
 
 

 

 
NEWS RELEASE 

2022年 9月 5日 

 
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

「アーティスト・イン・レジデンス at Manza」を今秋より本格始動 
沖縄・恩納村にて滞在制作アーティストを募集 

展示や制作スペースや宿泊施設を提供 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県恩納村、総支配人 シャーロット・ホッ
トマン、客室数 400 室）では、リゾートに滞在しながら制作活動を行うアーティストを支援するプ
ログラム「アーティスト・イン・レジデンス at Manza」を今秋より始動いたします。 
 
「アーティスト・イン・レジデンス（Artists in Residence）」とは、美術や演劇、ダンスなどとい
った分野のアーティストが日常の空間から離れた場所に一定期間滞在し、新たな環境で創作活動を
行うこと、またはそれを支援する活動であり、その総称は国内外で知られています。アーティスト
たちはその土地の歴史やカルチャーを調べ、コミュニティの住民たちとも交流しながら、作品づく
りや創作のためのリサーチを行います。このような手法をとることで優れた作品ができあがり、ア
ーティストの育成につながるだけでなく、受け入れた地域にとっても異文化の流入という、普段で
は得られない新たな刺激がもたらされると言われています。 
 
来年開業 40周年を迎える ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートでは、「アーティス
ト・イン・レジデンス at Manza」の先行企画として、現在、館内ロビーフロアのイベントスペース
にて、アーティスト Only Too Mariさんの作品をご覧いただけるポップアップギャラリーを今夏限
定で開催しており、多くのゲストに好評いただいております。今秋より始動する本プログラムでは、
より多くのアーティストの方々に出会う機会として募集型プログラムとし、現状は日本在住のアー
ティストを対象に、そして段階的に海外からのアーティスト招聘も検討予定です。 
 
 

（写真左から）滞在場所の海に囲まれた ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート、 
リゾート内展示・制作スペース 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/artistsinresidence-at-manza/


 
 

 

 
「アーティスト・イン・レジデンス at Manza」では、サンゴ礁に囲まれた風光明媚な当リゾートの
拠点地である恩納村での滞在と、展示スペースおよび制作スペースを提供いたします。亜熱帯特有
の気候の中、豊かな自然を肌で感じ、琉球王国独自の文化や歴史に触れる、日常からかけ離れたこ
の空間は、新たなインスピレーションを生み、より創造性の高い制作活動に役立つことでしょう。
そして沖縄の魅力、恩納村の魅力を再発見し、作品を通して広く発信していただくことを期待して
います。また、恩納村コミュニティにおいては、身近にアートと触れ合う機会に接し、子どもたち
の豊かな感性を磨くきっかけとなり、また異文化を認め尊重する心の発展に貢献することを目指し
ています。 
 
この新しい試みを皮切りに、ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートでは、今後も地域
と協力しながらアーティストを支援する事業に積極的に取り組んでまいります。 
 
「アーティスト・イン・レジデンス at Manza」概要 
当リゾートにて滞在しながら制作活動を行うアーティストを募集いたします。ジャンルは絵画・彫
刻・工芸・写真などとし、ロビー横のギャラリースペースを開放、思い思いに作品発表の場として
ご活用ください。また、ギャラリースペースでの制作活動も相談に応じます。滞在部屋はゲストル
ームをご用意。ホテルならではの快適なステイで創作活動を支援いたします。滞在期間中にスタッ
フやゲストを含む地域コミュニティとの交流や、アーティスト自身のトークの実施など、活動を広
く紹介する場を設けることも可能です。あなたの感じた“沖縄”を自由に表現してください。 
 
募集要項 
 
【プログラム日程】2022年 10月より順次開始 
【応募期間】2022年 9月 1日（木）より随時募集 
【滞在先】ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県恩納村） 
【滞在期間】1週間単位で要相談（最長 2週間まで） 
【応募資格・条件】 

 アーティスト・クリエイターとして創作・制作活動をしていること。 
 日本在住の 18歳以上で、応募時に身分証明書コピーの提出ができること。 
 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートに滞在し、ギャラリースペース

