
 
平成 30 年 6 月 15 日 

 
文化庁とデジタルアートミュージアム「EPSON teamLab Borderless」とのタイアップ 

 

 
                     

デジタルアートミュージアム「EPSON teamLab Borderless」について 

   開業日：2018 年 6 月 21 日（木） 

所在地：東京都江東区青海 1-3-8 お台場パレットタウン 

延床面積：約 1万平方メートル 

営業時間：月〜木 11:00〜19:00（※祝前日を除く） 

金・祝前日 11:00〜21:00，土 10:00〜21:00 

日・祝日 10:00〜19:00 

料金：一般/高・大学生 3,200 円，子供(4 歳〜中学生) 1,000 円 

        ※7 月 31 日まで 2,400 円 

 

 

  

文化庁は，チームラボ株式会社及び森ビル株式会社が共同でお台場パレットタウンに

設置する日本初の常設デジタルアートミュージアム「EPSON teamLab Borderless」
（平成 30 年 6 月 21 日開業）とのタイアップを行うこととしました。 
今後，関東近圏の学校や文化施設等へのポスター・チラシの配付を行うほか，文化庁

長官が展示内容を体験する動画を文化庁ホームページに掲載します。 

＜担当＞文化庁長官官房政策課文化広報・地域連携室 

プログラムマネージャー 阿部 敬利（内線 3161） 

文化広報係長      吉野 千津（内線 2807） 

電話：03-5253-4111（代表） 

                03-6734-3161（直通） 



 期間限定オープン記念チケット 3200円　   2400円　7月  31日 (火)まで
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境 界 の な い ア ー ト の 世 界

2018.6.21(木)  Open東京 お台場2018.6.21(木)  Open東京 お台場
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チームラボ アスレチックス 運動の森  学ぶ！未来の遊園地
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 期間限定オープン記念チケット 3,200円　 2,400円
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大人

子供は
いつでも

7月  31日(火)まで

文 化 の 未 来 は 無 限 大

境 界 の な い ア ー ト の 世 界

2018.6.21(木)  Open東京 お台場2018.6.21(木)  Open東京 お台場

協賛    マウスコンピューター、ダイキン工業、ヤマハ、山下 PMC、大林組、ジャパンマテリアル、CHIEF、日立 LGデータストレージ、ぺんてる、コングレ

Adults, High School & College Student 3,200 yen. Children up to 
Middle School  1,000 yen. Free for 3 years old and younger.
 *Visit by July 31 and get Early Bird Ticket for JPY 2,400 (Adult) .*Price includes tax

池袋から29分 / 新木場から7分
渋谷から18分 / 新宿から24分

borderless.teamlab.art/jp

境界のないアートに自らの身体を没入させ、世界を自らの身体で探索し、他者と共に新しい体験を
創り出していく。そのような約 50作品による、境界のない 1つの世界、「チームラボボーダレス」。
 520台のコンピューター、470台のプロジェクター、10,000㎡の圧倒的なスケール感と複雑で立体的な空間が特徴の、世界に類を見ない全く新しい世界です。
Immerse yourself in borderless art, explore the world with your body, and create new experiences with others. One world without borders — teamLab Borderless.
50 artworks in a vast, complex, three-dimensional 10,000m² space, 520 computers and 470 projectors create a completely new world, the likes of which have never been seen before.

Borderless World

EN TEA HOUSE 

チームラボアスレチックス 運動の森/ teamLab Athletics Forest

学ぶ！未来の遊園地/Future Parkランプの森/Forest of Lamps

アクセス/Access 

所在地 /Venue
  東京都江東区青海 1-3-8 / 1-3-8 Aomi, Koto-ku, Tokyo, Japan

営業時間/Hours

問い合わせ先/Contact 03-6406-3949

りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩 5分。
新交通ゆりかもめ「青海」駅より徒歩 3分。
Rinkai line Tokyo Teleport station 5 minutes on foot 
Yurikamome Aomi station 3 minutes on foot 

月 - 木  11: 00 - 19 :00（21:00）    金・祝前日 11: 00 - 21:00（22:00） 
土 10:00 - 21:00（22:00）   日・祝日 10:00 - 19:00 （20:00） 
※最終入館は閉館の 1時間前  ※（）内は 6/21（木）- 8/31（金）までの特別延長時間です。 
※営業時間はシーズンによって異なります。詳細はWEBをご確認ください。

※ 7/ 31（火）までは期間限定オープン記念チケット 2,400円  （大人） ※料金は税込の金額となります

料金/Admission Fee 
一般 /高・大学生 3,200 円、子ども（4 歳 -中学生） 1,000 円

x

teamLab (f.  2001) is an art collective,  interdisciplinary group of ultratechnologists whose collaborative practice seeks to navigate the confluence of art,  science, technology, 
design and the natural  wor ld.  Var ious special ists such as art ists,  programmers,  engineers,  CG animators,  mathematic ians and architects form teamLab.          teamlab.art

アートコレクティブ。2001 年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、デザイン、そして自然界の交差点を模索している、学際的なウルトラ
テクノロジスト集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CG アニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。          　　teamlab.art/jpチームラボとは

Mon -Thu 11:00-19:00 (21:00)*     Fri & Holiday Eve 11:00-21: 00 (22 :00)*
Sat  10:00-21:00 (22:00 )*    Sun & Holiday  10:00-19:00 (20:00 )*
*During Jun 21 - Aug 31 museum is open longer hours. *Last entry 1 hour before the museum closing     
time.*Hours may vary depending on the season. For detai ls please check the website.

From Shibuya 18 mins / From Shinjuku 24 mins
From Ikebukuro 29 mins / From Shinkiba 7 mins 
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月 - 木  11: 00 - 19 :00（21: 00）    金・祝前日  11: 00 - 21: 00（22 : 00） 
土 10 : 00 - 21: 00（22 : 00）   日・祝日 10 : 00 - 19 : 00 （20 : 00） 
※最終入館は閉館の 1時間前  ※（）内は 6/21（木）- 8/31（金）までの特別延長時間です。 
※営業時間はシーズンによって異なります。詳細はWEBをご確認ください。

※7/31（火）までは期間限定オープン記念チケット 2,400円（大人）  ※料金は税込の金額となります。

一般／高・大学生 3,200 円、子ども（4 歳 -中学生） 1,000 円

営業時間

料金

チームラボアスレチックス 運動の森

境界のないアートに自らの身体を没入させ、世界を自らの身体で探索し、他者と共に新しい体験を
創り出していく。そのような約 50作品による、境界のない 1つの世界、「チームラボボーダレス」。
 520台のコンピューター、470台のプロジェクター、10,000㎡の圧倒的なスケール感と複雑で立体的な空間が特徴の、世界に類を見ない全く新しい世界です。

問い合わせ先 03-6406-3949

池袋から29分 / 新木場から7分
渋谷から18分 / 新宿から24分

アクセス

所在地   東京都江東区青海 1-3-8 

りんかい線「東京テレポート」駅より徒歩 5分。
 新交通ゆりかもめ「青海」駅より徒歩 3分。

「身体で世界を捉え、世界を立体的に考える」をコンセプトに、脳の海馬を成長させ、
空間認識能力を鍛える新しい「創造的運動空間」です。

「共同的な創造性、共創（きょうそう）」をコンセプトにした教育的なプロジェ
クトであり、他者と共に世界を自由に創造することを楽しむ「遊園地」です。
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