
アートワークの社内展示を推進し、
芸術活動の場を広く提供します。

「社内をまるごとギャラリーに！」

新社屋の６ｍの天井高と、開放的なエントランス、ラウンジ、カフェテリ
ア、そして応接室の空間を活かし、様々なアートワークを8作品、社内に展
示しました。社員にアートや芸術に触れる機会を提供し、創造性を育むだ
けでなく、ご来訪いただいたお客様にもアートを楽しんでいただきます。
当社CSR活動の「文化・芸術創造活動」の推進の一環で、本社の大空間を
まるごとギャラリーと捉え、芸術家活動を支援、活躍の場を今後も提供
していきます。

社員エントランスエリアや応接室、カフェテリア、ホワイエなどに全８作品を手展示しています

①新社屋内で若手作家の発表の場を提供します。

②社員が身近にアートや芸術に触れる機会を提供
し、創造性を育みます。

CSRAZUSA



渡辺 信子  WATANABE Nobuko

Green and Green and White
Blue and Blue and White

2010
ミクストメディア（綿布、木材）

布の張力を利用した立体作品で空間に呼応し拡がる色彩の情景を表現している。
物理的マキシムまで力をかけながら布を張る作業はとても難しく、布の張力によって
現れたフォルムは非常に伸びやかで温かく、特に鋭く緊張感がある。
音楽で表現できる感性•感覚•感情、様 な々表情やニュアンスと美術のそれは、
表面的には全く違うが、深いところでは共通していると考えている。

経　歴

1948 東京都生まれ

1971 相愛女子大学音楽学部器楽学科ピアノ科卒業

【賞　歴】

1994 第47回芦屋市展, 芦屋市立美術博物館買上賞

1997 ABC美術コンクール　優秀賞

1999 第10回吉原治良賞美術コンクール　大賞

【主な収蔵先】

あさご芸術の森美術館／芦屋市立美術博物館／大阪府／北九州市立美術館／

ケルン日本文化会館（ ドイツ）／国際芸術センター青森／西宮市大谷記念美術館／

兵庫県立美術館

2008



経　歴
１９７７ 茨城県生まれ　

２００２ 多摩美術大学大学院美術研究科修了

【賞　歴】

２００３ 第6回 資生堂ＡＤＳＰ選出

        第18回 ホルベイン・スカラシップ奨学生

【主な収蔵先】

虎ノ門ヒルズ／BENETTON Collection（イタリア）／パレスホテル東京／日本

赤十字社足利赤十字病院／深川ギャザリア／東京都現代美術館／ミューザ川崎

内海 聖史  UCHIUMI Satoshi

関係を結ぶ色彩
2019
油彩

「絵画」と「絵画によって造られる空間」をテーマに制作している。
絵画が美しくあるのは「絵の具」という素材自体が美しいからだという観点に立ち、
絵の具が美しく存在する空間を目指している。
美しさは関係性によって成り立つ。
それは、絵の具同士の関係性、絵画と絵画の関係性、絵画と展示空間との関係性、
絵画と鑑賞者との関係性と多岐にわたる。
それらを精査して、より良い絵画のあり方を模索している。
この作品は、青からピンクへの２つの色彩の変遷を描くことで、本来見えにくい
隣り合う絵画同士の関係性を表現している。



熊谷 直人  KUMAGAI Naoto

Flowers

2018
油彩

「Flowers」は光の中で咲き乱れる花 を々モチーフとした作品である。
ただし、具体的な花 の々姿形がそのまま描かれているわけではない。
作者が描いているのは花々が存在する「自然な状態」である。
様 な々色彩・質感・厚みの油絵具をキャンバス上に何層にも重ね合わせ多種多様な
状態で一体化させることで、光に包まれながら各 に々咲く花 の々存在感を画面上に生
み出そうという試み。
それは自然を描画対象としてそのまま描くのではなく、「自然の在り方」をモチーフとして捉え、
その存在感と同じ領域の「新しい自然」を絵画として生成しようする行為なのである。

経　歴

1978 東京都生まれ
2005 東京芸術大学大学院修士課程美術学部油画修了
2007~09 文化庁新進芸術家海外留学制度派遣研修員
（ドイツ ベルリンに滞在）
２０１1 東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻（美術博士）修了 

【賞　歴】
2000 久米賞
2003 O氏記念賞／台東区長賞

【主な収蔵先】
台東区／帝京大学／THE PRINCE GALLERY TOKYO KIOICHO



吉永 裕  YOSHINAGA Yutaka

河のことば
2019
ミクストメディア（和紙、パステル）

「ひんやりとした滑らかな岩の川床を仰向いたままゆっくり流れていった。

川床の無言のことばを聞く。」

ミニマルアートの厳格な抽象性をつきぬけ、和紙と色彩の合体という従来のコンセプト

の中に最近は自然良いうもっとも身近で厄介なものが、作品と合体したがっている。

地・水・草木・宙の自然の運行が僕の絵画の内に絡まってくる。

経　歴

1948 長崎県生まれ
19７2年から国内外で作品発表を続けている

【賞　歴】
1983 現代美術今立紙展 優秀賞受賞
1985 現代美術今立紙展 大賞受賞

【主な収蔵先】
今立町（福井）／東京オペラシティアートギャラリー／サンフランシスコ近代美術館
（アメリカ）／シケイロス文化ポリフォルム美術館（メキシコ）／千葉市美術館／デュッセ
ルドルフ市美術館（ドイツ）／ナショナル・ギャラリー・オブ・アート（アメリカ）／リオデジャネ
イロ美術館 （ブラジル）



