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Life in Art Exhibition
Life in Art Exhibition @ 無印良品 銀座
Life in Art Auction @ IDÉE TOKYO

Life in Art Satellite Gallery @ 街中のコーヒーショップ、ギャラリーなど
会期：2021.7.9 Fri ～ 9.5 Sun
会場：無印良品 銀座／ IDÉE TOKYO ／千代田区・中央区・文京区・台東区の公共空間、店舗 など
主催： 株式会社良品計画（IDÉE Life in Art プロジェクト事務局）
Life in Art は、インテリアブランド IDÉE が 2011 年にスタートした、日常芸術をテーマにアート（= 文化）を広げるプロジェクトです。
これまで有名無名、時代や国を超えて、クリエーションに共感するアーティストの作品紹介から、IDÉE SHOP や IDÉE を展開する無印良品
の店舗での展示会・コラボレーション作品まで、幅広い取り組みを行ってきました。
10 年を迎える 2021 年、アートの裾野を広げるために、より多くの方々にアートとの接点を提供し、アーティストの活動を紹介していく展
示会「Life in Art Exhibition」を開催します。会期中は、これまで行ってきた作品展示に加え、
新しいアーティストのインスタレーション、アー
トを次の人に繋げるオークションなど、多種多様なアートを無印良品 銀座、IDÉE TOKYO でご提案します。また、今回新しい取り組みとし
て、街のコーヒーショップなどのお店と連携し、気軽にアートに出会える場所をご提供します。
アートは生活をはぐくむ。これからの Life in Art がはじまります。

【発信元】デイリープレス
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Life in Art Exhibition
会場： 無印良品 銀座、MUJI HOTEL GINZA
7.9 Fri ～ 9.5 Sun

無印良品の世界旗艦店をアートが丸ごとジャック。
無印良品 銀座が 27 組の個性豊かなアーティストによってたくさんのアー
トに囲まれた空間に期間限定で生まれ変わります。また、
ライブペインティ
ングやイベントなど、幅広いアートの可能性を銀座から発信します。
MUJI HOTEL GINZA では、ロビーなどのパブリックスペースでのアート
の展示のほか、テキスタイルデザイナー粟辻博氏のアートを泊まりながら
楽しめる 3 つの客室をご用意します。
参加アーティスト
柚木 沙弥郎（染色家）
染色家。1922 年東京生まれ。柳宗悦が提唱する「民藝」との出会いを機に、
芹沢銈介に弟子入りし染色の道を志す。1955 年、銀座のたくみ工芸店にて
初個展。以降 50 年以上にわたり制作を続け、数多くの作品を発表する。フ
ランス国立ギメ東洋美術館、日本民藝館をはじめ国内外で展覧会を開催し、
好評を博す。

柚木 沙弥郎氏の作品

下田 昌克氏の作品

粟辻 博（テキスタイルデザイナー）
1929 年京都市生まれ。1950 年、
京都市立美術専門学校
（現京都市立芸術大学）
卒業、鐘紡紡績入社。1958 年、粟辻博デザイン室設立。1963 年フジエテキ
スタイルの仕事を始める。1988 年にデザインハウス・アワをオープン、多摩
美術大学教授就任。1995 年 死去。毎日産業デザイン賞準賞、受賞歴多数
山口 一郎（画家）
画家。香川県在住。セツ・モードセミナー卒業後、イラストレーターとして
雑誌広告の仕事に携わる。 現在は青山の DEE'S HALL などで定期的に個展
を開催し、海外のギャラリーでも展示会を行う。
松林 誠（版画家 / アーティスト）
高知県生まれ。創形美術学校研究科版画課程修了。パリ国際芸術会館に一年
間滞在し活動。セブンデイズホテル（高知）のアートワークをはじめ、国内
外で展覧会を開催している。
藤井 健一郎（krank/marcello 代表）
福岡にあるヨーロッパのアンティーク家具を取り扱う krank。アパレルや雑
貨のセレクトショップ marcello とともに、兄の藤井健一郎、弟の輝彦が手
掛ける。活動は福岡だけに留まらず、東京での個展をはじめ全国各地でライ
ブステージ演出や、ギャラリー活動、プロダクト等のデザインなども行う。
下田 昌克（イラストレーター / 画家）
1967 年兵庫県生まれ。絵描き。1994 年から 2 年間、世界の旅先で出会っ
た人々のポートレイトを色鉛筆で描き始める。2011 年よりプライベートワー
クでハンドメイドの恐竜の被り物や立体物を作り始める。著作に「恐竜人間」
（パルコ出版）「恐竜がいた」（スイッチ・パブリッシング）など。

粟辻博氏のテキスタイルが部屋のあちこちに。（MUJI HOTEL GINZA の客室）

ほか総勢 27 組のアーティスト、作家が参加

Life in Art Auction
会場： IDÉE TOKYO
第一回オークション： 7.9 Fri ～ 8.11Wed
第二回オークション ：8.13 Fri ～ 9.5 Sun

愛着を持って大切に使ってきた品を、次の方に思いとともに繋げる ”Life in Art
Auction” を開催します。
オークションには、無印良品や IDÉE と繋がりがある多種多様なクリエイター
の方々が参加。クリエイターの皆様が選び抜いた、個性豊かな作品がお楽しみ
いただけます。クリエイターやつくり手など、年齢・職種を超えたメンバーが、
愛着を持って使ってきたものを、その思いとともにサイレントオークションの
形式で次に繋ぎます。「見立て」の妙、多種多様な価値観をお愉しみください。
IDÉE TOKYO 併設のギャラリーにて、出品アイテムをご覧いただけます。

