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「東京 2020公式アートポスター展」 トークショー 

【開催案内】 ＆ 【取材案内】 

■開催日時：2020年 1月 25日（土）14：00～15：00 

2020年 1月 26日（日）14：00～15：30 

■会   場：東京都現代美術館 B2F講堂 
 

東京 2020 組織委員会、東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団は、「東京 2020 公式アートポスター展」を

2020 年 1 月 7 日（火）～2 月 16 日（日）の期間、東京都現代美術館にて開催しております。 

この度、下記の通り、公式アートポスター制作アーティストによるトークショーを開催いたします。 

つきましては、開催のご案内をいたしますとともに、当日取材についてご検討のほど、お願い申し上げます。 

 

東京 2020 公式アートポスターは、国内外のアーティストが制作したオリンピックまたはパラリンピックをテーマにした芸術作

品を、東京 2020 大会のポスターとして機運醸成に活用していくものです。 

 

＜記＞ 

■日 時   2020 年 1 月 25 日（土）14：00～15：00（開場/メディア受付 13：30～） 

2020 年 1 月 26 日（日）14：00～15：30（開場/メディア受付 13：30～） 

■会 場   東京都現代美術館 B2F講堂 (東京都江東区三好 4-1-1) 

■トークショー登壇者 

2020 年１月 25 日（土）山口 晃 

2020 年１月 26 日（日）佐藤 卓、野老 朝雄 

※登壇者は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。 

■トークショーテーマ（予定） 

 東京 2020 公式アートポスター制作について等 

■参 加 費  無料 

■定   員  各日 150 名様 

■観覧方法  当日 10：00 の開館より、１階インフォメーションカウンターにて整理券を配布。 

（混雑状況によって配布場所が変更となる場合がございます。） 

 

※トークショーへの取材をご希望の方は、別紙の取材申込書に必要事項をご記入の上、 

2020 年 1 月 23 日（木）17：00 までにお申し込みください。 

 

【PRESS RELEASE】 2020年 1月 17日(金) 
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【「東京 2020公式アートポスター展」概要】 

■名   称  東京 2020 公式アートポスター展 

■会   期  2020 年 1月 7 日（火）～2 月 16 日（日）（36 日間 ※休館日除く） 

■会   場  東京都現代美術館 エントランスホール (東京都江東区三好 4-1-1) 

■開館時間  10：00-18：00 

■休 館 日  月曜日 

■観 覧 料  無料 

■主   催  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、 

東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 

■お問合せ   TEL：03-5777-8600（ハローダイヤル、年中無休 8:00～22:00） 

■ウェブサイト  https://tokyo2020.org/jp/games/artposter/（東京 2020 組織委員会公式ウェブサイト内） 

 

【アーティスト】（国内アーティストは 50 音順、海外アーティストはアルファベット順、敬称略） 

■オリンピックをテーマとする作品の制作者（12 人）  

国内 

1 浦沢 直樹 ウラサワ ナオキ 漫画家 

2 大竹 伸朗 オオタケ シンロウ 画家 

3 大原 大次郎 オオハラ ダイジロウ グラフィックデザイナー 

4 金澤 翔子 カナザワ ショウコ 書家 

5 鴻池 朋子 コウノイケ トモコ アーティスト 

6 佐藤 卓 サトウ タク グラフィックデザイナー 

7 野老 朝雄 トコロ アサオ 美術家 

8 ホンマタカシ  写真家 

海外 

9 Theseus Chan テセウス・チャン アートディレクター 

10 Chris Ofili クリス・オフィリ アーティスト 

11 Viviane Sassen ヴィヴィアン・サッセン 写真家 

12 Philippe Weisbecker フィリップ・ワイズベッカー アーティスト 

■パラリンピックをテーマとする作品の制作者（8 人／組） 

 

国内 

1 荒木 飛呂彦 アラキ ヒロヒコ 漫画家 

2 柿沼 康二 カキヌマ コウジ 書家 

3 GOO CHOKI PAR グーチョキパー グラフィックデザイナー 

4 新木 友行 シンキ トモユキ アーティスト 

5 野老 朝雄 トコロ アサオ 美術家 

6 蜷川 実花 ニナガワ ミカ 写真家・映画監督 

7 森 千裕 モリ チヒロ 美術家 

8 山口 晃 ヤマグチ アキラ 画家 

https://tokyo2020.org/jp/games/artposter/
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【取材における注意事項】 

＜取材申込について＞ 

・取材を希望されます場合は、別紙の取材申込書に必要事項をご記入の上、2020 年 1月 23 日（木）17：00 まで

にお申し込みください。 

・会場スペースの関係上、カメラ台数、記者数に制限を設けさせて頂きます。 

スチール 1 社 1 台、ムービー1 系列局 1 台、ペン記者 1 社 1 名まで 

・座席には限りがございますので、立ち見となる可能性がございます。予めご了承ください。 

・出席者への個別取材、また個別の番組企画での取材を希望する場合は広報事務局までお問い合わせください。 

・事前に申請がない場合は、ご取材いただくことができません。  

 

＜当日の取材について＞ 

・報道関係者用の駐車場はございませんので、お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用ください。 

・取材前には B2F講堂前に設置するプレス受付に必ずお立ち寄りください。 

・取材の際は自社腕章を着用し、スタッフの指示に従ってください。 

・トークショー（講堂内）のスチール、ムービーのカメラ位置は、受付順（プレス受付 13：30～）とします。 

・スチール、ムービーは所定の場所から撮影いただきます。 

・トークショー中にフラッシュを使用した撮影はご遠慮ください。 

・撮影エリアからステージまでの距離は約 15ｍございます。 

・ステージプログラム等の内容は予告なく変更になる場合がございます。 

・記録用カメラが取材場所に入りますので、予めご了承ください。 

・当日は一般来場者がいますので、取材の際は十分にご配慮いただくようにお願いいたします。 

・撮影にあたっては、建物や展示品等を破損・汚損しないよう十分にご注意ください。 

・会場に電源及び音声ラインのご用意はございません。 

・フォトセッション、囲み取材はございません。 

・展示会場（エントランス）の撮影を希望する場合は、別途、広報事務局へ申請ください。 

 

 

 

 

【「東京 2020公式アートポスター展」 に関するお問い合わせ】 

「東京 2020 公式アートポスター展」 広報事務局（株式会社ジュンプロモーション内） 

担当：小原（090-9854-9542）、川上 

電話：03-3402-5136 / FAX：03-3479-1246 / Email：info@junpro.co.jp 

 

【東京 2020大会、公式アートポスターに関するお問い合わせ】 

東京 2020 組織委員会 広報局広報部戦略広報課  

担当：藤本、秋山 

電話：03-6631-1949 / FAX：03-6220-5801 / Email：pressoffice@tokyo2020.jp  

mailto:info@junpro.co.jp

