
	 	  

                                                                                          

                                              

                                              

 

                                                                                          

                                                                                           

                                             

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

会期	 10 月 22 日（水）～10 月 25 日（土）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

11 時～18 時（最終日は 17 時まで）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

梶原美緒さんオリジナル完成作品及び	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

オリジナルキット販売もございます。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Gallery	 t	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

東京都台東区柳橋 1-9-11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

JR 総武線浅草橋駅東口より徒歩 5分、都営浅草線浅草橋駅 A1 出口より徒歩 5分	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

電話	 03-3862-8549	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

日本を代表するコスチュームジュエリーアーテイストとして	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

輝かしい作品の数々を残した梶原美緒さん	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

闘病の末 2014 年 5 月 8 日に 49 歳の若さで天に召された彼女は	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

最後まで「生きる」ことを諦めずそして大好きなビーズで作品を作ることを強く願っていました。	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

そんな繊細でかつ力強い彼女が、「生きた」証として残した素晴らしい作品の数々を、	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

トーホー（株）ギャラリー様の協力をいただき、追悼作品展として展示いたします。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

                                                                           

梶原美緒 プロフィール                                                           

大分県在住。コスチュームジュエラーとして活躍 アトリエ・ヴォア・ラクテ 主宰 Crystal Roses 代表 オリ

ジナルデザイン教室・認定講座の講師、オーダーアクセサリーの制作を行う。九州を拠点に講師活動だ

けでなく、百貨店でのコレクションを定期的に開催、生徒と一緒に作り上げる作品展も毎年好評を得てい

る。ビーズアートジャパン、リリアンコンテストなどコンテストの入賞多数。 YUMIKATSURA2010 春夏パリ・

オートクチュールコレクションのアクセサリー制作メンバーとしても参加。 ミュージカルの「アイーダ」舞台

コスチュームジュエリーも手掛ける。                                                         


