
Genta Mizuno
Nao Kokaji
Pitcha Suphantarida 
 

2018-2019 FKLAB. においを通して
まちなじむ

track

0  イントロダクション

今からにおいの冒険がはじまります。

今、私たちは渋谷・桜丘の展示の入り口にいます。
視覚と聴覚は置いて、あなたの身の回りにあるにお
いに注目し始めてください。
それでは、ファーストトラックを選
択してください。
リーフレットを開くと全てのスポットについて記載
があります。それぞれのスポットでマップ内の番号
に対応したトラックを選択して、においにまつわる
話やインストラクションを聴いてみてください。

レッツエンジョイ！

今日は視覚情報と聴覚情報で満ちていますが、私た
ちは嗅覚を通してまちをみるという提案をします。
においに注目するだけで環境の変化を体験し、新し
い発見をすることができるようになります。

まちとの関係を築くための方法は、そのまちで暮ら
す人びとと直接コミュニケーションをとるだけでは
ありません。私たちはまちに住む人や働く人とこと
ばを交わさずとも、まちを楽しむ、そして理解する
方法が色々とあることに気がつきました。

「においwalking」では、私たちの嗅覚を使い、感じ
たにおいを記録していきます。もし、誰かと一緒に
いるときは、においのことだけに注目して話しをす
るするように制限してみてください。「におい
walking」は日常生活のなかに普遍的にあるものを楽
しむための新しい方法のひとつです。五感の中でも、
たったひとつの感覚に注目するだけで、新しい種類
の会話が生まれるでしょう。ひとつのにおいを嗅い
でいても、人によって、異なったにおいの語り方や
表現の仕方になることでしょう。

本展示では、桜丘のまちに溢れるいくつかのにおい
を紹介します。これらを参考にしながら、桜丘を冒
険してみてください。

準備はできましたか？
それでは、soundcloud を開き、音声ガイドをスター
トしてください。
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日本語版ガイド

In an era saturated with visual and auditory  
information, we have chosen to look at the 
city through the sense of smell.  Through just 
focusing on smell, the ways in which we can 
experience the environment changes as we 
make new discoveries. 

Ways of making connections with a city does  
not always require  direct communication to 
people who live there.   Smell walking is to 
walk with our nose first, and taking notes of 
the smells that we encounter.  If you are with 
someone, try limiting your conversation to 
just talking about the smells you encounter.  
Our activity, “Smell Walking” is an example of 
creating a new way of enjoying what has 
always been around us. By simply shifting 
our area of focus, a new kind of conversation 
can be created.  From there, we can realise 
that there are many ways different 
individuals express their experiences.

In this exhibition, we have curated a number 
of different smells that is unique to 
Sakuragaoka for all of you to explore.  By 
being in the actual field, you can enjoy the 
experience in real time.  If you are ready, 
proceed to our soundcloud for the audio 
guide. 
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 2   タイ料理研究所

さくら通りの坂道（右手）
を少し進むと Family Mart
の壁際にダクトが見えてき
ます。
“01_ ファミリーマート _ 
jap” を選択して音声ガイ
ドをはじめましょう！

坂道を登りきるとジョナサンが見えてきます。
タイ料理研究所は、その手前にあります。
排気口に向かって立ち、Track2 をはじめてください。
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6  京香

7  ETHOSENS of  white sauce
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8   再開発エリア
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黄色の文字で Turtles と書かれた緑色と赤色の看板が見えてきます。
３つの室外機の上にある、赤色にペイントされた排気口を見上げて
みてください。

さくら通りを登りきり、横断歩道を渡ってセブンイレブン
のある左手に曲がっていきます。
ここでは３つのにおい spot を紹介します。
２つの入り口から漂ってくるにおいとダクトから流れてく
るにおいを嗅いでみてください。

Turtles を向かいにして右手に
曲がり、そのまま真っ直ぐ進む
と LAWSONが見えてきます。
LAWSONの入り口手前の道を
左手に曲がってください。
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線路側へのびるこの
道は桜丘と鶯谷の境
界にあります。
左手が桜丘です。
この道では、歩いて
いる途中でにおい
spot 以外のにおいに
も出会えるかもしれ
ません。左手に注目
しながら歩くと、
Ethosens という服屋
さんが見えてきます。

突き当たりの道に出ると、セブンイレブンが見えてきます。
そこで左手に曲がって線路沿いを真っ直ぐに進んでください。
この道が私たちの最終におい spot です。

坂を下っている途中で遠
くからにおいがやってく
るかもしれません。
郵便局から信号を渡った
向かい側にあるピンクの
看板が目印です。


