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2018 年 11 ⽉ 9 ⽇ 

株式会社グライダーアソシエイツ 

「チームラボ 森と湖の光の祭」に antenna*[アンテナ]がメディア協⼒ 

ユーザー限定抽選でチケットを 10 組 20 名にプレゼント 
埼⽟県飯能市の宮沢湖周辺にオープンする、「メッツァビレッジ」にて 12/1 から開催 

 株式会社グライダーアソシエイツ（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：杉本哲哉）が運営するキュレーションア

プリ antenna*［アンテナ］は、チームラボ（本社：東京都千代⽥区、代表：猪⼦寿之）が開催する、「チームラボ 

森と湖の光の祭」にメディアパートナーとして協⼒いたします。埼⽟県飯能市の宮沢湖周辺にオープンする北欧のラ

イフスタイルを体験できる施設「メッツァビレッジ」において 12 ⽉ 1 ⽇(⼟)〜3 ⽉ 3 ⽇(⽇)に開催。宮沢湖と湖畔の

森を、⼈々の存在によって変化するインタラクティブな光のアート空間に変えます。 

 antenna*[アンテナ]では、イベントの発信協⼒と、antenna*ユーザー限定のチケットプレゼントを実施します。 

 https://antenna.jp/articles/7377889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「メッツァビレッジ」は、2018 年 11 ⽉ 9 ⽇(⾦)にオープン。北欧時間が流れる森と湖での体験を通じて、こころ

の豊かさの本質に気づき、⽇常⽣活へと持ち帰れる場所を⽬指し、宮沢湖を中⼼とした広⼤なエリアになります。⽇

常的に遊びに⾏くことのできる美しい湖や緑豊かな環境を維持し、⾃然を⾝近に感じられる空間で、北欧のライフス

タイルや空気感を感じられるようにデザインされています。 

 チームラボは、「Digitized Nature」というアートプロジェクトを実施。⾮物質的であるデジタルテクノロジーに

よって「⾃然が⾃然のままアートになる」というプロジェクトです。 

 「メッツァビレッジ」で開催する「チームラボ 森と湖の光の祭」では、宮沢湖と湖畔の森を、⼈々の存在によって

変化するインタラクティブな光のアート空間に変えます。 

 antenna*[アンテナ]では、イベントの発信協⼒と、antenna*ユーザー限定のチケットプレゼントを実施します。 
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 チームラボ 森と湖の光の祭 公式サイト 

 https://www.teamlab.art/jp/e/metsavillage/ 

 

■展⽰作品 

呼応する、たちつづけるものたちと森 ／ Resisting and Resonating Ovoids and Forest 

teamLab, 2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi 

作品: https://www.teamlab.art/jp/ew/objects-and-forest 

湖畔の森に置かれた⽴ち続ける物体と⽊々が光り輝く。 

⽴ち続ける物体と⽊々の光は、それぞれ⾃⽴しており、ゆっくりと呼吸しているかのように強く輝いたり消えたりし

ている。 

⽴ち続ける物体は⼈に押され倒れかけると、光の⾊を変化させ、⾊特有の⾳⾊を響かせる。そして、その光は、放射

状に近隣の⽴ち続ける物体と⽊々に伝播していく。伝播した光は、同じように⾳⾊を響かせながら、⽴ち続ける物体

と⽊々に連続して広がっていく。 

向こうの⽅から光が押し寄せてくれば、向こうに⼈がいることを意味する。⼈々はきっと、同じ空間にいる他の⼈々

の存在を普段より意識するだろう。 
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⾃⽴しつつも、呼応する⽣命 ／ Autonomous Resonating Life 

teamLab, 2018, Interactive Digital Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです。実際の内容とは異なります 

作品: https://www.teamlab.art/jp/w/autonomous/ 

 

光の物体は、それぞれ⾃⽴しており、ゆっくりと呼吸しているかのように強く輝いたり消えたりしている。 

光の物体は⼈に押され倒れかけると、それぞれ光の⾊を変化させ、⾊特有の⾳⾊を響かせる。そして、その近隣の物

体は呼応し、同じ光の⾊に変化し⾳⾊を響かせる。そして次々にそのまわりの物体も連続的に呼応していく。 

向こうの⽅から光が押し寄せてくれば、向こうに⼈がいることを意味する。⼈々はきっと、同じ空間にいる他の⼈々

の存在を普段より意識するだろう。 

 

浮遊する、呼応する球体 / Floating, Resonating Spheres 

teamLab, 2015, Interactive Installation, Endless, Sound: Hideaki Takahashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品: https://www.teamlab.art/jp/w/fr_spheres 

