2019 年 11 ⽉ 13 ⽇
渋⾕スクランブルスクエア株式会社

世界が注⽬するアーティスト集団が⽇本初上陸！渋⾕スクランブルスクエア開業初のクリスマス

クリスマスインスタレーション「NEO CLOUD」を
11⽉21⽇（⽊）から展⽰開始

■世界から注⽬を集めるアーティスト集団Poetic Kineticsの作品が⽇本初上陸
■作品とのコラボレーションメニューも販売
2019 年 11 ⽉ 1 ⽇（⾦）に開業した商業施設「渋⾕スクランブルスクエア ショップ＆レストラン」（以下、本施
設）にて、11 ⽉ 21 ⽇（⽊）から 12 ⽉ 31 ⽇（⽕）の期間限定で、⽇本初上陸となるロサンゼルスのアーティスト
集団 Poetic Kinetics（ポエティック・キネティクス）とのコラボレーションによるクリスマスインスタレーション
「NEO CLOUD」を 7 階イベントスペース「L×７(エル バイ セブン)」で展⽰します。また、併設のカフェでは、
コラボレーションメニューを販売します。

▲「NEO CLOUD」
（イメージ）

▲「NEO CLOUD」の
点灯イメージ

本施設は、
「世界最旬宣⾔」をビジョンに掲げ、
「ASOVIVA（アソビバ）」をコンセプトに多様な⽂化が混じり合う
渋⾕の中⼼から、その時々の「旬」なモノ・コト・トキを発信しています。開業後初のクリスマスシーズンを迎える
にあたり、⽇本初上陸となるロサンゼルスのアーティスト Patrick Shearn（パトリック・シャーン）と彼が率いる
スタジオ Poetic Kinetics（ポエティック キネティクス）とのコラボレーションにより、クリスマスツリーに代わる
新たなクリスマスの象徴となるインスタレーションを展⽰します。Poetic Kinetics（ポエティック・キネティクス）
代表 Patrick Shearn（パトリック・シャーン）
は現在世界中から⼤きな注⽬を集める LA 拠点のアーティストで「Liquid
Shard（リキッド・シャード）」や「Escape Velocity（エスケープ・ベロシティ）」など、巨⼤な体験型パブリック・
アートインスタレーションの展⽰を世界各地でおこなっています。今回展⽰するクリスマスインスタレーション
「NEO CLOUD」は、2016 年にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサート・ホールに展⽰され、シャーン
⽒の作品の中でも評価が⾼い「Nimbus（ニンバス）
」をベースにした⾮常に精巧な雲のインスタレーションです。
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▲Liquid Shard
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▲Escape Velocity

「NEO CLOUD」は昼と夜で⼤きく異なる２つの雲の表情を表現しています。昼間
は、雲にまつわる⾃然の姿を次々と表し、渋⾕の未来が雲にのって世界に広がってい
くことを描き出します。⼀⽅、夜になると、街を彩るイルミネーションのように華や
かな灯りを演出します。お客さまのホリデーシーズンをお祝いするとともに、渋⾕の
新しいクリスマススポットとして⼈々が楽しく賑わえる空間をご提供します。また期
間中には、7 階のイベントカフェ＜Trueberry（トゥルーベリー）＞にて、きび糖で作
った綿あめで雲を表現した「Cloud juice」や「Cloud parfait」といったコラボレーシ
ョンメニューも展開します。
詳細は、別紙の通りです。
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▲Nimbus

▲Trueberry×NEO CLOUD
コラボレーションメニュー

＜本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先＞
渋⾕スクランブルスクエア PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ内）
担当：⼩池、正⼭、福井、岩崎
TEL：03-6894-3200 FAX：03-5413-3050 E-mail：scramble_square_pr@ssu.co.jp

【別紙】

クリスマスインスタレーション「NEO CLOUD」実施概要
新しい渋⾕―国際都市 SHIBUYA―の幕明けを、雲にのせて世界に届けたい。
渋⾕スクランブルスクエア最初のクリスマスインスタレーション「NEO CLOUD」には、そん
な願いが込められています。⽇本初上陸となるロサンゼルスの世界的アーティスト Patrick
Shearn（パトリック・シャーン）率いるアート集団 Poetic Kinetics（ポエティック キネティ
クス）とのコラボレーションにより、クリスマスツリーに代わる新たなクリスマスの象徴とな
るインスタレーションを展⽰します。
開催期間：11 ⽉ 21 ⽇（⽊）から 12 ⽉ 31 ⽇（⽕）10 時〜21 時
会
場：渋⾕スクランブルスクエア 7 階イベントスペース「L×７(エル バイ セブン)」
⼊ 場 料：無料

▲L×７(エル バイ セブン)

