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CV

【主な個展】
2022　写光石と光の記憶 / ナツメ書店（福岡）
2021　写光石と余韻 / hair studio & gallery 余韻（福岡）
2019　門司港の写光石 / 門司港ゲストハウス ポルト（福岡）
2018　写光石 / 武雄市図書館（佐賀）
        　写光石 / ALBUS（福岡）
2010　個展 / konya-gallery（福岡）

【主なグループ展】
2022　Contemporary Jewelry Exhibition "Pendants" / 
CAFE deux poissons（東京）
2019　TRACING THE ROOTS 2019 旅と手仕事 / CASICA

（東京）
2018　第 18 回平遥国際写真祭 / 平遥古城（平遥 , 中国）
2016　LIFESTYLES, Kunst aus Fukuoka, Japan / 
WESTWERK（ハンブルク , ドイツ）
2013　皮膚と骨 / ギャラリーモリタ（福岡）
2012　WATAGATA Arts Festival 2012 / 旧釜山沿岸客船
ターミナル（釜山 , 韓国）
        　英展 / 田川市美術館（福岡）
2007　台北・福岡 現代美術交流展 / 關渡美術館・国立台北
芸術大学（台北 , 台湾）

【アートフェア】
2021　Kyushu New Art / 博多阪急（福岡）

【コレクション】
2022　宗像大社（福岡）

【その他】
2021　TAKUMI NEXT 2021 採択 / 主催：ジェトロ , 共催：
経済産業省

塩井一孝
https://www.kazutaka-shioi.com

1987　宮崎県生まれ
2009　福岡教育大学 教育学部 卒業
2011　福岡教育大学大学院 教育学研究科 修了（教育学修士）

Kazutaka Shioi
https://www.kazutaka-shioi.com

1987　Born in Miyazaki Prefecture
2009　Fukuoka University of Education, BA
2011　Fukuoka University of Education, MA

【Solo exhibition】
2022　SHA-KO-SEKI and Hikari-no-Kioku / Natsume 
Bookstore (Fukuoka)
2021　SHA-KO-SEKI and yoin / hair studio & gallery 
yoin (Fukuoka)
2019　SHA-KO-SEKI in Mojiko / Mojiko Guest House 
Porto (Fukuoka)
2018　SHA-KO-SEKI / ECRU (Fukuoka)
           SHA-KO-SEKI / Takeo City Library (Saga)
           SHA-KO-SEKI / ALBUS (Fukuoka)
2010　Solo exhibition / konya-gallery (Fukuoka)

【Group exhibition】
2019　TRACING THE ROOTS 2019 Travel and 
Handicrafts / CASICA (Tokyo)
2018　18th Pingyao International Photo Festival / 
Pingyao Ancient City (Pingyao, China)
2016　LIFESTYLES, Kunst aus Fukuoka, Japan / 
WESTWERK (Hamburg, Germany)
2013　Skin and bones / Gallery Morita (Fukuoka)
2012　WATAGATA Arts Festival 2012 / Former Busan 
Coastal Passenger Terminal (Busan, South Korea)
           EITEN / Tagawa City Museum of Art (Fukuoka 
Prefecture)
2007　Taipei & Fukuoka Contemporary Art Exchange 
Exhibition / Kuandu Museum of Fine Arts (Taipei, 
Taiwan)

【Art Fair】
2022　Kyushu New Art / Hakata Hankyu (Fukuoka)

【Collection】
2022　Munakata Taisha Shrine (Fukuoka)

【Others】
2021　TKAKUMI NEXT 2021 / Organizer: JETRO, Co-
sponsor: Ministry of Economy, Trade and Industry, 
JAPAN



かつて古代人が天高くそびえる山々を神域と見立て、神々と交信したように。今も
夜通し神楽を舞い五穀豊穣を祈る里山の集落のように。人と自然の境界を拡張する
ように、現代の暮らしを彩り豊かなものにしていく。そのような創作活動を続けて
います。

 
Just as in the past, ancient people communicated with the gods in 
the mountains that soared high into the sky. Just as today, satoyama 
communities pray for a bountiful harvest by performing kagura (Shinto 
music and dance) throughout the night. As if to extend the boundary 
between man and nature, I will make modern life more colorful and rich. I 
am continuing such creative activities.

Statement

人と自然の境界を拡張する。
Extend the boundary between human and nature.



《写光石》シリーズ
光 , 和紙にインクジェットプリント , 石 , ウレタン塗料
2022 -

"SHA-KO-SEKI: light refl ecting stone" Series
Light, Ink-jet printing on Washi paper, Stone, Urethane paint
2018 -



"SHA-KO-SEKI" is a coined word meaning "a stone 
that captures light," and is a three-dimensional 
photographic work. The work is created by printing 
images of light taken with a camera on Japanese 
paper and pasting them onto a stone. The work 
is created as a device that conceptually connects 
people with the light of the place.

