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KEIJIRO SUZUKI International Arts Consult-
ingでは、現代社会に対する新たな視線や価値観
を育むために、人類の長い歴史遺産や世界各国
のアートを紹介し、アート、アイデア、知恵による社
会や生活の質の向上を目的としています。
活動分野は、Consulting、 School、 Tour、 
Event、 Gallery、 Shopという6つの分野になりま
す。新事業のために新たな視線で望みたい、新し
い建物に現代美術を取り入れたい、英語や海外
の文化に触れながら学習したい、アート作品を自
分で作ってみたいなど、生活向上のための新たな
取り組みをお手伝いします。

KEIJIRO SUZUKI International Arts Consult-
ing aims to improve the qualities of our soci-
ety and life through arts, ideas, and wisdom 
by introducing historical-cultural heritage 
and arts from the world in order to foster 
new perspectives and values to live up to the 
contemporary society.
The areas of service are Consulting, School, 
Tour, Event, Gallery, and Shop. If you are a 
type of person who wishes to have a new 
perspective, who would like to present 
contemporary arts in an office, who want to 
learn English/Japanese and foreign culture, 
or who would like to create artworks by 
yourself, I help you for improvement of life 
by new approaches.
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鈴木啓二朗は、1981年生まれ、愛知県名古屋市
出身の異分野横断型現代美術作家であり、KEI-
JIRO SUZUKI International Arts Consulting
を運営しています。名古屋市立大学人文社会
学部国際文化学科にて学士取得(2004)、そし
て、University of Houston, School of Artにて
MFA（修士号）を取得(2010)。 FIAC（フランス、
パリ）やJakarta Biennale（インドネシア、ジャカ
ルタ）など国内外の展覧会や滞在制作などに参
加。また、Station Museum of Contemporary 
Arts（アメリカ、テキサス）にてアシスタント・キュ
レーター、山口県にある秋吉台国際芸術村にて
レジデンス・プログラム・コーディネーター、また、
国立山口大学にて芸術文化のプログラム・コー
ディネータを努める。第10回やまぐち新進アーティ
スト大賞受賞。

Keijiro Suzuki was born in Nagoya City, 
Aichi Prefecture, Japan in 1981 and is an 
interdisciplinary contemporary artist and 
also runs KEIJIRO SUZUKI International Arts 
Consulting. Suzuki obtained a BA in Inter-
national Cultural Studies from the School of 
Humanities and Social Sciences at Nagoya 
City University in 2004 and completed an 
MFA in Sculpture from the School of Art at 
the University of Houston, Texas, USA. He 
participated in international and national 
exhibitions and residence programs such as 
FIAC in Paris, France, and Jakarta Biennale 
in Jakarta, Indonesia among others. He also 
worked as an assistant curator at Station 
Museum of Contemporary Arts and as a res-
idence program coordinator for Akiyoshidai 
International Art Village in Yamaguchi 
Prefecture, as well as program coordinator 
for art and culture at Yamaguchi University. 
Suzuki is the recipient of the 1st prize of the 
10th Yamaguchi Emerging Artist Awards. 

w w w. ke i j i ro s u z u k i . c om

KEIJIRO SUZUKI
International Arts Consulting

“アート、アイデア、知恵による社会や生活の質の向上”
“Quality improvement for society and life    
                 through arts, ideas, and wisdom”

鈴木啓二朗 / Keijiro Suzuki
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Consultingでは、様 な々目的に合わせ、リサー
チ、コンセプトの提案、プレゼンテーション、アーテ
ィストやアート作品の選考・制作、作品の設置や
イベント・ワークショップの開催、展覧会企画、キャ
プションや解説文の日英テキストの用意、プレスリ
リースや広報活動、教育普及、予算やスケジュー
ル管理などを実施します。
新しい商品や事業の開発のための発案アシスト
や社員やチームの発案力、想像力、洞察力を高め
るための研修もご相談ください。

Schoolでは、子供から経営者などを対象とし
て、直感・感性・発案力を高めるための授業や創
作活動を実施し、新たな視線、価値、創造を目的
としたクラスです。国内外のアーティストやアート
作品、コミュニティー・プロジェクトの紹介や、参加
者自身の活動や事業などを英語や視覚的に表
現できるようにすることを目的としています。また、
多方面の分野からの参加者が集まることで、意
見交換や新たな発見が生まれる場にしたいと考
えています。
少人数生のクラスから、大きなグループ向けの講
座、また、企業・学校などへの出張サービスなど、
ご相談ください。

