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LEXUS 大阪福島は２０２０年４月１日に開業した敷地面積６１７０
平米の西日本最大、　且つ LEXUS 店舗では初となるカフェとゴルフ
スタジオを併設した新業態店舗。　カフェではオープニングを記念
して辻利兵衛本店の茶葉を使用した新作スイーツを発表予定です。 

LEXUS  NEW  TAKUMI PROJECT はレクサスが主催となり日本各
地で活動する若き「匠」をサポートし、地域から日本全国へそして
世界へ羽ばたくことを支援するプロジェクトとなります。
https://lexus.jp/brand/new-takumi/

＊イベント以外のお問い合わせは上記各店舗にお願い致します。

LEXUS OSAKA FUKUSHIMA GALLERY

会場：LEXUS 大阪福島　アクセス：大阪市福島区海老江 1 丁目 5 番 45 号　
LEXUS 店舗情報：https://lexus.jp/lexus-dealer/dc/info/25362.html
L SIDE CAFE　HP：https://lside.jp
3D ギャラリーリンク：リンクから入り、矢印に沿って進むことが可能です。
　　　　　　　　　　  https://d1ydivp6t5bwic.cloudfront.net/gallery/d204c4de-e6dc-48ca-9a0e-5209386dec93

大阪トヨタ自動車株式会社（代表取締役：小西　俊一）は西日本最大級の LEXUS 店舗、LEXUS 大阪福島と併設
の L SIDE CAFE にて開催した、日本の工芸家の活躍を支援するギャラリー企画展「 - 境界線のつなぎ手たち - 」
の会期を好評につき２０２０年１２月７日まで延長します。   また、新型コロナウイルスの感染拡大につき来場が
叶わないなどのお客様のお声に対応し、会場に来場できない方に向けた 3D ギャラリーも同時にオープン致
します。３D ギャラリーでは従来の動画システムとは違い、作品の情報や作者の HP などのリンクが画像上
で見ることが出来、ギャラリーを歩くような体感を味わえるのが特徴です。

会期　　　Cafe ギャラリー　２０２０年１２月７日まで
　　　　 メインギャラリー　２０２１年４月３０日まで　

LEXUS 大阪福島ギャラリー企画展　「ー境界線のつなぎ手たちー」会期延長２０２０年１２月７日まで
－　コロナ影響下の地域住民に芸術の秋を身近に。工芸家に発表の機会を　－

３D ギャラリー　   ２０２０年１２月 9 日 - ２０２０年１２月３１日まで

3D ギャラリーでは隈研吾氏と若手工芸家のコラボレート作品 (LEXUS NEW TAKUMI PROJECT を通じて作成 )
が 3D ギャラリー初公開となるほか、国内外で活躍する新進気鋭の陶磁器、ガラス工芸家の作品が集います。

本企画展は周辺住民の方に上質な芸術を提供する地域貢献と、新型コロナウイルスの影響で発表の機会が減
った工芸家の支援、二つの意味合いを込めた企画展となっていました。新型コロナウイルス感染の第三波が
広がり、大阪市内が Go To トラベルからも除外されるなどの状況を鑑み、より安全な形で芸術を広い範囲に
届けるため、3D ギャラリーシステムを用いた発信を行います。企画展では「建築と工芸」「プロダクトと工
芸」「アートと工芸」の 3 つの境界線をテーマにしており、境界線を越えた魅力を持つ作品で垣根を越えた時
間を提案致します。ギャラリー企画展は今後不定期で開催し、今回の参加者を中心に現代陶磁器、現代ガラス、
木工工芸家の個展などを開催していく予定です。ギャラリーはメインギャラリー、Cafe ギャラリーの 2 箇所
で展示内容が分かれています。ギャラリーは店舗側、Cafe 側に分かれており店舗側ギャラリーで隈研吾氏コ
ラボ作品を、Cafe ギャラリーでは陶芸家 青木良太などの陶磁器、ガラス工芸家の代表作品を展示します。
店舗側ギャラリーは予約制となり、カフェギャラリーは営業時間内いつでも入場可能です。

