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PHILOSOPHY - POLICY - ACTION
文化と観光が共創する地域の新たな価値づくりに向けて

当協会は、2015 年より水辺空間の利活用を核とした地域活性化活動に取り組んで来ました。ひとつの大きな節目とな

る予定であった 2020 年東京オリンピック・パラリンピックは残念ながらコロナ禍の影響により延期となりましたが、

これらの積み重ねた取り組みが、2019 年の品川区景観計画における重点地区指定に続き、2020 年東京都プロジェク

ションマッピング活用地区として天王洲が指定されるというカタチで結実。また、停滞した国内外観光客の方々の来

街機会を補うとともに、地域住民の方々の新しい参加体験機会の創出につながったリアルとオンラインのハイブリッ

ドによるイベント開催という施策拡張の機会ともなりました。

今後は、「アートと水辺の街、天王洲」の重要な観光資産である水辺空間を核として地域の魅力を引き出し、文化観光

地域づくりの中心的な一役を担う団体として、都・区・大学・住民・企業、さらには他地域との協力連携をより継続

的に発展させながら、日本の伝統文化と現代文化が交わる新たな文化観光の価値創造を目指して、地域社会とアート

シティーの架け橋となる観光地域づくりに取り組みます。

文化観光の発信：天王洲キャナルアートモーメント

地域イベントの開催：天王洲キャナルフェス

ワークショップ等の開催

水域・水上施設の活用：台船テラス

水辺の勉強会の開催

舟運の活性化：運河クルーズ

PHILOSOPHY
法人理念

文化とアートの
融合により
人々の心を
豊かにする

活力に溢れた
社会を
創り出す

運河でつながる
湾岸エリアの
新しい魅力を
創造する DETAILS OF ACTION

活動内容

水辺とアートを活用した
街づくりの推進

文化観光地域づくり

水辺×アート

ACTION POLICY

MARKETING
調査・戦略策定

PRODUCE
コンテンツ創造

MANAGEMENT
環境整備

・各種データ等の
　継続的な収集・分析
・コンセプト／戦略の策定
・KPI の設定
・PDCAサイクルの確立

・講演会／企画展示の実施
・イベント／ツアーの
　企画・実行支援
・水面／護岸／桟橋／壁面／
　商業施設などの利用提案
・舟運の活性化
・アート活用による
　魅力ある景観創出

PUBLIC RELATION
広報

・情報発信の強化
・コミュニケーションの促進

SDGs
持続可能な開発推進

・水／衛生　 ・イノベーション
・持続可能な都市、消費と生産
・海洋、陸上資源　など

・多様な関係者との
　調整、仕組みづくり
・行政への働きかけ
・商業環境の整備推進
・景観計画重点地区の推進
・プロジェクションマッピング
　活用地区の推進
・文化観光拠点事業の推進

活動方針

産・官・学・地域
との連携の強化

水辺の情報発信
の強化

東京都／品川区／
企業／大学／

協議会／団体 など

国内外観光客
地域住民

地域就業者 など

地域社会への貢献／国内外観光客の誘引
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2020
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天王洲キャナルフェス 2017

天王洲キャナルフェス 2018

しながわ・おおた水辺の観光フェスタ連携

天王洲キャナル・アート・インフィオラータ

TOKYO ART BOOK FAIR 連携
横浜トリエンナーレ・アフターパーティ連携

天王洲キャナルジャズ

クラシックカー・カナルギャラリー

水辺の芸術祭
天王洲運河イルミネーション

天王洲キャナルジャズ

クラシックカー
カナルギャラリー

厳選梅酒まつり

水辺の芸術祭

天王洲アートフェスティバル

SAKE フェス

天王洲キャナルアートモーメント

クラシックカー・カナルギャラリー

JIN FESTIVAL TOKYO

天王洲
キャナルヨガ

水辺のライトアップ

キャナルアートモーメント品川

水辺の映画祭しながわフェスウィーク連携

しながわフェスウィーク連携

天王洲キャナルフェス 2019

天王洲キャナルフェス 2020

しながわ・おおた
水辺の観光フェスタ
連携

しながわフェスウィーク
連携

プロジェクションマッピング社会実験

東京都
プロジェクションマッピング活用地区指定

水辺の勉強会

TENNOZ VILLAGE

Italia, amore mio !

