
2018 年度



ART
2018年度新製品

EW prograｍに登場する、欲望を開放して世界を滅ばした

花の花柱を制作し、六角形の展示台に設置。

文庫楽器
2017年に制作した文庫

楽器を量産型に改良し、

ウクレレなどの新楽器を

追加しました。

欲望の花

ベロミンエッグ
小型ベロミン。スケッチ

本とあわせて「ベロミン

開発キット」を発売。



AT

iPhoneケース

2018年度新製品
ART

Book

Goods

PAT.P

オタマトーン メロディ カービィ Ver.
オタマトーン カービィ Ver.
オタマトーン デラックス カービィ Ver.

©2018 KISS Catalog, Under License to Epic Rights ©Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB19-P1616

オタマトーン KISS Ver.
（ポール・スタンレー /
ジーン・シモンズ）

オタマトーン
メロディ2

ジャーナル18,19 ジャーナル20 オタクギョタク新版

魚コード手ぬぐい 明和だるま

写真：砂原文

ノックロック
アメリカのワークショップにむけて

タカハ機工（株）と協力し、ノック

をする目覚まし時計を制作

ぺぱぷんたす002



はじめに

■明和電機ショップ オープン

2019年３月、「明和電機ショップをオープンする」という、明和電機の社史の中で

も重要な出来事がありました。明和電機は、設立当初から、アートをマスプロダクト

に落とし込むという活動「マスプロ芸術」を進めており、マスプロダクトを大衆に伝

える場所として、明和電機のショップを作ることは設立当初考えていました。過去の

活動の中でも様々なショップの実験が行われてきました。2018年度は、そうした長

い「ホップ」の時代から、「ステップ」の時代へ、そしてついに「ジャンプ」をたと

思います。

函館で開催された「函館のヒット計画」では、はこだての無印良品の店内に明和電機

の移動式の什器を制作し、明和電機らしいショップのイメージを固めました。それを

ベースに大分と長崎で開催された明和機ナンセンスマシーン展では、美術館の中の明

和電機ショップの充実を図りました。また2019年9月、上海で開催された「明和電機

超常識工場（ナンセンスマシーンファクトリー）」では、中国の企業であるメーカー

ネットとの共同で、明和電機の本格的なポップアップショップを展開しました。

こうした「ホップ」から「ステップ」への実験を進めていたタイミングで、秋葉原の

ラジオデパートがシャッター街になってしまっている現状に出会い、いっきに「ジャ

ンプ」へとつながり、出店が現実化しました。

また同時に、明和電機のマスプロ芸術の考えをさらに広げて他のクリエーターのみな

さんにも参加してもらえないかと思い、ユニークな工作を作っている皆さんにも販売

の場所として「ラジオスーパー」を開店しました。



秋葉原には「ラジオ」という名前がついた建物や場所があちこちにあります。これは

かつてラジオの部品販売の好況によって街が作られたという背景があるからです。こ

の「ラジオ」ということばを再解釈して「ラジカルなオブジェ」とし、現代の「ラジ

カルなオブジェ」を作っているみなさんに集まっていただけるよう「ラジオスーパ

ー」と命名しました。たくさんのクリエーターの方が参加してくれました。

思いついてから開店まで約3ヶ月という短いスパンでしたが、無事に明和電機のショ

ップを開店することができました。

■アメリカのテレビ出演とサウジアラビア

海外活動では昨年に引き続き、中国での活動も活発でしたが、明和電機の初となるア

メリカのテレビ番組へ出演もありました。また、観光ビザがなく一般の方は入国がむ

ずかしいサウジアラビアにも行きました。ちょうどトルコでの事件の真っ最中のとき

で非常に緊張しましたが、いつものように明和電機のワークショップとライブを現地

のみなさんに楽しんでいただきました。サウジアラビアは想像していたよりもオープ

ンな国であり、西洋東洋とは違う価値観の国で衝撃を受けました。

■年号は「平成」から「令和」へ

2019年の5月には日本の年号が平成から「令和」へとかわり、その発表のときには多

方面から「明和」とに近いことで注目されました。どこか明和の響きに通じるこの新

