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京都発！時代とジャンルを超えた芸術の共演
華道家・音楽家・美術家によるライブパフォーマンス

同時代ギャラリーにて開催
2016 年 11 月 23 日 ( 水・祝 )　「Shu Konishi 個展 ～ 名もなき花たちへ Vol.6 ～」会場の同時代ギャラリー

（京都市中京区）にて、京都で活動中の華道家・音楽家・現代美術家による即興の アートパフォーマンス
「Fusional Space　華 × 音 × 形」を開催いたします。

特殊メイクアップアーティストという経歴を持ち、人体を直接型取りし作品化する美術家 Shu Konishi
の独創的な造形作品に、華道家 2 名が二胡奏者の生演奏とともに花を活けます。

人体をモチーフに制作された花器に花を添えるのは、平安の初めに嵯峨天皇が大覚寺大沢池の菊ヶ島
に咲く菊を活けたことが発祥と伝えられる大覚寺派嵯峨御流の華道家、高木久仁子・北口志津子。
二胡奏者には 2015 年キング・オブ・パフォーマーの第 5 代受賞者である 尾辻優衣子を迎え、ジャンルを
超えた 4 人の表現者が集結。華と音と形が響きあう、時と空間を超越した異次元を表現します。

伝統と現代美術の枠を超えた表現の発信とともに、地域の文化・芸術の活性化を願い、是非ひとりでも
多くの方にお越しいただければという思いからこのたびのリリースをさせていただきました。
ぜひとも各種メディアにて、広報周知にご協力をよろしくお願い申し上げます。

【開催期間】

【開催場所】

【入場料】

【個展展示内容】

ライブパフォーマンス「Fusional Space　華 × 音 × 形」
2016 年 11 月 23 日（水・祝）　14：00 ～ 14：30
　個展 [Shu Konishi Exhibition ～ 名もなき花たちへ Vol.6 ～ ]
　2016 年 11 月 22 日 ( 火 ) ～ 11 月 27 日 ( 日 )
　開廊時間：12:00 ～ 19:00 ( 最終日 16：00 迄 )

同時代ギャラリー 
〒604-8082 京都府京都市中京区三条通御幸町東入弁慶石町 56 1928 ビル 1F
TEL： 075-256-6155  URL:http://www.dohjidai.com

無料

人体を型取りして製作したオブジェ・花器数点を展示。

■プレスリリース お問合せ先■　アトリエ・シュウ　　代表　小西 修
〒627-0122 京都府京丹後市弥栄町芋野 256-A　　
携帯電話：090-8644-6386　Tel＆Fax: 0772-65-3086　Email: info@atelier-shu.com
アトリエ・シュウ公式 HP：http://www.atelier-shu.com　情報掲載ページ：http://www.atelier-shu.com/info.html



出演アーティストプロフィール

■プレスリリース お問合せ先■　アトリエ・シュウ　　代表　小西 修
〒627-0122 京都府京丹後市弥栄町芋野 256-A　　
携帯電話：090-8644-6386　Tel＆Fax: 0772-65-3086　Email: info@atelier-shu.com
アトリエ・シュウ公式 HP：http://www.atelier-shu.com　情報掲載ページ：http://www.atelier-shu.com/info.html

■経歴
1956 年　京都府に生まれる
1983 年　東京藝術大学大学院美術研究科修了
　　　　  株式会社ビアンコ入社
　　　　  CM、映画等で特殊メイク、特殊造形の仕事に携わる
1996 年　独立　アトリエシュウ設立
　　　　  特殊メイクとファインアート活動を始める
2014 年　アトリエを京都府に移転

■作品発表（個展等）
2004 年　Toki Art Space（神宮前）個展
2006 年　Peppaerʼ s GALLERY（銀座）個展
2008 年　ART BOX GALLERY（銀座）２人展
2011 年　RECTO VERSO GALLERY ( 日本橋茅場町）個展
2012 年　ALGEA GALLERY（中野）個展
　　　　  MAKII MASARU FINE ARTS（浅草橋）個展
2013 年　ALGEA GALLERY（中野）個展
　　　　  RECTO VERSO GALLERY ( 日本橋茅場町）個展
　　　　  MAKII MASARU FINE ARTS（浅草橋） 個展
2014 年　タグボートアートフェア
　　　　  TDW アートフェア
2015 年　神戸アートマルシェ
　　　　  タグボートアートフェア
　　　　  大阪アートストリーム
2016 年　１月　同時代ギャラリー ( 京都市 ) 個展
                 ６月　GALLERY MARONIE( 京都市 ) 個展
　　　　  ９月　MAKII MASARU FINE ARTS（浅草橋） 個展

