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【報道関係者各位】 

 

 

 

佐川美術館（所在地：滋賀県守山市）では、春季企画展として「デジタルとアナログで創造する 藤井フミヤ展 多様

な想像新世界 THE DIVERSITY」を開催致します。 

歌手として長年活躍しながら、画家としての一面を持つ藤井フミヤ。1993 年に自身初となるＣＧアートの

個展を開催し、その後国内外で精力的に作品を発表しましたが、アート活動 10 周年を迎えた 2003 年に

画家としての活動を休止しました。16 年に亘る長い沈黙を破り、東京で開催した 2019 年の展覧会で大

盛況を収め、再び画家として脚光を浴びます。本展では新作を含め、独自の表現で描いた女性像を中心

に、油彩・水彩・ボールペン画、またシール・針金を使った作品など約 100点を公開します。時に甘美なエロ

ティシズムが香り、時にファンタジックな夢想を喚起させる藤井フミヤの世界をご堪能ください。  

 展覧会実施概要  

◆名   称 ：  デジタルとアナログで創造する 藤井フミヤ展 多様な想像新世界 THE DIVERSITY 

◆会   期 ：  ２０２2年 4月9日 [土] ～ 6月１2日 [日] 

◆開館時間 ： 午前９時３０分 ～ 午後５時 （入館は午後４時３０分まで） 

◆休 館 日 ： 月曜日  

◆入 館 料 ： 一般￥１,3００ / 高大生￥9００（要学生証） / 中学生以下無料（要保護者同伴） 

※専門学校・専修学校は大学に準じる。障害者手帳をお持ちの方（手帳をご提示ください）、 

付添者（１名のみ）無料 

※事前のＷＥＢ予約、同時にネット決済による入館チケット購入をお願いします。 

【主   催】佐川美術館（公益財団法人ＳGH文化スポーツ振興財団） 

【後   援】滋賀県、滋賀県教育委員会、守山市、守山市教育委員会 

【企画協力】株式会社エフエフエム、株式会社アートオブセッション 

【会場構成】おおうちおさむ 

【協   力】ＳGホールディングス株式会社、佐川急便株式会社、佐川印刷株式会社 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容を変更する場合がございます。当館ホームページやツイッターをご覧ください。 

本展は事前にＷＥＢ予約が必要です。 

「ＷＥＢ事前予約制」「詳しい予約情報はＨＰをご覧ください」といった文言を記事に明記ください。 

         藤井フミヤ 2021年    
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■プロフィール 
 

1962 年福岡県久留米市生まれ。83 年チェッカーズのボーカ

ルとしてデビュー。93 年コンピュータグラフィックス展

「FUMIYART-Take a break」を全国9都市にて開催。同年

「TRUE LOVE」をリリースしソロ活動を開始。以後、95 年

「FUMIYART 2」（全国7都市巡回）、98年「FUMIYART 3」

(青山スパイラルホール、東京)、同年「FUMIYART 2000」

（全国 12都市巡回）、2003年アート活動 10周年を記念した

全国巡回展「FUMIYART」を開催する。2019 年、東京にて

16 年ぶりの展覧会「デジタルとアナログで創造する 藤井フミ

ヤ展 多様な想像新世界 THE DIVERSITY」を開催。 

 
 
■みどころ 
 
多彩な画材と手法で切り開くファンタジックな世界 
 

子どもの頃から絵を描くことが好きだった藤井フミヤは、ミュージシ

ャンとして数多くのヒット作を生み出す一方、仕事の合間にコツコツ

と作品を制作してきました。創作の原点になったのは、1990年代当

時最先端だったコンピュータとの出会いでした。デジタルで絵を描く

楽しさにのめり込み、本格的な画家としての活動は、このデジタル技

術を駆使した CG 作品の制作からでした。2003 年にはカッターナ

イフを用いた職人技ともいえる貼り絵や切り絵を制作。近年特に注目

されているのは、絵筆やペンを用いて制作された装飾的なアナログ

作品です。 

 

 

 《FULL MOON》2002年 

紙 65×47cm 

  

《EYES in Red》2021年 アクリル、インクジェット、キャンバス 72×148 cm

㎝ 

                  

《LIFE》2001年 CG、紙 69×62 cm 
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特に極細のボールペンを用いたペン画は、《ボッティチェリへのオマージュ「Venus and Mars」の模写》に

見られるように、円を描くようにペン先をぐるぐると動かしながら描く独自の手法が取られています。ま

た、文具店で売られているファンシーシールをモザイク画のように組み合わせた作品や、わざと錆びさせた

針金をつなぎ合わせて制作した立体的な女性像の作品など、表現方法は多岐に渡り、常に新しいアイデア

を探し求める好奇心の強さがうかがい知れます。 

 