しい元号の時代、さらなる明和電機の活動の発展を目指します。

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

明和電機代表取締役社長 土佐信道



「明和電機 秋葉原店」
とき：2019年3月30日（土）

場所：秋葉原 東京ラジオデパート2階

「ラジオスーパー」

とき：2019年3月30日（土）

場所：秋葉原 東京ラジオデパート2階

「ラジオギャラリー」

とき：2019年3月30日（土）

場所：秋葉原 東京ラジオデパート2階

東京・秋葉原に、明和電機初となる公式ショップをオープン。同時に「ラジオスーパー」。

「ラジオギャラリー」もオープンしました。

写真：Kenryou Gu



展覧会（国内）

明和電機ナンセンスマシーン展 in 大分
会期：2018年7月7日（土）～9月24日（月・祝）

場所：大分市美術館

明和電機ナンセンスマシーン展 in 長崎
会期：2018年10月6日（土）-11月11日（日）

場所：長崎県美術館

ライブ

とき：2018年9月23日(日)

場所：大分市美術館

ギャラリートーク

製品説明会

ワークショップ

とき:2018年7月7,8日

8月4,5日 9月22-24日

場所：大分市美術館

明和電機のナンセンスマシーン展を大分・長崎

で開催しました。

ライブ

とき：2018年10月7日(日)

11月10日（土）

場所：長崎県美術館

ギャラリートーク

製品説明会

ワークショップ

とき:2018年10月6,7,8日

10月27,28日 11月10,11日

場所：長崎県美術館



展覧会（国内）

明和電機ナンセンス楽器展
会期： 2018年5月5日（土）-５月14日（月）

会場： 公立はこだて未来大学ミュージアム

函館の市内で「ライブ」「展覧会」「ポップ
アップショップ」三つをいっきに行う「明和
電機函館のヒット計画」を実行しました。

明和電機ナンセンス楽器コンサートin函館
とき：2018年5月19日（土）

会場：函館市公民館

会期：2018 年5 月6 日（日）-5 月20日（日）

会場：無印良品 シエスタハコダテ 3F OpenMUJI

明和電機オモチャができるまで展～ナンセンス発想からものつくり～



展覧会（国内）

とき： 2018年7月15日（日）

場所：つくばねオートキャンプ場

GFB’18（つくばロックフェス）

ヒゲ博士とナンセンス★マシーン in 北区
とき：2019年2月23日（土曜）

場所：北とぴあ つつじホール

GOOD PARK!
とき： 2018年8月26日（日）

場所：しながわ中央公園

とき： 2018年11月3日（土）

場所： C-BASE／島田ICTコンソーシアム拠点

ナンセンスロボットワークショップ

とき： 2018年11月18日（日）

場所：イオンモールむさし村山

小学館 幼児誌ありがとう秋
フェスティバル＆イオンファ
ンタジー ララちゃんおどっ
ておどって秋まつり！

ワークショップ（国内）



2018海外展開2018海外展開

とき：2018年10月18日（水）-10月20日（金）

場所：the King Abdulaziz Center for World Culture

Saudi Arabia creativity seasonサウジアラビア

明和電機がイスラム圏初のライブパフォーマンスとワークショップをおこ
ないました。

サウジアラビア

ニューヨーク
サンフランシスコ上海

2018年海外展開



2018年海外展開

放送日：11月22日（木）

ニューヨーク
The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon

"Knocklock"workshop
とき：2019年1月15日（火）
場所：Xhub Space

Maywadenki"Knocklock“
workshop
とき：2019年1月17日（木）
場所：Exploratorium

Ume Course
とき：2019年1月17日（木）
場所：Exploratorium

中国

とき： 2018年月27日–9月24日

場所：上海保利时光里

上海で明和電機Popupshop

とき：2018年6月16日(土)