で 1か月以上の作品展示が可能であること。（滞在期間は 7日間以上 14日間未満）
※展示販売も相談に応じます。 

 作品展やワークショップ・交流場として利用できるギャラリースペース 1室をル
ールを守って利用してくださること。 

 制作、生活に係る全てを独力で行うことができること。 
 展示およびイベントの設営・撤去まで責任を持って行うこと。 
 広報協力：レジデンス期間中の活動情報の発信をしてくださること。（媒体：ウ

ェブサイト、各種 SNS等） 
 滞在中に制作した作品を１点以上、当リゾートへ寄贈いただけること。 
 協調性があり、ホテルスタッフやホテルゲストと良好な関係を築けること。 
 健康状態が良好であること。 
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 新型コロナウィルス感染症拡大防止に配慮して活動ができ、PCR 検査（自己負

担）に協力できること。 
 
【費用に関して、その他】 

 制作費・備品費：作品制作にかかわる費用は自己負担となります。 
 滞在費（最大 14泊、朝食付）：制作、展示に関わる期間、客室 1室に限り無償

で提供いたします。※客室の指定は出来かねます。 
 単身でプログラムに参加することを原則としたもので、家族および制作アシスタ

ント等の同伴・滞在は出来ません。 
 生活費：生活に係る水道・光熱費および滞在に必要な物品（寝具・洗面用具・そ

の他備品）に関しては、通常のゲストルームと同等品を条件に提供いたします。 
 交通費：沖縄までの渡航費、および空港～ホテル間、その他リサーチのための交

通費は自己負担となります。 
 一受け入れに一名のアーティストを招聘予定です。 

 
【展示スペースに関して】 
ホテルロビー横のギャラリーを展示スペースとして提供いたします。 
スペース内は自由にご使用いただけますが、既存の什器の移動、撤去は不可となります。 
 
【制作スペースに関して】 
ギャラリーでの制作（オープンスタジオ）も相談に応じます。 
ご注意事項 
 音の出る作業は原則不可とします。 
 制作過程での画材等による汚れ、道具等による破損の際は、原状回復のための費用を申し受

けます。 
 
【応募方法、選考および通知】 
1. 一次審査（書類選考）：Emailでの応募 送付先：pr.manza@ihg.com  

以下の情報を Emailにて送付ください。 
 ご自身のプロフィール（名前・住所・電話番号） 
 身分証明書のコピー 
 作品ポートフォリオ（メール送付可能であれば、どのような形式でも可） 
 本プログラム参加希望時期 
 志望動機と本プログラムにて達成したいこと（500文字程度） 

2. 二次審査（オンライン面接による選考） 
一次審査通過者には、当リゾートよりメールにてオンライン面接（Microsoft teams）の日時調
整を行います。提出された資料をもとにオンライン面接（30分程度）を行い、当リゾートの役
員による審査によって選考、決定されます。なお審査結果は、オンライン面接後、約 2週間以
内に応募者にメールにて通知します。 
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ポップアップギャラリーのご紹介 
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートでは、
現在、イラストレーター「Only Too Mari」さんの個展を
開催中です。Mari さんの描く夢にあふれた POP な作品は、
南国・沖縄の鮮やかな色彩とマッチし、訪れる人々を笑
顔にしてくれます。また、個展開催期間中にクラフトシ
ョップの壁画も制作。来年 40周年を迎える ANAインタ
ーコンチネンタル万座ビーチリゾートに、歴史と新感覚
のアートが融合した、新しい風を吹き込んでいます。 
 
Only Too Mari 展 ＠ OKINAWA 
期間：2022年 9月末まで予定 
 
「Only Too Mari」プロフィール 
Mari Manabe 作家・イラストレーター 
「地球に優しい、愛にあふれた世界になりますように」そんなメッ
セージを伝えたいと活動中。カラフルな色使いや動物をモチーフと
したイラスト、オブジェなどの作品を得意とする。POPでありなが
ら、心に寄り添うような温かな作品の数々は、幸せをもたらすパワ
ーを持つ。ボランティアで難病や障害に苦しむ子どもたちにオリジ
ナルの切り絵を作成したり、病院の壁画を手掛けたりと、多方面で
活躍の場を広げ、明るく楽しい絵を届けている。 
 