出品作家
皆川 明／ minä perhonen デザイナー

大島 忠智／ IDÉE ディレクター

郷古 隆洋／ Swimsuit Department オーナー

中原 慎一郎 ／ Landscape Products ファウンダー

矢野 直子／積水ハウスデザイナー

西川 弘修／ Jikonka TOKYO 店主

冷水 希三子／料理家

山口 信博／グラフィックデザイナー

大熊 健郎／ CLASKA Gallery&Shop DO ディレクター

大賀 紀美子／日本郷土玩具館 館長

角田 陽太／デザイナー

小山 泰之／ SNORK 店主

南雲 浩二郎／ BEAMS クリエイティブディレクター

花井 祐介／アーティスト

築地 雅人／ doinel 店主

日野 明子／クラフトバイヤー

窪川 勝哉／ インテリアスタイリスト

金子 修一／ D.E.F.COMPANY 代表

藤城 成貴／プロダクトデザイナー

伊東 正彦／ Steven Alan ブランドディレクター

松島 大介／ PADDLERS COFFEE

小林和人 Roundabout ／ Outbound 店主

柴田 隆寛／編集者

坂本 紬野子／アーティスト

武末 充敏／ organ 店主

山城 真之／ Information 店主

伊藤 丈浩／作陶家

藤井 健一郎／ krank marcello オーナー

塙 正樹／ The Landscapers / SCENTAHOLIC

古賀 充／造形作家

松田 沙織／ LTshop 主宰

ディレクター

秋山 花／イラストレーター

山口 太郎／北欧家具 talo オーナー

伊藤 まさこ／スタイリスト

フィリップ・ワイズベッカー / アーティスト

田丸 祥一／ dieci 店主

小林 マナ／設計事務所 ima、
インテリアデザイナー

宮本 和昌／ samulo semeno デザイナー

高木 崇雄／工藝風向店主

小林 恭／設計事務所ima主宰 、
インテリアデザイナー

堀内 隆志／ café vivement dimanche 店主

二階堂 明弘／陶芸家

山田 遊／ method 主宰

深澤 直人／プロダクトデザイナー

平 勝久／ STUDIO PREPA 主宰

作原 文子／インテリアスタイリスト

山口 一郎／画家

長尾 智子／フードコーディネーター

玉井 健太郎／ ASEEDONCLÖUD

デザイナー

平井 かずみ／フラワースタイリスト

Life in Art Satellite Gallery
会場： 街のコーヒーショップ、ギャラリーなど

店に ”Life in Art Satellite Gallery” を期間限定で OPEN。いつも立
ち寄るコーヒーショップや、なじみのあの店でアートとの思いがけ
ない出会いがあるかもしれません。

会期は会場毎に異なります

日本橋 / 月島

千代田区、中央区、文京区、台東区にある 30 か所以上の身近なお
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BAR 天井桟敷の人々

雨音茶寮（あまねさりょう）
COMPOSITION

展示会中、本企画に参加する 6 名のアーティスト・作家による Life in Art Exhibition 限定アイテム（トートバッグとハンカチ）
を販売します。オフィシャルウェブサイトでもご購入いただけます。
＜参加アーティスト＞
柚木 沙弥郎（染色家）／ 下田 昌克（イラストレーター ／ 画家）／ 山口 一郎（画家）／ 松林 誠（版画家 ／ アーティスト）
coricci ( 画家 ) ／ 尾原 深水（フォトグラファー）

【 Life in Art Exhibition 開催概要】
会期｜ 2021 年 7 月 9 日（金）～ 9 月 5 日（日）
会場｜ IDÉE TOKYO ／無印良品 銀座／千代田区・中央区・文京区・台東区の公共空間、店舗などを予定
主催｜株式会社良品計画（IDÉE Life in Art プロジェクト事務局）
IDÉE TOKYO
東京都千代田区丸の内 1-9-1

JR 東日本東京駅改札内

グランスタ東京 B1F スクエアゼロエリア 48 番

https://www.idee-online.com/shop/contents1/ideetokyo.aspx
無印良品 銀座
東京都中央区銀座 3 丁目 3-5
https://shop.muji.com/jp/ginza/

＊会期中のイベント情報、アーティスト情報はウェブサイト、SNS にて随時 UP していきます。
・Life in Art オフィシャルウェブサイト
・Life in Art オフィシャルインスタグラム

https://www.idee-lifeinart.com/
https://www.instagram.com/ideelifeinart/

・IDEE TOKYO 店舗情報 https://www.idee-online.com/shop/contents1/ideetokyo.aspx
・無印良品 銀座 https://shop.muji.com/jp/ginza/
※本展開催にあたりましては、お客様および従業員の安全と健康を配慮し、新型コロナウィルス感染拡大予防
対策をとっております。新型コロナウィルスの影響により、一部内容に変更が発生する可能性がございます。
協力：日本民藝館 / 株式会社フジエテキスタイル / 株式会社粟辻デザイン /UDS 株式会社 / 森岡書店
Bureau Kida SARL / invisi dir

Press Contact
取材、掲載用画像等のご希望などがございましたら、下記プレス担当までお問い合わせください。
デイリープレス 竹形尚子
tel. 03-6416-3201 / 090-1531-6268
naotakegata@dailypress.org
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