■主な映像活動（TV、CF、映画、その他）
1995 年～ 1998 年 - 富士フィルム「写ルンです 七福神シリーズ篇」(CM)
2001 年 - 郷ひろみ「獣は裸になりたがる」（PV ／ CD ジャケット）
2002 年 - 旭化成「クックパー」(CM)
2003 年 - カプコン「Chaou Legion」（CM/Web）
2004 年 - マスターカード「企業広告モンスター病棟篇」(CM)
　　　　   カネボウ　「サラ」（CM）
2005 年 - Mr.Children Dome Tour「I LOVE You」( ライブ出し映像 )
　　　　   竹屋　企業イメージ　(CM)
2006 年 - 浜崎あゆみ「1 love」（PV）
                アリコジャパン（CM）
2007 年 - 倖田來未「Black Cherry」( ライブ出し映像 )
2007 年～ 2008 年 - フジテレビ「笑っていいとも 金曜日キャラクター大図鑑」(TV)
2008 年　 検索エンジン「ジョブズ」企業イメージ　(CM)
　　　　  飯田産業　企業イメージ　（CM）
2009 年 - 日本テレビ　土曜ドラマ「銭ゲバ」（松山ケンイチ主演：TV ドラマ）
　　　　   CF ディレクター吉田大八監督「クヒオ大佐」（堺雅人主演：映画）
2010 年     倖田來未　UNIVERSE LIVE TOUR 幕間映像
2011 年　 イオンリテール株式会社　「リンクリンククリスマスごちそう」篇　(CM)
2012 年　 富士フェイルム　「心に青空」篇（CM）
　　　　   リクルート　イベント映像
　　　　    キーエンス　企業イメージ　（CM）
2013 年　  TBS「ぶっせん」（TV ドラマ）

[Shu Konishi 公式ＨＰ]　http://www.atelier-shu.com

Shu Konishi　
美術家

私たちの住むこの星には、理屈抜きで美しいと感じられる「モノ」が
たくさんあります。
私は、その中でも人の形が一番美しいと考えています。　
あるがままの「美」の再現を目指している時が最も幸福な時間であります。

日本テレビ 土曜ドラマ「銭ゲバ」
主演 松山ケンイチさんの傷メイクを担当

映画「クヒオ大佐」
主演 堺雅人さんの付け鼻メイクを担当



出演アーティストプロフィール

http://www.atelier-shu.com

■プレスリリース お問合せ先■
アトリエ・シュウ　代表　小西 修
〒627-0122 京都府京丹後市弥栄町芋野 256-A
携帯電話：090-8644-6386
Tel＆Fax: 0772-65-3086　
Email: info@atelier-shu.com　
アトリエ・シュウ公式 HP：http://www.atelier-shu.com
情報掲載ページ：　http://www.atelier-shu.com/info.html

尾辻優衣子　二胡奏者
13 歳より二胡を始める。 翁祺松、賈鵬芳、王永徳 各氏に師事。
第 14 回大阪国際音楽コンクールファイナリスト
第 16 回中国音楽コンクール金賞
第 5 回華楽之韵 国際二胡コンクール 銀賞

2011 年より演奏活動をはじめ、2013 年京都市営交通局公認
サブウェイパフォーマーとなり、2015 年には一年で最も活躍した
キング・オブ・パフォーマーの第 5 代受賞者となる。
オリジナル曲では、二胡の可能性を広げるべく、
従来の二胡 のイメージに囚われない音楽に挑戦している。

2016 年 8 月には 1st アルバム「Dream ～ à la carte ～」を発売。 
オフィシャルサイト http://www.yuiko25.com

13 歳から生け花 嵯峨御流井上門下に入門。
22 歳から後進の指導をはじめ、50 年間に 51 名の師範を育成。
現在は生け花指導を終了し茶道裏千家流の指導者として
松尾大社献茶会メンバーとして活動中。

高木久仁子 　( 草名  久仁甫）

昭和 33 年嵯峨御流井上門下に入門。
子育て、病院勤務を経て正教授取得。
茶道裏千家流高木門下に入門。
創作バック 和トート Shizuho として楽しみながら活動中。

華道家

音楽家

北口志津子 　 ( 草名  志津甫）

※本資料は、京都府政記者クラブ、京都市政記者クラブ、神戸市政記者クラブに同時配布しています。


