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 セブン&アイ・ホールディングスの大型ショッピングモール、“GRAND TREE MUSASHIKOSUGI”

（以下『グランツリー武蔵小杉』）は、日本初となる世界有数の AQUARIST 6 名が共同監修した、“生物×    

アート”が創る大自然の水槽世界「グリーンアクアリウム展」を 9月 13日（水）から 10月 9日（月）の期間限

定で開催します。 

アクアリウムとは、熱帯魚や淡水魚・水草・サンゴ・岩などを用いて、水槽の中に美しい世界を作り出すこと

です。アクアリウムを作り出す人達は、AQUARIST（アクアリスト）と呼ばれ、欧米を中心に世界中で多くの    

アクアリストたちが活動しており、まさに“アート作品”と呼ぶに相応しい、幻想的でエンターテイメントな水中

世界を創造しています。 

 本イベントは、アクアリウム業界を牽引している AQUARIST（アクアリスト）6 名とグランツリー武蔵小杉

がタッグを組み、都市型生活者に“水と緑溢れる世界の美しさを再体感してもらいたい”という想いから開催に

至りました。グリーン（水草・木・海苔および魚などの生物）に特化し、まるで大自然の森のような世界を    

水槽内にアート作品として表現した今までにないアクアリウムイベントです。 

作品は、8 つの異なる風景からインスパイアされた＜日本八景の滝＞、2m×2m の大きな平型水槽の中に   

水と緑の楽園をイメージした＜緑彩の池＞など、普段の生活で何気なく目にしている草木・水・生き物を、    

美しいアートとして表現しました。都会の中にありながら自然を感じることの出来るグランツリー武蔵小杉なら

ではの本イベントで、水槽の中に作られた究極の生態系アートをお楽しみください。 

 

 

日本初、世界有数の AQUARIST 6 名が共同監修！ 

“生物×アート”が創る大自然の水槽世界 

「グリーンアクアリウム展」 

9月 13日（水）から 10月 9日（月）の期間限定開催！ 

アクアリスト 
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【作品紹介（一部抜粋）】 

 

＜日本八景の滝＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【日本八景の滝／名称】 

① 忍野八海の湧水  ②白神山地の渓流    ③柿田川の藻の群生  ④名城のお堀 

⑤ 朝霧高原の草原  ⑥京都枯山水の庭園   ⑦西表島の森     ⑧多摩川の水辺 

 

＜緑彩の池＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グラスアクアリウム～小さなアクアリウムをつくろう～＞ 
期間中、ガラスの容器に流木や石をレイアウトして小さなアクアリウムが製作できるワークショップ 

『グラスアクアリウム～小さなアクアリウムをつくろう～』を実施します。 

 

■場 所：グランツリー 武蔵小杉 2Fアクドロップ吹抜け 北側通路 

■営 業 期 間：9月 17日(日)、9月 18日(月・祝)、9月 24日(日)、10月 1日(日)、10月 8日(日)、 

10月 9日(月・祝) の 6日間 

■営 業 時 間：10:00～/11：00～/13：00～/14：30～/16：00～/17：30～（所要時間 約 1時間） 

■定 員：各回 12名 ※混雑時には予約制 

■参 加 料：3,000～5,000円（税抜）※グラス水槽・材料込み 

■お支払い方法：参加時にワークショップ会場にて現金でのお支払い 

■その他、販売：H2早坂代表の書籍、アクアリウムグッズなど 

 

※参考作品事例 

日本各地からインスパイアされた 8 つの美しい 

風景を、それぞれ直径 1m の円形水槽の中に表現

し、一連を滝のように構成した、まさに日本を感じ

る作品。異なる 8つのアクアリウム作品とともに、

日本の風景美をお楽しみください。 

2m×2m の大きな平型水槽の中に水と緑の楽園を 

イメージし、様々な色や種類の水草や流木、    

約 1000匹の魚や生物で作り上げる作品。色鮮やか

な水草の数々・その中で泳ぎ回る魚たち・底から 

湧き出る湧水・さらに光の演出によって変化する 

水の色など、その壮大で幻想的なアクアリウムは、

見る人を水中の世界に誘います。 
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【AQUARIST（アクアリスト）代表】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜開催におけるコメント＞ 

水草水槽というのは一日で作り上げることは出来ません。デザインから始まり、水草一種一種、生長の特徴を考慮しながら

配置していく。真っ白な水槽に絵を描くように最高の物を仕上げ展示したいと思うプロの意識と、日本の水景を演出する  

滝や、2メートルもの箱庭の中に創作水景を作り上げる新しくも懐かしい水景を作るアイデア、挑戦心冒険心を今回の企画で

思う存分発揮できる場があることの幸せを感じながら制作しました。一つ一つ大切な作品であり、多くの思いとアイデアが

詰まった作品を楽しんでいただくことを願っております。 

 
【その他のAQUARIST（アクアリスト）】 
 

＜奥田 英将（おくだ ひでまさ）＞ 

1969 年神奈川県生まれ。2009 年株式会社ビオグラフィカを設立し多くのアクアリウムを制作・管理する傍ら都立高校

で講師をつとめる。最近ではアクアリウムに新たな価値観を見出そうとデザイン事務所(MACO フロッグデザイン)を 

立ち上げ幅広く活動している。アクアリストとしての経歴は 30 年を越える。 

受賞歴 

・第 3 回（2003）世界水草レイアウトコンテストグランプリ受賞 

 

