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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2016年 4月｜■製作期間／ 30日※企画・試作含む｜■デザイン
数（絵付け隈取デザイン数）／ 10パターン｜■納品数量／各 30個 計 300個 ※
後日追加 60個｜■作業人員／ 6名｜

伝統工芸の歌舞伎の隈取が題材。NTTの新技術のお披露目や、クールジャパン事
業との連携を見据えてのイベントのため、シビアなチェック体制で進行した。作業
チームは、陶芸絵付け作家および創作仮面作家に協力を仰いだ。2Dで 3Dを表現
するということが命題なため、支給されたデザインデータを、既成のお面に映像投
影することで不足情報を浮き彫りにさせた。さらに、作家個人の癖によって適任の
題材を振り分け、先方に 1デザインごとに承認を得ながら進行管理した。

■広告主／日本電信電話株式会社｜■空間プロデュース／株式会社ネイキッド
■開催場所／ラスベガス・日本全国各地｜■お面製作／株式会社ケント・アルファ

「変身歌舞伎」イベント時における、参加者が実際にかぶれるお面 ※画像認識技術
を駆使したインスタレーションのトリガーになる小道具

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■隈取お面（既成お面カスタム／アクリル絵具絵付け）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2014年 8月｜■製作期間／ 60日※企画・試作含む｜■施工期間
／ 5日間｜■平米数／約 88.6 平米※製品平置き時｜■製品数量／ 2式 ※前面部
（金色部）と背面部（銀色部）1式あたり 8スパン構成（H:≒3000 W:≒1600）、ジョ
イント部は現場でボルト継ぎ＋FRP施工＋仕上げ

基本構想は施主サイドより海外事例写真を与支給。パラメトリックデザイン、ジェ
ネレ-ティブデザインのアプローチで３DCADを製作。その 3DCADを、NC切削
加工にあてこみ、EPS( 発泡スチロール )製の原型を製作。2式 ×8スパン＝16の
独立原型から FRP製の雌型を起こし、最終製品を抜きだし、ジョイントは現場施
工というスタイルをとった。不規則に仕様が変わる現場での採寸。納まりの帳尻合
わせは必然的に最終工程業者に。FRP工事業者と金物工事業者とのコミュニケー
ションに全力を注いだ。

■施主／ ELE TOKYO｜■店舗設計／株式会社ヤズデザインインターナショナル
■ファサードデザイン・設計・製作／株式会社ケント・アルファ

外装装飾材

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■FRP製 3Dファサードパネル
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2014年 8月｜■プロジェクト期間／ 3年※移設計画企画・解体・
保管・移設・設置・メンテナンス含む

「京都 dddギャラリー」新築工事における、ファサードモニュメントに、DNP五
反田ビル屋上に設置されていた本作品が選定されたことを受けてのプロジェクト。
撤去から移設設置まで 3年ほど保管期間を有する進行であったため、木枠梱包や
湿度管理など、安全な保管方法にも検討を重ねた。美術品移送についても、精密機
械を運搬している専任業者との打ち合わせを重ね、輸送ルートやタイムスケジュー
ルを共有。また、アーティストからの作品意図の再現性最大化の要望と、所有者側
からの運営上の意見の対立などにも、仲介役としてコミュニケーションをとった。

■施主／大日本印刷株式会社｜■工事監修／株式会社竹中工務店・株式会社ＤＮＰ
ファシリティサービス｜■モニュメント工事（解体・保管・移送・再設置）／株式
会社ケント・アルファ

モニュメント

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■アート作品モニュメント移設・復元設置工事（現代美術作家 ジョン・ニューマン氏／米国）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2016年 3月｜■施工期間／ 2日｜■納品数量／ 1個

イメージ写真与支給。おそらく海外美術館内にある、セメント系材料の注型によっ
て造形されたベンチが施主イメージとのこと。予算と残工期を鑑みた代案を提示し
た結果、現場施工ベースの本案にて実行。工事全体工程の最終週に乗り込んだが、
該当箇所近辺は各業者の残工事が溢れ、ピリピリとした空気に。造形材料は、「日
本化成ＮＳポリマーミックス＃300」を基準に。仕上げのコンクリートステインは、
「アシュフォードジャパン株式会社製 アクアコート クリア」を選定。クレームに
なりやすい艶の調整は、事前サンプルで承認をもらった。

