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Creat ive col laborat ions between contemporary dance, performing art  and new media art

目的は、Re-Mediation。

ダンス、パフォーミングアーツと他のメディアとのコラボレーションを仕掛け、人的なネットワークを使って

次世代の芸術の在り方を考えます。

組織そのものが「メディア（媒介、仲介）」として活動し、ニューメディア、ニュージェネレーションの発信源

のひとつとなることが目的です。

「Re-Mediation ＝再度仲介し、既存のスタイル同士を別のアプローチで仕掛け、そこに生じた化学反応を文化的

に楽しむ」ことを目指します。

プロデューサー＆ディレクターで編成される我々にできることは、「場」としての機能を劇場や美術館などの空

間的な場の設計以前の、『情報としての場の設計』を行うことです。

さまざまなマネージメントや思想的な方法論に関する新たな認識・展開はあるものの、実際の流通モデルはま

だまだ開かれたものではありません。

特に芸術分野での情報交流は、メジャーなものだけのごく一部の整理された情報のみか、ごく一部のコミュニ

ティーによるものが多く、現在世界中で同時多発的に巻き起こりつつあるムーブメントを予知し、そこに向か

い、場を共有できるディレクションとマネージメントのモデルがありません。

また、情報をアーカイブする以前に、その情報をいかに使い、いかに展開し発展させるか、という本来の機能

を活用していかなくてはいけません。

なぜならば、情報は秒単位で刻一刻と変化し、その変化にともない環境や思想も変容していくからです。

アートにおける「メディア」というジャンルは、とりわけ「ビデオ」「ＤＴＭ」「プログラム」「インターネット」

などを指すことが多くなっていますが、我々の目指す「メディア」は、「人が為すべきコミュニケーション」「人

が発する存在感」です。

単に作品作りだけの目的には至らず、その作業の中で関わる人々の「感性と人間性」をも高めることがお互い

にできれば、我々は「メディアとしての身体」を実現することができるでしょう。

こうした人々と出会い、出会わせ、自らもそうした有用な人材として社会に貢献するために、情報としての「場」

を作り、Re-madiation（再度仲介）していくことが必要なのです。

Vision
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活動指針

◎　国内外問わず、芸術的強度の高い作品、実験的且つ先駆的な発想を持つ作品などをプロデュース、紹介する。

◎　先駆的なデジタル・テクノロジー、メディア・リテラシーを持ったアーティストを招聘し、プレゼンテー

　　ションやワークショップの場を作る。

◎　デジタルメディアを利用した情報公開やコンテンツ制作を促進する。

◎　上記の活動が存分に反映されたフェスティバル／イベントを開催し、社会に必要な存在であることを認知

　　させていく。

主催事業

　ダンス・アンド・メディア

　国際ダンス映像祭

　メディア・パフォーマンス・ワークショップ

　メディア・ファーム（デジタル技術講習など）

プロダクション

イベント・キュレーション（企画）

　イベント・コーディネート（ツアー・コンダクトなど）

　プロダクション・アシスタント（制作）

　イベント、フェスティバル事務局運営

　広報・宣伝

　映像制作（記録撮影、編集等）

WEB 制作

　デザイン、DTP
　デジタルコンテンツ制作（DVD-ROM 等）

Main Activities
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2003 “ ダンス・アンド・メディア  2003”
　　　　[ 会場 ] ドイツ文化会館、スパイラルホール、豊島区旧千川小学校

　　　　[ 招聘 ] クリスティアン・ツィーグラー（ドイツ）

　　　　[ 内容 ] レクチャー＆デモンストレーション、メディア・パフォーマンス・ワークショップ

　　　　　　　　ダンス映像上映（ヨーロッパ、イスラエル、日本）　　　

2004 “ ダンス・アンド・メディア  2004”
　　　　[ 会場 ] スパイラルホール、山口情報芸術センター、京都造形芸術大学

　　　　　　　　にしすがも創造舎、アップリンク・ギャラリー

　　　　[ 招聘 ] ジョセフ・ハイド（イギリス）

　　　　[ 内容 ] レクチャー＆パフォーマンス、メディア・パフォーマンス・ワークショップ

　　　　　　　　ダンス映像上映（ヨーロッパ、イスラエル、日本）　　　

2004 “ ダンス・アンド・メディア / パリ  CULTURAL MIX from TOKYO”
　　　　[ 会場 ] パリ日本文化会館 ( フランス / パリ )

2004 “ ダンス・アンド・メディア  / ソウル  “CULTURAL MIX from TOKYO”
　　　　[ 会場 ] アートセンター nabi、HAJA センター（韓国 / ソウル）

2005 ” ダンス・アンド・メディア / ジャカルタ　Cultural Mix from Tokyo”
    　　    [ 会場 ]Gedung Kesenian Jakarta（インドネシア / ジャカルタ）

　　　　[ 内容 ]"danc(E)motion" 内でのレクチャー

2005 日韓友情年 2005 事業 “ ダンス・アンド・メディア  2005 　建築 / サウンド / パフォーマンス ”
　　　　[ 招聘 ] 張宰豪、徐孝庭（韓国）

