
 

小松 宏誠 
1981年 徳島県生まれ 東京都在住 
 
 
紹介文* 
　東京藝術大学大学院修了後、アーティストグループ｢アトリエオモヤ｣ のメンバーとして活動を開

始。 2014年に独立。｢浮遊｣ への興味から｢鳥｣ に夢中となり、現在は｢鳥｣ や｢羽根｣ をテーマとした

作品を展開中。自然が持つテクノロジーと人間の生み出したテクノロジーが交錯する表現を追求して

いる。 
 
 
学歴 

2006 東京藝術大学 大学院 美術学部 デザイン科 修了 

2004 武蔵野美術大学 造形学部 建築学科 卒業 

 
個展 

2017 ｢小松宏誠展 Air tracks｣ 調布市文化会館、東京  

2016 ｢憧れと庭 ｣ 美術画廊X、東京 

2012 ｢Kosei Bird’s Flower｣ Randy、東京 

2010 ｢Secret Garden｣ 銀座三越、東京 

 
 
グループ展 

2017 ｢生きものとアートにふれる展｣ 生きているミュージアム　ニフレル、大阪 

 ｢魔法の美術館: 光と遊ぶ超体感型ミュージアム｣ いわき市立美術館、福島 

 ｢魔法の美術館: 見て、触れて、遊べる体感型アート｣ 大阪文化館、大阪 

 ｢魔法の美術館: Art in Wonderland｣ 富山市民プラザ2階アートギャラリー、富山 

 ｢Crossing Factors｣ East Factory Art、東京 

 ｢新宿高島屋美術画廊10周年記念ーそして広がるー｣ 新宿高島屋10階美術画廊、東

京 

 ｢自然と人工のはざま｣ 阪急うめだ本店9階、アートステージ大阪、大阪 

 ｢Mikimoto The Sense of Beauty｣ 伊勢丹新宿本店1階 ザ・ステージ、東京 

 ｢Artistic Christmas vol.X MIRAI｣ 新宿髙島屋10階美術画廊、東京  

 ｢C-DEPOT Japan Fusion -風-｣ パークホテル東京、東京  

 ｢MIDLAND CHRISTMAS 2016｣ ミッドランドスクエア、愛知  

 



 