■施主／個人オーナー｜■工事監修／大東建設株式会社 |
■場所／墨田区某所｜■ベンチデザイン・左官施工／株式会社ケント・アルファ

モニュメント兼ベンチ

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■外部創作意匠左官仕上げベンチ（樹脂モルタル意匠左官仕上げ）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2014年 8月｜■製作期間／ 30日｜■メーター数／ 45.7M

伝統工芸の歌舞伎の隈取が題材。NTTの新技術のお披露目や、クールジャパン事
業との連携を見据えてのイベントのため、シビアなチェック体制で進行した。作業
チームは、陶芸絵付け作家および創作仮面作家に協力を仰いだ。2Dで 3Dを表現
するということが命題なため、支給されたデザインデータを、既成のお面に映像投
影することで不足情報を浮き彫りにさせた。さらに、作家個人の癖によって適任の
題材を振り分け、先方に 1デザインごとに承認を得ながら進行管理した。

■施主／DELVAUX｜■工事監修／株式会社竹中工務店 |■ファサード監修／美和
ロック株式会社｜■装飾モールディング製作・施工／株式会社ケント・アルファ

ファサード装飾製品

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■意匠ファサードモールディング製作（曲面モールディング）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■初期納品年月／ 2016年 11月｜■製作期間／ 60日※企画・試作含む｜■製作
模型／ 48基｜

“TOKYO” をテーマに、東京の巨大模型にプロジェクションマッピングなど最新テ
クノロジーを駆使し、都市の持つ魅力をアートとして表現する企画展。各種ランド
マーク物件に対しての最適仕様を検討した。模型製作初期業者数は 3社分業にて
進行。責任範囲の製作物は、模型空間ボリューム担保の意味合いが強かったため、
簡易代案として、造作の簡易化かつ木工製から EPS＋ウレタンコーティング製へ
の変更を提案。繰り返しの撤去・再設置に耐えられるように配慮した。

■主催・空間プロデュース／株式会社ネイキッド |■開催場所／渋谷ヒカリエ・東
京ドームシティ・台湾｜■模型製作／株式会社ケント・アルファ　他

美術オブジェ（建物模型）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■TOKYO ART CITY（仮設展示インスタレーションイベント美術造作）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2016年 10月｜■製作期間／ 60日※企画・試作含む｜■施工期間
／1日間｜■製作製品数／5式 ※スウィーツマウンテン（EPS＋ウレタン製）、キャ
ンディ太陽（アクリル製）、ブラウニーマンホール（EPS製）、チョコレートドレ
ス（フェイクレザー製）、

本展示は、本物のお菓子や香り、美術、3DCG、プロジェクションマッピングなど
の最先端テクノロジーが組み合わされた演出で構成されている。メインコンテンツ
のひとつ、スウィーツマウンテンの造作の一部には、リアリティ追求のため、実際
に店頭販売されている本物のカップケーキを使用。ドレス製作には舞台衣装作家を
アサインした。

■主催・空間プロデュース／株式会社ネイキッド |■開催場所／表参道ヒルズ・
TREE BY NAKED多治見｜■美術製作／株式会社ケント・アルファ　他

美術オブジェ（スウィーツマウンテン、チョコレートドレス、チョコレートプラネッ
ト、ブラウニーマンホール、キャンディ太陽）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■SWEETS BY NAKED（仮設展示インスタレーションイベント美術造作）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2017年 1月｜■製作期間／ 45日※企画・試作含む｜■製作製品
数／ 2式 ※透過 FRP製オブジェ 3個、ダンサー衣装６名分

「京都 dddギャラリー」新築工事における、ファサードモニュメントに、DNP五
反田ビル屋上に設置されていた本作品が選定されたことを受けてのプロジェクト。
撤去から移設設置まで 3年ほど保管期間を有する進行であったため、木枠梱包や
湿度管理など、安全な保管方法にも検討を重ねた。美術品移送についても、精密機
械を運搬している専任業者との打ち合わせを重ね、輸送ルートやタイムスケジュー
ルを共有。また、アーティストからの作品意図の再現性最大化の要望と、所有者側
からの運営上の意見の対立などにも、仲介役としてコミュニケーションをとった。

