  と  思っ  て  い  ま  す。  ANB  Tokyo  と  共  に  TAA  と  し  て  の  活  動  も  休  ⽌  す  る  形  に  な 
 りますが、今まで多くの⽅々に⽀えられ、ここまでくることができたことに感謝が尽きません。⼼からお 
 礼申し上げます。 

  ⾒にきてくださった⽅々、関わってくださった⽅々が、この場所で⾒て、触れて、考えたことが、皆 
 様の未来につながっていくことを切に願っています。 

 ⼀般財団法⼈東京アートアクセラレーション共同代表 ⼭峰潤也 
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 ANB Studio Program グループ展 

 「Platform 29.8」 

 「Platform 29.8」は、2022年5⽉よりANB Tokyo 6Fをスタジオとして利⽤してきたクリエイター19名が参加する 
 グループ展です。スタジオメンバーは、会社員・学⽣・フリーランスなどさまざま。そして表現⽅法も絵画、⽴ 
 体、写真、映像、パフォーマンス等など多岐にわたります。制作・発表のための場所、多様性を持つコミュニティ 
 への関⼼を共通項として集まったスタジオメンバーの活動は、7⽉から11⽉にかけて7回にわたりオープンスタジ 
 オ形式で紹介してきました。今回ANB Tokyoの運営終了に伴い最後のグループ展を開催します。 
 本展タイトルの「  Platform  」は、駅の乗り場や⾜場を意味し、その後、ソフトウェアやシステムを動作させるた 
 めの基盤・環境のことも指すIT⽤語にもなりました。「  29.8  」は共同スタジオであるANB Tokyo 6Fの坪⾯積を指 
 します。商業施設やオフィス、飲⾷店がひしめく六本⽊の中⼼地で、かつてカラオケボックスだったビルの29.8坪 
 のフロアが、別々の場所からきて、別々の⽬的地を⽬指すクリエイターたちにとってのまさに乗降場／通過点とな 
 りました。個々の物語が⾏き交う29.8坪のスタジオで⽣まれたこのグループ展、クリエイターたちの今後の創作活 
 動にも是⾮ご注⽬ください。 

 ▶イベント詳細はこちら   https://taa-fdn.org/events/2766/ 

 会  場：ANB Tokyo 3F及び4F （港区六本⽊5丁⽬2-4） 
 ⽇  時：2022年12⽉16⽇（⾦）〜18⽇（⽇）13:00〜20:00 
 ⼊場無料 

 出展作家：⽯野平四郎、⼤渕花波、⼤もも、柿坪満実⼦、加藤⽴、苅部太郎、川端健太、 
 GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE、敷根功⼠朗、清⽔勇也、塚本亮太、中⽥拓法、福⽥愛⼦、 
 松橋和也、MANA HIRAI、⼭⽥勇⿂、横⼿太紀、横村 葵、渡辺花 

 展⽰作品：絵画、彫刻、映像、XR、インスタレーション、パフォーマンス、ワークショップなど 

 プレス・関係者プレビュー  
 ⽇  時：2022年12⽉15⽇（⽊）18:00〜21:00 
 参加⽅法：下記プレビュー来場申込フォームよりご登録ください。 

  プレビュー来場申込フォーム【  https://forms.gle/Bb5jJbqAJZrkk8eH6  】 
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 トークセッション 

 「エピローグ⇆プロローグ」 

 ANB Tokyoの挑戦、現在地からの景⾊〜 
 12⽉17⽇（⼟）・18⽇（⽇）の2⽇間にわたって実施するトークセッションでは、これまでANB Tokyoにさまざま 
 な⾓度から関わってきたアーティスト、プロデューサー、研究者、デザイナー、ギャラリストなど、第⼀線で活躍 
 する有識者を登壇者に迎え、6つのセッションを通して、ANB Tokyoの挑戦、現在地からの景⾊を可視化し、これ 
 からの⽂化と社会の接点について考えていきます。また、これまで培ったコミュニティをあらためてひらき、集う 
 と共に、活動を幅広く繋いでいくために、出会いの接続点を⽬指します。 

 ▶イベント詳細はこちら   https://taa-fdn.org/events/2781/ 

 Day.1  2022年12⽉17⽇（⼟）14:00〜19:00 
 session-1 14:00〜15:30 
 若⼿アーティストの活動の広がりと社会との接点 
 Topics #次世代 #活動の広がり #ギャラリー 
 登壇：⼩⼭登美夫（⼩⼭登美夫ギャラリー 代表）、油野愛⼦（アーティスト）、 
    丹原健翔（作家／キュレーター） 
 司会：三⽊ 茜 

