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二重橋スクエア
Nijubashi Square

二重橋スクエア
Nijubashi Square

丸の内仲通りビル
Marunouchi 
Nakadori Bldg.

丸の内仲通りビル
Marunouchi 
Nakadori Bldg.

新東京ビル
Shin-Tokyo Bldg.

新東京ビル
Shin-Tokyo Bldg.

有楽町線 有楽町駅
Yurakucho Sta.
on the Yurakucho Line

有楽町線 有楽町駅
Yurakucho Sta.
on the Yurakucho Line

丸の内ブリックスクエア
Marunouchi BRICK SQUARE

丸の内ブリックスクエア
Marunouchi BRICK SQUARE

三菱一号館美術館
Mitsubishi IchigokanMuseum,Tokyo

三菱一号館美術館
Mitsubishi IchigokanMuseum,Tokyo

丸ビル
Marunouchi Bldg.

丸ビル
Marunouchi Bldg.

新丸ビル
Shin-Marunouchi

Bldg.

新丸ビル
Shin-Marunouchi

Bldg.

丸の内オアゾ
Marunouchi Oazo

丸の内オアゾ
Marunouchi Oazo

日本工業
倶楽部会館・

三菱ＵＦＪ信託銀行本店ビル
Industry Club of Japan

Mitsubishi UFJ Banking Bldg.

日本工業
倶楽部会館・

三菱ＵＦＪ信託銀行本店ビル
Industry Club of Japan

Mitsubishi UFJ Banking Bldg.

丸の内永楽ビルディング・
三井住友信託銀行本店ビル・

三菱東京ＵＦＪ銀行丸の内１丁目ビル
Marunouchi Eiraku Bldg.

Sumitomo Mitsui Trust Bank Head Office Bldg.
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Marunouchi 1chome Bldg.

丸の内永楽ビルディング・
三井住友信託銀行本店ビル・

三菱東京ＵＦＪ銀行丸の内１丁目ビル
Marunouchi Eiraku Bldg.

Sumitomo Mitsui Trust Bank Head Office Bldg.
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Marunouchi 1chome Bldg.

丸の内
二丁目ビル

Marunouchi 
2-chome Bldg.

丸の内
二丁目ビル

Marunouchi 
2-chome Bldg.
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作品の詳細な解説、作家のプロフィールを
WEBでご紹介。創作のテーマや作風などが
わかると、アート鑑賞が、もっと楽しめる！

Detailed descriptions of exhibited pieces and the 

creators’ profile are readily accessible online. Gain a 

deeper insight into the theme and style of each piece 

and enrich your experience!

QRコードを読み込んで
作品をもっと知ろう！

丸の内線 東京駅
Tokyo Sta.
on the Marunouchi Line

丸の内線 東京駅
Tokyo Sta.
on the Marunouchi Line

東西線 大手町駅
Otemachi Sta.
on the Tozai Line

東西線 大手町駅
Otemachi Sta.
on the Tozai Line

三田線 大手町駅
Otemachi Sta.
on the Mita Line

三田線 大手町駅
Otemachi Sta.
on the Mita Line

三田線 日比谷駅
Hibiya Sta.
on the Mita Line

三田線 日比谷駅
Hibiya Sta.
on the Mita Line

千代田線 
二重橋前〈丸の内〉駅
Nijubashimae 
<marunouchi> Sta.
on the Chiyoda Line

千代田線 
二重橋前〈丸の内〉駅
Nijubashimae 
<marunouchi> Sta.
on the Chiyoda Line

Scan the QR code and learn more 

about your favorite piece!

三菱地所株式会社と公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団は

芸術性豊かな街づくりを目指し、1972年から数年に一度、

作品の入れ替えを行い「丸の内ストリートギャラリー」を実施しています。

丸の内仲通りをメインに、近代彫刻の巨匠の作品や

世界で活躍する現代アーティストの作品を展示しています。

丸の内を散策しながら、アートを身近に体感してみませんか？

アートに出会う、 アートに触れる。 
丸の内ストリートギャラリー。

主催：三菱地所株式会社
監修：公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団

当パンフレットの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
The unauthorized copying or replication of content, text, or images presented in this pamphlet are strictly prohibited.
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※No.13の作品は2019年に設置予定です。

Encounters with Inspiring Masterpieces
“Marunouchi Street Gallery”

Since 1972, Mitsubishi Estate Co., Ltd. and Chokoku-No-Mori Art Foundation have been 

jointly hosting “Marunouchi Street Gallery” as part of urban development activities centered 

on inspiring passersby with artworks representing various genres. We exhibit pieces along 

Marunouchi Naka Dori Avenue, reshuffling the lineup of artwork every several years to 

introduce pieces created by well-known modern sculptors as well as world-leading 

contemporary artists. Why not spend some time strolling Marunouchi getting to know some 

fine art?