■主催・空間プロデュース／株式会社ネイキッド |■開催場所／日本橋三井ホール・
名古屋・沖縄｜■美術製作／株式会社ケント・アルファ　他

美術オブジェ（ダンサー衣装、光源透過オブジェ）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■FLOWERS BY NAKED( 仮設展示インスタレーションイベント美術造作 )
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■最終納品年月／ 2018年 2月｜■プロジェクト期間／約 2年※企画・試作含む
｜■担当製品数／ 4式 ※壁面左官磨き仕上げ、光床、丸柱意匠幾何学造作、レーザー
積層オブジェ造作

「食とアート」をもとに多くの人々が “集える”、地域や季節によって変化していく
“TREE” のような空間を創るプロジェクト。みせづくりの企画段階から参画し、責
任範囲外のプロダクトとのバランスも俯瞰しながらカタチにする進行をとった。施
主自社内製を目指した実験的なプロジェクトであったため、スタッフとのコミュニ
ケーションの中で、極力教育的なアプローチでフレキシブルに分業体制を提案して
いる。荒削りな柔らかさと洗練された硬さを混ぜたようなものづくりで、自身の中
で新境地になるプロジェクトであった。

■施主／株式会社ネイキッド｜■空間プロデュース／株式会社ネイキッド｜■イン
テリア製作・施工／株式会社ケント・アルファ　他

インテリア装飾製品・アートオブジェ

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■TREE BY NAKED 代々木（内装施工・オブジェ製作）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2017年 2月｜■製作期間／ 2週間※企画・試作含む｜■製作数量
／ 2個

毎年 2月に開催されるお花をテーマにした日本橋エリアイベントの一環。デザイ
ナーから支給されたイメージパースに沿って製品仕様を検討。不確定要素が多分に
ある製品なので、方向性は「柔」を目指した。検討の結果、造形を担う材料選定は、
外口径 12mmの塩ビチューブの中に、線径 1mmの樹脂皮膜鉄ワイヤーを仕込む
方法をとった。花びら装飾材は、紙厚 0.2mm程度の紙にレーザー加工されたもの
が支給された。耐久性を高めるために、レジンコーティングした。

■主催／日本橋三越本店｜■企画・プロデュース／株式会社ネイキッド |■美術製
作／株式会社ケント・アルファ

美術オブジェ（創作王冠）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■日本橋三越 2017 花々祭（装飾品製作取り付け）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2014年 11月｜■製作期間／ 60日※企画・試作含む｜

冬のイベントは特に忙しない。企画が通ったらすぐに製作着手、というわけにはい
かず、試作検証を経て本製作へ向かう。物理的に時間がない。その間、意思決定者
との打ち合わせを重ね、徐々に製品仕様を固めていった。本件の設置該当エリアに
は、変則五角形の天窓が存在。さらにその天窓をぐるりと囲む植栽エリアがあり、
大外に六角形のテーブルがまわっていた。これをかわすことが命題だった。製作は
もちろん、設置工程にも精度が求められた。

■開催地／東急プラザ 表参道原宿｜■空間プロデュース／株式会社ネイキッド
■美術製作・施工／株式会社ケント・アルファ　他

美術オブジェ（ドーム状インスタレーション装置）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■OMOHARA WHITE CHRISTMAS 2014（屋外用ドーム形状フレーム製作・装飾）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2014年 11月｜■製作期間／ 3日※企画・試作含む｜■施工期間
／ 1日間

構造物躯体には極力負荷をかけずに、毎度の企画意図を実現するための従来より大
型の透過型スクリーンを設置されたいとの要望。縦横に格子状に走っているガラス
フレームの溝彫り鋼材に造作物を抱かせる考え方で、フレームを 15mmシナ合板
で造作した。このフレームによりスクリーンサイズの最大化が達成された。

■設置場所／東京タワー｜■空間プロデュース／株式会社ネイキッド
■フレーム製作・設置／株式会社ケント・アルファ

スクリーン設置用フレーム

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■東京タワー展望台常設スクリーン設置用フレーム
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2017年 8月｜■製作期間／ 10日間※企画・試作含む

依頼者自社オリジナルコンテンツの目玉である造作「ビッグブック」。同時並行で
開催される各地のイベントで対応させてきたため、複数個のブック型スクリーンを
自社で保有。その都度空間規模にあわせて選定している状況だったが、本件では
フィットするストックがなかった。担当者との打ち合わせでは、必要寸法感をヒア
リング、搬入搬出経路の最小間口の確認を含め、製品仕様を決定した。デザイナー
から製品背面にテクスチャを要求されたため、絹目の壁紙を巻き込んでさらにエイ
ジング塗装で落ち着かせた。