■NEO CLOUD（ネオ クラウド）
＜昼の部（10:00〜17:00）＞
新しい渋⾕の幕明け（Rising）を思わせる「Sunrise: ⽇の出」から始まり「CLOUDS in the World: 雲で世界とつなが
る」では様々な天候を通じて世界の国際都市とのつながりを表現。渋⾕の未来が雲にのって広がっていくことをイメージ
します。最後に「Sunset: ⽇の⼊り」が静かに夜の部へとバトンをつなぎます。
・10:00〜11:00 「Sunrise（サンライズ）」
・11:00〜16:00 「CLOUDS in the World（クラウズ・イン・ザ・ワールド）」
・16:00〜17:00 「Sunset（サンセット）」

▲「Sunrise」イメージ

▲「CLOUDS in the world」
（⼀部）イメージ

▲「Sunset」イメージ

＜夜の部（17:00〜21:00）＞
この季節、街じゅうを彩るイルミネーションのように華やかで幻想的なカラーで雲が⾊づきます。新しいクリスマス
の象徴として輝きながら、お客さまと⼀緒にホリデーシーズンをお祝いします。
・17:00〜21:00 「ILLUMINATION（イルミネーション）」
■Patrick Shearn of Poetic Kinetics
【Poetic Kinetics 代表 パトリック・シャーン】
巨⼤な体験型パブリック・アートインスタレーションを専⾨とする LA 拠点のアーティストであり
スタジオ Poetic Kinetics の創設者兼クリエイティブディレクター。インタラクティブなプロジェクシ
ョンマッピングや花⽕技術から、巨⼤な動く⼈形まで、観客の参加を促す幅広いプロジェクトに
Poetic Kinetics スタジオメンバーとともに参加、アメリカ・ヨーロッパ・アジアの世界各地で実装・
展⽰しつづけている。アメリカの⼤型フェス「コーチェラ」での宇宙⾶⾏⼠は特に有名。
〜Poetic Kinetics 代表 パトリック・シャーン コメント〜
美学に対して洗練されたアプローチをもつ⽇本の⽂化に、私はいつも感銘を受け、
インスピレーションを受けてきました。
渋⾕の新しい始まりのときに、私の作品を招待いただきとても光栄です。
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▲Poetics Kinetics 代表
パトリック・シャーン

■Trueberry×NEO CLOUD コラボレーションメニュー
Cloud をモチーフとして取り込んだカフェメニューやフードメニューを展開します。
・Cloud juice（クランベリージンジャー）
クランベリーとレモネードと有機ジンジャーシロップをソーダアップ。ジンジャーとソーダ
がここちよい刺激を⽣みます。
・Cloud juice（ブルーグリーンアルジー)
ブルーグリーンアルジーとレモネードでさわやかな味に仕上げています。綿あめには、
バタフライピーのパウダーをかけて、⻘空をイメージしています。

▲左：Cloud juice（クランベリージンジャー）
、
右：Cloud juice（ブルーグリーンアルジー)

・Cloud parfait（お芋&アップルシナモン）
⼤学芋やアップルシナモンをベースに紫芋ペーストや⾖乳アイス、スーパーフードなどが
何層にもわたる、⾒た⽬も味も飽きさせないパフェです。
＜イベントカフェ「Trueberry」>
「⾝体にも⼼にもやさしい、これからの時代のファストフード」がコンセプトの
ヴィーガン・カフェ。100%植物性のオーガニック⾷材を中⼼としたヴィーガンの
スムージーやパフェなどを提供しています。
営業時間：10：00〜21：00
＜施設概要＞
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渋⾕スクランブルスクエア／SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE
東急㈱、東⽇本旅客鉄道㈱、東京地下鉄㈱
東京都渋⾕区渋⾕ 2 丁⽬ 24 番 12 号
事務所、店舗、展望施設、駐⾞場など
第Ⅰ期（東棟）約 181,000 ㎡、第Ⅱ期（中央棟・⻄棟）約 96,000 ㎡
第Ⅰ期（東棟）地上 47 階 地下 7 階、
第Ⅱ期（中央棟）地上 10 階 地下 2 階、（⻄棟）地上 13 階 地下 5 階
第Ⅰ期（東棟）約 230ｍ、第Ⅱ期（中央棟）約 61ｍ、
（⻄棟）約 76ｍ
渋⾕駅周辺整備計画共同企業体
※㈱⽇建設計、㈱東急設計コンサルタント、㈱JR 東⽇本建築設計、
メトロ開発㈱
㈱⽇建設計、㈱隈研吾建築都市設計事務所、㈲SANAA 事務所
渋⾕スクランブルスクエア㈱
※東急㈱、東⽇本旅客鉄道㈱、東京地下鉄㈱の 3 社共同出資
第Ⅰ期（東棟）2019 年 11 ⽉ 1 ⽇
第Ⅱ期（中央棟・⻄棟）2027 年度
https://www.shibuya-scramble-square.com

▲Cloud parfait（お芋&アップルシナモン）

▲渋⾕スクランブルスクエア 位置図

▲渋⾕スクランブルスクエア
（宮益坂交差点⽅⾯よりのぞむ）

▲フロア構成図

