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PIECE OF PEACE実行委員会

報 道 資 料

全国で約１５０万人集めた話題の展覧会、第３弾。いよいよ３月１３日（水）から開幕！！

LEGO,the LEGO logo and Minifigure are trademarks of the LEGO Group.©2013 The LEGO Group.

福岡・天神エリア 3拠点同時開催！天神の街全体が、ピースでいっぱいに！！
＜福岡パルコ（パルコファクトリー）、天神イムズ（イムズプラザ、三菱地所アルティアム）＞

オープニングセレモニー（会場取材）開催のご案内
PIECE OF PEACE「『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展PART-3」の開催にあたり、初日の午前９時４５分よりオープニングセ
レモニー及び関係者の皆様を対象とした内覧会を開催いたします。内覧会にて、会場のご取材も受けさせて頂きますので、
取材ご希望の方は下記取材申込先までご連絡ください。

【オープニングセレモニー・内覧会概要】
日時： 3月13日（水） 10：00～10：15 （取材受付／9：45～）
★ 10：00～ 主催、共催等ご挨拶、テープカット
★10：15～ 会場取材可能
場所：イムズプラザ（イムズB２F）
＊レゴ®社公認レゴ®モデルビルダー・直江和由氏も来場いたします。
＊前日3月12日（火）15：00より設営の様子も取材頂くことも可能です。
※当日は、イムズ市庁舎側通用口からB1F防災センターを経由し、入館名簿にご記入のうえ、会場（B2Fイムズプラザへお出でください。
※会場受付の際は名刺をお持ち頂きますようお願い申し上げます。

オープニングセレモニー・内覧会 取材申し込み
※お手数ですが、ご参加頂ける場合は上記記入後FAXでご返信をお願いいたします。

＞＞＞ ｆａｘ． 092-716-0075 (イムズ）
092-720-9003（パルコ）

●貴社名（媒体名）

●お名前

●連絡先 ℡
◎オープニングセレモニー・内覧会取材

Fax
→→→

□参加する（人数：

e-mail
名）

□参加しない

◎レゴ®社公認レゴ®モデルビルダー・直江和由氏取材 （10：15頃～ 於／イムズ8F三菱地所アルティアム）
→→→ □希望する
□希望しない
◎前日会場設営取材 （3/12 15：00頃～ 於／パルコ 6Fパルコファクトリーまたはイムズ8F三菱地所アルティアム）
→→→ □希望する （会場 □パルコファクトリー □三菱地所アルティアム ）
□希望しない

【本件に関するお問い合わせ】
福岡・天神開催・各会場お問い合わせ先
・福岡パルコ 広報担当 山下めぐみ TEL:092-720-9000 FAX:092-720-9003 E-mail:yama-megu@parco.jp
・イムズ
古場 治 塚本 初美 TEL:092-733-2016 FAX:092-716-0075 E-mail: o-koba@ims.co.jp
・三菱地所アルティアム 鈴田ふくみ TEL:092-733-2050 E-mail: suzuta@artium.jp
PIECE OF PEACE実行委員会 事務局（企画制作・プロデュース）
株式会社バウコミュニケーションズ
TEL：03-3668-6700 FAX：03-3668-6660
〒103-0024東京都中央区日本橋小舟町６ー３
担当：梶原 毅
t-kajihara@bau-com.co.jp
広報担当：増井 裕美子 y-masui@bau-com.co.jp
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レゴ®モデルビルダー直江和由氏来場！
「みんなでビルドアップ！」週末イベントの開催決定！！
＜イベント概要＞
日時：3月16日（土） 11：00、13：00、15：00～（１日3回）
3月17日（日） 11：00、13：00～（1日2回）
場所： イムズプラザ（イムズB２F）
レゴ®モデルビルダーで、本エキシビションの世界遺産モデルの多くを制作・監修して
いる直江和由氏が来場するイベントを開催することが決まりました。
バラバラのブロックから、あっという間にさまざまな造形へと組み上げるプロビルダー
の技術を間近で見ることができる希少な機会です。
もちろん、来場のみなさんにも、直江さんの指導のもとレゴブロックをお楽しみいただけ
ます。
みんなの“そうぞう力”が集まる、ピースなイベントです。
ぜひ、ご紹介ください。
※開催日・場所は変更になる場合があります。
※参加希望者多数の場合は、先着でのご参加となります。

レゴ®モデルビルダーとは―
レゴ®モデルビルダーとは、レゴ®ブロックを使ってイベントなどで展示するための作品（モデル）を制作することを職業としてい
るプロのモデル制作者たちのことです。

直江和由（なおえ・かずよし）
レゴジャパン内で活躍するたった一人のレゴ®モデルビルダー・直江和由（なおえ・かずよし）は、玩具業界において小売店で
の経験はもとより、大型玩具チェーン店のバイヤーや販売促進、店舗統括マネージャーなどを経験し、レゴジャパンには1999
年より入社。営業部勤務を経て、マーケティング部に所属しています。
海外のレゴ®モデルビルダーと作品を作る工程で大きく違うのは、図面をひかず、参考資料となる絵、写真そして文献をもとに、
いきなりレゴ®ブロックを組み合わせながら制作を開始する点であり、これは一度プランした図面にとらわれずに、より高度な
作品作りを徹底的にやりたいという考えがあるから。
レゴジャパンのレゴ®モデルビルダーとして常に心掛けているのは、8,000種類もあるレゴ®ブロックのパーツの中から、なるべ
く基本ブロックやごく平凡なパーツだけを選んで制作することにあります。
これには直江の作品を見た一般の消費者が自ら購入し、挑戦したくなるような、“身近なレゴ®ブロックの可能性をアピールし
たい”という願いが込められています。
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【企画詳細内容】
●タイトル・・・・世界遺産条約採択40周年記念
世界遺産チャリティーアートエキジビション