Organized and sponsored by Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Directed by Chokoku-No-Mori Art Foundation
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バーナード・メドウズ
イギリス
1981年制作（ブロンズ）
The Lovers
Bernard Meadows
The United Kingdom
1981 (bronze)

A

官能的なかたちの生き物を連想させる作品。本体にあいている小さな穴は目の
ようにも見え、表面が鏡面のため周りの世界が映り込み、外側から鑑賞している
のではなく、逆に内側から覗かれているような感覚を覚えさせる。
A sensual form evocative of living beings. A small hole near the center of the piece resembles an eye 

and the mirror-like polished surface reflecting the world around the sculpture draws the eye in, 

prompting the sensation of being on the inside looking out rather than being a viewer on the outside.

B

Expressing feminine beauty in a clean, simple form, this piece is a part of series of sculptures themed 

on voluptuous, bold women who freely enjoy life. Head tilted, she modestly conceals her body behind 

clasped knees, but nonetheless radiates a sensual beauty. 

C

アフリカの原始美術を思わせる造形志向を持つ作家。人間とも植物とも連想できる
ような、融合した造形を得意とする。本作は放出した水を有機的に表現して
いるが、生き物のような生命力も感じさせる。
A creator of pieces evocative of African primitive art, Augustin Cárdenas is known for flowing 

sculptures that meld human and plant forms. This piece, an organic expression of water falling away 

from a body, evokes the feeling of a living being. 

1

2恋人たち
草間 彌生
長野県生まれ
2014年制作（黒御影石）
I am a Pumpkin
Yayoi Kusama
Nagano, Japan
2014 (black granite)

南瓜は、作家がもっとも好んで使っているモチーフながらも石彫の作品はこれが
初めて。半永久的に残る素材（黒御影石）に南瓜（作家自身）を重ね合わせて、永遠
の命を作品に吹き込んでいる。
Although pumpkin is the artist’s favorite motif, this piece is Yayoi Kusama’s first pumpkin-themed 

stone sculpture. Exploring the concept of eternity, the artist has employed black granite, a material 

that promises near permanency, to infuse permanence into the impermanent form of a pumpkin.

われは南瓜

エミリオ・グレコ
イタリア
1971年制作（ブロンズ）

Grande Figura Accoccolate No.3
Emilio Greco
Italy 
1971 (bronze)

うずくまる女 No.3

アギュスタン・カルデナス
キューバ・フランス
1977年制作（カラーラ産白大理石）

L’Eau se déplie（Water unfolding）
Agustin Cárdenas
Cuba/France
1977 
(Carrara marble)

拡散する水

加藤 泉　
島根県生まれ
2018年制作（本小松石・着彩）
Untitled
Izumi Kato
Shimane, Japan 
2018 (painted Honkomatsu stone)

本作は石の選定時に作家自身が完成像をイメージ
できるかが鍵となる。彫塑せず組み合わせることで造形
し、絵を描くことで、作為的な造形のない石の個性と
作家の創作が組み合わされ、絵画とも彫刻作品とも
いえる単純でありながらも、独自の作品が生まれている。
The selection of stones is an essential process in the creation of this kind of artwork. While envisioning the completed 

piece, the artist collected the stones and, without carving them, arranged them into the final form, which he then 

painted. In doing so, the artist brought together the natural forms of the stones themselves and his own inspiration. The 

resulting piece is unique and straightforward yet distinctive and can be classified as both a painting and a sculpture.