唯品会”6.16”記念CM超常识音乐实验室

アメリカ

サンフランシスコ

PIONEER FASHION & ARTS FESTIVAL
とき：2018年10月12日（金）

場所：上海当代艺术博物馆

Maker Netと共同でポップアップショップをつくりました。

中国のファッションブランド8on8のステージ音楽を担当しました。

中国のシンガー毛不易さんとミュージックビデオを制作しました。



2019年度活動予定

国内

ジャンク市

東京ラジオデパートで開催予定

海外展開

その他海外イベント予定あり

「超音樂・異聲驅動」Living Sound—Expanding 

the Extramusical
とき：2019年4月27日～7月7日

場所：Museum Of Contemporary Art Taipei

日本明和电机音乐会《超常识机械》上海站
とき：2019年6月29日

場所：1862时尚艺术中心

台湾

上海



2019年度活動予定

オタマトーンスタジオ

TOY

オタマトーンneo登場

オタマトーンシリーズ

BOOK

各製品カタログ
第1弾 NAKIカタログ 第2弾 TSUKUBAカタログ

ジホッチ2 寿司BEAT

第3弾 VOICEカタログ 第4弾 EDELWEISSカタログ

Knock Man 絵本

オタマトーン専用音楽アプリ
iphone
Android
対応



講演会

■女子美講演会
◎とき：2018年5月31日（木）
◎場所：女子美術大学

■犬山市講演
◎とき：2018年8月25日（土）
◎場所：犬山市南部公民館

■筑波創造課題解決
◎とき：2018年9月11日（火）
◎場所：筑波大学茗荷谷キャンパス

■大分青年部講演会（木）
◎とき：2018年9月27日
◎場所：コンパルホール

■豊橋科学技術大学講演会
◎とき：2018年10月25日（木）
◎場所：豊橋科学技術大学

■横浜美術大学講演会
◎とき：2018年11月27日（火）
◎場所：横浜美術大学

■ウルトラファクトリー企画講義「創造的工房論」
◎とき：2018年12月17日（土）
◎場所：京都造形芸術大学

■ＮＨＫ公開セミナー「サイエンスＺＥＲＯ」in瀬戸市
◎とき：2019年1月12日（月）
◎場所：瀬戸蔵 つばきホール

明和電機2108年度活動INDEX

国内イベント

■明和電機 事業報告ショー 2018
◎とき：2018年4月14日（土）
◎場所：スクエア荏原

■トークショー「青春！同級生鼎談」
◎とき：クリエイションギャラリーG8
◎場所：2018年4月18日（水）

■Sicf19トーク「次代のクリエーターに贈る、私たちのセルフプロデュース術」
◎とき：2018年5月3日（木・祝）
◎場所：スパイラルガーデン

■ERATO 稲見自在化身体プロジェクトキックオフシンポジウム
◎とき：2018年6月15日（金）
◎場所：東京大学先端科学技術研究センター 3号館南棟 ENEOSホール 講演会

■弁理士の日杵にベント2018
◎とき：2018年7月1日（日）
◎場所：ニッケコルトンプラザ

■明和電機ナンセンスマシーン展 in 大分 ライブ
◎とき：2018年7月7日（土）
◎場所：大分市美術館

■GFB‘18（つくばロックフェス）
◎とき：2018年7月15日（日）
◎場所：つくばねオートキャンプ場

■オタマトーンKISS.Ver 発売記念 明和電機オタマトーン商品説明会
◎とき：2018年7月28日（土）
◎場所：東急ハンズ新宿店7階特設会場

■「笑って笑って七夕まつり！たけまち❝大笑会❞」の最終イベント
◎とき：2018年8月4日（土）
◎場所：竹町ドーム広場



国内展覧会
■明和電機ナンセンス楽器展
◎とき：公立はこだて未来大学ミュージアム
◎場所：2018年5月5日（土）-5月14日（月）

■明和電機オモチャができるまで展～ナンセンス発想からものつくり～
◎とき：2018年5月6日（日）-5 月20日（日）
◎場所：シエスタハコダテ 3F OpenMUJI

■明和電機ナンセンスマシーン展 in 大分
◎とき：2018年7月7日（土）-9月24日（月）
◎場所：大分市美術館

■メタルフェティッシュ展
◎とき：2018年8月29日（水）-9月17日（月）
◎場所：日本橋高島屋 6階美術画廊X

■明和電機ナンセンスマシーン展in長崎
◎とき：2018年10月6日（土）-11月11日（日）
◎場所：長崎県美術館

■GOOD PARK!
◎とき：2018年8月26日（日）
◎場所：しながわ中央公園

■立石フェスタ2018
◎とき：2018年9月1日（土）
◎場所：京成立石周辺

■明和電機ナンセンスマシーン展in大分 ライブ
◎とき：2018年9月23日(日)
◎場所：大分市美術館

■明和電機ナンセンスマシーン展in長崎 ライブ
◎とき：2018年10月7日(日)
◎場所：長崎県美術館

■岡崎工業高校文化祭
◎とき：2018年11月2日（金）
◎場所：岡崎工業高校

■明和電機ナンセンスマシーン展in長崎 ライブ
◎とき：2018年11月10日(土)
◎場所：長崎県美術館

■小学館 幼児誌ありがとう秋フェスティバル＆イオンファンタジー ララちゃんおどっておどって秋まつり！
◎とき：2018年11月18日（日）
◎場所：イオンモールむさし村山

