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2022 年 11 月 15 日 

株式会社大関商品研究所 

 

「お風呂とサウナ PARADISE」、若手アーティストを支援する 

「PARADISE WALL ART CONTEST 2023」を開催 

ヒロ杉山氏はじめ、豪華審査員が入選作品を決定！ 

～11 月 26 日（土）より作品募集を開始～ 

 

株式会社大関商品研究所（本社：東京都港区、代表取締役：大関耕治）の”極楽浄土”をコンセプトとしたスパ施設「お

風呂とサウナ PARADISE」は、若手アーティストを支援する「PARADISE WALL ART CONTEST 2023」を 2022 年 11 月

26 日（土）より開始いたします。 

 
 

「SAUNACHELIN*（サウナシュラン）2022」ノミネートの PARADISE がアートコンテストを開催！ 
“極楽浄土”をテーマに、若手アーティストから“ととのう”作品を募集 

長年に渡り地域の人に愛された銭湯を、現代風にリノベーションしたお風呂・サウナが人気のスパ施設 PARADISE。昔ながらの

伝統を現代風に再解釈した施設が幅広い年代に愛され、今年度の「SAUNACHELIN*（サウナシュラン）2022」にもノミネー

トされました。この度、若手アーティストの制作活動を応援すべく「PARADISE WALL ART CONTEST 2023」の開催が決

定！古いものやその場所にもとからあるものを活用して、カフェやシェアハウスを自らの手で作り上げてきた大関商品研究所。同じ

ようにクリエイティブなアート作品を自分たちの手で創造する若手アーティストを応援し、経済的にも支援したいという思いから、本

コンテスト開催にいたりました。 

PARADISE WALL ART CONTEST 2023 では、PARADISE のコンセプトである“極楽浄土“をテーマに作品を募集します。

コンテスト開始時に満 35 歳以下の方なら、誰でも応募可能です。厳正なる審査で選出される最優秀賞作品は、2023 年 3

月末よりプロジェクターを用いて PARADISE 浴室内の壁面（約 5m x 2.5m）に投影予定。入浴後の“ととのい”タイムにリラッ

クスする多くの方々に作品を鑑賞いただくことができます。 

さらに、最優秀賞受賞者に賞金 30 万円を贈呈するほか、優秀賞として賞金 10 万円、株式会社 BookLive による「Xfolio

賞」、PARADISE 賞として 10 回分の優待券なども贈呈予定です。 

 

*様々な業界の“プロサウナー“が審査し“今行くべき全国のサウナ施設”を表彰する賞 



 
 