■店舗運営／株式会社ネイキッド｜■空間プロデュース／株式会社ネイキッド
■ブック型スクリーン製作／株式会社ケント・アルファ

美術オブジェ（映像投影スクリーン）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■マルイシティ横浜 B2 階 FLOWERS by NAKED Concept gallery（EPS 製ブック型スクリーン）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2017年 5月｜■製作期間／ 60日※企画・試作含む｜■製作模型
数量／ 63基｜■縮尺／ 1/800｜■仕上がり製作物寸法／約
2,000mm×3,000mm｜■分割／ 6エリア

プロジェクションマッピングを打つ前提の都市模型製作。大枠はステディ模型の考
え方を採用。不燃材、難燃材を使用しての製作を求められた。建物模型仕様は、ス
タイロフォーム＋アクリルガッシュ＋研磨＋AEP塗装（ガン吹き）。平面マップ仕
様は、アルミ複合板・スチレンボード・ボード紙・イラストレーターマップデータ
印刷紙、を採用した。塗装は、ロックペイントビニロック内外装部用を採用した。

■広告主／一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区 まちづくり協議会
■プロモーションプロデュース／株式会社ネイキッド｜■模型製作／株式会社ケン
ト・アルファ　他

美術オブジェ（映像投影スクリーン機能つき都市模型）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区 まちづくり協議会 シティプロモーション事業（プロジェクションマッピング都市模型）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2016年 12月｜■プロジェクト期間／ 150日 ※うち量産期間 45
日｜■製品寸法／ 728mm×1,030mm（B1）｜■製品数量／ 3,500 枚｜■金型数
量／ 2個｜■工場拠点数／ 7拠点（開発指揮拠点 1拠点、シルクスクリーン印刷
工場 2拠点、真空成形樹脂加工工場 2拠点、アッセンブリ工場 2拠点）

版権物のメモリアルのタイミングでの特別SPツール製作。版元、クライアント、
双方からのシビアなチェック体制のもと、かつ短納期での進行。シルクスクリーン
印刷工場→真空成形樹脂加工工場→アッセンブリ工場の各拠点での管理が発生。母
材はシルク印刷済みG-PET 材を用いての真空成形。厚み 1mmと 1.5mmの検証
により、わずか 0.5mmで、ガンダムのエッジが滑らかになってしまい印象がガラッ
と変わった。成型機の日産出数量に限界があったため、金型を 2個用意した。

■広告主／株式会社三共｜■広告代理店／株式会社アジ｜■立体ポスター製作／株
式会社ケント・アルファ

店内告知用ポスター

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■SANKYO FEVER機動戦士ガンダム（真空成形 B1 立体ポスター SPツール製作）



1

【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2017年 4月｜■製作期間／ 7日｜■平米数／ 54.2 ㎡｜

新設工事時※2007年に納めた物件の改修工事。既成の石材調シート製品（山本窯
業化工製ユーネックスライム）を与支給。空間拡張を伴う工事のため、現在の空間
色調とフィットした色味で既成品をカスタムした。

■施主／ cocoti shibuya｜■工事監修／株式会社丹青社 |■壁面エージング塗装／
株式会社ケント・アルファ

外壁意匠

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■cocoti shibuya（壁面シートカスタムエージング塗装製品製作）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2014年 11月｜■施工期間／ 21日間

丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F に立地。建物自体が国の重要文化財に指定さ
れているため、躯体にアンカーが打てないなど、建築絡みの合判作業も多くあった。
前テナント「GRAND CENTRAL OYSTER BAR」時に自社で納品したボールド天
井が、そのまま新テナントでも採用されたことから発生した工事。GRG製の曲面
下地に対し、造形用のギルトセメントを用い、湿式スタンプ工法でレンガ風にテク
スチャを施した。さらに樹脂モルタルで目地を再現。風合いの仕上げはターナー社
エージングアートカラーでエージング塗装した。その他各箇所にエージング施工。

■施主／Wolfgang's Steakhouse 丸の内店｜■店舗設計／株式会社丹青社 |
■建築施工／株式会社竹中工務店｜■店舗施工／株式会社スペース｜■天井製作施
工／株式会社ケント・アルファ

