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PRESS RELEASE

オカダン・グラフィック初個展（福岡市・薬院）

「UCHUDOKADAN～髪を切るだけじゃない美容室～」開催のお知らせ
美容室・宇宙堂との共同企画で、営業中の美容室をまるごと展示空間にする試みです。

2008 年 2月 4日
宇宙堂

オカダン・グラフィック

【開催概要】
名称：UCHUDOKADAN～髪を切るだけじゃない美容室～
会期：2008.3.25（火）～4.27（日）　定休日 /毎週月曜・4.15（火）
時間：12:00～19:00（美容室は通常営業しております）
会場：宇宙堂
　　　〒810-0022  福岡市中央区薬院 1-14-25 つるやビル1F
TEL：  092-724-3434 
URL：http://uchudokadan.web.fc2.com/
企画：宇宙堂 ×オカダン・グラフィック
入場無料

【主な内容】
●オカダン・グラフィックによる、営業中の宇宙堂全体への作品展示
　作品点数 15～20点程度（ZOOKADAN* の新種含む）
　※ZOOKADAN：別紙資料をご参照ください。
●イベントのために制作するオリジナル商品の販売
　（宇宙堂とオカダンの共同制作グッズの他、
　 福岡在住の協力クリエーターによるグッズ等）

【商品販売コーナー参加協力クリエーター】  50 音順
◇M.YOSHIMITSU（木工）
◇革工房アトリエYOU/ 齋藤祐一（革小物）
◇坂本綾（お菓子・パン）
◇textail 香 / 伊福香織（染色）
◇８０８/河内野雅代（帽子・髪飾り）
◇はなふじ /藤武敏明（植物）
◇HIPOTA/ 廣田薫（刺繍）

【会期中の特別イベント】 
○オープニングパーティー　3.29（土） 19:30～
○第 1回・王国マーケット　3.29（土）・30（日） 19:30～22:00
○第 2回・王国マーケット　4.19（土）・20（日） 19:30～22:00
　※王国マーケットは、お菓子やパン、ブーケ等の生ものが揃う
　　夜のお祭り的イベントです。

□宇宙堂　担当：桟（かけはし）
　TEL/FAX : 092-724-3434　E-mail : uchu-do@beach.ocn.ne.jp　
　〒810-0022 福岡市中央区薬院 1丁目 14-25 つるやビル 1F　　
　URL : http://www6.ocn.ne.jp/̃uchu-do/

□オカダン・グラフィック　担当：岡田清美
　TEL/FAX : 092-522-2900　E-mail : kide@d.email.ne.jp　
　〒815-0071 福岡市南区平和 1-22-12 サンライフ平和右の 2　　
　URL : http://www.ne.jp/asahi/okadan/graphic/

美容室は、これまでの自分とこれからの自分の中間地点。
もし、その美容室で、もっと心の豊かさと想像力を発見してもらえることができたら…

右記URLより本プレスリリース、掲載用画像がダウンロードできます。　http://uchudokadan.web.fc2.com/
是非とも情報掲載していただきたく、ご検討賜りますようお願い申し上げます。  お問い合わせなどございましたら何なりとお申し付けください。

本件に関してのお問い合わせ先

そんな思いをコンセプトに、福岡市・薬院にある美容室宇宙堂が、1ヶ月間だけ一般の方へ開放される
「UCHUDOKADAN（ウチュウドオカダン）」という架空の王国としてオープンする、展覧イベントを開催します。
会期中は、看板から内装に至るまでオカダン・グラフィックが美容室をまるごと展示し、その中で宇宙堂が通常営業するという試みです。
また、オカダンや宇宙堂とともに、福岡在住のクリエーターが今回のコンセプトに合わせて作り出す、
他では手に入らないオリジナルグッズを販売いたします。週末の夜には、さらにグッズが充実する王国マーケットも開催予定。
展示空間を見て想像して楽しむ、その中でヘアスタイルを変えて楽しむ、新しいモノとの出会いを楽しむ…。
楽しみ方いろいろの美容室で、訪れてくださる方が、何かしら自分の中にある “あるモノ”を発見して微笑んでくれたら…。