浮遊する光の球体は、⾃律し、強く輝いたり消えたりし、まるでゆっくりと呼吸しているかのようにふるまう。 

光の球体は、⼈が叩いたり何かにぶつかったりして衝撃を受けると、光の⾊を変化させ、⾊特有の⾳⾊を響かせる。
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そして、その近隣の球体も呼応し、同じ光の⾊に変化し⾳⾊を響かせる。そして次々にそのまわりの球体も連続的に

呼応していく。 

 

■チケットプレゼントキャンペーンについて 

内容：「チームラボ 森と湖の光の祭」 チケットプレゼント 

応募締切：2018 年 11 ⽉ 25 ⽇（⽇） 23:59 まで 

当選者数：10 組 20 名 

当選発表：ご応募いただいた⽅の中から厳正なる抽選を⾏い、当選者を決定いたします。当選者の⽅への商品の発送

をもって、発表に代えさせていただきます。 

 

チケットプレゼント情報はこちら 

https://antenna.jp/articles/7377889 

 

■開催概要 

チームラボ 森と湖の光の祭 teamLab: Digitized Lake metsavillage.teallab.art #森と湖の光の祭 

会期：2018 年 12 ⽉ 1 ⽇(⼟)〜2019 年 3 ⽉ 3 ⽇(⽇) 

時間：12 ⽉ 1 ⽇〜2 ⽉ 11 ⽇(祝・⽉) 17:30~21:00(20:00 最終⼊場) 

   2 ⽉ 12 ⽇(⽕)~3 ⽉ 3 ⽇(⽇) 18:00~21:00(20:00 最終⼊場) 

   休園⽇: 12 ⽉ 31 ⽇(⽉)〜1 ⽉ 2 ⽇(⽔) 

会場：メッツァビレッジ(埼⽟県飯能市宮沢 327-6 メッツァ) 

 

公式サイト ： https://www.teamlab.art/jp/e/metsavillage/ 

公式動画 ： https://www.youtube.com/watch?v=fTijGiC5i4k 

 

⼊場料： 

<通常チケット> 

 ・⼤⼈(中学⽣以上) 平⽇:1,000 円 ⼟⽇祝:1,200 円 

 ・⼩⼈(4 歳以上⼩学⽣以下) 平⽇:500 円 ⼟⽇祝:600 円 

   ※3 歳以下無料 

   ※12 ⽉ 29 ⽇(⼟)〜1 ⽉ 6 ⽇(⽇)までは⼟⽇祝⽇料⾦ 

<前売りペアチケット> 

 枚数限定のお得な前売りペアチケット。⼤⼈ペア券 1,200 円 ※1枚で 2名様⼊場できます。 
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 販売期間：10 ⽉ 22 ⽇(⽉)~11 ⽉ 30 ⽇(⾦) ※使⽤期限: 12 ⽉ 1 ⽇(⼟)~12 ⽉ 14 ⽇(⾦) 

 販売場所：ローソンチケット WEBサイト、⽇テレゼロチケ、ローソン・ミニストップ店 Loppi にて販売【Lコー

ド: 34123】 

  ローチケ：https://l-tike.com/metsavillage.teamlab.art 

  ⽇テレゼロチケ：https://l-tike.com/ntvzero/event/teamlab01.html 

 

交通アクセス： 

<電⾞、バスをご利⽤の場合> 

電⾞でご来場の⽅は、飯能駅、または東飯能駅からバスをご利⽤ください。 

 

【飯能駅】 

⻄武池袋線「池袋駅」より「飯能駅」下⾞(特急レッドアロー号 約 40 分/急⾏ 約 48 分) 「飯能駅北⼝」1 番乗場より

メッツァ・⾼麗川団地・武蔵⾼萩⾏き、メッツァ(旧 宮沢湖)停 留所下⾞(約 12 分) 

 

【東飯能駅】 

JR ⼋⾼線「⼋王⼦駅」より「東飯能駅」下⾞(約 35 分) 「東飯能駅東⼝」停留所よりメッツァ⾏き、メッツァ(旧 宮

沢湖)停留所下⾞(約 10 分) ※東飯能駅からメッツァへの運⾏は⼟⽇祝⽇のみ 

 

<⾞をご利⽤の場合> 

狭⼭⽇⾼インターチェンジから県道 262 号線経由約 5.4km(約 12 分) 

⻘梅インターチェンジ」から県道 218 号線経由約 11km (約 30 分) 

