
植松 永次 
 

三重県伊賀市丸柱在住 
 

1949 神戸に生まれる 

1972 土の質を確かめる事からレリーフを創り、その後東京にて焼物の仕事を

始める 

1975 信楽に入り、製陶工場勤務の傍ら自らの制作を続ける 

1982 伊賀市丸柱に住居と仕事場を移し、薪と灯油併用の窯を築き、野焼きも

含め作品の巾は広がる 

1996 滋賀県立陶芸の森に招待され制作 
 

 

個展 
 

2017 ギャラリーやまほん、三重 

 t.gallery、東京 

2016 「水の中は森の深さ」、Gallery 38、東京 

 「兎のみた空」、京都市立芸術大学@KCUA、京都 

 SOUTOUSYA+KYOTO、京都 

2015 アトリエ 2001、神戸 

 t.gallery、東京 

 gallery uchiumi、東京 

 トライギャラリーおちゃのみず、東京 

2014 gallery feel art zero、東京 

 t.gallery、東京 

2013 うつわ菜の花、神奈川 

 gallery uchiumi、東京 

 トライギャラリーおちゃのみず、東京 
 

 

 

 



2012 t.gallery、東京 

 ギャラリーやまほん、三重 

 風来、兵庫 

 ルーサイトギャラリー、東京 

2011 トライギャラリーおちゃのみず、東京 

 ギャラリー島田、神戸 

 エポカ ザ ショップ 銀座・日々、東京 

 うつわ菜の花、神奈川 

2010 ルーサイトギャラリー、東京 

 ナノ・リウム、山梨 

 gallery uchiumi、東京 

 ギャラリー揺、京都 

 SILVER SHELL、東京 

2009 エポカ ザ ショップ 銀座・日々、東京 

 小海町高原美術館、長野 

 ギャラリー炎舎、新潟 

2008 ギャラリーやぶき、岡山 

 トライギャラリーおちゃのみず、東京 

 ギャラリー島田、神戸 

 ルーサイトギャラリー、東京 

 桜の庄兵衛ギャラリー、大阪 

2007 ガレリア星鈴音、福岡 

 エポカ ザ ショップ 銀座・日々、東京 

 うつわ菜の花、神奈川 

 ナノ・リウム、山梨 

 伊丹市工芸センター、兵庫 

 gallery uchiumi、東京 

2006 うちだ、東京 

 ギャラリー佑英、大阪 

 ルーサイトギャラリー、東京 

 ギャラリーやまほん、三重 

 Japonesque Gallery、サンフランシスコ 



2005 ギャラリー島田、神戸 

 エポカ ザ ショップ 銀座・日々、東京 

 Japonesque Gallery、サンフランシスコ 
 

2004 ギャラリー陶園、滋賀 

 ルーサイトギャラリー、東京 

 ナノ・リウム、山梨 

2003 ライフギャラリー点、福岡 

 ギャラリー佑英、大阪 

 wake up gallery、徳島 

 ガレリア星鈴音、福岡 

 温室、東京 

2002 ギャラリー炎舎、新潟 

 風来、兵庫 

 ギャラリーやまほん、三重 

 神津邸、長野 

 ギャラリー島田、兵庫 

 うちだ、東京 

2001 ナノ・リウム、山梨 

 天野画廊、大阪 

 Season Factory うんぬん、三重 

2000 天野画廊、大阪 

 ギャラリー炎舎、新潟 

 wake up gallery、徳島 

 ギャラリー伊勢陶、東京 

 ギャラリー掌、愛知 

1999 ギャラリーなうふ、岐阜 

 風来、兵庫 

 Season Factory うんぬん、三重 

 ギャラリー百草、岐阜 

 ライフギャラリー点、福岡 

 海文堂ギャラリー、神戸 



1998 ギャラリー掌、愛知 

 空の気、滋賀 

 wake up gallery、徳島 

 花葉、岡山 

 ナノ・リウム、山梨 

1997 wake up gallery、徳島 

 ギャラリー炎舎、新潟 

 Season Factory うんぬん、三重 

 うちだ、東京 

1996 ギャラリー掌、愛知 

 空の気、滋賀 

 ギャラリーm、東京 

 海文堂ギャラリー、兵庫 

1995 ギャラリー掌、愛知 

 空の気、滋賀 

 ナノ・リウム、山梨 

 うちだ、東京 

1994 遊器庵、三重 

 ギャラリー紀楽、滋賀 

1993 ギャラリーm、東京 

 うちだ、東京 

 海文堂ギャラリー。兵庫 

1992 ぐりんぴーす、滋賀 

 ナノ・リウム、山梨 

 うちだ、東京 

1991 ギャラリーモリヤマ、滋賀 

 ライフギャラリー点、福岡 

 渋谷西武、東京 

 ギャラリーm、東京 

 うちだ、東京 

 ギャラリー風土、兵庫 

1990 ギャラリー木火土、兵庫 



1989 渋谷西武、東京 

1988 ギャラリーパルパローレ、兵庫 

1987 渋谷西武、東京 

1986 ギャラリーマロニエ、京都 
 

 