無題

3
鹿田 淳史　
京都府生まれ
1989年制作（ブロンズプレート （丹銅））
Cosmic Arch ‘89
Atsushi Shikata
Kyoto, Japan 
1989 (bronze plate)

空に向かって垂直にのびた2本の柱が有機的
な曲線を帯びながら結合している。表面には
フォルムに沿って水墨画の水流のような美しい
ヘアラインが施され、より重厚感のある印象を
もたらしている。
A pair of pillars rising into the sky where they are connected by a complex organically curved form, this 

piece is beautifully etched with hairlines that echo its lines. Evocative of a Chinese ink-brush painting 

depicting flowing water, these hairlines make the piece seem heavier than it actually is.

女性の美しさを単純化した造形で表現。豊満
で奔放に生命を謳歌する、美しい伸びやかな
女性を表現した連作シリーズのひとつ。首を
かしげながら膝を抱えることで体を隠しながらも
官能的な美を感じさせる。

コズミック・アーチ '89

4
桑田 卓郎　
広島県生まれ
2018年制作（磁土・釉薬・顔料・金）
Horsetail TSUKUSHINBOU
Takuro Kuwata
Hiroshima, Japan
2018 (Porcelain, glaze, pigment and gold)

ビビッドな青の素地と金彩。一見ポップな印象で
ありながら、陶芸の伝統的な技法を駆使して生み
出される大胆な造形は、この作家の代名詞となって
いる。素材に触れ、制作過程で生まれる感動や今の
自分、社会との繋がり方や関係性を表現している。
Despite its vivid blue and gold pop art-like appearance, this painted ceramic piece has been created using 

traditional Japanese ceramic techniques. The artist is well-known for pottery-based pieces with 

distinctively bold design. Working with his hands, he molds materials like a potter in an attempt to 

express the creative impulse, what he feels about who he is, and his relationships with those around him.

つくしんぼう

9
國府 理
京都府生まれ
2011年制作
（鉄、土、植物、植物の種子、その他）
the Garden（Attic Garden）
Osamu Kokufu
Kyoto, Japan
2011 
(steel, soil, plant, 
plant seeds, etc.)

パラボラアンテナは上に向いているとまるで皿に見える。そこに土を盛り、植物を
植えた。工業的な鉄骨に支えられて宙に浮いた土地は、何ものかによって大地
からきりとられた庭のようである。土中の自生するもの、鳥や風が落としていった
ものが、ここで時を経ながらどんな物語を紡いでいくのだろうか。
In this piece, the artist has filled a dish-shaped parabolic antenna with soil and planted it up with grasses. 

Supported by an industrial-looking steel beam support, this elevated land is evocative of an imaginary 

garden that someone has cut out of the ground. In addition to the planted grasses currently growing, over 

time alien creatures and seeds carried by birds and winds will further enrich this little garden. The piece 

invites viewers to ponder the stories the piece might tell to those passing it by over the course of time.

the Garden（屋根裏の庭）

10 風の椅子

石のとびら

12
淀井 敏夫 
兵庫県生まれ
1976年制作（ブロンズ）
Park in Rome
Toshio Yodoi 
Hyogo, Japan
1976 (bronze)

作家が実際にローマのボルゲーゼ公園で見た光景をもとに制作。老女と若い娘が
ベンチに腰かけ語り合う姿が風景の中に溶け込み、なにげない動作や視線から、
ふたりの間にあるほのぼのとした感情と人生が伝わってくる。
The artist created this piece based on a scene he came across on a visit to Villa Borghese in Rome. Featuring 

an old lady and a young woman sitting on a bench, this sculpture blends naturally into the streetscape. A closer 

look shows that these figures seem to be talking to each other. As indicated by the casual gestures between 

the pair, the piece also expresses a sense of intimacy, presenting a heartwarming scene of everyday life.

ローマの公園

長谷 京治　
東京都生まれ
1995年制作（ブロンズ）

イタリア現代彫刻の形式的な芸術性の中に、
日本の伝統が垣間見える。詩を詠うかのように
繊細で官能的、洗練されたブロンズのフォルム
には緻密な細工が施され、深く落ち着いた風景
の存在と叙情的な印象を与える。

While emulating the formality of an Italian modern sculpture, the piece also gives us a glimpse into 

traditional Japanese handcrafting. The subtle, sensual, and sophisticated form of this bronze sculpture 

is evocative of a recitation of gracious poetry. Employing fine engraving techniques, the artist has 

successfully created a deep and gentle addition to the street landscape that adds a lyrical note.
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水井 康雄　
京都府生まれ
1969年制作（ブルゴーニュ産 石灰岩）

