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【⽩井屋ホテル】  
前橋まちなかを灯すアートイルミネーション 
「⽩井屋 ✖ ⻤頭健吾｜アートイルミネーション」 を年末にみんなで作るため、 
クラウドファンディングを開始︕ 
 
前橋のアートデスティネーション 「⽩井屋ホテル（2020 年 12 ⽉ 12 ⽇開業）」を運営する⽩井屋ホテル株式会社（群⾺
県前橋市本町、代表取締役︓⽮村功）は、ホテルの開業１周年を記念して、「⽩井屋 ✖ ⻤頭健吾｜アートイルミネー
ションで前橋を灯したい」 と題したアートインスタレーションをこの冬、2021 年 11 ⽉ 19 ⽇（⾦）から 12 ⽉ 25 ⽇（⼟）
まで、ホテルのパサージュ（抜け道）に設置します。ホテルの１周年を単なる内輪のイベントとせず、まちに開かれた形で前橋
の地域活性化に貢献できるように、参加型クラウドファンディングで、クラウドファンディングの第⼀⼈者である READYFOR の協
⼒を得て、本⽇ 2021 年 9 ⽉ 13 ⽇（⽉）正午より、2021 年 11 ⽉ 7 ⽇（⽇）23 時までの間、ご⽀援を募集いたし
ます。  
クラウドファンディングご案内リンク︓https://readyfor.jp/projects/shiroiyahotel_1st_anniv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
旅⾏に⾏ったり、⼤勢で集まったりできない状況下において、前橋のまちなかで誰もが屋外で密にならず、気軽にアート体験や
年の瀬のワクワク感を味わえる場をみなさまと⼀緒につくる企画です。群⾺を拠点に国内外で活躍する気鋭のアーティスト、⻤
頭健吾（きとうけんご）⽒が、アートそのものがイルミネーションのように⼼を灯す「アートイルミネーション」を制作し、国道からま
ちなかをつなぐホテルのパサージュ（抜け道）に設置します。前橋の冬のアートスポットとも⾔うべきこの「アートイルミネーション」
は、⼀過性のものではなく、来年以降も毎年アーティストを変えながら、世界でも注⽬を浴びるようなプロジェクトとして継続する
予定です。 
 
今回、クラウドファンディングを介してアート作品制作へのご⽀援をいただくことで、
みなさまの思いがつながり、冬の前橋のアートスポットが完成します。尚、ご⽀援
に対しては、⽩井屋ホテルの宿泊券、飲⾷券、カウントダウンパーティー参加券の
ほかに、アーティストの⻤頭健吾⽒の作品など、さまざまな返礼品をご⽤意してい
ます。                                 

⽩井屋ホテル パサージュ 
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------------------------------------------------------------- 
＜アートイルミネーション イベント＞ 
■タイトル 
⽩井屋ホテル１周年記念企画 
「前橋まちなかアートイルミネーション｜⽩井屋ホテル ✖ ⻤頭健吾」 
 
■展⽰期間 
2021 年 11 ⽉ 19 ⽇（⾦） 〜 12 ⽉ 25 ⽇（⼟） 
 
■場所 
⽩井屋ホテル パサージュ（国道 50号線と⾺場川通りの抜け道） 
群⾺県前橋市本町 2-2-15                                          
 
■展⽰内容 
群⾺を拠点に、国内外で活躍する⻤頭健吾⽒が
⾊鮮やかな⼤量のフラフープを不規則にインスタレー
ションすることで、空間に奥⾏きが⽣まれ、パサージュ
を魅⼒的な場へと変化させます。全ての素材は展
⽰終了後、次回の⻤頭⽒の作品に再利⽤、もしく
はリサイクル活⽤され、環境にも⼗分に配慮します。 
⽩井屋ホテルが位置する国道 50号線と⾺場側通
りの抜け道であるパサージュは、地元のみなさまの⽣活動線でもあります。そのような半公共的な場所にアートイルミネーションを
設置することで、アート鑑賞を楽しんだり、記念撮影をしたりと、冬の思い出づくりの⼀翼を担います。展⽰期間中は、テラス席
にて温かい飲み物などをご提供する予定です。 
------------------------------------------------------------- 
＜クラウドファンディング プロジェクト＞ 
■タイトル 
「⽩井屋ホテル ✖ ⻤頭健吾｜アートイルミネーションで前橋を灯したい」 
 
