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2015 
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Untitled 

2014 

31.0 x 7.0 x 24.0 cm 

 Acrylic, Oil, LED 

 

 

     
Untitled 

2014 

5.0 x 25.0 x 15.0 cm 

 Acrylic, Oil, LED 

 

YUKI-SIS では、9月 26 日（土）－10 月 10 日（土）川﨑広平個展を開催いたします。 

今回の展覧会では、LED を使用した新作などを中心に約 7点の作品が展示される予定です。 

 

川﨑広平は 1972 年東京生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科彫刻コース修了。 

アクリルを素材に成形された立体に、医療用の特殊オイルを加えることにより、素材は互いの存在を消し、

宇宙で静かに浮遊する生命を想像させるような世界感作り出している。 

何か具体的なイメージを造形するというより、その素材の「要素や可能性」を即興的に組み合わせていくこ

とで、形成される構造物の美しさへと繋げていく。 

それは少年が憧れる、宇宙への憧れ、未知なる世界への探求、仕組みを探る行為でもあり、どこか神聖な気

持ちを観るものに思い起こさせる。 

川﨑広平の「素材要素」への深い観察力と、「形状の美しさ」への探求は、独特の時空間を作り出している。 



川﨑 広平 略歴 

 

1972 年   東京生まれ 

1998 年   武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業 

2000 年   武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻彫刻コース終了 

 

個展 

2003 年  ・ギャラリー２１＋葉 (東京) 

       ・ＧＦＡＬ[Gallery Fine Art Laboratory] (東京) 

2004 年  ・ギャラリー２１＋葉 (東京) 

2005 年  ・ギャルリ プチボワ (大阪) 

2006 年  ・ギャラリー２１＋葉 (東京) 

2007 年  ・αｍプロジェクト２００６ vol.６ [生命の部屋 VI 川﨑広平]展 

     ・art space kimura ＡＳＫ？ (東京) 

     ・ギャラリー２１＋葉 [継続する意志－vol.１４]展 (東京) 

     ・ギャルリ プチボワ [光の配列]展 (大阪) 

2010 年  ・art space kimura ＡＳＫ？ [光の配置] (東京)        

     ・ＡＳＫ？Ｐ 常設展 [光の配置] in ＡＳＫ？Ｐ (東京)  

2011 年  ・ギャラリー椿ＧＴ２ (東京)  

2012 年  ・art space kimura ＡＳＫ？ (東京)  

      ・ギャルリ プチボワ (大阪) 

2013 年  ・YUKI-SIS（東京） 

2014年 ・art space kimura ＡＳＫ？[光の配置]（東京） 

2015年 ・YUKI-SIS（東京） 

 

グループ展 

2003 年  ・[家]展 ギャルリ プチボワ (大阪) 

       ・まだまだ「だれでもピカソ？とんでもない！」展  

        ギャラリー２１＋葉 (東京) 

       ・[二人のかたち]展 コンテンポラリーアートＮＩＫＩ (東京) 

2004 年  ・[書・冊あるいは机上空間のためのオブジェ展ＸI＇０４] 

        NIKI Gallery SATSU (東京) 

       ・まだまだ「だれでもピカソ？とんでもない！」展 

        ギャラリー２１＋葉 (東京) 

       ・[森]展 ギャルリ プチボワ (大阪) 

2005 年  ・[浮気のかたち]FLOATING OBJECT 展 

        ギャラリーマロニエ (京都) ・ワコール銀座アートスペース (東京) 

2006 年  ・[浮気のかたち]FLOATING OBJECT 展     

            ワコール銀座アートスペース (東京) ・ギャラリーマロニエ (京都)  

2007 年  ・[二・五次元－絵画考－]展  

        ギャラリーマロニエ (京都) ・ワコール銀座アートスペース (東京) 

2008 年  ・[Three Dimentional Miniature Works] 現代作家立体小作品展 



 ワコール銀座アートスペース (東京) ・ギャラリーマロニエ (京都)   

       ・[ギャラリー２１+葉の９３５０日]展 ・ギャラリー２１+葉  

2011 年  ・チャリティーオークション展 ・ギャラリー椿 (東京) 

       ・[森の佇まい]展 ・ギャルリ プチボワ (大阪) 

       ・[リトルクリスマス]展 ・ギャルリ プチボワ (大阪)  

2012 年  ・Gallery YUKI-SIS オープニンググループ展  

       ・Young Art Taipei (台北）Gallery YUKI-SIS booth 

              ・ＡＲＴ ＯＳＡＫＡ (大阪)  Gallery YUKI-SIS booth 

       ・アートプログラム青梅「存在を超えて」（東京） 

2013 年  ・Affordable Art Fair NYC (ニューヨーク）YUKI-SIS booth 

            ・ESPERANTO Bunkamura Art Gallery (東京） 

              ・YUKI-SIS Restart グループ展 (東京） 

2014年 ・Affordable Art Fair Brussels (ブリュッセル）YUKI-SIS booth 

・THE FOOLS ⇔ GREAT ARTISTS, YUKI-SIS 

・PULSE MIAMIBEACH (マイアミ）YUKI-SIS booth 

2015年 ・Affordable Art Fair Brussels (ブリュッセル）YUKI-SIS booth 

・Affordable Art Fair NYC (ニューヨーク)YUKI-SIS booth 