＜お問い合わせ先＞LEXUS 大阪福島ギャラリー広報担当： 小尾野 cobisobi@gmail.com　（Zoom 取材にも対応しています。）



ギャラリー企画展：２階メインギャラリー

隈研吾氏　×　木工作家平井氏 , 組子職人岩本氏コラボ 作品大阪初公開
展示期間：２０２０年１１月１４日より２０２１年４月３０日まで

平井　健太 /1984 年静岡県生まれ。
2010 年飛騨高山で木工技術を習得後、アイルランドへ渡り

「joseph walsh studio」に 3 年間勤務。 帰国後、奈良県川上村に
移住し 2017 年「studio jig」を開業。
身に付けた特殊な技術により針葉樹の可能性を日々探っている。
 国際家具デザインフェア旭川 2017　ブロンズリーフ賞受賞。
ウッドデザイン賞 2017　優秀賞（林野庁長官賞）受賞

桧の立体組子技法による椅子。
伝統的な組子の業平菱文様を使いながら、組子を重ねて
ボリュームをつくり、それを削り出していくことで波打
つような形状をつくり出している。組子は平面的という
常識に対し、立体的な曲面をつくることに挑戦した大作。

コンセプト：地域を愛し、特色を生かし、技を磨く若き匠がいる。夢に向かって、自由な発想で。常識に縛られる
ことなく新しいモノをつくる力を、LEXUS は応援する。未来は、その若い手から生まれる。

＜ LEXUS NEW TAKUMI PROJECT ＞

日本各地域の「匠」を選出し、選ばれた「匠」には自身のもつ技術やアイデアを元に、サポートメンバーのアドバイスを受け、
本プロジェクトのテーマに則ったプロダクトを試作。
それを国内外のバイヤー、メディア等に対してプレゼンテーションする機会、また、海外に対して情報発信する機会を提供する
ことで、レクサスは日本の各地域の若き匠が日本全国に、そして世界へと羽ばたくことを、サポートします。
HP：https://lexus.jp/brand/new-takumi/

「 建築と工芸 」　－境界線のつなぎ手たち－　

吉野杉の曲木技法による日本最大級の工芸作品であり
パビリオン。長さ 88ｍもの一つながりの吉野杉の帯を
自由自在に曲げる高い技術力で作られている。
吉野杉の木目の美しさ、繊細さが感じられるよう人が
入れる大きさとなっている。           

「GURU-GURU」
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 木工作家　平井　健太組子職人　岩本　大輔
「GUNE-GUNE」

岩本　大輔 / 高知県高知市生まれ。
高校卒業後、建具製作技能士を取得。その後宮城県にて
伝統的建具技法および、組子細工の修行後、帰郷。
2016 年株式会社土佐組子設立。
組子を伝統工芸品だけではなく現代の生活に合わせた商品開発
を企画、制作、販売。組子教室やワークショップ等を通じ伝統
文化普及活動も行っている。



ギャラリー企画展：カフェギャラリー

「 プロダクトと工芸 」「 アートと工芸 」　－境界線のつなぎ手たち－
SHOWKO

和田山 真央

近藤　賢
福島県浪江町、大堀相馬焼陶吉郎窯に生まれる。

文星芸術大学大学院修了。
栃木県益子町で修行後、福島に戻る。

数々の公募展で受賞。2018 年いわき市四倉町にギャラリーと工房を新設。
現在、現代工芸美術家協会本会員、福島県総合美術展招待審査員。

アーティスト /SIONE ブランドデザイナー
330 年続く京都の窯元に生まれる。2005 年より陶板画制作をはじめる。
他業種の経験をもとに、器の可能性を探求。2009 年《読む器》を
コンセプトとしたブランド「SIONE（シオネ）」を立ち上げる。
河原尚子より SHOWKO（ショウコ）にアーティスト名を変更。 
アートワーク制作やブランドプロデュースを通じて、
現代のもてなしの文化を創造し、国内外で作品を発表している。