■URL 
https://readyfor.jp/projects/shiroiyahotel_1st_anniv/ 
 
■募集期間 
2021 年９⽉ 13 ⽇（⽉）正午〜2021 年 11 ⽉ 7 ⽇（⽇）23 時 
 
■ご⽀援⽅法 
５千円〜60万円 全 13 コースからご⽀援いただけます。 
 
■主な返礼品 
⽩井屋ホテルの宿泊券、飲⾷券、カウントダウンパーティー参加券のほかに、 
特別にアーティストの⻤頭健吾⽒の作品などを制作、ご提供します。 
 
■⽬標⾦額 
500万円 
※本件は⽬標⾦額に達しなければ全額返⾦となる ALL-OR-NOTHING形式です。 
------------------------------------------------------------- 



Press Release              2021 年 9 ⽉ 13 ⽇    

報道関係各位                 ⽩井屋ホテル株式会社 

 

■主な返礼品 
ご⽀援⾦額  ｜ 返礼品 
10,000円  ｜ ⽩井屋ザ・ラウンジでのランチペアチケット 
10,000円  ｜ ⽩井屋ホテル 1 周年記念カウントダウンイベントチケット 
30,000円  ｜ ⽩井屋ホテル 1 周年記念カウントダウンイベントチケット＋宿泊券 
30,000円  ｜ お部屋おまかせ宿泊券 
60,000円  ｜ エグゼクティブルーム以上確約お部屋おまかせ宿泊券 
70,000円  ｜ ⻤頭健吾ルーム宿泊券＋⻤頭健吾ミニドローイング作品 
180,000円 ｜ ⻤頭健吾ドローイング作品＋お部屋おまかせ宿泊券 
500,000円 ｜ ⻤頭健吾ペインティング作品＋お部屋おまかせ宿泊券 
600,000円 ｜ スペシャルルーム４部屋グランドスラムチケット【⽩井屋ザ・レストラン⼣⾷＋朝⾷２名様 x４泊分】 
200,000円 ｜ 企業スポンサーコース【お部屋おまかせ宿泊券 5枚＋11/19 点灯式特別ディナーご招待】 
※その他、お気持ちコースとして、ご⽀援⾦のみのコースもご⽤意しています。 

※返礼品の詳細については、下記クラウドファンディング⽤サイトをご覧ください。 
※ご⽀援⾦は、アーティストフィー、作品制作ならびに返礼品の⼀部などに使⽤させていただきます。 
----------------------------------------------------------- 
■クラウドファンディング お申し込み先  
https://readyfor.jp/projects/shiroiyahotel_1st_anniv/ 
※こちらのサイトには、⽩井屋ホテルの設計を⼿がけた建築家、 
藤本壮介⽒らの応援メッセージも掲載しています。 
------------------------------------------------------------- 
前橋のまちなかを明るくするアートイルミネーションがあることで、地元の⽅や訪問者が屋外に⾜を運び、⾝体を動かして、安全
な環境で冬を謳歌する機会をご提供できれば幸いです。近い将来、世界中の⼈が注⽬するアートのインスタレーションとして、
冬は前橋でアートイルミネーションを⾒よう、というような思いが共有できるよう、みなさまと⼀緒に作り上げるプロジェクトとして育
ててまいります。 
 