グループ展 
 

2016 アートフェア東京、t.gallery、東京 

 「革新の工芸 – “伝統と前衛”−そして現代」、東京国立近代美術館工芸館 

2015 第 10 回パラミタ陶芸大賞展、パラミタミュージアム、三重 

2013 CERAMIQUE 14 PARIS、パリ 

2012 Shigaraki ACT 2010、滋賀 

2011 ‘Object Lesson 4, Japonesque in New York’、The International Fine Art 

and Antique Dealers Show、ニューヨーク 

2010 Shigaraki ACT 2010、滋賀 

 BIWAKO BIENNALE 2010、滋賀 

 ‘NEXT SENSIBILITY’ mononoaware、Japonesque Gallery、 

The International Fine Art and Antique Dealers Show、ニューヨーク 

2008 アートで変わる住空間、アートライフ企画展覧会、ギャラリー佑英、

N4.TOWER マンションパビリオン、大阪 

 ‘EYE WITH OLD SOUL’ Contemporary Japanese Artworks、Japonesque 

Gallery、International Asian Art Fair、ニューヨーク 

2007 ‘FORM WITH OLD SOUL’ Contemporary Japanese Artworks 、

Japonesque Gallery、International Asian Art Fair、ニューヨーク 

 「まち」がミュージアム！2007、山梨 

2006 ヤキモノ展、遊器庵、三重 

2005 生きる力としてのアート展、ギャラリー島田、神戸 

 膨らむカタチ、うちだ、東京 

2004 壁からの広がり展、ギャラリーやまほん、三重 

2003 うつお（空）展、ギャラリーやまほん、三重 
 

 



2001 土と紙二人展、トアロード リビングス ギャラリー、神戸 

 第 2 回「まち」がミュージアム！、山梨 

2000 ミレニアム 2000 12 人展、ギャラリー夢雲、奈良 

 「まち」がミュージアム！、山梨 

1998 風水土のしつらい展、大丸梅田、大阪 

1996 作家のデッサン展、海文堂ギャラリー、神戸 

1994 ある土の話、ギャラリー・サーカス・サーカス、神戸 

 高柳の里・彫刻造形展、八鹿町、兵庫 

 京都野外陶芸展 ‘94、梅小路公園、京都 

 現代の道具展、玉川高島屋、東京 

 Terra Forums=現代日本陶芸展、グアム大学付属イスラム美術センター、 

 グアム 

 Japonesque Gallery、サンフランシスコ 

1993 土の造形７人展、大和ギャラリー、大阪 

 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 

 第四回国際陶芸キャンプ講師作品展、土ギャラリー、ソウル、茂朱リゾ

ート、大韓民国 

1992 現代陶芸国際激請展、国立歴史博物館、台北 

 二人展、ザ・スペース、阪急梅田、大阪滋賀・明日の美術展〜見えるも

の見えてくるもの、滋賀県立八日市文化芸術会館、滋賀 

 生活環境具としての現代クラフト展、アピアホール、兵庫 

 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 

1991 「土・メッセージ」in 美濃、多治見市文化会館、岐阜 

 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 

 Ceramic Sculpture ‘91、セラミックアートギャラリー、東京 

1990 Bao 芸術祭 in 沖島、滋賀 

 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 
 

 



1989 滋賀・明日の美術展〜時代から時代へ、滋賀県立八日市文化芸術会館、

滋賀 

 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 

 「土・メッセージ」in 太夫堀、世界デザイン博、愛知 

1988 カフェ・ノアール展、ベルギー 

 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 

1987 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 

1986 土・イメージと球体 1981 – 1985、西武ホール、滋賀／有楽町アートフ

ォーラム、東京 

 クレイワーク ‘86 展、ザ・ティーポット −イメージを注ぐ、ギャラリー

マロニエ、京都 

 セラミック アネックス シガラキ、信楽伝統産業会館／滋賀県立近代美

術館ギャラリー、滋賀 

 第 1 回 国際陶磁展美濃 ‘86、岐阜 

 土たちのイマージュ装置、ギャラリー成安、京都 

1985 ’85 涸沼・土の光景、涸沼宮前荘、茨城 

1984 信楽展、信楽伝統産業会館、滋賀 

1983 信楽・常滑ジョイント展、信楽伝統産業会館、滋賀／常滑市立陶芸研究

所、愛知（〜1985） 

 滋賀・明日の美術展、滋賀県立八日市文化芸術会館、滋賀 

1982 信楽陶形展、信楽伝統産業会館、滋賀 

 信楽の新しい波 土と火による造形展、滋賀県立八日市文化芸術会館／滋

賀県立長浜文化芸術会館／滋賀県立安曇川文化芸術会館、滋賀 

 Art Now Iga ‘82、上野城公園内芭蕉記念会館前広場／上野市中央公民館

ホール／きの画廊、三重 

 1981 Exit Exhibition、丸正百貨店、和歌山 

 Art Now Iga ‘81、上野市中央公民館ホール／きの画廊、三重 
 

 

 



主なカタログ 
 

2016 『植松永次：水の中は森の深さ』、展覧会カタログ、東京 

2012 『Eiji Uematsu SOIL/FIRE – TO THE ROOT』、展覧会カタログ、長野 

2007 『植松永次 月とお日さまの間』、大阪 