2013年3月4日／FAX計3/3枚

PIECE OF PEACE － 「レゴ®ブロック」で作った世界遺産展 PART-3－
※入場料・物販売り上げの一部は、日本ユネスコ協会連盟が
●主催＝PIECE OF PEACE実行委員会、西日本新聞社
行う世界遺産活動へ寄付されます。
●共催＝福岡パルコ、三菱地所、三菱地所アルティアム、イムズ
●福岡開催特別後援＝RKB毎日放送、KBC九州朝日放送、TNCテレビ西日本、FBS福岡放送、TVQ九州放送
※調整中 ※福岡開催 後援申請中！
●後援＝日本ユネスコ協会連盟、外務省、日本ユネスコ国内委員会、久留米ユネスコ協会
●各国後援＝アメリカ合衆国大使館、イタリア政府観光局（ＥＮＩＴ）、インド大使館、エジプト･アラブ共和国大使館、オーストリア大使館、
カンボジア王国大使館、ギリシャ政府観光局、スペイン政府観光局、大韓民国大使館、中華人民共和国大使館文化部、チリ共和国大使館、
デンマーク大使館、ドイツ観光局、トルコ大使館、ネパール大使館、ハンガリー大使館、ハンガリー政府観光局、ブラジル大使館、
フランス観光開発機構(ATOUT FRANCE)、ベネズエラ・ボリバル共和国大使館、ペルー共和国大使館、メキシコ政府観光局
●賛同：オランダ政府観光局 ●協力：オーストラリア政府観光局、メキシコ・グアナフアト州観光局
●協力＝ＴＢＳ「ＴＨＥ世界遺産」、TBSビジョン、ＰＰＳ通信社、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
●企画・・・・・ パルコ、レゴジャパン ●企画制作・プロデュース・・・・・バウコミュニケーションズ
Official HＰ → http://www.pofp.jp/

Facebook → http://www.facebook.com/pieceofpeaceCharge

会期：２０１３年３月１３日（水）〜４月１日（月）
会場：PIECE OF PEACE 福岡・天神の街 パルコ・イムズで同時開催
●「レゴ®ブロック」で作った世界遺産展 会場
共通入場料 ／ 大人４００円（中・高校生含む）小学生２００円 小学生未満無料
・パルコファクトリー（福岡パルコ８F） メイン会場１
１０：００〜２０：３０（入場は閉場の３０分前まで・最終日は16：00閉場）

・三菱地所アルティアム（イムズ８F） メイン会場２
１０：００〜２０：００（入場は閉場の３０分前まで・最終日は16：00閉場）

※イムズプラザ（イムズB2F) にも、世界遺産展モデルを一部展示しています。
●福岡特別企画 ビルドアップジャパン特設会場
「みんなで作るPEACE！未来に残したい 九州のたからもの！！」
入場料無料 「レゴ®ブロック」で作った世界遺産展ご入場の方が対象となります。
・イムズプラザ（イムズB2F)

受付／１１：００〜１９：００（最終日は1７：00受付が最終）

※イベント詳細は、後日WEBにて発表いたします。
＜一般の方からのお問い合わせ先＞
福岡パルコ 福岡県福岡市中央区天神２丁目１１−１ 092-235-7000
http://www.parco-fukuoka.com
イムズ 福岡県福岡市中央区天神１丁目７−１１ 092-733-2001 http://www.ims.co.jp
三菱地所アルティアム 福岡県福岡市中央区天神１丁目７−１１ イムズ８F 092-733-2050 http://artium.jp/
※入場料とグッズ売り上げの一部は、日本ユネスコ協会連盟が行う世界遺産活動に寄付されます。

世界遺産展 展示企画概要！
●メイン展①・・・・・LOVE EARTH , LOVE ASIA レゴ®ブロックで作った世界遺産の展示
27カ国「地球のたからもの」＝世界遺産と地球 ４０作品をレゴ®ブロックで再現。

●メイン展②・・・・・LOVE

PEOPLE –ART・MESSAGE国内外のアーティスト・文化人からのアート＆メッセージ展示

「未来に残したいたからもの」をテーマに、様々な分野のアーティスト・文化人のみなさま
のメッセージやアートの共演。

●サブ展・・・・・・・・LOVE HERITAGE
①映像で感じる「世界遺産」・・・TBS「THE世界遺産」特別編集映像 美しい映像を体感。
②宇宙から見た「世界遺産」・・・JAXA（宇宙航空研究開発機構）特別協力企画。
宇宙からの映像を体感

③ユネスコ世界遺産活動紹介コーナー
④レゴ®ブロック限定ショップ チャリティグッズ販売コーナー

「レゴ®ブロック」で遊べる 福岡特別企画開催！

みんなで作るPEACE！未来に残したい 九州のたからもの！！
ビルドアップジャパン特設会場 （イムズプラザ）
ご来場のみなさんと一緒に白いレゴブロックで会場内に「大きな九州地図」を作ります。
未来にのこしたい、みんなのたからものとして、ひとり１人のピースを重ねてもらいます！
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