 ｢GYRE dance as fall｣ GYRE、東京  

 ｢東レ先端材料展｣ 東京国際フォーラム、東京  

 ｢憧れと庭｣ 日本橋髙島屋美術画廊X、東京  

 ｢LUNASOL 2016 AUTUMN Feathery-つつみこまれる世界-｣新商品発表会イベントー

SEZON ART GALLERY、東京  

 ｢どうしてみんな、花が好き？｣ーまつだい ｢農舞台｣ギャラリー、新潟  

 ｢遊ぼうよ！光のワンダーランドで 魔法の美術館｣ー富岡市立美術館・福沢一郎記

念美術館、群馬 

2015 ｢Nature Creations｣ スパイラル・ワコールアートセンター、東京 

 ｢Midland Christmas2015｣ ミッドランドスクエア、愛知 

 ｢かごしまアートフェスタ 2015｣ かごしま県民交流センター、鹿児島 

 ｢魔法の美術館: 見て、触れて、遊ぶ光と影のワンダーランド｣ 福岡アジア美術館、

福岡 

 ｢魔法の美術館: 見て、触れて、遊ぶ 光のアート｣ 秋田県立近代美術館、秋田 

 ｢越後妻有 大地の芸術祭｣ 十日町駅、新潟 

 ｢ようこそ光のワンダーランドへ 魔法の美術館｣ 新潟市新津美術館、新潟 

 ｢Mother Nature｣ Nora  Hair Salon、東京 

 ｢大気 (air) : 旋律 (air)｣ gallery COEXIST-TOKYO、東京 

 ｢C-DEPOT Landmark｣ 東武百貨店池袋本店 美術画廊、東京 

 ｢Beyond the Clouds: 雲の向こうに｣ 越後妻有里山現代美術館［キナーレ］、新潟 

 ｢超京都 art kyoto 2015｣ ちおん舎、京都文化博物館、京都 

 2014 ｢Snowy Air Chandelier｣ 六本木ヒルズ ウェストウォーク クリスマスデコレーション  
日六本木ヒルズ ウェストウォーク、東京 

 ｢Silent Light｣ 日本橋タカシマヤ6階 美術画廊 X、東京  

 ｢魔法の美術館: ひかりのたまてばこ｣ 川崎市市民ミュージアム、神奈川 

 ｢Art in Wonderland 魔法の美術館: 光と影のファンタジー｣ 佐川美術館、滋賀 

 ｢魔法の美術館｣ 浜松市美術館 、 静岡 

 ｢The Mirror: Hold the Mirror up to nature｣ 
銀座4丁目 THE MIRROR 名古屋商工会館、東京 

 ｢パラレルネイチャー: もうひとつの自然採集｣ 朝日町立ふるさと美術館 、富山 

 



 

 ｢LEXUS Inspired By Design｣ LEXUS Middle EastのCMに作品提供  
LEXUS Middle East 、CM 

 ｢高島屋幻想博物館｣ 日本橋タカシマヤ、大阪タカシマヤ、京都タカシマヤ、横浜

タカシマヤ、名古屋タカシマヤ、新宿タカシマヤ 、 全国巡回 

 ｢魔法の美術館: 光と影のワンダーランド｣ 長崎県美術館 、長崎 

 ｢魔法の美術館: 光のアートとあそぼう！｣ 松坂屋美術館 、愛知 

 ｢光のアートで遊ぼう｣ MOA美術館 、静岡 

 ｢Memory of Forest / Forest of Memory｣ HAUSKA 、東京 

 ｢伊藤若冲感性インスパイア作品展｣ ミラノサローネ TOKYO DESIGNERS WEEK in 
MILANO 2014  Padiglione Visconti. Via Tortona, 58 、MILANO 

 ｢六本木アートナイト2014 : 動けカラダ！｣ 六本木ヒルズ 毛利庭園 、東京 

 ｢BIRD inspired.｣ BIRDHOUSE 、青山 

 ｢Wearing Light｣ ISSEY MIYAKE KOBE 、兵庫 

 ｢Wearing Light｣ 阪急うめだ本店 1階コトコトステージ11 、大阪 

 ｢Wearing Light｣ 伊勢丹 新宿店本館4階=センターパーク ザ・ステージ#4 、東京 

 ｢ Wearing Light｣ ELTTOB TEP ISSEY MIYAKE GINZA 、東京 

 ｢Media Ambition Tokyo 2014｣ 本木ヒルズ森タワー52階 東京シティビュー 、東京 

 ｢Media Ambition Tokyo 2014｣ Intersect by LXUS 、東京 

2013 ｢Roppongi Hills Christmas Concert 2013: Love Songs for Happiness｣ 
ライティングアートによる舞台演出 六本木ヒルズアリーナ 、東京 

 ｢光の庭｣ Galleria Foret地下2階 、ソウル 

 ｢魔法の美術館: 超体験型！ようこそ光のワンダーランドへ｣　 
岡山シティミュージアム 、岡山 

 ｢Emerging Dire CTORS Art Fair Ultra 006｣ スパイラル・ワコールアートセンター、

東京 

 ｢魔法の美術館｣ 金沢21世紀美術館、金沢 

 ｢魔法の美術館: ようこそ、光のワンダーランドへ｣ 長野県信濃美術館、長野 

 ｢ハートオープナー｣ 多摩美術大学美術学部芸術学科 展覧会設計ゼミ  
Shibaura、東京 

 ｢光のイリュージョン: 魔法の美術館｣ 上野の森美術館、東京 

 ｢魔法の美術館2013: 光のミュージアム｣ 浦添市美術館、沖縄 

 



 