■これぞ芸術！明和電機が奏でる「製品デモンストレーション」
◎とき：2018年12月2日（日）
◎場所：グランフロント大阪パナソニックセンター大阪2階 Re-Lifeガーデン

■「電子音楽は未来の夢を見たのか？」『未来の〈サウンド〉が聞こえる』（アルテスパブリッシング）刊行記念
◎とき：2019年1月25日（金）
◎場所：本屋B &B

■ヒゲ博士とナンセンス★マシーン in 北区
◎とき：2019年2月23日（土）
◎場所：北とぴあ つつじホール

■集中プロジェクト「明和電機マスプロ芸術実践編」
◎とき：2019年2月24日（日）〜2月28日（木）
◎場所：京都造形芸術大学

■「明和電機 秋葉原店」「ラジオスーパー」「ラジオギャラリー」オープン
◎とき：2019年3月30日（土）
◎場所：秋葉原 東京ラジオデパート2階



テレビ・ラジオ・CM
■唯品会”6.16”記念CM超常识音乐实验室

◎2018年6月16日 (土)

■The Tonight Show Starring Jimmy Fallonに出演
◎とき：2018年11月22日（木）

■「水曜日のニュース・ロバートソン」に生出演
◎とき：2018年12月12日（水）

■「空想メディア」にゲスト出演
◎とき：2019年12月23日（日）、12月30日（日）
25:00～25:30

■J-WAVE 「GOOD NEIGHBORS」
◎とき：2019年3月20日（水）

審査員関連

■ロボコン
◎とき：2108年6月10日（日）
◎大田区総合体育館

■IVRC 2018 に審査員
◎とき：2018年11月15日（木）
◎場所：幕張メッセ

■ものづくり文化展2018 審査員
◎とき：2018年12月

■タカハソレノイドコンテスト審査
◎とき：2019年2月15日（金）
◎場所：タカハ機工（株）

■PCNこどもプロコン2018審査
◎とき：2019年3月3日（日）
◎場所：福岡SRPセンタービル ももち浜SRPホール

ワークショップ
■明和電機ナンセンスマシーン展in長崎 ギャラリートーク・製品説明会・ワークショップ
◎とき：2018年10月6日（土）-10月8日（月）
◎場所：長崎県美術館

■明和電機ナンセンスマシーン展in大分 ギャラリートーク・製品説明会・ワークショップ
◎とき：7月７日（土）7月8日（日）
◎場所：大分市美術館

■明和電機ナンセンスマシーン展in長崎 ギャラリートーク・製品説明会・ワークショップ
◎とき：2018年10月27日（土）10月28日（日）
◎場所：長崎県美術館

■弁理なアイデア展
◎とき：2018年10月14日（日）
◎場所：KITTE 丸の内

■ナンセンスロボットワークショップ
◎とき：2018年11月3日（土）
◎場所：C-BASE／島田ICTコンソーシアム拠点

■明和電機ナンセンスマシーン展in長崎 ギャラリートーク・製品説明会・ワークショップ
◎とき：2018年11月10日（土）11月11日（日）
◎場所：長崎県美術館

■えひめ新文化コレクション2018にて発想法WS
◎とき：2018年11月25日（日）
◎場所：ひめぎんホール

■『ノック！ミュージックで遊ぼう』
◎とき：2019年2月3日（日）
◎場所：代官山ティーン・クリエイティブ

海外イベント
■设计周未来城市艺术节工作坊
とき：2018年4月28日（日）
場所：设计公社柴火创客空间

■東京芸術劇場公演『Solstice（ソルスティス）─夏至／冬至』ポストトーク
◎とき：2018年6月29日（土）
◎場所：東京芸術劇場

■上海で明和電機Popupshop
◎とき：2018年8月27日（月）-9月24日（金）
◎場所：上海保利时光里

■Saudi Arabia creativity season
◎とき：2018年10月18日（木）-10月20日（土）
◎場所：The King Abdulaziz Center for World Culture

■PIONEER FASHION & ARTS FESTIVAL
◎とき：2018年10月12日（金）
◎場所：上海当代艺术博物馆

■"Knocklock"workshop
とき：2019年1月15日（火）
場所：Xhub Space

■Maywadenki"Knocklock"workshop
とき：2019年1月17日（木）
場所：Exploratorium

■Ume Course
とき：2019年1月17日（木）
場所：Exploratorium
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