天井内装材

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■Wolfgang's Steakhouse 丸の内店（ボールド天井補修工事・各所エージング塗装工事）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2015年 3月、2015年 12月｜■製作期間／ 30日※各店｜■施工
期間／ 1日※各店｜■

「食べる」「遊ぶ」「祝う」「学ぶ」の 4つの体験を提供することで、子どもの心と
体を育み、安心安全な環境で 3世代が時間を共有できるよう、随所に女性や保育
士の意見を取り入れて設計された 複合ダイニング施設『KidsBee（キッズビー）』。
デザイナーのスケッチを元に、キッズに親しみを持てるようなタッチで造形、彩色
した。現場でのグリーンガーランド絡みの装飾は、意思決定者を監修下に調整いた
だき、その場で承認が出るようにスケジューリングした。

■施主／株式会社セガ エンタテインメント｜■店舗企画・設計／キューブ環境開発
株式会社｜■店舗施工／株式会社バウハウス丸栄　他｜■FRP看板製作／株式会社
ケント・アルファ

看板

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■KidsBeeららぽーと立川立飛店／港北みなも店 特殊看板工事（FRP製看板製作・取付工事）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2014年 8月｜■製作期間／ 60日 ※試作・仕様検証含む｜■施工
期間／ 1日｜■平米数／約 42.8 ㎡｜■製作タイプ数／ 2種 ※G-PET 材真空成形
化工品、三菱ケミカル社製アルポリック /fr RF 品

デザイナーのイメージをカタチにした案件。セラミック系人造木材板＋NC加工の
スタイルでは、造形、消防の要望はクリアできたが、意匠のイメージが程遠かった。
意匠にこだわった結果、製品の方向性を、可動式什器という前提の装飾パネル材（バ
キューム形状・フラット形状）とした。バキューム形状はG-PET 材＋真空成形で
造形を達成。さらに、鏡面特性達成のため、カスタムバイク職人に、クリアピンク
の銀鏡塗装を依頼。フラット形状は既成品パネルにザボンエナメルクリア塗装とし
た。製品の取扱や、ｚ現場での割付にも難儀した。

■施主／CECIL McBEE ルクア大阪店｜■店舗デザイン／ JUGO Inc. |■店舗施工
／株式会社乃村工藝社｜■特殊鏡面パネル製作・施工／株式会社ケント・アルファ

壁面装飾材（可動式什器）

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■CECIL McBEE ルクア大阪店（装飾パネル製作・施工）
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2016年 4月■製作期間／ 60日※試作検証・原型製作レクチャー
含む｜■製作数量／ 2原型から計 5製品製作
■パネル寸法／約 1,000mm×1,000mm

デザイナーのイメージをカタチにした案件。原型を自身のアトリエ内でつくりたい
との要望。FRP工場は埼玉の北、デザイナーの事務所は都内代々木。即興造形＋
地理的制限打開＝進行プランは「原型に保育粘土を採用」とした。しかし検証時に
FRP雌型で早速不良発生。原型粘土油分がゲルコートに反発し、雌型に「縮れ」
が発生した。この事象は、ゲルコートの塗布量を少なくすることで解決。仕上げは
デザイナー自身が担当した。取り付け方法の検討などもデザイナーと打ち合わせを
重ね、進行には常に色々な意味での「柔らかさ」が求められた。

■施主／成田ゆめ牧場 沖縄ライカム店｜■店舗デザイン／株式会社 落合守征デザ
インプロジェクト |■FRPパネル製作／株式会社ケント・アルファ

壁面装飾パネル

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■成田ゆめ牧場 沖縄ライカム店（壁面 FRP製意匠パネル製作）
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伝統工芸の歌舞伎の隈取が題材。NTTの新技術のお披露目や、クールジャパン事
業との連携を見据えてのイベントのため、シビアなチェック体制で進行した。作業
チームは、陶芸絵付け作家および創作仮面作家に協力を仰いだ。2Dで 3Dを表現
するということが命題なため、支給されたデザインデータを、既成のお面に映像投
影することで不足情報を浮き彫りにさせた。さらに、作家個人の癖によって適任の
題材を振り分け、先方に 1デザインごとに承認を得ながら進行管理した。