 ｢魔法の美術館: ようこそ。光と影のワンダーランドへ｣ 盛岡市民文化ホール、岩手 

 ｢魔法の美術館: 博物館が大変身!光の魔法とあそぼう｣ 明石市立文化博物館、兵庫 

 ｢魔法の美術館: みんなで楽しむ光のアート｣ 熊本市現代美術館、熊本 

 ｢髙島屋アートウォーキング: 暮らしにアートを｣ 新宿タカシマヤ１階ザ・メインス

クエ、東京 

 ｢魔法の美術館: 光のアート展｣ 宮崎県立美術館、宮崎 

 ｢百花祭 Takashimaya Street Gallery_Living Composition by Komatsu Kosei｣ 日本橋髙島

屋 ショーウィンドウコラボレーション 日本橋髙島屋 正面ウィンドウ全6面、 東京 

 ｢アトリエオモヤ展: Mixed-Next｣ さいたま市プラザノース、ノースギャラリー、埼

玉 

 ｢My Style , My Life: トモニある日々｣ 新宿高島屋10F美術画廊、東京 

2012 ｢ヒカリエ クリスマス アートフェア 2012｣ 渋谷ヒカリエ、東京 

 ｢魔法の美術館: ようこそ。ここは光のワンダーランド｣ 高崎市美術館、群馬 

 ｢魔法の美術館: 親子で楽しむ光のアート｣ 八戸市美術館、青森 

 ｢アトリエオモヤ展: Light｣ 横浜美術大学大学ギャラリー、東京 

 ｢伊藤若冲感性インスパイア作品展｣ Tokyo Designers Week 2012特別企画展 明治神

宮外苑絵画館前 中央会場：TENT内、東京 

 ｢Emerging Director’s Art  Fair Ultra 005｣ スパイラル・ワコールアートセンター、東

京 

 ｢Kosei Bird's Flower｣ RANDY、東京 

 ｢魔法の美術館｣ 名古屋松坂屋美術館、愛知 

 ｢魔法の美術館｣ 福井県立美術館、福井 

 ｢魔法の美術館｣ 千葉県立美術館、千葉 

 ｢Buck to the Nature｣ Fuma Contemporary Tokyo、東京 

 ｢魔法の美術館｣ 鶴岡アートフォーラム、山形 

 ｢魔法の美術館｣ 鳥取県立夢みなとタワー、鳥取 

 ｢六本木アートナイト2012 ミッドタウン ストリートミュージアム｣ 東京ミッドタウ

ン、東京 

 ｢魔法の美術館｣ MOA美術館、静岡 

 ｢魔法の美術館｣ 大垣市スイトピアセンター アートギャラリー、岐阜 

 



 

