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アート、ファッション、音楽、フードなどあらゆるジャンルのフレッシュなクリエイターが参加するカルチャーの祭典
〈P.O.N.D.〉は、昨年に引き続き渋谷PARCOで開催します。
前身イベント「シブカル祭。」のフィロソフィー「あたらしい才能の発見と応援」を引き継ぎ、〈P.O.N.D.〉には「Parco Opens New Dimension」、常に“新し
い次元を切り開いていくイベントでありたい”という想いが込められています。日頃からたくさんの人が往来する渋谷PARCOが、さらにカオスになる10日間。
〈P.O.N.D.〉は、常識を超えた「まだわからない世界」への入り口です。

2021年のキーワードは、「TRANSFER＝移ること、伝わること」。退屈な日常ではなく非日常を感じたい。見たことのない景色をこの眼で見たい。気鋭クリエ
イターたちの考える「TRANSFER」をモチーフにした作品が、私たちがまだ触れたことのない世界、新しい世界への境界線に連れて行ってくれるはずです。 カル
チャーとの触れ合い方が大きく変わってしまった近年。本イベントでの体験を通して、文化を愛する全ての人を元気にできるような、さまざまな企画を実施しま
す。激動の時代、変わり続ける渋谷の真ん中に集まったクリエイターたちのエネルギーが、誰も予想していなかった新しい次元を切り開いていきます。

P.O.N.D. ～パルコで出会う、まだわからない世界～
日程： 2021年10月８日（金）～10月17日（日）10日間
会場：渋谷PARCO（PARCO MUSEUM TOKYO・GALLERY X他）
概要：アート、映像、音楽など様々なジャンルのフレッシュなクリエイター達による、

PARCO MUSEUM TOKYO、 GALLERY Xでの展覧会・オンライン展示・
POP-UP SHOPや配信ライブなど盛りだくさんのカルチャーイベント。

主催： 「P.O.N.D.」実行委員会
ロゴデザイン：田中せり
航空写真：新良太
運営・全体コーディネート：RCKT/Rocket Company*、PARCO
オフィシャルサイト：pond.parco.jp

※「シブカル祭。」とは、渋谷PARCO を舞台に2011 年に始まり、アート、ファッション、音楽、パフォーマンスなど、あらゆるジャンルから、過去9年でのべ
1,000 組以上のクリエイターが参加してきたカルチャーイベントです。2016 年夏に渋谷PARCOが一時休業した後も、渋谷クラブクアトロ・GALLERY X 
BY PARCO(2017)や香港PMQ(2018)など、場所と形を変え開催。2019年は渋谷PARCOの復活と共にシブカル祭。2019を開催しました。

開催まで1カ月！パルコのカルチャーフェスティバル「P.O.N.D.」

参加クリエイター続々決定！

【 本件に関するお問合せ 】
株式会社パルコ プロモーション部 村山 mura-tetu@parco.jp 明治 mei-hina@parco.jp , 中川 naka-aya@parco.jp

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481 

P.O.N.D.2021キービジュアル

10月8日（金）-10月17日（日）に渋谷PARCOで開催する＜P.O.N.D.>。いよいよ開催まで1カ月となりました。

メイン会場の“PARCO MUSEUM TOKYO”、デジタルアートを集合させた“GALLERY X”や、ファッション・音楽・
アートを軸に海外カルチャーを混交させた“ライブ配信”など参加クリエイター総勢60組をご紹介します。

P.O.N.D.2021参加クリエイタープロフィール画像(一部）



【EXHIBITION】

ENTRANCE

GALLERY X

ジャンルの垣根を超えた、20組の多様なクリエイターたちが「TRANSFER」をテーマに色とりどりの作品を展示します。
私たちがまだ触れたことのない世界、新しい世界への境界線に連れて行ってくれるはず。非日常を感じる空間で、胸が高鳴る体験をぜひお楽しみください。

会 期：2021年10月8日（金）-10月17日（日）11:00-20:00
※入場は閉場の30分前まで ※最終日は18:00閉場

会 場：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）
入場料：無料
空間ディレクション：村上諒平（studioBOWL）

アニメーションやインスタレーションなど、デジタルアートの分野で活躍する気鋭の７名が「TRANSFER」をテーマに作品を展示します。
新たなコンピュータ・グラフィックスとのコミュニケーションを通して、「まだわからない」世界へ。ヴァーチャルとリアルが交錯する展示空間で、
脳を刺激する体験をお届けします。

会 期：2021年10月8日（金）-10月17日（日）11:00-20:00
※入場は閉場の30分前まで ※最終日は18:00閉場
会 場：GALLERY X（渋谷PARCO B1）
入場料：無料
空間ディレクション：村上諒平（studioBOWL）

渋谷PARCOの各所にエネルギッシュなクリエイターたちの作品が集結する10日間。2021年の＜P.O.N.D.＞が体現する異世界への入り口である、
渋谷PARCO1F正面エントランスに鎮座するのは、Akari Uragamiによる巨大な立体作品。
ロンドンやサンフランシスコでの滞在制作を経て磨きのかかった彼女の代表作、染織•編みによるソフトスカルプチャーの新作をお見逃しなく。