TENNOZ FOOD CULTURE MARKET

TOKYO CANAL LINKS

Tennoz Harbor Market

Tennoz Farmers Market

Tennoz Harbor Market

水辺の勉強会

ENJOY しながわ屋形船キャンペーン

TENNOZ
COLLECTION

天王洲アートフェスティバル

品川区景観計画
「天王洲地区」重点地区指定

TENNOZ VILLAGE

TENNOZ COLLECTION

HOLIDAY CIRCUS

水辺の勉強会

Tennoz Farmers Market

Tennoz Harbor Market

TENNOZ COLLECTION

TENNOZ VILLAGE

インバウンド屋形船ナイトクルーズ

しながわ・おおた
水辺の観光フェスタ
連携
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運河沿いビル壁面を活用したプロジェクションマッピング

ビル壁面を活用した屋外アート

当協会は、水辺空間の利活用とアートによる地域活性化活動に取り組んでおり、地域イベントである天王洲キャナルフェスや天

王洲アートフェスティバルなどにおいて、運河背後地のビル壁面や橋梁、船着場待合所、駅通路の壁面を活用した屋外アートの

展示、運河沿いのビル壁面を活用したプロジェクションマッピングによる映画投影やスポーツイベントのライブビューイングな

どを実施して来ました。

これらの継続的な取り組みを積み重ねた結果、天王洲地区は、親水性の高い水辺や賑わいのある創造性の高い街並みを形成する

ことを目的として、2019 年に品川区景観計画における「天王洲地区」重点地区に指定され、また、プロジェクションマッピング

を活用したまちの活性化やにぎわい創出を推進することを目的として、2020 年にプロジェクションマッピング活用地区の東京都

第一号として指定されました。

今後も、定期的に開催している地域文化の発展を学び合う水辺の勉強会をはじめ、地域連携イベント「しながわフェスウィーク」、

品川区の重要な観光資源のひとつである屋形船によるクルーズ企画、情緒ある水辺空間をさらに演出するライトアップなどの様々

な活動に取り組むとともに、天王洲の水辺をより一層魅力ある観光文化の体験空間とするために活動して行きます。

TIMELINE
品川区景観計画重点地区、東京都プロジェクションマッピング活用地区の指定まで

地域・文化観光イベント（プロジェクションマッピング活用）

地域・文化観光イベント（屋外アート活用）

その他の地域・文化観光イベント

ライトアップ／イルミネーション

水辺の勉強会

舟運活性化活動

イベント連携

地区指定

■品川区景観計画重点地区
■東京都プロジェクションマッピング活用地区



リアルとオンラインが共創する新しい体験価値の創造
天王洲キャナルフェス 2020 秋

天王洲キャナルフェス 2020 夏 天王洲キャナルフェス 2020 冬

日時：2020/10/10（土）・10/11（日）
概要：ウィズ・コロナ時代にふさわしい地域コミュニケーションを実現すべく、ベイエリアのファミリー層に
向けて、オンラインコンテンツ、リアルコンテンツの両方を通じて地域の文化や資源の魅力を伝える地域交流
イベントとして開催しました。
VR キャナルフェス（オンライン）／キャナルチャンネル（オンライン）／キャナルサイドミュージカル（リア
ル／オンライン）／こどもクルーズガイド（リアル）／キッチンたじま（オンライン）

主催：一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会
協賛：寺田倉庫
特別協力：パナソニック映像株式会社／ TD Republic 株式会社／ KIWA TENNOZ
協力：株式会社テレビ東京アート／アートコーポレーション株式会社／株式会社テレビ東京／ OTTAVA 株式会社／ NPO
法人なぎさの会／ RESPECT ★ KIDS ／株式会社 GEAR ／天王洲リテールマネジメント株式会社／株式会社トミデン
後援：品川区／港区／しながわ観光協会／品川文化振興事業団／東京商工会本航海学会／一般社団法人 天王洲総合開発
協議会／品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会

