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＜開催速報＞
これまで約300万人を集めた話題の展覧会。
SAKURA MACHI Kumamotoオープンを記念して熊本初開催！

2019年10月5日（土）〜11月4日（月・祝）
LEGO, the LEGO logo and Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group.

世界34ヶ国の
世界遺産＋地球
52作品を展示！
熊本パルコ×SAKURA MACHI Kumamoto 熊本初開催にして同時開催が決定。
これまで約３００万人を集めたピースな展覧会。
謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
私ども「PIECE OF PEACE実行委員会」（パルコ、レゴ ジャパン、バウコミュニケーションズ）が、2012年に「世界遺産条約が採択
されて40周年」という節目の年を記念してスタートさせました『PIECE OF PEACE-「レゴ®ブロック」で作った世界遺産展 PART3 ー』。
渋谷を皮切りに名古屋・大阪・広島・福岡・北海道・仙台・沖縄をはじめ日本全国を巡回。ワールドツアーとなる香港・台湾、
シンガポール、上海開催を経て、この度、SAKURA MACHI Kumamoto 開業を記念し、初めての熊本開催（会場：熊本パルコ、
SAKURA MACHI Kumamoto）が決定致しましたのでお知らせ致します。
PIECE OF PEACEは、かけがえのない地球のたからもの「世界遺産 」を世界中で愛されている玩具・レゴ ® ブロックで作る
チャリティアート展です。世界遺産活動のテーマ「未来に引き継ぐたからもの。世界遺産も！身近なものも！」を、子どもにも、
大人にも、楽しみながら感じてもらい、ユネスコ世界遺産活動を応援していこうという特別な思いから立ち上がりました。
2003年の第1回展(PART-1)開催からこれまで約15年間、日本全国巡回を中心に、海外での開催も行い、延べ約300万人もの人々に
ご来場いただいています。
展示の中心となるのは、「レゴ ® ブロックで作った世界遺産」モデル。「モン‐サン‐ミシェルとその湾」「古都京都の文化財」
「サグラダ・ファミリア」「シドニー・オペラハウス」など世界34か国の世界遺産52作品と地球をレゴ®ブロックを使って再現しま
した。
こんな時代だから、PEACEを、SMILEを、 もっともっと広げていければと願っております。
つきましては、貴誌・紙におかれまして、ご取材・掲載いただきたくご検討のほど宜しくお願い申し上げます。
※『PIECE OF PEACE －「レゴ®ブロック」で作った世界遺産展 PART-3－』これまでの開催地
国内：渋谷・名古屋・博多・札幌・仙台・さいたま・岩手・広島・宇都宮・千葉・富士川・金沢・静岡・大阪・調布・長崎・吉祥寺・二子玉川・
沖縄・滋賀・和歌山・新潟・上野・大阪（心斎橋）・函館・鹿児島・青森
海外：香港・台湾（台北、高雄）・シンガポール・中国（上海）（2019年8月現在 国内28カ所、海外5カ所）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社パルコ 熊本店 TEL：096-327-4101
〒860-0846 熊本県熊本市中央区城東町2-18（事務所）
担当：榊原 守
saka-mamo@parco.jp
渡邉 香織 wata-kao@parco.jp
PIECE OF PEACE実行委員会 事務局（企画制作・プロデュース）
株式会社バウコミュニケーションズ TEL：03-3668-6700 FAX：03-3668-6660
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-11-5
担当：真柄 正志 m-magara@bau-com.co.jp
西村 世奈 s-nishimura@bau-com.co.jp