飯能駅北⼝から宮沢湖⼊り⼝まで約 3km(約 10 分) 

駐⾞場は予約制です。メッツァビレッジの公式 HPをご確認ください。 

https://metsa-hanno.com/access/ 

 

注意事項： 

<⾞椅⼦、ベビーカーについて> 

⾃然散策路となるため、⾞イスでのご観覧ができない作品がございます。ベビーカーは、⼊り⼝付近のベビーカー置

き場に置いてご観覧ください。（ご鑑賞いただける作品: 「浮遊する、呼応する球体」） 
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<貴重品について> 

貴重品は各⾃の責任にて管理をお願い致します。万⼀、盗難・紛失が発⽣した場合、主催者は⼀切責任を負いません。 

 

<怪我について> 

本イベントで発⽣した事故は主催者は⼀切責任を負いません。 

 

<ゴミについて> 

ゴミは各⾃お持ち帰りくださいますようご協⼒ください。 

 

<タバコについて> 

⽕気厳禁となっております。鑑賞エリアでは禁煙のご協⼒をお願い致します。また、所定の場所での喫煙のご協⼒を

お願い致します。 

 

<服装について> 

急勾配の坂や階段、悪路がございますので、安全のため動きやすい服や靴でご来場ください。 

 

<ペットについて> 

本イベントでは⼩型⽝を含むペット同伴でのご⼊場はお断りさせていただいております。 

 

<⾬天中⽌について> 

⼩⾬の場合は決⾏いたします。台⾵などの強⾵を伴う強い⾬や⼤雪などの場合は中⽌する可能性がございます。 

詳細はメッツァビレッジの公式 HPをご確認ください。 

https://metsa-hanno.com/ 

 

<映像、写真撮影について> 

フラッシュ撮影、および園内でのドローンのご使⽤は禁⽌されております。 三脚のご使⽤も、他のお客様の妨げとな

りますのでお控えください。 

 

<その他> 

・主催者による撮影の際に、ご来場者さまが撮影の対象になる場合がございます。撮影素材は、報道、広告宣伝、プ
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ロモーションなどに使⽤される場合がございますので、予めご了承ください。 

・再⼊場できませんので、ご注意ください。 

・チケット購⼊後は、ご返⾦できませんので、ご注意ください。 

・混雑状況に応じて、⼊場を規制させていただきます。時間に限りがありますので、予定⼈数を超えた場合、ご来場

いただいてもご⼊場いただけない場合もございます。予めご了承下さい。 

・内容は急遽変更になる可能性がございます。予めご了承ください。また、天候および機材トラブル等により予告な

く中⽌や変更となる場合があります。 

・⼩⼈のみのご⼊場はお断りさせて頂きます。20歳以上の保護者同伴のご来場をお願い致します。 

 

主催：チームラボ 森と湖の光の祭実⾏委員会 

後援：⼀般社団法⼈ 奥むさし飯能観光協会 

メディア協⼒ ：antenna* 

「メッツァ」お問い合わせ窓⼝： https://contact.metsa-hanno.com/ 
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 スマートフォンアプリ antenna* は、「ココロうごく。キッカケとどく。」を掲げ、いま気になる情報をまとめ

て楽しめるキュレーションサービス。さまざまなジャンルの提携メディアから受け取る⼀⽇約 1,500 ものコンテン

ツに社内スタッフが⽬を通し、さまざまな切り⼝の”特集”（＝記事まとめ）に整理して展開。毎⽇、約 200〜300

の旬なコンテンツを配信しています。 

 

 東京での⽣活をより楽しんでもらいたい、より豊かな体験をしてもらいたいという思いを込め、ユーザーの

「TOKYO* LIFE」に役⽴つ上質なコンテンツのキュレーションを⼼がけています。 

 

 antenna* アプリダウンロードはこちら 

 https://antenna.onelink.me/2946886130/ecc74879 

 

 antenna* ブラウザ版はこちら 

 https://antenna.jp/ 

 

株式会社グライダーアソシエイツ 会社概要 

社名     株式会社グライダーアソシエイツ 

本社     東京都港区六本⽊ 6-10-1 六本⽊ヒルズ 森タワー35F 

ＵＲＬ    https://www.glider-associates.com/ 

設⽴     2012 年 2 ⽉ 6 ⽇ 

代表者    代表取締役社⻑ 杉本哲哉 

事業内容   antenna* の企画、運営 

        広告・プロモーション事業、各種インターネットメディアの企画、開発 

        コンテンツマーケットプレイスの企画、開発 