日時：2020/8/29（土）
概要：ウィズ・コロナ時代にふさわしい地域コミュニケーションを実現すべく、東京海洋大学や品川区と連携し、
新しい生活様式における、子どもたちの地域交流イベント「おうちで夏フェス」を天王洲会場からオンライン
配信により開催しました。
親子で海について学ぶ「こども大学」（オンライン）／地域パフォーマーの「生配信ライブ」（オンライン）／
新な地域体験ができる「VR キャナルフェス」（オンライン）

主催：一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会
協賛：株式会社ティー・ハーバー／寺田倉庫
特別協力：パナソニック映像株式会社／国立大学法人 東京海洋大学／ TD Republic 株式会社／ STREAMING in COMMON
協力：株式会社テレビ東京アート／アートコーポレーション株式会社／株式会社テレビ東京／ OTTAVA 株式会社／ NPO
法人なぎさの会／ RESPECT ★ KIDS ／株式会社 GEAR ／天王洲リテールマネジメント株式会社／株式会社トミデン／
KIWA TENNOZ
後援：品川区 ／公益社団法人 日本航海学会

日時：2020/12/4（金）・12/5（土）・12/6（日）
概要：新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生活様式と同様にイベントのあり方も大きく変化した 1 年。こ
れまでのオンライン開催のノウハウを活かし、より魅力的となったオンラインコンテンツはそのままに、船上
ライブや水辺の映画祭など、屋外で水辺を感じられる来場型コンテンツも復活し開催しました。
リアル＞水辺の映画祭／船上ライブ／こどもクルーズ／天王洲運河ナイトクルーズ／キャナルサーカス団／パ
ラソルマッピング／クリスマス BINGO　オンライン＞モケイで学ぼう！ケンチクのしくみ 2020 ／フェス会場
ライブ中継／ VR キャナルフェス・ナゾトキ

主催：一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会
協賛：寺田倉庫
特別協力：パナソニック映像株式会社 ／ TD Republic 株式会社／ KIWA TENNOZ
協力：株式会社テレビ東京アート／アートコーポレーション株式会社／株式会社テレビ東京／ OTTAVA 株式会社／ NPO
法人なぎさの会／天王洲リテールマネジメント株式会社／株式会社トミデン
後援：品川区／港区／一般社団法人 しながわ観光協会／公益社団法人 品川文化振興事業団／東京商工会議所 品川支部／
港区観光協会／港南振興会／国立大学法人 東京海洋大学／公益社団法人 日本航海学会／一般社団法人 天王洲総合開発協
議会／品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会

TENNOZ CANALSIDE VITALIZATION ASSOCIATION Annual Report 2020

event

ONLINE

REA
L

天王洲キャナルアートモーメント 2020
オンライン配信視聴者アンケート調査より
2020/10/10・n=89

大変満足：74％

感染症終息後も
オンライン配信を継続して欲しい：71％

満足：21％

感染症終息するまで
オンライン配信を継続して欲しい：28％

ONLINE REAL

REAL
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RESULTS OF ACTIVITES
活動実績



RESULTS OF ACTIVITES
活動実績

キャナルアートモーメント 品川 2020
日時：2020/10/10（土）・10/11（日）
概要：「天王洲・キャナルアートモーメント 2019」に引き続き、東京の水辺空間において「日本文化とアート
の発信と体験」を促進するプレミアムライブを開催。今回はイベント当日の悪天候のため会場を急遽屋内に移
しライブパフォーマンスとともに、どなたでもご覧頂けるオンラインによるライブステージの生配信や 360 度
VR 配信を実施。パフォーマーの動きと連動する高速追従プロジェクションマッピングを活用したステージや、
会場周辺ではライブ音と連動する空間照明などにも取り組みました。