＜助川 浩之（すけがわ ひろゆき）＞ 

1970 年長野県生まれ。コンセプトデザインアクアリウムを得意とし、数々のイベントブースにて依頼された企業の  

コンセプトに合った水槽レイアウトを提案するマルチレイアウター。 

受賞歴 

・テレビチャンピオン「水中ディスプレイ王選手権」準優勝 

 

＜轟 元気（とどろき げんき）＞ 

1984 年埼玉県生まれ。株式会社アクアフォレストのメンテナンス事業部部長。「もっと簡単に、もっと自由に」を    

コンセプトに様々なスタイルの水槽制作から雑誌撮影、イベント展示、ワークショップなどを手掛ける。これまでに  

植えてきた水草は 10 万本を超える。流木や石、人工的なマテリアル等の素材と水草を自由な発想のもとで組み合わせ

独特の水景を創る。 

受賞歴 

・アクアリオ 2009 90 ㎝部門優勝 

・第 26 回日本観賞魚フェア 水槽ディスプレイコンテスト総合優勝 

・第 27 回日本観賞魚フェア 水槽ディスプレイコンテスト総合優勝 

・第 28 回日本観賞魚フェア 観賞魚振興会会長賞 

 

＜西名 柳二（にしな りゅうじ）＞ 

1984 年東京都生まれ。観賞魚商品の小売業や卸売業、水槽の管理業などアクアリウム業界に長年携わり、水槽     

デザイン集団 UWS ENTERTAINMENT に入社。2015 年春、「自然をクリエイトする」というテーマをもとに    

RED GREEN BLUEとして独立。主にモダンテラリウムの制作を得意とし、アクアリウムからインドアグリーンなど

幅広い分野で多種多様なデザインを提案、企画している。 

受賞歴 

・第 30 回（2012 年）日本観賞魚フェア水槽レイアウトコンテスト 準優勝  

・横浜 ECO-AQUA 魚の学校 2012A!グランプリ 水槽レイアウトコンテスト 準優勝 

 

＜森 翔太（もり しょうた）＞ 

1991 年神奈川県生まれ。高校在学中に「生き物」と共に創るアクアリウムに出会う。2014 年アクアリウム業界大手の

会社に入社した後、2016 年に独立し、株式会社 EMAS DESIGN を設立。独創的な水槽内構成、斬新な水槽内演出で

アートディレクターとしての作品が認められ、企業・商業施設などのエントランスでの作品提供をメインに活動。    

2017 年からは特に「日本らしさ」を演出したアクアリウムを海外へ発信して行くことを 1 本の柱として活動している。 

 

＜早坂 誠（はやさか まこと）プロフィール＞ 

1971 年東京都生まれ。有限会社エイチ・ツー代表。東京・渋谷の観賞魚・   

水草ショップ SENSUOUS 店長。水草職人としてこの業界をけん引する   

パイオニア的存在。『朝の連続テレビ小説 あまちゃん』に登場した海女   

カフェ水槽を始め、多くのテレビ番組セットやイベントで、アクアリウム作品

を手掛け、現在は、専門学校（水族館・アクアリスト専攻）の講師を      

務めている。 

 

受賞歴 

・アクアリウムフェア 1996 銅賞 

・アクアリオ 2009 優勝 
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＜グリーンアクアリウム展 概要＞ 
 

■イベント名称：グリーンアクアリウム展 

■主 催：グランツリー武蔵小杉 

■場 所：グランツリー武蔵小杉 1Fアクアドロップ 

■営 業 期 間：2017年 9月 13日(水)～2017年 10月 9日(月・祝) *27日間 

■営 業 時 間：10:00～21:00 （最終入場：20:30） 

■企 画 運 営：株式会社シンクロ 

■協 力：株式会社ナイキデザイン事務所、株式会社アクアプロジェクト、有限会社エイチ・ツー  

■観 覧 料：一般（中学生以上）500円／小学生 300円、幼児（小学生未満）無料 

■チケット販売：8月 21日（月）よりセブンチケットにて販売 

※セブンチケットで購入すると、グランツリー武蔵小杉専門店街で使用できる 

クーポン券が付く特典あり。詳しくはセブンチケットHP（7ticket.jp）を 

ご確認ください。 

9月 13日（水）よりグランツリー武蔵小杉内チケットカウンターにて販売。 

■公式サイト ：http://www.grand-tree.jp/web/ga/ 

 

 

＜GRAND TREE MUSASHIKOSUGI 概要＞ 
 
■施 設 名 称：GRAND TREE MUSASHIKOSUGI（通称：グランツリー武蔵小杉） 

■所 在 地：神奈川県川崎市中原区新丸子東 3丁目 1135番地 1号 

■ア ク セ ス：東京急行電鉄・JR東日本「武蔵小杉駅」から徒歩 4分 

■営 業 時 間：[1F～4F物販・サービス]10:00～21:00 [1Fカフェ]10:00～22:00 

[1Fレストラン]11:00～23:00 [4Fフードコート]10:00～21:00 

        [イトーヨーカドー]10:00～22:00 [認可保育所]7:00～20:00 

        ※土日祝、ハッピーデー、シニアナナコデーはイトーヨーカドー1F 

食品のみ 9:00～22:00 

        （ハッピーデー／毎月 8日、18日、28日 シニアナナコデー／毎月 15日、25日） 

■店 舗 数：160店舗 

■公 式 H P：http://www.grand-tree.jp 

■公式 facebook：http://www.facebook.com /grandtreemusashikosugi 

■公式 Twitter：http:// twitter.com/ GTMUSASHIKOSUGI 

 

 
以上 


