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村本 真吾 

 

1970 石川県生まれ 

 

経歴 

1997   東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻漆芸 修了 

2002   金沢卯辰山工芸工房 修了 

2005   (財)日本文化生涯学習振興会21 金継･蒔絵講座講師 (東京)（〜2010） 

2010    金沢卯辰山工芸工房漆芸専門員（〜2015） 

現在、  金沢市内にて制作 金沢市工芸協会会員 

 

個展 

2001   村本真吾 urushi 展 ギャラリーいそがや (東京) (’02、’03) 

2002   ギャラリー千代堂 (石川) 

2004   ひろた美術画廊ANNEX (石川) 

2009   村本真吾 漆展―ゆらぎ― ギャルリ・プス (東京) (’10、’11、’15) 

 

主なグループ展 

1995   ヌーベルウァンテ第８回 現代漆アート４人展―和の空間をテーマに― フジタウァン

テミュジアム (東京) 

1998   漆OBQ 展 東京藝術劇場 (東京) 

1999   漆OBQ 展 ギャラリーいそがや (東京) 

2000   触うるし・たのしむ展 丸善 (東京・岡山) 

第678 回クラフトギャラリー展―自分の仕事― 松屋銀座 (東京) 

2001   フィラデルフィア美術館クラフトショー  (アメリカ) 

2001   世界工芸コンペティション・金沢 香林坊大和 (石川) 

2002   WORKS 卯辰山工芸工房の現在 マスダスタジオ (東京) 

金沢支部創立50 周年記念いけばな小原流展 石川県立音楽堂 (石川) 

2003   アクセス・アクセサリー展  高岡市美術館 (富山) 

工芸家が体験した現代アメリカ ギャラリーいそがや (東京) 

2004   The 2004 Emma Lake Collaboration 参加 (カナダ) 

2005   漆粘土の可能性 ギャラリーいそがや (東京) 



             

現代美術 ⾋居 〒605-0089 京都市東⼭区元町 381-2 
Sokyo Gallery 381-2 Motomachi, Higashiyama-ku, Kyoto, Japan 605-0089 

T: 075-746-4456  F: 075-746-4457 info@gallery-sokyo.jp  www.gallery-sokyo.jp 
 

第23 回朝日現代クラフト展 招待出品  (大阪・横浜) 

｢うるしの景色｣ 村本真吾,藤野征一郎展 金沢21 世紀美術館デザインギャラリー 

(石川) 

2006   Japan & Korea 漆 arts exhibition 東京藝術大学美術館/東京・石川県輪島漆芸 

美術館 (石川) 

漆造形 東京−京都−金沢 祇おん小⻄ (京都) 

アートランドオン150×150 展 ROOF GALLERY 玉川高島屋 (東京)  

暮らしの中のオブジェ展 クロスロード7 高島屋 (東京) 

2009   金沢卯辰山工芸工房20 周年記念作品展「時代を繋ぐ作家たち」金沢21 世紀美術館 

市⺠ギャラリーA (石川) 

2010   作品展示 ギャラリースペース＆カフェバー リバース (東京) 

2011   アートランド展Vol.Ⅷ 手のひらの上の小さなアートの世界 ROOF GALLERY  

玉川高島屋 (東京) 

The Art of Japanese Contemporary Lacquer Cavin-morris Gallery (アメリカ) 

ドイツ日本友好150 周年記念 日本伝統の金沢漆工芸展 Musterring Gallery (ドイツ) 

Ｍasion & Objet Paris  Paris Nord Villepinte (フランス) 

2012   東京藝術大学創立125 周年記念事業｢漆芸 軌跡と未来｣ 東京藝術大学美術館 (東京) 

KUTANI de BAOCK 伊勢丹新宿５F グローバルダイニング (東京) 

Urushi・Jewelry vol.3 ギャラリーおかりや (東京) 

2013   Rich Seasons オリエ30×30 ㎝アート展 オリエアートギャラリー (東京) 

2014   Aassm to Host Contemporary Fine Japanese Art and Crafts Show (トルコ) 

SHELVES オリエ・小オブジェ展 オリエアートギャラリー (東京) 

2015   卯辰山のかたち―25 年の軌跡― 金沢２１世紀美術館・市⺠ギャラリ-A(石川) 