《塩井一孝 個展「写光石」》2018, ALBUS / 福岡
"Solo Exhibition -SHA-KO-SEKI-" 2018, ALBUS / Fukuoka, Japan

《写光石》は「光を写した石」という意味の造語で、立体的な
写真作品である。カメラで撮影した光の画像を和紙に印刷し、
石に貼り込んで制作している。人と場の光を観念的に接続さ
せる装置として制作している。



《写光石 / Bespoke》
光 , 和紙にインクジェットプリント , 石 , ウレタン塗料
2022 -

"SHA-KO-SEKI / Bespoke"
Light, Ink-jet printing on Washi paper, Stone, Urethane paint
2018 -



I took this picture to remember the emotion that 
touched my heart. Before they are overwritten by 
your busy life and fall asleep in your camera roll 
without ever being looked back.

"SHA-KO-SEKI / Bespoke" is a custom-made artwork 
in which Kazutaka Shioi, an artist, fixes the "light of 
your memory" from your landscape photos onto a 
stone as a work of art. The work is archived on the 
web, along with the photos and episodes, and can 
be purchased freely by anyone. In other words, this 
is a participatory project in which you and the artist 
collaborate and share your artwork with the world.
 
This is not only a good luck charm to hold the "light 
of your memory", but also a possibility to connect 
with people al l  over the world. It also has the 
potential to connect you with people from all over 
the world. We dream of a future where a bright and 
friendly community that transcends time and space 
is created through the SHA-KO-SEKI.

心をしめつけた、あの感動を胸に刻みたくて撮った写真、の
はずなのに。気忙しい日々に上書きされ、ただの一度も見返
さないまま、カメラロールの中で眠りこけてしまう、その前に。

「写光石 / Bespoke」とは、あなたが撮影した風景写真、そ
の “ 記憶の光 ” を、アーティストの塩井一孝が作品として石
に定着させる、オーダーメイドのアートです。また作品は、
写真・エピソードとともにウェブ上にアーカイブされ、誰も
が自由に購入可能。つまりあなたと作家のコラボアートが世
の中にシェアされる、参加型のプロジェクトでもあります。

これによって、あなたの “ 記憶の光 ” を握りしめられる、お
守りになるだけでなく。世界じゅうの人と繋がる可能性も秘
めている。写光石を通じ、時空を超えた、明るくやさしいコミュ
ニティがつくられていく、そんな未来を夢見ています。



《写光石の標本 / SKSS-007》
和紙にインクジェットプリント , 石 , ウレタン , 木 , 光（宗像大社 , 33.830355,130.514012, 02/04/2022）
1620 x 1303 x 30 mm, 2022

©︎ TAKUMIX

"SHA-KO-SEKI Specimen / SKSS-007"
Ink-jet printing on Washi paper, Stone, Urethane paint, Light（Munakata-Taisha Shrine, 33.830355,130.514012, 
02/04/2022）,1620 x 1303 x 30 mm, 2022



This work consists of a small "SHA-KO-SEKI" created 
with l ight from the Munakata Taisha Shrine in 
Munakata City, Fukuoka Prefecture, and laid out in a 
grid pattern on a wooden panel to resemble a Light 
Specimen. A similar work was dedicated to Munakata-
taisha Shrine on April 2, 2022 in cooperation with the 
company and its gallery. GPS location information of 
the light is recorded on the material, which can be 
searched on a map on the web.

Ded icat ion :  Mizoe Construct ion Corporat ion 
Cooperation: Mizoe Gallery Co.

福岡県宗像市にある「宗像大社」の光で制作した小さな《写
光石》を、木製のパネル上に格子状に敷き並べて標本に見立
てた作品である。同様の作品を企業と所属ギャラリーと協力
して 2022 年 4 月 2 日に宗像大社に奉納した。素材に光の
GPS 位置情報を記録しており、ウェブ上のマップで検索する
ことが出来る。

奉納：溝江建設株式会社　協力：株式会社みぞえ画廊

©︎ TAKUMIX
©︎  Yuta Oda



©︎ TAKUMIX

《写光石 / SKS-G10》
光（宗像大社 , 宗像市 , 福岡県 , 9 月 18 日 , 2017 年）,
和紙にインクジェットプリント , ガラス , ウレタン塗料 , 150 x 70 x 70 mm, 2018

"SHA-KO-SEKI / SKS-G10"
Light, （Munakata-Taisha Shrine, Munakata-shi, Fukuoka, Japan, Sep 18, 2017）
Ink-jet printing on Washi paper, Stone, Urethane paint, ,1620 x 1303 x 30 mm, 2022



It is a glass "SHA-KO-SEKI," created to make the 
light of the past appear. When sunlight hits the work, 
colored shadows fall. This phenomenon is regarded 
as "the appearance of light from the past. It is a 
device that provides an opportunity to come into 
contact with the light and memories of the past, 
which are essentially inaccessible.

過去の光を出現させるために制作したガラス製の《写光石》
である。作品に日の光が当たると色付きの影が落ちる。この
現象を「過去の光の出現」と見立てた。本来、触れることの
出来ない過去の光や記憶に触れる機会を提供する装置である。



《写光石の装身具》シリーズ
和紙にインクジェットプリント , 石 , ウレタン , シルバーなど
2020 -

"SHA-KO-SEKI Jewelry" series
inkjet print on Japanese paper, stone, urethane, silver, etc.
2020 -



SHA-KO-SEKI is a product made into jewelry such as 
rings, earrings, brooches, and pendants.

写光石を指輪や耳飾り、ブローチ、ペンダントなどの装身具
に仕立てたプロダクト。



www.kazutaka-shioi.com