×
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【企画内容 クレジット】

●タイトル・・・世界遺産条約採択40周年記念 世界遺産チャリティーアートエキジビション
PIECE OF PEACE － 『レゴ®ブロック』で作った世界遺産展 PART-3－
※入場料・グッズ売り上げの一部は、日本ユネスコ協会連盟が行う世界遺産活動へ寄付されます。
○主催＝熊本パルコ、PIECE OF PEACE実行委員会 ○主催協力＝九州産交ランドマーク株式会社
○後援＝日本ユネスコ協会連盟、外務省、日本ユネスコ国内委員会、熊本ユネスコ協会、熊本県、熊本県教育委員会、熊本市教育委員会、RKK熊本放送、
TKUテレビ熊本、KKT熊本県民テレビ、KAB熊本朝日放送
○各国後援／イタリア政府観光局、エジプト･アラブ共和国大使館、オーストリア大使館、カンボジア王国大使館、シンガポール共和国大使館、
スペイン政府観光局、中華人民共和国大使館文化部、駐日韓国大使館 韓国文化院、チリ共和国大使館、デンマーク大使館、ドイツ観光局、
ハンガリー大使館、駐日ハンガリー大使館観光室、ブラジル大使館、米国大使館、ベネズエラ・ボリバル共和国大使館、ペルー共和国大使館、
メキシコ政府観光局、ラオス人民民主共和国大使館
○賛同／オーストラリア政府観光局、オランダ政府観光局 ○協力／メキシコ・グアナフアト州観光局
○協力＝ＴＢＳ「世界遺産」、TBSスパークル、ＰＰＳ通信社、JAXA（宇宙航空研究開発機構）
○特別協力／Ｙａｈｏｏ Ｊａｐａｎ
○印刷協力／高速オフセット
○オフィシャルサポーター／ハグマグ、ECC、ダスキン、ミスタードーナツ、ワコール
○企画・・・・・ パルコ、レゴ ジャパン
○企画制作・プロデュース・・・・・バウコミュニケーションズ
Official HＰ → https://www.pofp.jp/
Facebook → http://www.facebook.com/pieceofpeaceCharge

会場：熊本パルコ 1Fパルコギャラリー
〒860-8584 熊本県熊本市中央区手取本町5-1
SAKURA MACHI Kumamoto 3Fサクラマチギャラリー 〒 860-0805 熊本県熊本市中央区桜町3-10
会期：2019年10月5日（土）〜11月4日（月・祝）

10：00〜20：00 （熊本パルコのみ金・土は20:30まで）

※両会場とも入場は閉場の30分前まで
共通入場料：大人（中学生以上）500円 小学生300円 小学生未満無料
※パルコカードご提示で100円引き

※料金は税込みです。
※入場料とグッズ売り上げの一部は、日本ユネスコ協会連盟が行う世界遺産活動に寄付されます。
※本展覧会は、２０１２年世界遺産条約採択４０周年を記念して立ち上がった全国巡回展となります。
※チケットの払い戻し、再発行はいたしません。
※チケットは1枚につき1名様、会期中各会場1回に限り有効です。

＜一般の方からの会場に関するお問い合わせ先＞
九州産交ランドマーク株式会社 TEL：096-354-1111(代表)
熊本パルコ TEL：096-327-4008

【展示企画概要】

※展示内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●メイン展示

LOVE EARTH, LOVE ASIA
レゴ®ブロックで作った世界遺産の展示未来に残したい地球のたからもの「世界遺産」＝34カ国の世界遺産52作品と
地球をレゴ®ブロックで再現。

LOVE PEOPLE‐MESSAGE –

＜SAKURA MACHI Kumamoto会場＞

様々な分野のアーティスト・文化人のみなさまのメッセージやアートの共演。

LOVE HERITAGE

＜熊本パルコ会場＞

①映像で感じる「世界遺産」・・・・

TBS「世界遺産」特別編集映像
実物の世界遺産の美しさを体感するミニシアター

②宇宙から見た「世界遺産」・・・・

JAXA（宇宙航空研究開発機構）特別協力企画
地球のたからもの、宇宙からの姿を写真を展示

③ユネスコ世界遺産活動紹介コーナー

レゴ®ブロック期間限定ショップ

熊本パルコ1F パルコギャラリー横
レゴ®グッズを中心にたくさんのアイテムをご用意しました。その一部はチャリティにつながります。

●熊本開催スペシャルコンテンツ
来場者参加企画も開催！ビルドアップジャパン熊本開催特別企画

10月5日（土）・ 6日（日）

熊本パルコ１F 特設会場

「みんなで作るPEACE！未来に残したいたからもの！」
1日5回開催

各回40名

ご来場のみなさんと一緒に白いレゴ®ブロックで未来に残したい
みんなのたからものを作ります。レゴ®ブロックでみんなの想いを重ねて行こう。

第1回 11:00-11:45 第2回 13:00-13:45
第3回 14:00-14:45 第4回 15:00-15:45
第5回 16:00-16:45
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【メイン展示①】
●ＬＯＶＥ ＥＡＲＴＨ / ＬＯＶＥ ＡＳＩＡ
「レゴ®ブロック」で作った世界遺産
レゴ®ブロックで作った世界34カ国の世界遺産52作品と地球。
【世界遺産モデル作品総ピース数 約600,000ピース】
（モデル作品一覧）