 ｢魔法の美術館｣ 高知県立美術館、高知 

 ｢魔法の美術館｣ たけはら美術館、広島 

 ｢魔法の美術館｣ 浦添市美術館、沖縄 

 ｢魔法の美術館｣ 盛岡市民文化ホール展示ホール、岩手 

 ｢道との遭遇　ヒガシトーキョーミュージックフェスティヴァル｣ 物販コーナー美

術装飾  
上野水上音楽堂、東京 

 ｢Bird's Flowers｣ 新宿高島屋1Fエントランス、東京 

 ｢C-DEPOT edge｣ 新宿高島屋10F美術画廊、東京 

2010 ｢Gift in Bloom｣ 銀座三越8Fギャラリー、東京 

 ｢Secret Garden Ginza Mitsukoshi Edition｣ 銀座三越9Fテラスコート、東京 

 ｢松戸アートラインプロジェクト2010｣ 松戸駅周辺 旧・原田米店母屋、千葉 

 ｢Perfect Park｣ Tokyo Cultuart by Beams、東京 

 ｢釜山ビエンナーレ: Living in Evolution｣ 釜山ヨットセンター、韓国 

 ｢創造公園渋谷｣ 渋谷公園通り、東京 

 ｢徳島LEDアートフェスティバル｣ 中徳島会場、徳島 

2009 ｢No Man's Land｣ 旧フランス大使館・本館、東京 

 ｢Art Advance Mitsukoshi｣ 日本橋三越本店、東京 

 ｢Exhibition C-DEPOT 2009: Message｣ スパイラル・ワコールアートセンター、東京 

2008 ｢Tokyo Midtown Award 2008 アートコンペ｣ 東京ミッドタウン、東京 

 ｢Jeans Factory Art Award 2008｣ 高知市文化プラザかるぽーと、高知 

 ｢Exhibition C-DEPOT 2008: Home｣ 横浜赤レンガ倉庫、横浜 

 ｢Art Advance Adachi 2008｣ シアター1010ギャラリー、東京 

2007 ｢Tree展｣ time A ギャラリー、東京 

 ｢アトリエオモヤ展｣ time A ギャラリー、東京 

 ｢Clock展｣ time A ギャラリー、東京 

 ｢現代美術の鑑賞事業｣ 武豊町民会館・ゆめたろうプラザギャラリー、愛知 

 ｢Exhibition C-DEPOT 2007: Present｣ スパイラル・ワコールアートセンター、東京 

 ｢第10回文化庁メディア芸術祭｣ 東京都写真美術館、東京 

 



 

2006 ｢デジタルアートフェスティバル東京2006｣ パナソニックセンター東京、東京 

 ｢Seoul Design Festival 2006｣ 招待作家 COEX、ソウル 

 ｢アトリエオモヤ展｣ アトリエオモヤ、東京 

 ｢現象からの新しいかたち｣ 和田画廊、東京 

 ｢東京藝術大学卒業・修了作品展｣ 東京藝術大学、東京 

2005 ｢環境芸術学会第6回大会: どこでもアート展｣ 札幌メディアパーク・スピカ、北海

道 

 ｢第3回DiVA 芸術科学会展｣ 東京工業大学、東京 

2004 ｢東京大学大学院学際情報学府制作展: iii Exhibition 2｣ 東京大学、東京 

 ｢伊藤隆道研究室展｣ ORI E、東京 

 ｢環境芸術学会第5回大会｣ 武蔵野美術大学、東京 

 ｢浮赤LIVE｣ ペッパーズギャラリー、東京 

 ｢武蔵野美術大学卒業制作展｣ 武蔵野美術大学、東京 

2003 ｢第4回 S I C F｣ スパイラル・ワコールアートセンター、東京 

 ｢第6回岡本太郎記念現代芸術大賞展｣ 川崎市岡本太郎美術館、川崎 

2002 ｢センダイアートアニュアル2002｣ せんだいメディアテーク、仙台 

 ｢あかりフェスタ GIFU: 第14回あかりのオブジェ展｣  岐阜市文化センター、岐阜 
  

 
　　　 
 
 
講師歴 

2017 ｢風植物の庭研究所｣ いわき市立美術館、福島  

2008 武蔵野美術大学 建築学科 非常勤講師 

2013～ 東京大学大学院情報学環 非常勤講師 

 
 
 
受賞歴 

2015 ｢DSA 日本空間デザイン賞｣ 優秀賞 

2013 ｢メディア芸術クリエイター育成支援事業｣ 文化庁 助成 

2010 ｢徳島LEDアートフェスティバル｣ 一般部門グランプリ 

 



 

2008 ｢第42回 SDA AWARD｣ SDA大賞・経済産業大臣賞 

 ｢Tokyo Midtown Award 2008 アートコンペ｣ 佳作・オーディエンス賞 

 ｢JEANS FACTORY ART AWARD 2008｣ 優秀賞 

2007 ｢第10回文化庁メディア芸術祭｣ 審査員推薦作品 

2006 ｢NHKデジタルスタジアム八谷和彦セレクション｣ ベストセレクション 

 ｢東京藝術大学卒業・修了作品展｣ サロン・ド・プランタン賞 

2005 ｢環境芸術学会第6回大会: どこでもアート展｣ ホクレン賞 

2002 ｢あかりフェスタ GIFU 第14回あかりのオブジェ展｣ オブジェ部門グランプリ 

 
 
 

 