 ANB Tokyoでは、世代や分野を超えた交流から、若⼿を刺激し、また作品を発表する機会を作ってきました。 
 コミュニケーション、ネットワーキングを通して広がった視野など、ANB Tokyoで得た経験と、そこからつな 
 がる未来の可能性について話し合います。 

 session-2 15:40〜17:10 
 創作と発表にまつわる環境 
 Topics #創作 #発表 #環境 #マネジメント #制作 
 登壇：⼩⾦沢健⼈（作家）、Houxo Que（  現代美術作家  ）、⽻⽥美恵⼦（アート・プロデューサー） 
 司会：⼭峰潤也 

 近年のコレクターの増加やアートブームの中で、アートマーケットの動きが加速し、若⼿アーティストの発 
 表・販売が⽬⽴つようになってきました。⼀⽅でANB Tokyoでは、貨幣価値として指標化することの難しい実 
 験的な芸術活動を⽀持する⽴場をとってきました。パフォーマンス、インスタレーション、コラボレーション 
 など、マーケットからは⼀線を画しながらも、⾒る者を刺激するこうした活動は何をもたらすのか、なぜ重要 
 なのか、語り合っていきたいと思います。 
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 session-3 17:20〜18:50 
 社会とカルチャー、その接点と関係性 
 Topics #⽂化 #ビジネス #社会 
 登壇：⼩⼭泰介（写真家、  TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH PROJECT 代表  ）、塚⽥有那（⼀般社 
 団法⼈Whole Universe代表理事  ／  編集者  ／  キュレーター）、津⽥⼤介（  ジャーナリスト／メディ  ア・アクティ 
 ビスト  ） 
 司会：⼭峰潤也 

 ANB Tokyoのミッションの⼀つとして、「ミックスゾーン」というキーワードを掲げてきました。異分野、異 
 業種の⼈と出会うことが少なくなってきたなかで、異質なもの同⼠が出会うことから可能性を切り拓いていく 
 場所として、多くの⽅々と協業してきました。ANB Tokyoは閉じますが、こうした場所があることの意義、そ 
 して、今後、こうした場所をどのように作り出していくのか、未来に向けた議論の機会としたいと思います。 

 Day.2  2022年12⽉18⽇（⽇）16:00〜19:00 

 session-1 16:00〜16:50 
 都市の視点から 
 Topics #六本⽊ #まち #⽂化 #建築 
 登壇：杉⼭央（アートイベントプロデューサー）ほか 
 司会：⼭峰潤也 

 2020年、六本⽊交差点からすぐの場所にオープンしたANB Tokyo。そして、そこからの2年間を通して、こう 
 した交流地になるような拠点が⼀体どのような意味があったのか、また今後どのような役割を果たしていくこ 
 とができるのでしょうか？異なるジャンルの⼈々が集まり、越境しながらクリエーションを⾏う場所が都市に 
 もたらす可能性について話し合います。 

 session-2 17:00〜17:50 
 ⽂化と社会の接続点とは 
 Topics #カルチャー #社会 #つなぐ #反応 
 登壇：⽥中義久（グラフィックデザイナー／美術家）、⼭本浩貴（⽂化研究者／アーティスト） 
 司会：⼭峰潤也 

 アートの経済価値が注⽬される⼀⽅で、アートの持つ多⾯的な役割について話し合いながら、作品や場所、そ 
 してプロセスの中で、どのように社会に対する問題提起を⾏い、⼈々をキュアしていくことができるのか、こ 
 れまでのオルタナティブスペースの役割を踏まえながら、これからの場づくりに必要なテーマを⾒出して⾏き 
 ます。 

 session-3 18:00〜19:00 
 ANB Tokyoとはなんだったのか〜未來につなぐ話 
 Topics #ANB #総括 #これからの繋がり 
 登壇：⾹⽥哲朗（株式会社アカツキCEO／TAA代表理事）、⼭峰潤也（ANB Tokyoディレクター／TAA共同代 
 表）、⾦⼭淳吾（⼀般財団法⼈渋⾕区観光協会 代表理事／TAA理事） 
 司会：三⽊ 茜 

 アートの経済価値が注⽬される⼀⽅で、アートの持つ多⾯的な役割について話し合いながら、作品や場所、そ 
 してプロセスの中で、どのように社会に対する問題提起を⾏い、⼈々をキュアしていくことができるのか、こ 
 れまでのオルタナティブスペースの役割を踏まえながら、これからの場づくりに必要なテーマを⾒出して⾏き 
 ます。 

 参加⽅法 
 会  場：ANB Tokyo 6F ※オフラインのみ 
 予  約：  https://reserva.be/anbtokyo 
      ※予約優先、お席が必要な場合はご予約をお勧めします。 
 定  員：40名 
 参加費無料 
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 3⽇間限定OPEN！ 