LOVE EARTH ＜熊本パルコ会場＞
・英国（ｸﾞﾚｰﾄﾌﾞﾘﾃﾝ及び北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ連合王国）／
ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター大寺院及び聖マーガレット教会
・ギリシャ共和国／アテネのアクロポリス
・フランス共和国／モン-サン-ミシェルとその湾
・フランス共和国／パリのセーヌ河岸（レゴ®ブロック作品：エッフェル塔）
・イタリア共和国／ピサのドゥオモ広場(レゴ®ブロック作品：ピサの斜塔）
・デンマーク王国／ロスキレ大聖堂
・トルコ共和国／イスタンブール歴史地域（レゴ®ブロック作品：スルタンアフメット・モスク）
・スペイン／アントニ・ガウディの作品群（レゴ®ブロック作品：サグラダファミリア）
・ロシア／モスクワのクレムリンと赤の広場(レゴ®ブロック作品：聖ヴァシーリー聖堂）
・エジプト･アラブ共和国／アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群
（レゴ®ブロック作品：アブ・シンベル）
・エジプト･アラブ共和国／ メンフィスとその墓地遺跡‐ギーザからダハシュールまでのピラミッド地帯
・アメリカ合衆国／自由の女神像
・チリ共和国／ラパ・ヌイ国立公園（レゴ®ブロック作品：モアイ像）
・ペルー共和国／マチュ・ピチュの歴史保護区
・ブラジル連邦共和国／ブラジリア (レゴ®ブロック作品：ブラジリア大聖堂）
・ハンガリー／ドナウ河岸、ブダ城地区及びアンドラーシ通りを含むブダベスト
（レゴ®ブロック作品：ブダ城 ）
・オーストラリア連邦／シドニー・オペラハウス
・オーストリア共和国／ウィーン歴史地区（レゴ®ブロック作品：シュテファン大聖堂）
・オランダ王国／キンデルダイク‐エルスハウトの風車群
・ベネズエラ・ボリバル共和国／コロとその港
・メキシコ合衆国／古都グアナフアトとその銀鉱群
・レゴ®ブロックで作った地球

LOVE ASIA＜SAKURA MACHI Kumamoto会場＞
・インド／タージ・マハル
・カンボジア王国／アンコール
・大韓民国／華城（レゴ®ブロック作品：長安門）
・中華人民共和国／万里の長城
・中華人民共和国／四川ジャイアントパンダ保護区群
・日本国／厳島神社
・日本国／古都京都の文化財（京都市、宇治市、大津市）（レゴ®ブロック作品：金閣寺）
・日本国／白川郷・五箇山の合掌造り集落
・日本国／日光の社寺（レゴ®ブロック作品：日光東照宮 陽明門）
・日本国／姫路城
・日本国／平泉‐仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群
（レゴ®ブロック作品：中尊寺 金色堂 と 毛越寺 浄土庭園）
・日本国／法隆寺地域の仏教建造物
・日本国／琉球王国のグスク及び関連遺産群（レゴ®ブロック作品：首里城）
・日本国／富士山－信仰の対象と芸術の源泉
・日本国／明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業
（レゴ®ブロック作品：端島炭坑 軍艦島）
・日本国／紀伊山地の霊場と参詣道（レゴ®ブロック作品：高野山 金剛峯寺 根本大塔）
・日本国／ル・コルビュジエの建築作品−近代建築運動への顕著な貢献ー
（レゴ®ブロック作品：国立西洋美術館）
・日本国／屋久島（レゴ®ブロック作品：縄文杉）
・ネパール連邦民主共和国／カトマンズの谷（レゴ®ブロック作品：スワヤンブナート寺院）
・ベトナム社会主義共和国／フエの建造物群
・インドネシア共和国／ボロブドゥル寺院遺跡群
・ラオス人民民主共和国／ルアン・パバンの町
・マレーシア／キナバル自然公園
・ミャンマー連邦共和国／ピュー古代都市群
・フィリピン共和国／古都ビガン
・シンガポール共和国／シンガポール植物園
・タイ王国／古代都市スコタイと周辺の古代都市群