1978 年富山県生まれ。岐阜県土岐市のスタジオで制作を行う。
年間約 15,000 種類の釉薬の研究を通じて、金、銀、プラチナ等

陶芸では通常扱うことのない素材を使用し、
誰も見たことのない美しい作品を生み出し続けている。

国内外で年間開催される多数の個展を中心に現代美術の
アートフェアにも参加し、他分野とのコラボレーションも行うなど

陶芸の魅力を世界に伝えている。
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新進気鋭の陶磁器工芸家とガラス工芸家の代表作品を一同に集め、境界線のつながり
を可視化する企画展示。展示期間：２０２０年１１月１４日より１２月７日まで

1985 年　大阪生まれ
古典の技法を元にそれを現代の感覚に当てはめ、
焼成中の瞬間を留めた作品を中心に自分の考え
る想いを表現する

高校時代に授業で陶芸を学び、県内の窯元で体験するなどして興味を持ったこと
がきっかけとなり、東北芸術工科大学、同大学院で専門的に陶芸を学ぶ。

2014 年 12 月に自宅の近くにアトリエを設け、主に食器や花器として使う磁器を制作、
発表している。NPO 法人職員や高校非常勤講師の仕事と並行して制作してきたが、

2017 年より陶芸家一本で活動し、県内外のギャラリー、ショップ、飲食店て展示販売を行っている。

矢萩 誉大

横山　翔平

1985 年岡山県に生まれる。
大阪芸術大学工芸学科 ガラス工芸コース 、同大学非常勤副手、
2011 年金沢卯辰山工芸工房、富山ガラス造形研究所を経て
玉美術大学工芸学科助手学科となる。関東を拠点に、ガラスと
呼吸から生まれる造形を探求している。

Ryota Aoki



西日本最大級の敷地面積を誇り、ゴルフスタジオ、カフェを併設した LEXUS 店舗としては初の新業態。
新しい街と共に成長する「レクサスとの出会い・体感・交流を提供し 、” 待つ” という概念のない店」

LEXUS 大阪福島 　店舗概要

建築概要
建 築 地 : 大阪市福島区海老江 1 丁目 5 番 45 号
用   途   : 新車ショールーム ( 展示台数 8 台 : 内 1 階 5 台、2 階 3 台 )
         　: CPO 展示場 ( 最大展示台数 40 台 )
　　   　: 整備工場 ( ストール 8 個、完成検査ライン 1 個、機械洗車機 1 機 ) 
　　   　: L SIDE エリア ( カフェ、ゴルフスタジオ、ギャラリー )
構造 : 鉄骨 2 階建て /   敷地面積 : 6,170 m² 〈1,866 坪〉/   延床面積 : 4,562 m² 〈1,382 坪〉

ゴルファーの心と身体が目覚める場所
Golf Studio f は「技術指導」「ボディケア」「トレーニング」
の 3 つの視点から皆様のゴルフライフをサポートする会員制
のゴルフスタジオです。
http://golfstudiof.jp/concept/

老舗コーヒーロースターハ マヤと京都宇治の辻利兵衛本店との業務提携により、希少なコピ・ルアック
など多彩なコーヒー、本格的なお茶、抹茶、抹茶スイーツなどこだわりのメニューがそろう。
大阪では唯一辻利兵衛本店の抹茶が飲めるカフェ。老舗パティスリー POIRE( ポアール ) 監修の車型の
特製ショコラケーキは日本でここでしか味わえない限定 メニュー。エレベーター完備でバリアフリー設
計、駐車場５台。
HP: https://lside.jp

店舗概要
0４



ギャラリー企画展
「－境界線のつなぎ手たち－」LEXUS

OSAKA

FUKUSHIMA

GALLERY

EXHIBITION

会場：LEXUS 大阪福島
アクセス：大阪市福島区海老江 1 丁目 5 番 45 号

LEXUS 店舗情報
https://lexus.jp/lexus-dealer/dc/info/25362.html
L SIDE CAFE　HP：https://lside.jp

会期
Cafe ギャラリー     ２０２０年１２月７日まで
メインギャラリー　２０２１年４月３０日まで

３D ギャラリー　　２０２０年１２月 9 日 -
　　　　　　　　　　　 ２０２０年１２月３１日まで