 Snack ANB 

 12⽉16⽇（⾦）〜18⽇（⽇）の3⽇間限定で、Snack ANBが開店！ 
 若⼿のアーティスト・布施琳太郎、作家であり、キュレーターとしても活動の幅を広げる丹原健翔、ANB Tokyoの 
 企画・運営をになってきた⼭峰潤也・三⽊ 茜が1⽇ずつ店⻑をつとめます。 
 それぞれの個性がANB Tokyoの最後の週末を彩ります。 

 Snack ANB  
 12⽉16⽇（⾦）店⻑：布施琳太郎 
 12⽉17⽇（⼟）店⻑：丹原健翔 
 12⽉18⽇（⽇）店⻑：⼭峰潤也・三⽊ 茜 

 営業時間：18:30〜23:00 
 料  ⾦：2000円（飲み放題・スナックつき） 
 会  場：ANB Tokyo 5F 
 参加⽅法：当⽇ANB Tokyo2Fの受付にお越しください 
 ※未成年の⼊場には保護者の同伴が必要です 

 企画・運営協⼒：WATOWA 
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 information 

 イベント概要 

 タイトル：ANB Tokyo クロージングイベント『エピローグ⇆プロローグ』 
 会  場：ANB Tokyo（港区六本⽊5丁⽬2-4 ）*六本⽊駅から徒歩3分 
 会  期：2022年12⽉16⽇（⾦）〜12⽉18⽇（⽇） 
 料  ⾦：無料 ※Snack ANBのみ有料 
 時  間：13:00〜20:00 ※イベントは実施時間に準ずる 
 予  約：  https://reserva.be/anbtokyo 
 WEBサイト：  https://taa-fdn.org/events/2765/ 

 ANB Studio Program グループ展「Platform 29.8」 
 会  場：ANB Tokyo 3F及び4F 
 出展作家：⽯野平四郎、⼤渕花波、⼤もも、柿坪満実⼦、加藤⽴、苅部太郎、川端健太、 

 GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE、敷根功⼠朗、清⽔勇也、塚本亮太、中⽥拓法、福⽥愛⼦、 
 松橋和也、MANA HIRAI、⼭⽥勇⿂、横⼿太紀、横村 葵、渡辺花 

 トークセッション「エピローグ⇆プロローグ」 
 会  場：ANB Tokyo 6F 
 Day.1 12⽉17⽇（⼟） 
 14:00〜15:30  session-1 / 若⼿アーティストの活動の広がりと社会との接点 

 登壇：⼩⼭登美夫、油野愛⼦、丹原健翔 / 司会：三⽊ 茜 
 15:40〜17:10  session-2 / 創作と発表にまつわる環境 

 登壇：⼩⾦沢健⼈、Houxo Que、⽻⽥美恵⼦ / 司会：⼭峰潤也 
 17:20〜18:50  session-3 / 社会とカルチャー、その接点と関係性 

 登壇：⼩⼭泰介、塚⽥有那、津⽥⼤介 / 司会：⼭峰潤也 

 Day.2 12⽉18⽇（⽇） 
 16:00〜16:50  session-1 / 都市の視点から 

 登壇：杉⼭央、ほか / 司会：⼭峰潤也 
 17:00〜17:50  session-2 / ⽂化と社会の接続点とは 

 登壇：⽥中義久、⼭本浩貴 / 司会：⼭峰潤也 
 18:00〜19:00  session-3 / ANB Tokyoとはなんだったのか〜未來につなぐ話 

 登壇：⾹⽥哲朗、⾦⼭淳吾、⼭峰潤也 / 司会：三⽊ 茜 

 Snack ANB 
 会  場：ANB Tokyo 5F ※未成年の⼊場には保護者の同伴が必要 
 営業時間：18:30〜23:00 
 12⽉16⽇（⾦）店⻑：布施琳太郎 
 12⽉17⽇（⼟）店⻑：丹原健翔 
 12⽉18⽇（⽇）店⻑：⼭峰潤也・三⽊ 茜 
 料  ⾦：2000円（飲み放題・スナックつき） 

 主     催：⼀般財団法⼈東京アートアクセラレーション 
 企画・運営：ANB Tokyo 事務局（⼭峰潤也、三⽊茜、⾼部尚⼦、⼩仲やすえ） 

 プレス・関係者プレビュー  
 ⽇  時：  2022年12⽉15⽇（⽊）18:00〜21:00 
 参加⽅法：  下記プレビュー来場申込フォームよりご登録ください。 

  プレビュー来場申込フォーム【  https://forms.gle/Bb5jJbqAJZrkk8eH6  】 
 お問合せ：  inquiry@taa-fdn.org  （担当：三⽊）広報⽤画像は下記よりダウンロードください。 

    https://drive.google.com/drive/folders/1fzULIIvsDokqJAXALpRvv78mS9oEM2KM?usp=share_link 
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