お洒落なお姫様と、オカダンが提案する言葉遊びでつながっている架空の合体動物たち～ZOOKADAN～
が居る小さなファンタジー王国が、福岡・薬院の美容室に出現します。



美　容　室

美　容　室

〒810-0022 福岡市中央区薬院 1 丁目14-25 つるやビル 1F

Phone＋Fax 092-724-3434
E-mail uchu-do@beach.ocn.ne.jp   http://www6.ocn.ne.jp/~uchu-do/

Open 　平　日 /11:00〜19:00（Cut のみ 20:00）　土日祝 /10:00〜18:00（Cut のみ 19:00）

Closed  毎週月曜日・第 3 火曜日 

「季節」を楽しむ会

2000 年に築 35 年のビルの 5 階にオープンし、看板を出さずに営業。  2004 年に現在地へ移転しました。

アーティストとの合同ワークショップや展示会、ジャズピアニストとのセッションなど、

美容室らしくない美容室「表面的な美しさだけではない美しさ」「ここにしかないもの」を追求しながら現在に至ります。

代表　桟　紀子  （かけはし・のりこ）

72 年生まれ。九州造短期大学卒業後、大村美容専門学校へ入学。

東京・表参道、福岡の美容室の 2 店舗を経て

2000 年に美容室宇宙堂をオープン。

2007 年春より、宇宙堂が提案する季節のヘアーメイクと

プロのスタイリストによるスタイリング、

プロのカメラマンによる写真撮影をセットにした

季節ごとのお洒落の提案イベントを開催しています。

Before After

美容室らしくない美容室を追求しています。

2007「秋」を楽しむ会・イベント風景



山樹ヘアースタジオ（美容室）（東京）/
ロゴマーク

山下真未（ピアニスト）（福岡）/
ロゴマーク

坂本龍一さんによるプロジェクト〈STOP ROKKASHO〉
の公式サイトに提供中の作品「I can’t stop warning you.」

HIPOTA（刺繍家）（福岡）/
ロゴマーク

Vainqueur( サーフショップ )（佐世保）/
クリスマス＆ニューイヤーカード

福岡市文化芸術振興財団 /
ダンスワークショップ A4チラシ

福岡市文化芸術振興財団 /
アートマネジメントセミナー A4チラシ

展覧会〈DesignPolitics 2007〉（サンチアゴ：チリ）
ポスター出品作品「NOT SAME.」

メロディカ（フラワーショップ）（東京）/
母の日用 A4チラシ

〈IMS XMAS ストリートランプコンペティション〉
入選作品。  ※星は赤鼻のトナカイでできています。

北九州市美術館　
子ども向けキャラクター「ぶらしっぽー」

福岡空港免税店 /グリーティングカード　※金魚鉢の中に、
ポストカードの金魚が 3種類入る仕掛けになっています。

財団法人新宮町文化振興財団 /しんぐうシネマサミットA3チラシ
※この映画祭は第1回の企画から関わらせていただきました。

蜂の家（佐世保）/通販用リーフレット

URESICA（東京）/販促用ステッカー　
※真ん中はギフトのパッケージに使えるものをとのご依頼でした。

木彫からグラフィックへ転身した岡田茂と、写植の時代から実践でデザインを学んできた岡田清美が組んで、
2002 年から夫婦で活動中のグラフィックデザイン事務所です。福岡市在住。
名前の由来は、岡田茂＋岡田清美＝岡田夫婦→岡田団→オカダダン→オカダン。
ターゲットに伝わるデザインを前提に、その先にちょっとユーモアを感じられるようなものを心がけています。
仕事内容はグラフィックデザイン全般の他、2007 年より本格的にオリジナル商品の制作・販売を始めました。
商品は現在、天神・イムズの THE CORNER SHOP（三菱アルティアム内）他、全国で展開中です。

〒815-0071 福岡市南区平和 1-22-12 サンライフ平和右の 2

Phone＋Fax 092-522-2900
E-mail kide@d.email.ne.jp   http://www.ne.jp/asahi/okadan/graphic/