SAKURA MACHI Kumamoto サテライト会場
・イタリア共和国及びバチカン市国／ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂（レゴ®ブロック作品：コロッセオ）
・ドイツ連邦共和国／ブレーメンのマルクト広場の市庁舎とローラント像

このほか、映像やパネル展示など、世界遺産に関する展示を行う予定です。
詳細につきましては、今後随時発表させていただきます。
※展示内容は一部変更になる場合もございます。
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≪日本ユネスコ協会連盟について≫
ユネスコは、世界のさまざまな国が参加してつくった国際連合の専門機関です。
第二次世界大戦が終わった1945年、｢人びとが二度と戦争をくりかえさないように｣という願いを込めてつくら
れました。
｢戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない｣
（ユネスコ憲章前文より）
つまり、どんな争いごとも、はじめは一人ひとりの心の中の小さなきっかけからはじまっているのだから、
お互いに理解しあうことで、平和な世界をつくろうということです。
日本ユネスコ協会連盟というのは、このユネスコの理念に共感し、日本国内において市民レベルでボランティ
アとしてユネスコ活動をおこなっている民間団体です。
※ホームページアドレス www.unesco.or.jp

≪世界遺産について≫
「世界遺産」とは、地球と人類の過去から大切に引き継がれた「たからもの」です。
それは、今日を生きるわたしたちが未来に引き継いでいくものです。
「世界遺産」に国境はありません。例えば、エジプトのピラミッドは、
エジプト人だけのものではなく、わたしたち日本人をはじめとする他の国の人たちにとっても、
貴重な「たからもの」なのです。
日本ユネスコ協会連盟では、【未来へひきつぐ、地球のたからもの：世界遺産も！身近なものも！】を
キーワードに、地球上のかけがえのない「世界遺産」を守り伝えることへの関心を高めることと同時に、自
分たちの住む町、生きる場所を大切にしようという活動を行っています。

≪レゴ社について≫
デンマークに本社を置く玩具メーカーで、
組み立て玩具『レゴ®ブロック』 を中心にした製品は世界123カ国で販売されています。
レゴ社は子どもの創造性、想像力を育むことを社訓に、1932年の創設以来、
創設者であるオーレ・キアク・クリスチャンセンの言葉【子どもには最高の物を】という
モットーが社員に浸透しています。
日本では1962年よりレゴ製品の販売を開始し、現在3000店舗以上で販売されています。
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掲載用のビジュアル画像
●世界遺産の実写ビジュアル

インド／タージ・マハル

©日本ユネスコ協会連盟

カンボジア王国／アンコール

©日本ユネスコ協会連盟

※写真掲載においては、 -©日本ユネスコ協会連盟－のクレジット表記を必ずお願いいたします。
●レゴ®ブロックで作った世界遺産モデル ビジュアル各種 １

※写真掲載においては、写真下段に以下２種クレジットの表記を必ずお願いいたします。
©PIECE OF PEACE
LEGO, the LEGO logo and Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group.
※掲載上のタイトル、キャッチ、本文テキスト上のご注意
レゴという２文字だけでの表記はできませんのでご注意ください。レゴ®ブロックとブロックまで必ず表記をお願いします。
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●レゴ®ブロックで作った世界遺産モデル ビジュアル各種 ２

※写真掲載においては、写真下段に以下２種クレジットの表記を必ずお願いいたします。
©PIECE OF PEACE
LEGO, the LEGO logo and Minifigure are trademarks of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group.
※掲載上のタイトル、キャッチ、本文テキスト上のご注意
レゴという２文字だけでの表記はできませんのでご注意ください。レゴ®ブロックとブロックまで必ず表記をお願いします。
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【資料】レゴ®ブロックで作った世界遺産モデル 制作過程

日本国・栃木 日光の社寺
（レゴ®ブロック作品：日光東照宮 陽明門）

オーストリア共和国 ウィーン歴史地区（レゴ®ブロック作品：シュテファン大聖堂）
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【資料】レゴ®ブロックで作った世界遺産モデル 制作過程
ネパール連邦民主共和国 カトマンズの谷
（レゴ®ブロック作品：スワヤンブナート寺院）

日本国 琉球王国のグスク及び関連遺産群（レゴ®ブロック作品：首里城）

ロシア モスクワのクレムリンと赤の広場
（レゴ®ブロック作品：聖ヴァシーリー大聖堂）

スペイン

アントニ・ガウディの作品群
（レゴ®ブロック作品：サグラダ・ファミリア）
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