ヒロ杉山氏をはじめ、超豪華審査員が最も“ととのう”作品を選定！ 

豪華審査員からのフィードバックのチャンスを逃すな！ 

本コンテストのプロデューサーとして、アートプロデューサーの川勝小遥氏が参画します。バナナナイト、SHIBUYA PIXEL ART を

はじめ、様々なアートプロジェクトを運営してきた知見を活かし、審査員選定やアートディレクション等を担当します。さらにコンテス

トの審査員として、現代のクリエイティブシーンをけん引しているといっても過言ではない大物 4 名の参加が決定！ 

日本だけではなく、世界中から注目を集める東京のガイドブックを制作する「タイムアウト東京」の代表を務める伏谷博之氏、三代

目 J SOUL BROTHERS、EXILE、安室奈美恵をはじめとした有名アーティストの PV 制作を手掛けるヒロ杉山氏、ピクセルアー

トのアニメーション表現「しかくいけしき」などが大きな話題を呼んでいる映像作家の重田佑介氏、株式会社アカツキゲームス執行

役員の柴田陽一氏の４名が「お風呂やサウナの入浴中・入浴後のリラックスした状態で眺めるのに適しているか」という観点から

審査を実施します。超豪華審査員から作品に対するフィードバックをもらえるチャンスかも⁉コンテスト結果は、2023 年 2 月 26

日（日）に PARADISE 公式ウェブサイト、SNS アカウントで発表します。 

■プロデューサープロフィール 

川勝 小遥 KOHARU KAWAKATSU 

万年倉庫 代表｜アートプロデューサー 

1990 年生まれ京都市出身。東京造形大学サスティナブルプロジェクト専攻 在学中よりアートイベント企画、写真、インスタレーション制作で独特の異才

を放ち「表参道コンビニ」において 4000 人を動員する企画の代表を務める。 

また、アーティスト集団「SHAKARIKI」の代表も務め、キュレーターとして様々なクリエイターの活動支援に取り組む。 卒後後、百貨店系デザイン部署で

ディスプレイを担当し多くを学ぶが、自由な表現 の場を求めフリーランスでの活動を開始。 

様々な企画・プロジェクトに携わる傍ら、パロディーサロン「顔面占い ニッパシ館」のプロデュース、香取慎吾氏企画の「NAKAMA de ART」におけるキュレ

ーションを実施。近年は、海の京都宮津市の、人や物やコトに触れてクリエイションをするオルタナティブスペース「万年倉庫」 、TRUNK(HOTEL)や Ace 

Hotel Kyoto、人間レストランなどアートスペースで展開するサロンイベント「バナナナイト」、メタバース上のアーティストの社交場「Bar I am I.」の代表をつ

とめる他、SHIBUYA PIXEL ART のアートプロデューサーとしても活躍の場を広げる。 

 ■審査員プロフィール 

伏谷 博之 HIROYUKI FUSHITANI 

ORIGINAL Inc. 代表取締役｜タイムアウト東京代表 

島根県生まれ。関西外国語大学卒。 

大学在学中にタワーレコード株式会社に入社し、2005 年 代

表取締役社長に就任｡ 同年ナップスタージャパン株式会社を

設立し、代表取締役を兼務。タワーレコード最高顧問を経て、

2007 年 ORIGINAL Inc.を設立し、代表取締役に就任。

2009 年にタイムアウト東京を開設し､代表に就任。観光庁、農

水省、東京都などの専門委員を務める。 

 

ヒロ杉山 HIRO SUGIYAMA 

ENLIGHTENMENT 代表｜アーティスト｜京都造形美術大学客

員教授 

アーティスト、アートディレクター。東京生まれ。東洋美術学校卒

業後、湯村輝彦氏に師事。その後フリーとなり、1997 年グラフィ

ックアートユニット、エンライトメントを結成。ファインアートの世界で

国内外の展覧会で作品を発表する一方、グラフィックデザイン、

広告など幅広いジャンルで独創的な作品を発表しつづけている。

さらにPV制作やVJなどの映像分野での評価も非常に高く、三代目J SOUL BROTHERS 

EXILE、m-flo、安室奈美恵、BoA、少女時代などへライブ映像を提供している。 

重田佑介 YUSUKE SHIGETA 

映像作家｜日本大学芸術学部・女子美術大学非常勤講師 

1981 年生まれ、神奈川県在住。驚き盤やゾートロープ、幻灯

機など装置を含めた広義なアニメーションへの興味から、メディア

アート領域で活動。原始アニメーションの持っていた装置（メディ

ア）と映像（コンテンツ）という２面性をテーマにフィルム以前の

古典アニメーション的な立場から 映像の内と外を横断的に体

験するアニメーション作品を制作している。2008 年に東京芸術

大学大学院 映像研究科 メディア映像領域を修了。 

 

柴田陽一 YOICHI SHIBATA 

株式会社アカツキゲームス 執行役員 

株式会社アカツキゲームスで、ゲーム事業部デザイン統括を担

当。 

現在は、ゲーム事業部のデザイン統括として人材育成や課題

解決などマネジメント業務を行っている。

 

さらにコンテストに賛同いただけるスポンサー企業も募集中！ 

PARADISE では、本コンテストに協賛いただけるスポンサー企業を募集しています。スポンサー企業は、企業ロゴを浴室内で投影

される映像作品のクレジットや、公式 HP 内特設ページ等に企業ロゴを掲載できるほか、PARADISE で使用可能な優待券など

を贈呈いたします。詳細は公式 HP 内特設ページをご覧ください。 

  