甘美に描かれた女性像 
 

実家が美容室を営んでいたこともあり、幼少期から生活の中で様々な女性

を見てきたこと、チェッカーズとしてデビューしてからもファンを含め周囲

には必ず女性がいたことなど、これまでの人生における環境の中に、常に

女性の姿があったことから、描く作品は圧倒的に女性のモチーフが多く見

られます。藤井フミヤが描く女性像は、日本における美人画や、クリムトや

シーレなどの西洋絵画の影響を受け、多彩な手法で表現されています。女

性らしいしなやかな身体の曲線や四肢の表現へのこだわりから、顔を描か

ず後ろ姿やあえて目を隠す姿など、作品からは甘美な女性像への一方なら

ぬ思いが伝わってきます。まさに現代の美人画といっても過言ではありま

せん。女性を丁寧に描こうとする緻密な装飾表現も必見ですので、ぜひ展

示室でご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

《好奇心》2021年 

水彩、紙 69.5×53 cm 

《アリス》2016年 

アクリル、キャンバス 44×36 cm 

 

  

《ボッティチェリへのオマージュ「Venus and Mars」 の模写》2019年 ボールペン、紙 70×179 cm 

掲載画像は全て 

©FFM2022 

         

         

《JAPANISM》2021年  

アクリル、紙 89.5×89.5 cm 

《祈り》2019年  

油彩、キャンバス 79×64 cm 
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●広報用写真について 
本プレスリリース中に掲載している画像データ（広報画像と記載されているもの）をご用意しております。

画像データをご希望の方は、同封の作品画像使用申込書（プレゼント用無料観覧券申込付）に必要事項をご

記入の上、当館までファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。 

当館ホームページ（https://www.sagawa-artmuseum.or.jp/press/）から画像申請も受け付けており

ます。その他の画像が必要な場合は、企画担当者までご連絡ください。 

なお、作品画像につきましては、当該展覧会の広報以外でのご使用はお断りしております。トリミングなど

の画像の加工はご遠慮ください。また、申込書に記載しておりますキャプションの表記もお願い致します。 

 

 

●プレゼント用無料観覧券について 
読者・視聴者・リスナーへのプレゼント目的にかぎり、本展覧会会期中有効の無料観覧券を 6枚までご提供

させていただきます。（当イベントは事前予約制のため無料観覧券のご利用にはWEB予約が必要です） 

ご希望の方は同封の作品画像使用申込書（プレゼント用無料観覧券申込付）に必要事項をご記入の上、当館

までファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。 

 

 

 

◆交通のご案内 

 

お車ご利用の場合 

   駐車場有７０台、美術館入館者は無料 

○ 名神高速瀬田西 IC から湖周道路経由 （約３０分） 

○ 名神高速栗東 IC から守山栗東線経由 （約３０分） 

○ 名神京都東 IC から湖西道路 (真野 IC)・琵琶湖大橋経由 （約３０分） 

 

鉄道ご利用の場合 

○ JR 琵琶湖線守山駅から路線バス 「佐川美術館」下車 （約３５分） 

○ JR 湖西線堅田駅から路線バス  「佐川美術館」下車 （約１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆連絡先◆ 

公益財団法人 SGH 文化スポーツ振興財団 

佐川美術館 

〒５２４-０１０２  滋賀県守山市水保町北川２８９１ 

TEL：０７７-５８５-７８００ ／ FAX：０７７-５８５-７８１０ 

企画担当学芸員 ： 井上 英明 h_inoue005@sagawa-artmuseum.or.jp 

          藤井 康憲  y_fujii010@sagawa-artmuseum.or.jp 
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作品画像使用申込書 （プレゼント用無料観覧券申込付） 

 

 

作品画像の露出・掲載等 

ご使用にあたっての注意 

● 申請された方法、目的以外には使用しないでください。 

● 掲載誌・紙は資料として 1部以上お送りくださいますよう、お願い致します。 

● その他の画像が必要な場合は、企画担当者までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

使用作品 

※ご希望の作品にチェック

を入れてください 

 

 

□ １.   藤井フミヤ ２０２1年 ©FFM２０２２ 

□ ２.  《FULL MOON》2002 年 ©FFM２０２２ 

□ ３.  《EYES in Red》2021年 ©FFM２０２２ 

□ ４.   《ボッティチェリへのオマージュ「Venus and Mars」の模写》 2019年 

©FFM２０２２ 

□ ５.  《好奇心》2021年 ©FFM２０２２ 

 

※作品画像使用の際は、上記キャプションと著作権表記をお願いします。 

校正原稿を企画担当者まで必ずお送りください。確認に期日を要するため、お早めにお願い致します。                      

 計    点  

媒体名  

 

貴社名  

 

ご芳名（ご所属）  

                               （                    ） 

ご連絡先 ご住所：（〒     －     ） 

 

 

発行（掲出）予定日                年     月     日        号 

使用形態（○印） Web サイト ／ 印刷物（ カラー ／ モノクロ ） 

無料観覧券希望枚数 

 

 

読者プレゼント用として、無料観覧券      枚  

※ 枚数は 6 枚以内でお願い致します。ご了承ください。 

※ 無料観覧券のご利用には  WEB 予約  が必要です。 

 

 佐川美術館  宛   FAX / ０７７-５８５-７８１０  

 

 

 

申込日  2022  年     月    日 

年   月   日 

メールアドレス 

TEL：                                FAX： 