主催：品川区／一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会 
特別協力：パナソニック株式会社／パナソニック システムソリューションズジャパン株式会社／
　　　　　STREAMING in COMMON ／アートコーポレーション株式会社／寺田倉庫 
協力：三河屋／平井／船清／大江戸／むつみ丸／中金／丸長／丸裕／幸吉丸／ ZEAL ／縄定
制作協力：花柳輔太朗／公益財団法人 松尾芸能振興財団／大井権現太鼓保存会／大前光市／有限会社クリス・ペプラー
オフィス／東京はしけ運送事業協同組合／株式会社サウンドクルー／山王スペース＆レンタル株式会社／有限会社グ
ローバルネットワーク／ boundary spanner 株式会社／日榮住宅建設株式会社／株式会社トミデン／株式会社 artical ／
unlight ／株式会社テレビ東京アート／株式会社 PR TIMES ／ TD Republic 株式会社／株式会社ハリマビステム／ロケット
ペンシル株式会社
後援：港区／東京都港湾局／国立大学法人 東京海洋大学／一般社団法人 しながわ観光協会／一般社団法人 港区観光協会
／公益財団法人 品川文化振興事業団／東京商工会議所 品川支部／港南振興会／公益社団法人 日本航海学会／一般社団法
人 天王洲総合開発協議会／品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会

TENNOZ FARMERS MARKET（天王洲ファーマーズマーケット）

VILLAGE TENNOZ

TENNOZ HARBOR MARKET（天王洲ハーバーマーケット）

日時：2020/1/11（土）・1/12（日）・2/8（土）・2/9（日）
概要：天王洲ファーマーズマーケットでは、事務局メンバー自ら農家さんの畑に足を運び、お話を聞いて仕入
れを行なっています。仕入れ先は有機栽培や自然農法で育てている個人の農家さんばかりで、福岡や佐賀、熊
本など九州を中心に、長野で在来種を栽培している方など、本当に丁寧に農業をされている方にお願いしてい
ます。

主催：天王洲ファーマーズマーケット運営事務局／
　　　一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会
後援：寺田倉庫／品川区

日時：2020/1/25（土）・1/26（日）
概要：大人から子供へ、子供から大人へ。過去から現在へ、現在から未来へ。みんなでより良い未来をつくっ
ていきたい。子どもも大人も思わぬ発見と交流を喜び合える、豊かな時間を集まるみんなでつくるイベントを
開催。ワークショップ／マルシェ

主催：一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会
後援：品川区

日時：2020/1/11（土）・1/12（日）
概要：運河沿いのリノベーション倉庫 B&C HALLL と多目的スペース TMMT、200m 以上におよぶボードウォー
クを会場とした全天候対応型のマーケット。雨天や荒天時でもゆったり過ごせる屋内会場には出来立ての料理
やお菓子が楽しめるガラス張りのキッチンを常設。晴れた日にはボードウォークで運河を眺めながら食事やコー
ヒーが楽しめたりと、四季を通じて気持ちよく過ごせる環境が整っています。およそ 100 店が一堂に会するマー
ケットではアンティークや古書、ビンテージファッションをはじめ植物や作家作品、焼菓子やコーヒー、温か
い食事など様々なお店が皆様をお待ちしています。関東圏に加えて他府県からの出店など月毎に新しい出会い
があり、マーケットへは渋谷や新宿からおよそ 30 分とその立地の良さも魅力の一つです。

主催：天王洲ハーバーマーケット運営事務局／
　　　一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会
後援：寺田倉庫／品川区
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東京 ” 屋形船 ” ナイトクルーズ・エンターテインメント

ENJOY しながわ屋形船キャンペーン

水辺の勉強会

日時：2019/10/8（火）〜 2020/3/31（火）
概要：日本固有の環境観光資源であり体験型観光娯楽である「屋形船」を、世界有数のナイトエンターテイン
メントとして醸成し競争力強化に努め、訪日外国人旅行者を中心にその魅力を広く訴求する屋形船クルーズを
実施しました。
これにより、新しい日本文化の魅力訴求および国内消費機会の拡大への貢献を図るとともに、訪日外国人旅行
客ばかりでなく、屋形船が未体験な国内旅行者や若者層の日本文化の再発見としての機会にも繋げ、東京の水
辺クルーズが大好きな観光客にもお楽しみ頂きました。