　　　　[ 会場 ] 森下スタジオ、下田市旧南豆製氷所

2006 “ ダンス・アンド・メディア  2006  GAGA ダンスワークショップ＆パフォーマンス ”
　　　　[ 招聘 ] オハッド・フィショフ（イスラエル）

　　　　[ 会場 ] P-HOUSE（六本木）

    

Projects

"amplifi ed"  at YCAM
dance and media 2004  collaborated work
Joseph Hyde, Hizume Giga, Kunihiko Matsuo, Kazuyasu Kochi, Yayoi Hatanaka
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2006 “ ダンス・アンド・メディア  2006  GAGA ダンスワークショップ＆パフォーマンス ”
　　　　[ 招聘 ] オハッド・フィショフ（イスラエル）

　　　　[ 会場 ] P-HOUSE（六本木）

     2006 クリスティアン・ツィーグラー「TURNED」レクチャー（東京ドイツ文化センター）

　　　[ 会場 ] ドイツ文化会館

     2006　第 3回　国際ダンス映像祭 2006
　　　[ 会場 ] P-House（六本木）

     2006 “ ダンス・アンド・メディア  2006　コンディション・プルーリエル ”
　　　　[ 招聘 ] コンディション・プルーリエル（カナダ）

　　　　[会場 ] ノイエ・ルイーナ、森下スタジオ、横浜 ZAIM

     2007　「舞台芸術で利用するデジタルテクノロジー・ワークショップ」

　　　　[ 講師 ]　藤本隆行 (Dumb Type)、森裕子（モノクロームサーカス）、飯名尚人（Dance and Media Japan）

　　　　[会場 ]　森下スタジオ

　　　　[主催 ]　山口情報芸術センター、Dance and Media Japan

Projects

クリスティアン・ツィーグラー "TURNED"  in YCAM
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Projects

■ キュレーション（企画）

2005　第 3 回ダンスフォーラム（アジア欧州基金）

　　　[ 会場 ] ドイツ文化会館、国際交流基金フォーラム

　　　[ 内容 ] ワークショップ、パフォーマンス

2007　マムシュカ東京

　　　[ 会場 ] P-HOUSE

■ コーディネーション

2006　クリスティアン・ツィーグラー「TURNED」日本ツアー（ドイツ文化センター）

　　　[ 会場 ] 山口情報芸術センター、京都造形芸術大学・舞台芸術研究センター、ドイツ文化会館

2006　マキシン・ヘップナー　「メモリープロジェクト２ "KISS"」　デモンストレーション

　　　[ 会場 ]　カナダ大使館（東京）

2006 CORPUS 「A Flock of Flyer 」パフォーマンス

　　　[ 会場 ]　カナダ大使館（東京）

■ ダンスビデオ上映（海外イベント参画）

2004 “ トウキョウ・ゾーン  4” ( フランス / パリ )
2004 “ モナコ・ダンスフォーラム  “( モナコ )
2004 “ ダンス・エモーション ”( インドネシア / ジャカルタ )
2005“ ビデオダンス 2005” （ギリシア / アテネ、テサロニケ）

2005“ アート NPO フォーラム ”（日本 / 前橋）

■ メディア・パフォーマンス・ワークショップ

2004～  Media Workshop Vol.1 ～ Vol.6 [ 内容 ] MAX/MSP ワークショップ

    2005～  Media Farm Vol.1 ～ Vol.12 　　　[ 内容 ] MAX/MSP 講習、ビデオ制作講習

2006 ジャヤチャンドラ・パラジー（インド）　ダンスワークショップ　[ 会場 ]　森下スタジオ

2006 池田一栄　ダンスクラス　　[ 会場 ]　アーキタンツ東京

2006 Media Performance Workshop 「サウンドスケープ＆パフォーマンス」　[ 会場 ]　森下スタジオ、下田

■ プロデュース

2005　ポストシアター（ドイツ）日本公演

　　　[ 会場 ] 山口情報芸術センター、森下スタジオ、BankART Studio NYK,remo、スタジオ蕨「鉄線」

　　　[ 内容 ] 公演「6 フィート・ディーパー」、「スキンサイト」、「ライト」

　　　　　　 ワークショップ、プレゼンテーション

■ プロダクション・アシスタント（制作）

2004　ネスト東京公演「ana(log)」
2005　グラインダーマン横浜公演「Hayabusa VS Mustang」
2005　サルヴァニラ横浜公演「+813」（配給協力）
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Web Site
www.dance-media.com

Offi ce

TOKYO 
Dance and Media Japan / TOKYO

ダンス・アンド・メディア・ジャパン / 東京

164-0011 東京都中野区中央 3-29-7 野田ビル 302

Phone:050-8080-9200

e-mail :office@dance-media.com

SEOUL -based affiliate
Dance and Media Japan / SEOUL

#734 SUNGWOO STARUS OFFICETEL

832-33 YEOKSAMDONG KANGNAMGU

SEOUL 135-080 KOREA

Phone: (02)6205-2570

e-mail : hyo@untitled5.com


