
この度、シブヤピクセルアート実行委員会は、9月14日（土）の前夜祭を皮切りに、3度目となる『シブヤピクセルアート2019（以下、
本イベント）』を開催いたします。今年は、渋谷キャスト ガーデン＆スペースにて、2月に開催された「シブヤピクセルアートコンテスト2019」の
優秀者をはじめ、特別招致された総勢25名の多彩なピクセルアーティストたちが一同に集結します。渋谷キャストを拠点としながら、さまざま
な企業や団体、カフェやレストラン、ショップとコラボし、半径1㎞に作品を同時展開。「ピクセルアート」を観たり、触れたり、飲んだり、語ったり、
誰でも気軽に「ピクセルアート」を楽しむことができる2日間です。

「ピクセルアート」を観て楽しむ／ピクセルアート企画展「現代の妖怪」

「ピクセルアート」は、本来コンピューターやゲームの機能的な制約のもと発展した低解像度の描写、いわゆる「ドット絵」です。
しかし、ここ数年は、ゲームの文脈から離れ大衆文化として定着するとともに、「鑑賞体験」を提供する絵画、アートへと変異しています。

本企画展では、そうしたアートとしての側面に着目し、国内トップクラスのピクセルアーティストを招致し、これまでにない規模感でピクセルアー
ト作品を展示いたします。テーマは、「現代の妖怪」。デジタルが自然と融合し、様々なテクノロジーの進歩によって私たちの暮らしが激変する
時代の「妖怪」を再解釈し、「ピクセル」というデジタル画面の最小単位で呼び起こします。

「ピクセルアート」に触れて楽しむ／ピクセルアーティスト物販ブース

2019年9月吉日

シブヤピクセルアート実行委員会

世界最大級の「ピクセルアート」コンテスト＆フェスティバル！

『シブヤピクセルアート2019』が明日から開幕！
～ピクセルアート企画展「現代の妖怪」～

開催期間：2019年9月15日（日）・16日(月・祝) 11:00～19:00、前夜祭：2019年9月14日（土）18:00～20:00

＜報道関係各位＞

Pixel Art by Zennyan

シブヤピクセルアートコンテスト2018

最優秀賞受賞者

「画素山水」 by 重田佑介

特別招致アーティスト

記録撮影：鍵岡龍門

2018年のアーティストブース by BNN-8KU

特別招致アーティスト

キャンバスパネルからアクリルチャームまで

アートグッズが盛りだくさん



「画素山水」 by 重田佑介

特別招致アーティスト

記録撮影：鍵岡龍門

「ピクセルアート」に触れて楽しむ／ピクセルアーティスト物販ブース

ピクセルアーティスト物販ブースでは、総勢16名のピクセルアーティストがさまざまな作品を展示販売いたします。
似顔絵ブースやアーティストの作品を刺繍にしてもらえるブースもあり、観るだけではないピクセルアートの魅力を味わっていただけます。

「ピクセルアート」に触れて楽しむ／協賛体験ブース

協賛ブースでは、パーラービーズ体験やドットヒーロー体験、16×16ピクセルアート体験など、これまでピクセルアートに触れたことがない方も、
小さなお子様から楽しめる体験ブースをご用意しています。参加料は、一部を除き、無料になります。

「ピクセルドリンク」を飲んで楽しむ／カフェ＆レストラン@渋谷キャスト

9月15日～16日の2日間、渋谷キャストではさまざまなピクセルドリンクも登場します。タピオカドリンクに負けず劣らず、美味しくて
インパクトのあるドリンクをお楽しみいただけます。

（左：ピクセルレモネード（430円・税別）／真ん中：ピクセル妖怪ラテ、ピクセル雪山ソーダ、ピクセル日向夏ティ（各500円・税込）
右：ピクセルフルーツのサングルアビアンコ（650円・税別））

「ピクセルアート」を語って楽しむ／トークショー

9月16日（月・祝）には、ピクセルアートに関連したトークショーをご用意しています。トークショーは下記のテーマで全3回行われます。

「ピクセルアートとは一体何か？」「ピクセルアートって何故盛り上げっているのか？」「ピクセルアートの未来とはどのようなものか？」について、

本イベントに参加するアーティストに、評論家や編集者、プログラマーやディベロッパーを交えてディスカッションしていきます。

名称：SHIBUYA PIXEL ART 2019
日程：9月15日-16日 / 11:00-19:00 ※9月14日 / 18:00-20:00 前夜祭・レセプションパーティ
場所：渋谷キャスト ガーデン＆スペース（〒150-0002 東京都渋谷区1-23-21 渋谷キャスト）
内容：SHIBUYA PIXEL ART 2019/ ピクセルアート企画展「現代の妖怪」/アーティスト物販ブース/協賛ブース/トークショーなど
入場：無料（一部有料）
雨天：ガーデン（アーティストブースならびに協賛ブース）のみクローズ