 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】 
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

マーケティングコミュニケーションズ：徳田、呉屋、石川 
TEL： 098-966-1211(代表) Email：pr.manza@ihg.com 

 
 

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートについて 

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県国頭郡恩納

村字瀬良垣 2260、客室数 400室、098-966-1211）は国立公園で沖縄有数

の景勝地でもある万座毛を臨み、2009年 4月にインターナショナルラ

グジュアリーリゾートとして大規模なリニューアルを実施し、ロビー

エリアから客室にいたるまで海をイメージに、白とブルーを基調とし

たモダンで爽やかなインテリアで統一しました。また、2018年に開設

したクラブインターコンチネンタルラウンジでは、パーソナルなワン

ランク上のサービスを提供いたします。地元を知り尽くしたリゾー

ト・コンシェルジュのサービスや、便利なリゾートセンターで、リゾートでの多様な過ごし方をご提案し、お客様の充実

した滞在をサポートします。公式サイト https://www.anaintercontinental-manza.jp/ 
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Instagram 公式アカウント https://www.instagram.com/ana.ic.manza.beach.resort/ 

Facebook 公式アカウント https://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort 

 
当リゾートの衛生基準について 

IHGでは、2020年 6月 1日より世界共通の IHGクリーンプロミスを立ち上げました。より強化された衛生対策により、

ホテル全施設の清潔・衛生について再定義し、ご滞在中の安全や健康をサポートすることで、お客様へ快適な体験を提供

したいと考えています。ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートでも新たな衛生基準を遵守し、リゾート内を

清潔かつ整理整頓とメンテナンスの行き届いた状態にし、お客様に安心・安全をご提供して参ります。IHGクリーンプロ

ミスの詳細は、こちらよりご覧いただけます。 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/ 
 
インターコンチネンタル® ホテルズ&リゾーツについて 

インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、70年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力を体験
できる旅を提供。いずれのホテルでも、インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみいただけます。インター
コンチネンタルは、さりげない心遣いが感じられる上質なサービスと充実したアメニティを通した、グローバルで洗練さ
れた旅を実現します。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスによる心のこもったおもてなしで、他にはない
優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。また、インターコンチネンタル アンバサダープログラムと最上級の特典
が付いたクラブインターコンチネンタルを通して、大切なお客様に特別なサービスをお届けします。旅慣れたお客様のご
滞在が豊かで発見に満ちたものとなるよう、ほかでは味わえない特別な体験など、その土地ならではの魅力をご紹介して
います。  
 
IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて 

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリテ
ィーカンパニーです。 
 
下記の 17ホテルブランドを展開し、世界 100ヶ国以上に約 6,000ホテルを有し、約 1,800軒のホテルが開発中となってい
ます。 

また、IHG ワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。 

ラグジュアリー &ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インタ
ーコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディ
ゴ 
 
プレミアム: HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ, vocoホテルズ 

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス,avid ホテルズ 

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ,  ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ 
 
InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。
世界中の IHGのホテルとコーポレートオフィスには、約 325,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしてい
ます。 
 
日本国内では、2006年 12月に、IHGと ANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグル
ープジャパンを設立。2022年 3月現在、6ブランド（インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホ
リデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ）、44ホテル、10,000室
超を展開しています。 
 
 
 

https://www.instagram.com/ana.ic.manza.beach.resort/
https://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort
https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/
https://www.ihgplc.com/en/about-us
https://www.ihg.com/onerewards/content/gb/en/home
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation


 
 

 

 
 
今後もインターコンチネンタル沖縄美ら SUNリゾート、リージェント京都の開業を予定しており、日本においても IHG

ホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。 
 
IHGグローバルサイト: www.ihg.com  
 
IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com  

IHGのリンクトイン: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ 

IHGのフェイスブック: https://www.facebook.com/IHGCorporate/ 

IHGのツイッター: https://twitter.com/IHGCorporate 

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp  
 

http://www.ihg.com/
http://www.ihgplc.com/
https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
https://www.facebook.com/IHGCorporate/
https://twitter.com/IHGCorporate
http://www.anaihghotels.co.jp/