■⻤頭健吾⽒  現代美術作家。京都芸術⼤学⼤学院教授。 

1977 年愛知県⽣まれ。群⾺県在住。2001 年名古屋芸術⼤学絵画科洋画コース卒
業。2003 年京都市⽴芸術⼤⼤学院美術研究科会が専攻油絵修了。1999 年、ア
ーティストによる⾃主運営スペース「アートスペース dot 」（愛知県）を設⽴。2008年
から 2009 年まで、五島記念⽂化財団の助成を受け、ニューヨークに滞在。2010 年に
⽂化庁新進芸術家海外研修員としてベルリンに滞在。主な個展に「interstellar」（京
都造形芸術⼤学ギャルリ・オーブ、2016年）、「⻤頭健吾 Multiple Star 」（原美術
館 ARC）など。「六本⽊アートナイト 2018」では、メインアーティストとして発表した国⽴
新美術館の⼤型インスタレーションが話題に。近年では 2020 年「Full Lightness」
（京都市京セラ美術館）、2021 年「RECONNECTING: A Vision of Unity by 
Kengo Kito」（ロサンジェルス Japan House ）などを開催。2019 年度京都市芸
術新⼈賞受賞。 
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◾READYFOR 株式会社 https://corp.readyfor.jp/ 
READYFOR 株式会社は、「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」をビジョンに⽇本初・国内最⼤のクラウドファンディ
ングサービス「READYFOR」を運営しています。2011 年 3 ⽉のサービス開始から 1万件以上のプロジェクトを掲載し、58 万
⼈から約 100億円の資⾦を集め、国内最⼤級のクラウドファンディングサービスとして、中学⽣から 80 代の⽅まで幅広い
⽅々の夢への⼀歩をサポートしています。（2020 年 1 ⽉時点）「カンブリア宮殿」をはじめ様々なメディアに掲載され、2016
年 6⽉サービス産業⽣産性協議会が主催する第 1回⽇本サービス⼤賞優秀賞を受賞。 
 
■⽩井屋ホテル https://www.shiroiya.com 
2020 年 12 ⽉、群⾺県前橋市に開業。アートデスティネーションとして、前橋の地域創⽣を掲げ、多様な分野のクリエイター
と共に具現化した「まちのリビング」をめざすホテルです。300 年以上の歴史ある旅館に新たな息吹を与えた建築家藤本壮介
による建物、国内外のアーティストによる作品の数々、デザイナーとの協演、地元の⾷材を活かしたミシュラン２つ星シェフ監修
のこだわりの⾷、フィンランド式サウナ、茶室などのウェルネスの施設が、明確なビジョンをもとに地域に開かれています。暮らす⼈
と訪れる⼈が集い、五感に刺激を受け、⼼を養い、あらたな⽂化がめぶく、世界にも類をみないホテルとして、さまざまな企画、 
活動を展開。オールデイダイニングである「⽩井屋ザ・ラウンジ」にはスタインウェイの最⾼峰の⾃動演奏ピアノを導⼊し、巨匠た
ちの⾳楽やピアニストによるライブ演奏を楽しめる機会も創出。 
ホテル敷地内、⾺場川通り沿いにあるフルーツタルトの専⾨店
「⽩井屋ザ・パティスリー」に軒をならべるように、「ブルーボトルコー
ヒー ⽩井屋カフェ」が 2021 年９⽉ 17 ⽇、「⽩井屋ザ・ベーカ
リー」が 11 ⽉上旬にオープン予定。 
⽶国の有名インテリア雑誌 AD（Architectural Digest / ア
ーキテクチュラル・ダイジェスト）より「2021 AD Great Design 
Hotel Award」受賞。英国⼈気トラベル雑誌 National 
Geographic Traveller による「2021 年世界のベストホテル
39」に選出。 
 
 
⽩井屋ホテル 
371-0023 群⾺県前橋市本町 2-2-15 
027-231-4618 
 
 
■メディアお問い合わせ先   ■ホテルご利用のお問い合わせ先 
pr@shiroiya.com    info@shiroiya.com  
070-3858-7580 (PR担当：守田美奈子） 白井屋ホテル 027-231-4618（代表番号） 
画像リンク：https://we.tl/t-rtnll3mWpK 
 