素材との対話 アナドル大学美術館 (トルコ) 

日本美流 たゆたう・光―高志国彩紀行― 伊勢丹新宿５F ウエストパーク (東京) 

NIPPON! Contemporary Arts and Crafts form Japan ESH Gallery (イタリア) 

アジア漆芸展 福建省拓福美術館 (中国) 

Japan Spirit×15〜URUSHI〜 オリエアート・ギャラリー (東京) 

漆三様 橋下千毅・藤野征一郎・村本真吾 ギャラリートネリコ (石川) 

現代工芸の展開2015 金工と漆芸 金沢市安江金箔工芸館 (石川) 

Step Art Fair-Milano Scultura / ESH gallery (イタリア) 

2016   Art Monte-Carlo 2016 / ESH gallery Grimaldi Forum (モナコ) 

方法の発露2016 石川県政記念しいのき迎賓館 (石川) 

アートフェア東京 2016/金沢市工芸協会 東京国際フォーラム (東京) 

2016   福州国際漆ビエンナーレ 福州漆研究院 (中国) 
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国際現代漆美術展 統営市漆芸美術館 (韓国) 

会津・漆の芸術祭 岩田俊彦×村本真吾×伊能一三 三人展 

URUSHI_ISM Contemporary Lacquer from Japan ESH Gallery (イタリア) 

2017   Art Geneve 2017 / ESH gallery Palexpo (スイス) 

JAPAN IN BLACK AND WHITE Sumi,Lacquer and Porcelain ESH Gallery (イタリア) 

Art Monte-Carlo 2017 / ESH gallery  Grimaldi Forum (モナコ) 

Hard Bodies : Contemporary Japanese Lacquer Sculpture ミネアポリス美術館  

(アメリカ) 

 

受賞 

1999   国際漆デザイン展ʻ99 石川 特別賞 

2000   アート＆クラフトin 御仏供杉 優秀賞 (同2001 年 奨励賞) 

クラフトコンペ高岡2000 審査員賞 

2002   国際漆展・石川2002 審査委員奨励賞 

2012   国際漆展・石川2012 審査委員特別賞 

2014   第70 回金沢市工芸展 ＮＨＫ金沢放送局賞 

2016   第72 回金沢市工芸展 最優秀賞 

2017   第73 回金沢市工芸展 工芸協会会⻑賞 

 

コレクション 

(財)石川県デザインセンター (石川) 

フィラデルフィア美術館 (アメリカ) 

金沢卯辰山工芸工房 (石川) 

ミネアポリス美術館 (アメリカ) 

福建省拓福美術館 (中国) 

 

アートワーク 

2004   丸の内ホテル (東京) 

2012   HORIZON PLACE AKASAKA (東京) 

プラウド上原 (東京) 

2013   ホテルトラスティ金沢香林坊(石川) 

2014   いきいきプラザ⻄⿇布(東京) 

2015   金沢彩の庭ホテル(石川)) 

フォーシーズンズホテル・ソウル(韓国) 

2016   ザ・ガーデン⻄葛⻄(東京) 
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ザ・ウインザーホテル洞爺(北海道) 

東五反田計画 マンション(東京) 

⻘⽊寿司レストラン(シンガポール) 

その他の活動 

2002   金沢指定保存建造物 旧諸江屋改修漆工事 (石川) 

重要文化財 尾山神社神門修復漆工事 (石川) 

2003   文化保存地域 東茶屋街公衆トイレ改修漆工事 (石川) 

2005   重要文化財 旧台徳院惣門修復漆工事 (東京) 

2008   迎賓館赤坂離宮 金箔押し工事 (東京) 

 

掲載書誌 

2008  「漆とアート」掲載誌：漆はジャパンである 北国新聞社編集局編 時鐘舎発行 

2009  「12 月号表紙のカルテ 雪国の艶」文：モリス高橋 MMJ Vol.5 No.1 毎日新聞社発行 

2010  「新人立体アーティスト100 人」アートコレクター8 月号 No.21 生活の友社発 

2012   ｢住空間彩る漆作品｣ 日曜アート 読売新聞 北陸版 

｢演/遊 漆のアート｣ 商業施設８月号 社団法人 商業施設技術者・団体連合会発行 

 

 

 

 