詳しくは、「https://pixel-art.jp/」をご覧ください。

公式Twitter：https://twitter.com/ShibuyaPixelArt/
公式Instagram：https://www.instagram.com/shibuya_pixel_art/
公式Facebook：https://www.facebook.com/shibuyapixelart/

開催概要

【本件に関するお問い合わせ先】
シブヤピクセルアート実行委員会 担当：梶田・ひらい

TEL：03-6896-3611 / FAX： 03-3486-9333 / MAIL：shibuyapixelart@gmail.com

左：パーラービーズ体験 by カワダ

真ん中：ドットヒーローズ by バンダイ

左：16×16ピクセルアート体験 by Divoom

https://pixel-art.jp/
https://twitter.com/ShibuyaPixelArt/
https://www.instagram.com/shibuya_pixel_art/
https://www.facebook.com/shibuyapixelart/


Zennyan
イラストレーター/ピクセルアーティスト
SPA2018最優秀者

■「シブヤピクセルアート2019」の参加アーティスト一覧

Zennyan
イラストレーター/ピクセルアーティスト
SPA2018最優秀者

奥田栄希
現代美術家

服部グラフィクス
イラストレーター/
ピクセルアーティスト/GIF作家
SPA2019優秀者

Excalibur
現代美術制作販売サークル
SPA2018優秀者

重田佑介
映像作家

hermippe
イラストレーター/ピクセルアーティスト
SPA2017・2018優秀者

m7kenji
ピクセルクリエーター
SPA2019最優秀者

.goka
ドット・ボクセルアーティスト
SPA2019優秀者

さわー
ピクセルアーティスト
SPA2019優秀者

ピクセルアート企画展「現代の妖怪」 ※参加アーティストは追加・変更する場合がございます。

Zerotaro
彫刻家/現代アーティスト
SPA2018優秀者

アーティストブース出展者 ※参加アーティストは追加・変更する場合がございます。

.goka
ドット・ボクセルアーティスト
SPA2019優秀者

せんボイ
演出デザイナー
SPA2019優秀者

KK
絵をかくのが好きな者です。

sango
SPA2018優秀者

CASSHERN
nanobeads creator
SPA2019優秀者

さわー
ピクセルアーティスト
SPA2019優秀者

フチヌロー
ピクセルアーティスト
SPA2019優秀者

服部グラフィクス
イラストレーター/
ピクセルアーティスト/GIF作家
SPA2019優秀者

dyism!
SPA2018優秀者

BAN-８KU
ピクセルクリエーター

YACOYON
イラストレーター
SPA2019優秀者

沼田侑香
アーティスト

他、数名。

じゃがいも
学生

Excalibur
現代美術制作販売サークル
SPA2018優秀者



Zennyan
イラストレーター/ピクセルアーティスト
SPA2018最優秀者

■「シブヤピクセルアート2019」のトークショー参加者一覧

「ピクセルアートを語りつくせ」トークショー ※ゲストは追加・変更する場合がございます。

9.16（月・祝）14:00～15:00 ＠渋谷キャスト大階段
『ピクセル百景』と拡張するピクセルアートの未来

9/16（月・祝）16:00～17:00 ＠渋谷キャスト大階段
ピクセルアートとブロックチェーンの可能性

BAN-8KU
ピクセルクリエーター

m7kenji
ピクセルクリエーター
SPA2019最優秀者

gnck
評論家 美術批評

室賀清徳
グラフィック社 編集部

Zerotaro
彫刻家/現代アーティスト
SPA2018優秀者

太田圭亮
スタートバーン株式会社

高崎悠介
プログラマー

田中達也
GIFMAGAZINE 
制作事業統括
クリエイティブディレクター

重田佑介
映像作家

坂口元邦
シブヤピクセルアート実行委員会

ひらいかずのり
シブヤピクセルアート実行委員会

Excalibur
現代美術制作販売サークル
SPA2018優秀者

9/16（月・祝）18:00～19:00 ＠渋谷キャスト大階段
ピクセルアートミュージアムの要件

and more

【本件に関するお問い合わせ先】
シブヤピクセルアート実行委員会 担当：梶田・ひらい

TEL：03-6896-3611 / FAX： 03-3486-9333 / MAIL：shibuyapixelart@gmail.com

『ピクセル百景』を出版することになった経緯や『これからのピクセルアート』について、ピクセルアーティストや評論家を交えたトークショー。
ピクセルアートはなぜ今注目されているのか？ピクセルアートはなぜ可愛いのか？など、様々な文脈から自由に議論します。