 
 

■コンテスト概要 

⚫ コンテスト名：PARADISE WALL ART CONTEST 2023 

⚫ コンテスト詳細ページ：https://paradise-mita.com/pwac-2023  

⚫ テーマ：極楽浄土 

⚫ 審査基準： 

各審査員が「お風呂やサウナの入浴中・入浴後のリラックスした状態で眺めるのに適しているか」という観点から審査いたします。 

⚫ 応募期間：2022 年 11 月 26 日（土）10：00～2023 年 2 月 5 日（日）17：00（日本時間）  

⚫ 結果発表： 

2023 年 2 月 26 日（日）に PARADISE 公式ウェブサイト、Twitter アカウント、Instagram アカウントで発表。 

受賞者には、応募時に記載いただいたメールアドレスに直接ご連絡いたします。 

⚫ 参加資格：2023 年 11 月 26 日（土）時点で満 35 歳以下の方。 

※国籍／性別／社会人・学生／団体・個人 いずれも不問 

⚫ 賞： 

➢ 最優秀賞：金 30 万円+PARADISE 浴室内での作品投影（3 か月～）／１名 

➢ 優秀賞：金 10 万円／１名 

➢ XFolio（クロスフォリオ）賞：未定／最大 30 名 

 ≪Xfolio（クロスフォリオ）賞詳細≫ 

賞品：ポートフォリオ作成代行（副賞：Amazon ギフト券 1 万円） 

・受賞発表後に Xfolio にてポートフォリオを作成代行（クリエイター様確認後順次公開） 

・公開されたポートフォリオへ事務局タグ付与と、Xfolio 内の特集ページなどでのポートフォリオをご紹介 

・ポートフォリオの独自ドメイン 1 年間無料（希望者） 

審査基準：すべてのクリエイターのための総合プラットフォーム「Xfolio」のイメージに合う、様々なジャンルの優秀なクリエイター 

審査員：株式会社 BookLive Xfolio 事務局 

※詳細は、ホームページをご覧ください。 

➢ 審査員賞：未定／最大５名 

➢ PARADISE 賞：PARADISE 優待券 10 枚・PARADISE グッズセット／１名 

⚫ 応募概要： 

テーマ「極楽浄土」を、無音の動画および静止画で表現（アニメーション、実写等の形態は問いません）。 

応募期間中、自身が制作したデジタルアート、イラスト、アニメーション、実写映像等（プロジェクター投影可能な作品）を

「#paradisewallart2023」のハッシュタグをつけて YouTube にアップロードの上、応募フォームに入力する。 

※動画の場合、3 分~15 分程度を推奨しています。 

※動画タイトルには作品タイトルのみを記載してください。 

※応募作品は、ほかのコンテストで受賞したことのない、無音の作品に限定します。 

※異なる作品である場合、お一人様何回でも応募が可能です。ただし、受賞歴のない作品に限ります。 

※結果発表までは、「#paradisewallart2023」のハッシュタグを外さないようにご注意ください。 

※限定公開でアップロードされた作品は審査対象外となります。 

 

お風呂とサウナ PARADISE について 

様々な業界の“プロサウナー“が審査し“今行くべき全国のサウナ施設”を表彰する「SAUNACHELIN（サウナシュラン）2022」にノミネートされた温浴

施設「お風呂とサウナ PARADISE」は、2022 年 4 月に開業しました。古いものやその場所にもとからあるものを活用することが得意な当社の強みを

活かし、90 年続いた歴史ある銭湯を、現代風にアップデート。歴史ある建物の良さを残しつつ、従量課金の料金体系や個室・共用を併設するサウナ

などの新たな試みを行うことにより、開業以来多くの方にお越しいただいています。 

 

【本リリースに関する報道関係お問い合わせ先】 
「PARADISE WALL ART CONTEST 2023」事務局（担当：佐藤） 
TEL：050-3395-5435 e-mail：wallart@paradise-mita.com 

https://paradise-mita.com/pwac-2023