ほんのり紅がさした白い石の扉が今にも開き、
奥底から響いてくる神秘の声を聞かせてくれ
そうな本作。繊細なカービングによる端正な
佇まいが、石でありながらも暖かく息づいて
いるようだ。

The slightly pinkish limestone piece is sculpted into the shape of pulled back curtains. The viewer is invited 

to imagine these stone curtains are opening into the earth and the voices of mysterious beings sounding from 

deep beneath the surface. Thanks to the application of sophisticated carving techniques, the piece boasts a

fine-grained surface and, despite being stone, feels like a breathing creature with body temperature.

Sedia del Vento（Chair of the wind）
Kyoji Nagatani
Tokyo, Japan
1995 (bronze)

Rideaux de Pierre（Stone curtains）
Yasuo Mizui 
Kyoto, Japan
1969 (limestone)

螺旋をテーマに「数字によるデッサン」というほど、緻密な計算式から生み出されて
いるシリーズで、そのなかでも特に構造が複雑で集大成ともいえる作品。正面からは
規則性のある螺旋の渦状だが、視線を徐々にずらすと、螺旋は捻れを帯びながら
複雑に入り組んだ集合体で、そのフォルムは球体から成ることに気づく。
The artist has been working on a series of pieces featuring spirals, employing precise computation in an 

approach that he calls “drawing with mathematics.” The artist’s pursuit of this theme has culminated in 

this piece, which boasts a distinctively complex structure. From the front, it appears to be an orderly array 

of spirals; however, moving around the piece gradually reveals a complex interplay of twisted spiral 

forms. By shifting his/her viewpoint, the viewer may begin to see the sphere that the piece suggests.

5
木戸 修　
石川県生まれ
2017年制作（ステンレス）
SPIRAL.UQ
Osamu Kido
Ishikawa, Japan
2017 (stainless steel)

SPIRAL.UQ

動物に初めて出会ったときの恐怖、感動、驚き。そして、それを人に伝えるスリ
リングな感覚。ブロンズをほぼ等身大に彫り込み彩色をした動物たちが、圧倒的な
存在感を放ち、見るものの記憶やイメージを喚起する。
One’s first encounter with a wild animal is unforgettable, whether it is frightening, exciting, amazing or 

a combination thereof. Communicating that feeling to somebody else can also be a thrilling experience. 

The artist has captured these emotions in colorfully painted life-sized bronze animal sculptures. Close 

up, these pieces overwhelm the senses while sparking viewers’ imagination.

三沢 厚彦
京都府生まれ
いずれも2018年制作
（ブロンズ・着彩）

6 Bird 2014-03B
7 Animal 2016-01B
Atsuhiko Misawa
Kyoto, Japan
2018 (painted bronze)

6 Bird 2014-03B 7 Animal 2016-01B

8
金氏 徹平　
大阪府生まれ
2018年制作（ステンレス・塩化ビニル系樹脂・塗料）

彫刻の素材として使われる「石」「粘土」「木」
などを、漫画の背景から抽出し構成したいわば
抽象彫刻。漫画の絵を大きくし、素材自体で
ギリギリの均衡を保ち、イメージの物質性や
スケール感の無さを逆手に取り、物質性や
物理現象とイメージの乖離や意味を離れた
関係性の構築に挑んでいる。

This abstract sculpture depicting elements from the urban backgrounds of cartoons, incorporates 

stone, clay, wood, and other materials typically used to create sculptures. The artist has focused on a 

magnified view of one frame taken from the pages of a cartoon, with the components, each consisting 

of a single material, just barely balanced in place. Through this artwork, Teppei Kaneuji is striving to 

build a unique structure that challenges the assumptions people make about relationships between 

materials and physical phenomena, taking full advantage of the medium to create improperly scaled 

three-dimensional objects that look like drawings.

Hard Boiled Daydream
(Sculpture/Spook) #1

Hard Boiled Daydream（Sculpture/Spook）#1
Teppei Kaneuji
Osaka, Japan
2018 (stainless steel, vinyl chloride resin and paint)
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※展示内容につきましては予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。　Note: The lineup of artwork may be changed without notice. 