きちんと伝わって、その先にユーモアを感じる。
そんなデザインを目指しています。

福教大大学院にて彫刻を学ぶ。木彫にて 21 世紀アート大賞展（'98）大賞受賞後、
イタリアへ遊学。'01からグラフィック・デザインに転向。オカダンデザインのほ
とんどの図案を考えています。［主な出品］SHIFT カレンダーコンペティション
2005、Psionic Distortion in NYC(N.Y/U.S.A)、Design Politics 2007(Santiago/Chile)

岡田　  茂（グラフィックデザイナー）
地元・佐世保市の広告代理店で 7 年の勤務を経て '97 年
独立。結婚を機にオカダン・グラフィック設立・代表。
主にディレクションを担当しています。

岡田  清美（グラフィックデザイナー）



シマ模様で風景と同化しつつ獲物に近づき、一気に襲うと言われている。
利口者と卑怯者は紙一重である。

とても険しい岩場に住んでいるので、なかなか出会うことができない。
よって詳細不明であるが、死角がないことが明らかになっている。

夢だけじゃお腹がすくので、
夢は食べない。

伝説では、神様が生物を創造した時に
余った部分を寄せ集めて

生み出されたといわれている。

砂漠を長距離移動するために
コブタコブに栄養を蓄える。

コブタたちはとてもにぎやかだが、
長旅を終えた後はぐったりしてしまう。

ZOOKADAN（ズーカダン）とは
2007年 9月に東京・西麻布のアートギャラリー CARM & PUNK GALLERY*にて開催された、
URESICA*主催の企画展「ウレシカ動物園」へ出品するにあたり企画したものです。
（ドイツ・シュライヒ社の動物フィギュアと、クリエーターによる動物をテーマにした作品を展示）

※URESICA：「モノつくりが選ぶモノ モノつくりが作るモノ」を紹介するオンラインセレクトショップです。
※CARM & PUNK GALLERY：様々なアーティストとのプロジェクトを行う「ガスアズインターフェイス株式会社」がプロデュースするギャラリーです。

ZOO＋OKADAN＝ZOOKADAN！
「動物園の中にもうひとつの動物園をつくろう」というコンセプトのもと、
フクロウ＋ウシ＝フクロウシなど、しりとりなどの“ことば遊び”からイメージして 10種類の合体動物を制作。
ベニヤ板にドローイングの作品展示とともに、8種類の動物たちをカレンダーとポストカードとして
グッズ展開・販売しました。
現在、ZOOKADANのポストカードは天神・イムズ 8Fの THE CORNER SHOP（三菱アルティアム内）他、
ギャラリー、店舗、オンラインショップ等、全国でお取り扱いいただいています。
※カレンダーはほぼ全店で販売期間終了

フクロウシ
（フクロウ＋ウシ）

トナカイノシシ
（トナカイ＋イノシシ）

ゼブライオン
（ゼブラ＋ライオン）

ゾウサギ
（ゾウ＋ウサギ）

ヘラジカモシカ
（ヘラジカ＋カモシカ）

フタコブタラクダ
（フタコブラクダ＋コブタ）

マレーバクジラ
（マレーバク＋クジラ）

夜行性。牛並みの大きさだが、
暗闇の森を足音立てずに走り回れる。
おとなしい性格だが一応肉食なので、

搾乳時には注意が必要。

寒くなるにつれて鼻が赤くなり、
クリスマスのころになるとピカピカになる。
英語名ではトナカイはカリブーだが、

トナカイノシシはカリブ～。

パォーンと鳴く。
淋しくても死ぬことはない。

野ウサギと間違えられることもあるが、
振り向けばそこには長い鼻と牙がある。

企画展「ウレシカ動物園」CARM & PUNK GALLERY（東京）2007 展示風景 上）ZOOKADAN2008 カレンダー（1,260 円）と
下）ZOOKADANポストカードセット（1,050 円）

参考商品「ロバ時計」2007


