あいちトリエンナーレ 2016 の記者内覧会・取材申込について
１

記者内覧会について

(1)申込
以下のどちらかの方法により申し込みをしてください。

【申込期限：8 月 4 日（木）】
○別紙「あいちトリエンナーレ 2016 記者内覧会申込書」により FAX で申し込み
F A X 052-971-6115
○Web サイトの入力フォームから申し込み
W e b https://aichitriennale.jp/press_pre/form.php
(2) 8 月 10 日（水）の日程
①各会場の記者内覧会の開催時間
地区
名古屋

会場

施設

愛知芸術文化センター

10:00‐18:00
9:30‐18:00

名古屋市美術館
長者町会場

時間

堀田商事株式会社、八木兵錦 1 号館、八木兵錦 6

11:00‐18:00

号館、吉田商事株式会社、伝馬町ビル、学書ビル、 （喫茶クラウンの
地下鉄伏見駅旧サービスセンター、喫茶クラウン

栄会場

み 12:00‐17:00）

旧明治屋栄ビル、中央広小路ビル、
損保ジャパン日本興亜名古屋ビル

豊橋

岡崎

名古屋駅会場

JP タワー名古屋 2F 貫通通路

PLAT 会場

穂の国とよはし芸術劇場 PLAT

水上ビル会場

水上ビル

豊橋駅前大通会場

はざまビル大場、開発ビル

東岡崎駅会場

名鉄東岡崎駅ビル

康生会場

岡崎表屋、岡崎シビコ

六供会場

籠田公園、石原邸

13:30‐18:00

②記者会見
以下の日時・場所で港千尋芸術監督、キュレーター等が登壇する記者会見を開催します。
場 所 愛知芸術文化センター12F アートスペース A
日 時 8 月 10 日（水）10:30‐11:15

③バスツアー・作品解説（名古屋地区）
以下の 2 行程のバスツアーを行い、現地でキュレーター等による作品解説を行います。
※バスツアーには定員がありますので、先着順での受付（各媒体 2 名まで）とさせていただきます。
※バスツアーに参加せず、現地でキュレーター等の作品解説のみを聞くこともできます。
※バスツアーから途中退出することもできます。
※交通事情等により行程が変更となる場合がありますことを予めご了承ください。

【行程①（予定）
】
場所

時間（目安）
11:20

【行程②（予定）
】
時間（目安）

愛知芸術文化センター10F

11:20

インフォメーション集合

場所
愛知芸術文化センター8F
インフォメーション集合

11:30‐12:15

愛知芸術文化センター10F

11:30‐12:15

愛知芸術文化センター8F

12:15‐12:45

〃

8F

12:15‐12:45

〃

13:15‐13:45

名古屋市美術館

13:15‐13:45

損保ジャパン日本興亜名古屋ビル

14:15‐14:30

損保ジャパン日本興亜名古屋ビル

14:00‐14:45

名古屋市美術館

14:45‐15:30

長者町会場

15:00‐15:45

旧明治屋栄ビル・中央広小路ビル

16:00‐17:30

愛知芸術文化センターB1F

16:00‐17:15

長者町会場

18:00‐19:30

オープニングレセプション

10F

ダニ・リマ公演／トーク

18:00‐19:30

オープニングレセプション

◆当日連絡先 080-8243-5428

◆当日連絡先 080-2891-7856

④ダニ・リマ公演
以下の日程で、パフォーミングアーツのオープニング公演を観覧できます。
ダニ・リマ『Little collection of everything』
場 所 愛知芸術文化センターB1F 小ホール
時 間 8 月 10 日（水）16:00‐17:30（公演後トークあり） ※撮影可
8 月 11 日（木・祝）15:00‐15:50 ※撮影不可
⑤オープニングレセプション
以下の日程でオープニングレセプションを開催します。受付でプレス証を提示のうえご入
場ください。
場 所 名古屋東急ホテル 3F（名古屋市中区栄 4-6-8）
時 間 18:00‐19:30（開場時間 16:30 17:15‐18:00 までオープニング演奏会あり）
⑥バスツアー・作品解説（岡崎地区・豊橋地区等）
開幕日の 8 月 11 日（木・祝）に、以下の 2 行程のバスツアーを行い、現地でキュレーター
等による作品解説を行います。
※バスツアーには定員がありますので、先着順での受付（各媒体 2 名まで）とさせていただきます。
※バスツアーに参加せず、現地でキュレーター等の作品解説のみを聞くこともできます。