経　歴

1976 大阪府生まれ

1999 大阪芸術大学美術学科卒業

2001 大阪芸術大学大学院芸術制作研究科彫刻修了

【主な収蔵先】

東京ガーデンテラス紀尾井町／UBS銀行東京支店／ホテルブライトンシティ大阪

北浜 ／ホテルインターコンチネンタル大阪／he HIM Collection（シンガポール）／

南港 City Link Office Building（台湾）

坪田 昌之  TSUBOTA Masayuki

振動する領域 -The vibrant field-

2017
ミクストメディア（ジェッソ、顔料、アクリル、スズ箔、バスウッド）

私たちの周りには、たえず色が在る。それは物質的なものだけでなく現象的なもの
あるいは夢や無意識の中にも存在し、意識、無意識に関わらず影響を及ぼしている。
我 は々日々多くの情報を得、スピードにのり、混沌とした日常の中でそれらを淘汰して
いるが、そんな中で知らず知らず無くしてしまいそうなものがあるのではないだろうか。
匂いや気配を感じ、言葉にならない感覚を記憶する事を…。
色は振動し、音となり時となり、重なり、呼吸や脈拍と連動して増幅してゆく。
我 の々中に眠っているものを露にする事で、認知している今を拡張し、深く広く世界を
感じることは出来ないだろうか。人種や文化を超えて何ものかに響く振動が世界を
次の次元へと引き上げてくれればと願う。



経　歴

1989 東京都生まれ

2014 多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業

2016 多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程絵画専攻油画研究領域修了  

【主な賞歴】

2014 第19回福沢一郎賞受賞  

2015 トーキョーワンダーウォール公募2015 石原慎太郎審査員賞受賞

　　   TURNER AWARD2014 優秀賞受賞 

【主な収蔵先】

立命館大学

渡部 未乃  WATABE Mino

火口湖
2016
油彩・アクリル

蔵王の御釜(火口湖)をモチーフにドローイングを重ね、要素を削ぎ落とし抽象化

した風景を表現している。近景と遠景、具象と抽象、現実と空想、全ての中間地点

に在るような、見る人によって様 な々見方ができる絵画を目指している。



経　歴

1983 長野県まれ

Central Saint Martins卒業後、ロンドンのデザイン会社JKR globalにて大手企業

や老舗ブランドを担当。 その後、Here design（UK）で世界各国のクライアント向け

にデザインとアートダイレクションを行っている。

【主な賞歴】

2012 New York Festivals Award

2014 Pentawards Silver

2015 The Academy of British Cover Design Award Winner

        ADC Award Bronze

2016 The One Show Award Merit

        D&AD Wooden Pencil 

2019 D&AD Wooden Pencil

        Mobius Award Packaging design, Best of show

小林 佐希子  KOBAYASHI Sakiko

カフェテリア グラフィック装飾
2019

長野県生まれ



ル コルビュジエ  Le Corbusier

Modulor

1950/56
リトグラフ



1961 兵庫県生まれ
東京藝術大学大学院修士課程修了
ブレラ美術アカデミー（イタリア政府招聘給費留学）
フィスカルス／フィンランド（野村財団・ササカワ財団）
主にブロンズを用いた彫刻を制作
コンラッド東京などパプリックスペースに作品が設置されている

小林 且典
空をテーマにしたインスタレーション
（小鳥　鋳造アルミオブジェ+ 合板）
鳥オブジェ：長辺130̃110mm
木　部　分：サイズ未定x １点

1956 岡山に生まれ
1978 武蔵野美術大学卒業
1982 マドリッドに定住
1988̃93 シルクロ・デ・ベージャス・アルテス（マドリッド）アーチストの
ゼミに参加
1988 エスカリチェ（グアダラハラ県）３X ３０ｍの壁画制作
2004 SIANOJA 国際アートシンポジュウム ( ノハ、サンタンデール県)

山口 敏郎
"Flying Circle"  立体（針金、金網、布、樹脂、顔料）
作　　品：約H1500xW2000xD250mm
数　　量：1 点

1983 大阪生まれ
オレゴン州立大学/University of Oregon アート学科卒業
幼少期より絵画、音楽とジャンルを問わず 作品を創り始める。
2001 から渡米し日米を中心にアーティストとして活動を開始。
2014 ベルリンの壁崩壊２５周年記念を記念してドイツ大使館の壁画
（幅１０mx 高さ３m）制作を担当する。
【賞　歴】
2011 第2 回WALL AUDITION（H.P.FRANCE 主催）大賞受賞

乾 慎一郎
ミクストメディア（ペインティング＋コラージュ）
作　　品：約1303x970mm
数　　量：2 点 ＊フレームなし

2020年1月25日に下記3作品を展示いたします。
※作品内容は変更となる場合がございます。
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