主催：一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会
共催：三河屋／平井／船清／大江戸／むつみ丸／中金／丸裕／
　　　丸長／幸吉丸／縄定
協力：旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会／寺田倉庫
企画協力：アミューズ
制作協力：Voyagin ／ケーブルテレビ品川
後援：品川区／一般社団法人 天王洲総合開発協議会／
　　　品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会

日時：2020/11/1（日）〜 2021/3/31（水）※乗船総数が 10,000 人に達した時点で終了
概要：コロナ禍において、深刻な影響を受けている観光産業。日本の伝統文化であり、品川区の重要な観光資
源のひとつである “ 水辺観光 ” の中心的役割を担う屋形船も大きな経済的被害を受けました。江戸時代から大
衆に親しまれてきた伝統を絶やさぬためにも、品川区では屋形船観光を支援し、安心・安全な運営のもと多く
の方に利用していただくことを目的に、補助金支給キャンペーンを実施しました。
※品川区にて区内の屋形船に乗船する約 1 万人を対象に、一人あたり 5,000 円を上限とし乗船料の半額を補助
するキャンペーン。

主催：品川区／
　　　一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会（事務局）
後援：一般社団法人しながわ観光協会
協力：一般社団法人 Tokyo Sea Trip

概要：天王洲アイル周辺の企業や団体を中心に、品川区や東京都などの行政各所や域外の各企業や団体とともに、
東京・天王洲の水辺の活性化について様々な視点から考察し推進する勉強会を開催。
第 1 回 2/20（木）：新型コロナウイルス感染症対策のため流会
第 2 回 5/20（水）：講演会／活動報告及び活動予定（オンライン開催）
　　・講演会テーマ：これからの地域イベントについて
　　・講師：辰巳 清（株式会社アミューズ）
第 3 回 7/22（水）：活動報告及び活動予定（オンライン開催）
第 4 回 9/17（木）：活動報告及び活動予定（オンライン開催）
第 5 回 11/13（金）：シンポジウム（オンライン開催）
　　・テーマ：「地域アートフェスティバルのオンライン化プロジェクト〜東京・天王洲の事例〜」  
　　・登壇者：辰巳 清（東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科研究員・株式会社アミューズ）
　　　　　　　中條 基（別冊カドカワプロデューサー）
　　　　　　　三宅康之（一般社団法人天王洲キャナルサイド活性化協会代表理事）  
　　　　　　　森結紀納（一般社団法人天王洲キャナルサイド活性化協会事務局リーダー）
　　　　　　　毛利嘉孝（東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授）
第 6 回 12/23（水）：アートフェス作品巡り／ WHAT 内覧／屋形船試乗会

主催：一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会

天王洲アートフェスティバル 2020
日時：2020/10/1（木）〜 2021/3/31
概要：「アートの島＝天王洲アイル」を舞台に、TENNOZ ART FESTIVAL 2019 からの継続作品を含めた計 10 箇所・
10 人のアーティストによる壁画や立体アート展示による国内最大級の MURAL PROJECT。水辺とアートをキー
ワードに賑わいと魅力あるまちづくりを推進する天王洲アイルにおいて、運河沿い建築物への大型壁面アート、
品川区の公共桟橋待合所や公園施設への壁面アート、桟橋空間における立体アートの展示、駅通路での壁面アー
トなどの展示により「アートの島＝天王洲アイル」を印象付けるシンボリックな展示を行いました。
※一部作品、天王洲アートフェスティバル 2019 より継続。

主催：一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会／天王洲アートフェスティバル 2020 実行委員会
共催：一般社団法人 天王洲総合開発協議会
協賛：日本ペイント株式会社／寺田倉庫
協力：株式会社東横イン／三信倉庫株式会社／三井不動産レジデンシャル株式会社／東京燃料林産株式会社／
　　　東京モノレール株式会社／芝浦荷受株式会社／パナソニック株式会社／中川特殊鋼株式会社
後援： 品川区／港区／東京都港湾局／一般社団法人 しながわ観光協会／公益社団法人 日本航海学会／
　　　東京商工会議所 品川支部／一般社団法人 港区観光協会／港南振興会／
　　　品川浦・天王洲地区運河ルネッサンス協議会
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