Consulting service carries out research, 
proposing concept, presentation, selections 
and/or creation of artists and artworks, 
installing artworks and organizing events and 
workshops, curating exhibitions, preparing 
bi-lingual captions and description about 
artworks, press release and PR, education-
al programs, management of budget and 
schedules among other necessary activities 
for a variety of purposes.
Please inquire about seminar/workshop for 
employees and team members to improve 
creativity, imagination, and insight for new 
products and services, as well as directions 
and productions for new projects.

School offers inspiring activities for 
children to business owners to enhance 
intuition, sensitivity, and creativity to acquire 
a new perspective, value, and creativity. By 
introducing artists and artworks around the 
world, this program aims to train partici-
pants to visually express their projects and 
businesses and also in English/Japanese. It 
is also expected to be a wonderful place to 
exchange ideas and find discoveries among 
the participants from different fields. 
Please inquire about a small class, a group 
lesson, and outreach programs to companies 
and schools.

こども園の新しい建物に納品した作品 経営者向けのアートや発案講座の風景
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Tourは、アーティストの視線・知識・インスピレ
ーションなどを通して、地域資源や文化資源など
を探究するフィールドワークやツアー企画の計画
や実施をします。
国内外の課題解決に尽力されている団体や個人
を尋ねたり、美術館やギャラリー、国際展覧会、ま
た自然・文化・歴史等の遺産などをめぐることで、
現代に続く人類の長い文化活動などを広い視野
でリサーチし、ユニークな視線による分析と洞察
力を磨きます。

Eventでは、国内外での視察や旅で得られた
見聞などをスライドや映像で紹介します。
国内外からゲスト・スピーカーを招待し、様 な々活
動の紹介や交流を深めたり、意見交換や表現の
場としての活用を目的としています。

Tour program offers you fieldwork and 
tours to explore local resources and cultural 
resources through the artist’s perspective, 
knowledge, and inspiration. 
The participants will visit organizations and 
individuals that make great efforts to solve 
problems nationally and internationally, and 
museums, galleries, and international exhi-
bitions, as well as visiting natural, cultural, 
and historical heritages. By researching 
long-lasting human cultural activities con-
tinuing to our time with a broad perspective,  
this program aims to obtain analytical ability 
and insight with a unique perspective.

Event provides you opportunities to see 
and hear about international and national 
research trips through slides and videos.
This program invites guest speakers around 
the world and they introduce a variety of 
activities, deepen friendships, and exchange 
ideas with participants as a place for 
expressions. 

地域資源や文化資源を探究するフィールドワーク 海外視察や旅での見聞などを発表するイベントの様子
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Galleryでは、主にアート作品の展覧会実施
や作品発表を通して、アーティストの生み出した
アイデアや表現に触れる機会を提供し、自宅や
オフィスなど身近な場に作品を所有したい方や
作品の持つ効力を社会と共有したい方などへ、
作品の販売やレンタル・コーディネーションなど
を行います。

Shopでは、オリジナルにデザインされたア
ート・グッズの販売をしています。基本的には
Online(www.keijirosuzuki.com)での販売です。
シーズンごとに新たなグッズを導入し、特別な日
や特別な方へのアイデアの詰まったギフトとしてご
利用いただけます。

Gallery functions as an opportunity to 
experience ideas and expressions by artists 
in exhibitions. If you are the type of person 
who wants to own artworks at home and in 
an office or who wants to share the social 
effect of artwork with your community, 
sales of artworks and rental coordination of 
artworks will be arranged for you.

Shop sells original art goods. You can buy 
them online (www.keijirosuzuki.com).
Seasonal new designs will be introduced 
from time to time and these items will be 
valuable gifts for your special person on a 
special day.

オリジナル・アート・グッズ個展の様子
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w w w.ke i j i rosuzu k i . com contact@keijirosuzuki.com



©️ 2020  KEIJ IRO SUZUKI



www.keijirosuzuki.com


