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平成 28年 9月 20日 

  アートストリーム実行委員会 

 公益財団法人関西・大阪２１世紀協会 

 大阪芸術大学 

 大阪府、大阪市 

 

   「アートストリーム 2016」 ご取材告知のお願い      

～今年で 16回目の開催！～ 

―― 9月 30日～10月 2日開催／大丸心斎橋店 ―― 
アートストリーム実行委員会（関西・大阪２１世紀協会、大阪芸術大学、大阪府、大阪市）は、平成

28年 9月 30日（金）～10月 2日（日）の３日間、大丸心斎橋店北館１４階大丸心斎橋劇場、イベ

ントホール内にて「アートストリーム 2016」を開催します。（開催概要は２頁） 

この事業は、関西一円で活動するアーティストやクリエイターの発掘、発表の場と成長の機会の提

供を目的に2003年から開催している展覧会＆アートマーケット（作家自身によるオリジナル作品の展

示・販売）で、新進アーティストの登竜門として着実に実績をあげてきました。16 回目となる今年は厳

正な審査の結果、89名の出展アーティストが選ばれました。 
 

■  グランプリ、奨励賞、企業・ギャラリー賞 贈呈式：10月 1日(土)  

審査委員は絹谷幸二氏、蓑豊氏ら 

開催中日の10月１日（土）には、出展者の中から今後の活躍が期待されるアーティストを選出する

アートストリーム 2016 アワード「グランプリ」、「奨励賞」ならびに、企業やギャラリーが独自の視点で選

ぶ「企業・ギャラリー賞」の贈呈式を行います。審査委員長として画家、文化功労者の絹谷幸二氏、

審査委員に蓑豊氏、中崎宣弘氏、田崎友紀子氏をお迎えします。 
 

■ アートストリームの特徴①：多彩なジャンル  

大丸心斎橋劇場では立体作品やインスタレーション、イベントホールでは絵画、ドローイング、 

クラフトなどを中心に展示。アートストリームならではの多彩なジャンルのアートが一堂に会します。 

■ アートストリームの特徴②：企業・ギャラリー賞  

「企業・ギャラリー賞」は、今年 20社・団体が参加。副賞として仕事のオファーなどを提供する 

この賞は、アートストリーム独自の取り組みです。 

■ アートストリームの特徴③：オーディエンス賞  

なお、一般来場者による「応援したいアーティスト№1」を会期中（3日間）の投票で決定。 

アワード贈呈式では中間発表を行い、会期終了後（3 日予定）関西・大阪 21 世紀協会ホームページ

等で発表します。 

 

報道ご関係各位にはご多用の折、誠に恐縮でございますが、貴媒体にて広く告知のご協力をお願い

申し上げますとともに、１0月1日のアワード贈呈式（詳細は3頁）にも是非お運びいただきますよう、 お

願い申し上げます。 

また、贈呈式終了後には、審査委員や出展アーティストとの交流会「アーティストパーティー」を開催

します。あわせてご参加いただき、アーティストたちにご取材、ご助言など賜りましたら幸甚です。 

報道関係各位 

同時資料提供 

大阪府政記者会 

大阪市政記者クラブ 

大阪経済記者クラブ 
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● アートストリーム 2016開催概要 
 

・開催期間： 2016年 9月 30日（金）～１0月 2日（日）  

 12：00-20：00（9月 30日） 

  10：00-18：00（10月 1日 2日） 

・会  場： 大丸心斎橋店北館 14階  

大丸心斎橋劇場、イベントホール 内 

・主  催： アートストリーム実行委員会 

 （関西・大阪２１世紀協会、大阪芸術大学、大阪府、大阪市） 

・後  援： 公益社団法人 関西経済連合会、大阪商工会議所、一般社団法人 関西経済同友会 

・協  賛： サントリーホールディングス株式会社、ダイキン工業株式会社 

がんこフードサービス株式会社、ターナー色彩株式会社 

・特別協賛： 大丸心斎橋店 

・協   力： アーツサポート関西、アートチャイルドケア株式会社、株式会社インターグループ 

ＮＨＫ大阪放送局、株式会社 FM802、株式会社毎日放送、大阪水上バス株式会社、 

株式会社カワチ、株式会社ターレンスジャパン、テヅカヤマギャラリー、堂島リバーフォーラム 

凸版印刷株式会社、乃村工藝社、株式会社ハートス、ホルベイン工業株式会社 

讀賣テレビ放送株式会社、Links ＹＯＤギャラリー 

 

 

＜ 昨年度の会場風景 ＞                      ＜ 2016開催告知チラシ ＞ 
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● アートストリーム 2016アワード贈呈式  
 