※バスツアーから途中退出することもできます。
※交通事情等により行程が変更となる場合がありますことを予めご了承ください。

【行程①（予定）
】
場所

時間（目安）
9:50

【行程②（予定）
】

ジェイアール名古屋タカシマヤ

時間（目安）
10:20

金の時計前集合

10:00‐10:30

ジェイアール名古屋タカシマヤ

場所
ジェイアール名古屋タカシマヤ
金の時計前集合

10:30‐11:00

JP タワー名古屋

ジェイアール名古屋タカシマヤ
JP タワー名古屋

11:30‐11:45

名鉄東岡崎駅ビル

12:00‐12:15

名鉄東岡崎駅ビル

12:00‐12:15

岡崎表屋

12:30‐12:45

岡崎表屋

12:30‐13:00

岡崎シビコ

13:00‐14:00

岡崎シビコ

13:45‐14:15

石原邸

14:15‐14:45

石原邸

15:15‐15:45

穂の国とよはし芸術劇場 PLAT

15:45‐16:15

穂の国とよはし芸術劇場 PLAT

16:00‐16:30

水上ビル

16:30‐17:00

水上ビル

16:45‐17:30

開発ビル

17:15‐18:00

開発ビル

17:45‐18:15

はざまビル大場

18:15‐18:45

はざまビル大場

19:30‐20:15

豊橋市公会堂

19:30‐20:15

豊橋市公会堂

【石田尚志プロジェクション】

20:30

（豊橋市公会堂発）

【石田尚志プロジェクション】

20:30‐21:50

ホテルアークリッシュ豊橋
【豊橋会場オープニングレセプ
ション】

20:45

（豊橋駅発）

22:00

（ホテルアークリッシュ豊橋発）

22:30

（名古屋駅着）

23:45

（名古屋駅着）

◆当日連絡先 080-8243-5428

◆当日連絡先 080-2891-7856

(3)受付
以下の場所で、
【プレス証】を発行します。会場入口でプレス証を提示の上、ご入場ください。
取材終了後は、最寄りのインフォメーションへプレス証をご返却ください。⇒2(2)参照。
※ツアー参加者は、ツアーに同行する実行委員会スタッフへ返却することもできます。
■名古屋地区
場 所 愛知芸術文化センター12F アートスペース E・F【プレスルーム】⇒3 参照
時 間 9:30‐18:00
■豊橋地区
場 所 穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 1F インフォメーション
時 間 13:30‐18:00
■岡崎地区
場 所 岡崎シビコ 1F インフォメーション
時 間 13:30‐18:00

２

会期中の取材申込について
(1)申込
以下のどちらかの方法により申し込みをしてください。

【申込期限：取材の 3 日前まで】
○別紙「あいちトリエンナーレ 2016 取材申込書」により FAX で申し込み
F A X 052-971-6115
○Web サイトの取材申込フォームから申し込み
W e b https://aichitriennale.jp/press_form/form.php
⇒あいちトリエンナーレ公式 Web サイトのトップページ「プレス向け情報」より申込フォームへ

1 日以内に返信がない場合は、TEL:052-971-6127 までお問い合わせください。
(2)プレス証の発行
取材申込時に申請いただいた以下のインフォメーションでプレス証を受け取り、会場入口で
プレス証を提示の上、ご入場ください。取材終了後は、最寄りのインフォメーションへプレ
ス証をご返却ください。
地区
名古屋

インフォメーション
愛知芸術文化センター10F

休館日

8/22(月)、9/5(月)、9/12(月)、 10:00‐18:00
9/20(火)、9/26(月)、10/3(月)

名古屋市美術館 1F

開館時間

〃

（金 20:00 まで）
9:30‐17:00
（金 20:00 まで）

長者町会場／

8/22(月)、9/12(月)、10/3(月)

堀田商事株式会社 1F
栄会場／

11:00‐19:00
（金 20:00 まで）

〃

旧明治屋栄ビル 1F
豊橋

PLAT 会場／

8/15(月)、9/20(火)、10/17(月)

11:00‐19:00

穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 1F

豊橋駅前大通会場／

8/24(月)、8/31(水)、9/7(水)、

開発ビル 1F

9/14(水)、9/21(水)、9/28(水)、
10/12(水)

岡崎

東岡崎駅会場／

8/24(水)、8/25(木)、9/14(水)、 10:00‐19:00

名鉄東岡崎駅ビル 1F

9/28(水)、10/12(水)
※インフォメーションは会期中
毎日営業

康生会場／
岡崎シビコ 1F

8/18(木)、9/15(木)、10/20(木)

３

プレスルームについて
以下の日程でプレスルームを開設し、プレス証の発行、プレスキットの配布、プレスリリー
ス等の資料配布、無料 Wi-Fi 等のサービスを提供します。
場 所 愛知芸術文化センター12F アートスペース E・F
日 程 8 月 10 日（水）‐14 日（日）10:00‐18:00（10 日のみ 9:30‐）

４

問い合わせ先
あいちトリエンナーレ実行委員会事務局（担当：工藤・水野・牧野）
〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜 1-13-2 愛知芸術文化センター6 階
TEL：052-971-6127
FAX：052-971-6115
E-mail: press@aichitriennale.jp