■空間プロデュース／株式会社ネイキッド |■開催場所／渋谷ヒカリエ・東京ドー
ムシティ・台湾｜■街中模型製作／株式会社ケント・アルファ

美術オブジェ（建物模型）

伝統工芸の歌舞伎の隈取が題材。NTTの新技術のお披露目や、クールジャパン事
業との連携を見据えてのイベントのため、シビアなチェック体制で進行した。作業
チームは、陶芸絵付け作家および創作仮面作家に協力を仰いだ。2Dで 3Dを表現
するということが命題なため、支給されたデザインデータを、既成のお面に映像投
影することで不足情報を浮き彫りにさせた。さらに、作家個人の癖によって適任の
題材を振り分け、先方に 1デザインごとに承認を得ながら進行管理した。

■空間プロデュース／株式会社ネイキッド |■開催場所／渋谷ヒカリエ・東京ドー
ムシティ・台湾｜■街中模型製作／株式会社ケント・アルファ

美術オブジェ（建物模型）

クレジット

用途

寸評

クレジット

用途

寸評

■恵比寿 エステサロン（シャンデリア設置工事）

■東戸塚 産婦人科病院 特別分娩室（天井画演出工事）
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伝統工芸の歌舞伎の隈取が題材。NTTの新技術のお披露目や、クールジャパン事
業との連携を見据えてのイベントのため、シビアなチェック体制で進行した。作業
チームは、陶芸絵付け作家および創作仮面作家に協力を仰いだ。2Dで 3Dを表現
するということが命題なため、支給されたデザインデータを、既成のお面に映像投
影することで不足情報を浮き彫りにさせた。さらに、作家個人の癖によって適任の
題材を振り分け、先方に 1デザインごとに承認を得ながら進行管理した。

■空間プロデュース／株式会社ネイキッド |■開催場所／渋谷ヒカリエ・東京ドー
ムシティ・台湾｜■街中模型製作／株式会社ケント・アルファ

美術オブジェ（建物模型）

クレジット

用途

寸評

■千葉市 千葉中央メディカルセンター  浴室（ 新規 FRP製浴槽製作・設置工事） 
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■納品年月／ 2017年 10月｜■イベント期間（展示期間）／ 2017年 11月～
2018年３月｜■製作期間／ 45日間｜■施工期間／ 10日間｜■製品数量／大
シェード 1基、小シェード 88基｜■製品寸法／大シェード：φ2200、小シェード：
φ800｜■製品重量／大シェードー約 20kg ※吊元回転モーター機構部、光源部
含まず、小シェードー約 1kg

毎年冬の恒例イベントになっているイルミネーション案件。大シェードは t=1mm
アルミを母材に、小シェードはボール紙 t=0.78mm＋ポリプロピレン t=0.75mm
を母材に選定。製作のポイントは「柔らかさ」。軽いこと、運搬・組み立てが容易
なこと、安全なこと、材料供給が安定していることを目指した。パーツ供給はほぼ
レーザー加工を経由した。大小どちらも 12面体の形状。大シェードの形状は、ア
ルミのベンダー加工精度の出来で形状を保てないリスクがあった。大シェードの面
材には PET1mmを採用し、レーザー加工ボール紙の模様を張り合わせた。

■主催／ VenusFort｜■企画・デザイン・プロデュース／株式会社ネイキッド
■ランプシェード製作／株式会社ケント・アルファ

ランプシェード

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■VenusFort Projection Mapping & Illumination 2017『VenusFort Lumina』
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【受注形態】

【責任範囲】

【担当業務】

■製作期間／ 45日｜■施工期間／ 3日 ※撤去日数 1日｜■ツリートップ高さ／
約 13M｜■鉢周り囲い／ 5,000mm×5,000mm

鉄骨支柱新規製作。三角形の装飾材は偏光フィルム（PP製）＋プラダンで製作。
1,000mm×2,000mmのチキンメッシュを 80枚切り分け、そこに三角偏光装飾
材を仕込んでいった。アトリエ内で仕込み作業を終え、現場で張り合わせた。立地
上、風の影響をもろに受ける場所だったため、「風が抜ける」つくりになることを
目指した。高所作業車は 15M対応型を用意した。電気系統絡みの施工業者は切り
分けて支給していただいた。

■主催／ palette town｜■企画・デザイン・プロデュース／株式会社ネイキッド
■クリスマスツリー製作・施工／株式会社ケント・アルファ　他

クリスマスツリー

クレジット

物件情報

用途

数量情報

寸評

■palette town Christmas 2017