会 期：2021年10月8日（金）-10月17日（日）11:00-20:00
会 場：正面エントランス（渋谷PARCO1F）

CREATOR ： Akari Uragami

PARCO MUSEUM TOKYO

エネルギーあふれるクリエイターたちの作品を一気に楽しめる10日間。今年はギャラリースペースだけでなく、エントランス
やアートウォール、通路にも作品が現れるので、渋谷PARCO全体が＜P.O.N.D.＞のお祭りムードで彩られます。
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【 本件に関するお問合せ 】
株式会社パルコ プロモーション部 村山 mura-tetu@parco.jp 明治 mei-hina@parco.jp

TEL：03-3477-5781 ／FAX：03-5489-7481 

※企画内容・参加クリエイターは予告なく変更になる場合がございます。※各イベントの混雑状況により、ご鑑賞・ご参加頂けない場合がございます。※会場では必ず係員の指示に従ってください。
※天候・その他要因により、イベントが中止になる場合がございます。※販売商品はなくなり次第終了となります。※写真はイメージです。変更になる場合がございます。

【POP-UP STORE@COMINGSOON】 10/8~10/13

マグネット展「HAPPY MAGNET TO YOU!! at COMINGSOON」

アーティスト、写真家、イラストレーターなどクリエイター総勢約30名が、「TRANSFER～どこかの国／空間をイメー
ジした“お土産マグネット”～」をテーマに、それぞれの世界観で自由に表現、制作したマグネット作品を展示&販売
する企画〈HAPPY MAGNET TO YOU!! at COMINGSOON〉を開催します。また会場では本企画のコンセプ
トにちなんだフードの販売も行います。

会期：2021年10月8日（金）-10月13日（水）11:00-20:00
※最終日は18:00閉場
入場料：無料
会場：COMINGSOON（渋谷PARCO1F）

CREATORS
egasirahanako | オザキエミ | 笑子 | 名和風歌 | GROUPN |落合晴香 | 猿田 妃奈子 | HOHOEMI |
西脇 衣織 | 加古万貴 | 佐藤薫 | 曽根香住 | KIMUKIMU | 山本麻央 | midori komatsu |

MIDORI NAKAJIMA | 小財美香子 | しばたみのり | 大津萌乃 |中村 桃子 | ナガキパーマ | ナガシまモモ |
小原七海 | カチ ナツミ | にしこはりこ | non≒sence | ワカヤマリダヲ | Rintaro Kanemoto | satsukim |
YUGE YAMAGUCHI | ニシイズミユカ

【LIVE STREAMING】
日中のデジタルアート作品展示を通過すれば、夜には色とりどりのライブストリーミングが登場。
ファッション、音楽、アートを主軸に、ウエストサイドや海外カルチャーの現在進行形も混交させたライブ配信を、
渋谷PARCO＜GALLERY X＞をキーステーションにお届けします。世界に点在するカルチャーの断片が、ここ渋谷に集結。

10月9日（土）：GIRL HOUYHNHNM×P.O.N.D.
ガールフイナムがお届け、ファッションやカルチャーについて、
お笑いコンビ ラランド・サーヤと自由気ままに繰り広げるトークバラエティ！

10月10日（日）：apartment×P.O.N.D.
ファッションマガジンの『apartment』が、古着、セカンドユースと
服を通したこれからの表現について、
モデルやスタイリストなど魅力的なゲストを交えたトークパーティーを開催！

10月16日（土）：HIROYOSHI TOMITE×P.O.N.D. 
「ベルリンを拠点に活動する編集者の冨手公嘉から届いた、
ベルリンアンダーグラウンドカルチャーと独自のコミュニティ文化最前線レポート！」

10月17日（日）：melting bot×P.O.N.D. 
ディストリビューターから始まり、WWWβのディレクションを経て、
現在、シリーズ・パーティLocal Worldを中心に活動するプロモーターmelting botが、
国内外に点在する新しいモードを追求すべく、新たなライブ・プロジェクトの第一弾がここに開催！

※4日間の各日イベント詳細はHP、SNSにて後日発表します

CURATORS

＜P.O.N.D.＞開催期間中は、渋谷PARCOでアートの展示やイベントのついでに、思いがけず欲しいものに出会えるショッピングのチャンスも。
小腹が空いたときに手に取りたい、期間限定のフードラインナップも要チェック。

音楽やトークのライブストリーミングや映画上映など、まだ見ぬ新しい世界へ踏み込むきっかけとなる注目のイベントが
盛り沢山。国内外の豪華キュレーターとゲスト陣を迎えたバラエティ豊かなコンテンツをお見逃しなく。

【EVENT】

apartment HIROYOSHI TOMITE melting bot GIRL HOUYHNHNM

この他、6ｍを超える渋谷パルコ外壁の壁画作品やオンライン展示、
オープニングライブや映画上映コンテンツなどの詳細情報は9月下旬公開予定です。