 【日 程】 2016年 10月 1日（土）17：30～18：00 

 【会 場】 大丸心斎橋店 北館 14階大丸心斎橋劇場 内（大阪市中央区心斎橋筋１-７-１ 地下鉄「心斎橋」駅すぐ） 

 【対 象】 アートストリーム 2016出展アーティスト 90名（招待出展者除く） 

 【内 容】 

① グランプリ（1点／副賞 30万円）・奨励賞（3点／副賞各 5万円）  

審査委員が出展アーティストの作品を審査し選定、表彰します。 

審査委員長 絹谷幸二氏 （画家、文化功労者） 

審査委員 蓑 豊 氏 （兵庫県立美術館館長） 

  中崎宣弘氏 （空間構想デザイナー） 

 田崎友紀子氏 （メディアアートプロデューサー、㈱スーパーステーション取締役副社長） 

② 企業・ギャラリー賞 ※20社・団体 

③  

       企業・ギャラリーが出展アーティストの作品を審査し、表彰します。 

       併せて、企業・ギャラリーが独自に設定する副賞を贈呈します。(50音順) 
 

・アーツサポート関西賞 

・アートチャイルドケア賞 

 ・インターグループ賞 

・ＮＨＫ賞 

 ・FM802賞 

 ・MBS賞 

 ・大阪水上バス賞 

 ・カワチ賞 

 ・関西・大阪 21世紀協会賞 

・ターナー色彩賞 

・ターレンスジャパン賞 

 ・テヅカヤマギャリー賞 

・堂島リバーフォーラム賞 

 ・凸版印刷賞 

・乃村工藝社賞 

 ・ハートス賞 

 ・ホルベイン賞 

 ・YTV賞 

 ・Links賞 

・ＹＯＤギャラリー賞 

 

④ オーディエンス賞 

一般来場者による「応援したいアーティスト№1」を会期中（3日間）の投票で決定 

アワード贈呈式では中間発表を行い、会期終了後（3日予定）ホームページで発表します。 

 

■ アーティストパーティー（審査委員も参加） 

・日時 2016年 10月 1日（土）18：10～19：15 

・場所 大丸心斎橋店 北館 14階大丸心斎橋劇場  

※ご参加いただけます場合は、別紙返信用紙に必要事項をご記入の上 FAXをお送りください。 

＜ご参考＞アートストリーム過去の開催実績 

2003年 10月 
湊町リバープレイス 

2007年 11月 

サントリーミュージアム[天保山] 
2004年 10月 2008年 11月 

2005年 4月 サントリーミュージアム[天保山] 2009年 11月 

10月 湊町リバープレイス 2010年 9月 

2006年 4月 サントリーミュージアム[天保山] 2011年 10月 

大丸心斎橋店北館イベントホール 10月 湊町リバープレイス 2012年 10月 

 2013年 11月 

2014年 11月 
大丸心斎橋店北館 14階 

 2015年 11月 

※2005、2006年度は年 2回開催 

＜アートストリーム 2016に関するお問合せ＞ 

アートストリーム実行委員会事務局（公益財団法人関西・大阪２１世紀協会内） 

担当：白木、清水 TEL：０６-７５０７-２００２ 
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アートストリーム 2016 
アワード贈呈式、アーティストパーティー 

 

■2016年 10月 1日（土） 大丸心斎橋店北館 １４階 大丸心斎橋劇場内 

 ※大阪市中央区心斎橋筋１-７-１ （地下鉄「心斎橋」駅すぐ 

 

［ア ワ ー ド 贈 呈 式］ 17：30～18：00 

［アーティストパーティー］ 18：10～19：15 

 

《 ＦＡＸ返信用紙 》 
 

アートストリーム実行委員会事務局 白木 宛（関西・大阪２１世紀協会内） 
 
 

FAX送信先：06-7507-5945 
 

※ 誠に勝手ながら、会場準備の都合上、ご出席いただける場合は、以下にご記入の上、できるだけ 

9月 26日（月）までに、ファクシミリにてご返信下さいますようよろしくお願い申し上げます。 

なお、ご返信をいただかなかった場合でも、当日、ご都合がよろしければ、ぜひご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ アワード発表・贈呈式 に出席します 

 

□ アーティストパーティー に出席します 

※□に✓印をご記入下さい。 

※なお、開催期間中にご取材いただける場合は、取材日時を上記事務局宛ご連絡下さい。 

 

貴 社 名 ：  

貴媒体名 ：  

ご 所 属 ：  

ご 芳 名 ：  

     ： （計     名） 

ＴＥＬ ： ＦＡＸ   ：  

Ｅ-ｍａｉｌ ：  

通 信 欄 ：  

    