容易に複製されやすいデジタルアートの原型を担保し、その所有権を流通させる技術として注目されるブロックチェーン。
その技術は「ピクセルアート」とどのように関わり、アーティストや鑑賞者にどのような便益をもたらすのか？を話し合います。

80年代以降のソフト（コンテンツ）とハード（装置）の急速な変化に伴い、アートの姿も様変わりしている中で、これからのギャラリーや
ミュージアムの在り方を整理しながら、私たちが構想する「ピクセルアートミュージアム」を実現していくために、どのような要件が必要か？を話
し合います。



■「シブヤピクセルアート」について

「シブヤピクセルアート」 は、2017年に渋谷で産声をあげたアートイベントです。「BIT VALLEY（ビットバレー）」と呼ばれる渋谷を舞台に、
かつてはコンピューターの機能的な制約の中で生み出された「PIXEL ART（ピクセルアート）」を、文字通り「アート」として開放し、100年
に一度と呼ばれる再開発により進化する渋谷の街で展開することで、その魅力と可能性に迫ります。そして、2025年には、世界に類をみな
い「ピクセルアート」の聖地「SHIBUYA PIXEL ART MUSEUM」を構想しています。日本人の空間認識やゲーム文化から発展した「ピク
セルアート」をその時代背景とともに、展示・収蔵、研究・保管し、また「ピクセルアート」の活動拠点として発展させ、何十年、何百年と後世
に残るものにしたいと考えています。

公式HP：https://pixel-art.jp/
公式Twitter：https://twitter.com/ShibuyaPixelArt/
公式Instagram：https://www.instagram.com/shibuya_pixel_art/
公式Facebook：https://www.facebook.com/shibuyapixelart/

■「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2019」について

渋谷～原宿～表参道エリアを中心に、多拠点でカンファレンスや体験プログラムが開催される都市回遊型イベント。

今年のテーマは 『新しい価値観 ～The New Rules～』。あらゆる産業が加速度的な進化や変化を求められる時代。世界を魅了するア

イデアや体験、サービスは、新しい価値観を生活者に提供し、また、その新しい価値観から、誰も見たことのない社会がデザインされていく時

代とも言えます。新しい価値観とはなにか。2019年の SOCIAL INNOVATION WEEKは、この問いに挑みます。

公式HP：https://social-innovation-week-shibuya.jp/

■「BIT VALLEY 2019」について

モノづくりは、新たな領域へ。テクノロジーとクリエイティビティが交差する世界

人の心を動かし、世界中が驚くような素晴らしいサービスやプロダクトを世に送り出すためには、テクノロジーとクリエイティビティはもちろん、ビジ

ネスやマネジメントなど、多角的な要素の融合が不可欠になりました。そして、モノづくりはあらゆる産業でITとの交差が進み、新たな領域に

突入しています。「BIT VALLEY 2019」は、技術だけでは成しえない、人の感性に訴え、共感を呼ぶサービスを創造するために必要な、

気づきを得られるカンファレンスイベントです。

公式HP：https://bit-valley.jp/2019/

■「ArtSticker」について

ArtStickerは、アーティストに直接支援をおくりながら、アート作品から受けた感動を、気軽に残せるアプリです。

本イベントでは、ピクセルアート企画展内のアーティストおよび作品の紹介、鑑賞者のレビューの受け皿として協力しています。

アプリダウンロードURL：https://artsticker.app/r/dl/

■主催・協賛・協力・後援について

主催：シブヤピクセルアート実行委員会

協賛：アディダス・オリジナルズ・フラッグシップストア・トウキョウ、株式会社カワダ、 suns、渋谷キャスト、東急株式会社、
株式会社バンダイ、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社、ROADCAST、株式会社WiseTech

特別協力: SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA、BIT VALLEY

システム協力：ArtSticker

メディア協力：CHIP UNION、美術手帖、Time Out Tokyo、Tokyo Otaku Mode

後援：渋谷区、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント、一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン、
東京商工会議所渋谷支部

―――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――

【本件に関するお問い合わせ先】
シブヤピクセルアート実行委員会 担当：梶田・ひらい

TEL：03-6896-3611 / FAX： 03-3486-9333 / MAIL：shibuyapixelart@gmail.com

―――――――――――――――――――――――――――
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