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小橋陽介・Colliu ｜小橋陽介と Colliu の “めくるめくまくまくり展”   　2015 年 2 月 14 日（土） - 3 月 14 日（土）

Yosuke Kobashi ・ Colliu ｜Youske Kobashi and Colliu Presnts "Mekurimekumakumekuri"   　February 14 (Sat) - March 14 (Sat), 2015

ご関係者各位

拝啓

　時下、ますますご活躍のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

　GALLERY MoMo Projects では 2 月 14 日（土）～ 3 月 14 日（土）まで、小橋陽介と Colliu による二人展「小橋陽介と Colliu の “めくるめくまくまくり展”」を開催

いたします。  

　昨年 10 月、渋谷ヒカリエでの「2014 小橋と Colliu の創作記念撮影展」では顔はめパネル等を展示しその記憶は新しいところですが、自由な表現活動を展開する二人の

出会いは、新たな展開を求めてその舞台を六本木へと移します。

　祭壇や民族行事などの装飾的部分に興味があるという２人が、”自由でダイナミック、スピリチュアリティなセンシティブ”を目標に作品制作に挑み、ギャラリーには

数週間前から滞在制作をしその世界観の表出を目指します。観覧者はギャラリーのテラス側から入り、作品を捲（めく）り、捲（まく）りながらエレベータ側の出口に至

り、二人の作品による「めくるめく」世界を現出させると同時に、各作家の内面世界へと探求する事となります。参加型の作品も展示予定で、かつてこの場所は「遊園地」

と名付けられたバーでしたが、改めてその名を思い起こすかのような二人の展示になりそうです。

　また、当展覧会に合わせ作られた特設ウェブサイト（http://www.mekurumeku.com）では日々作品が更新され、展覧会と会わせてお楽しみ頂けます。ヒカリエ同様イ

ンスタレーションによる展示、遊園地気分で二人のコラボレーションをお楽しみいただければさいわいです。

　つきましては、是非、貴社・貴誌にて本展の紹介にご協力賜わりたく、ここにご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「めくるめくまくまくり」

あなたが知っているあたしは

のれんの向こうの紫色のベールに包まれたあたし

あたしが知っているあなたは

異国の仮面とくまの毛皮を着たあなた

あたし本当は恥ずかしがり屋で

ねぇ　あなた　まくってくれるかしら？

そしたらあたし、あなたを　めくりたい

小橋陽介
"self-portrait 282" 
Oil on canvas
250.0 x 400.0cm 
©Yosuke Kobashi

　1980 年奈良県生まれ。膨大な数の self-portrait で、近年モチーフの対象を

広げると同時に、アーティストユニット「ハジメテン」のメンバーとして写真

家などとユニットを組み、その活動の場を飛躍的に広げている。

　昨年の国立国際美術館でのグループ展では、膨大な量による圧倒的な展示が

語り草となるほど、着実になおかつ精力的に作品を制作し続けている。

小橋　陽介



展覧会名：  小橋陽介と Colliu の “めくるめくまくまくり展”

作  家  名： 小橋陽介（こばし　ようすけ）・Colliu（こりゅ）　

会　　期：  2015 年 2 月 14 日（土） - 3 月 14 日（土）

※ 2015 年 1 月 25 日（日） から 2 月 13 日（金）まで、展示準備の為、閉廊致します。

会　　場： ギャラリーモモ プロジェクツ（六本木）

                    〒 106-0032  東京都港区六本木 6-2-6 サンビル第三  ２階

                     TEL / FAX  03-3405-4339                   

                    E-mail  roppongi@gallrey-momo.com      

                    Web  www.gallery-momo.com 

オープニングレセプション： 2015 年 2 月 14 日（土）  18:00 - 20:00

営業時間：12:00 - 19:00   日・月曜・祝日休み

特設サイト：http://www.mekurumeku.com

協        力：island JAPAN　高畠裕二

※掲載用写真の貸出など、御質問等がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

( 恐れ入りますが、展覧会会場と問い合わせ先が異なりますので、ご注意願います。）

GALLERY MoMo Ryogoku

〒 130-0014 東京都墨田区亀沢 1-7-15 

TEL  03-3621-6813  

FAX 03-3621-6814

 E-mail  info@gallrey-momo.com

担当　杉田まで

小橋 陽介 

 

1980 　奈良県生まれ

2003 　大阪芸術大学卒業

 

[ 主な個展 ] 

2014 　K.ITOYA （東京）

2013 　GALLERY MoMo（東京） '11, '09, '07, '06

2012 　Gallery Den mym（京都）

2011 　NADiff Gallery（東京）

2009 　Gallery Den（大阪）  '08, '07, '06

2006 　水戸芸術館現代美術ギャラリー（茨城）

 

[ 主なグループ展 ] 

2014 　「ノスタルジー＆ファンタジー　現代美術の想像力とその源泉」

　          国立国際美術館（大阪）

2012 　「リアリティーとの戯れ」なんばパークス（大阪）

2010 　「selfportrait - 私という他人 -」高橋コレクション日比谷（東京）

2009 　「neoneo 展 Part 1[ 男子 ]」高橋コレクション日比谷（東京）

2006　 「VOCA 展 2006」上野の森美術館（東京）

2004 　「神戸アートアニュアル 2004　トナリノマド」

          　神戸アートビレッジセンター（兵庫）

 

[ パブリックコレクション ] 

高橋コレクション 

Colliu

武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業

[ 個展 ]

2013 　 「億千万のミニサラダ」渋谷パルコ part1　

              B1F ロゴスギャラリー（東京）

          　「インナーマッスル展」ランプハラジュク ト メヒコチード（大阪）

              「カメレオンは憤死する」 WALL 原宿　壁面（東京）

2012 　 「たぶんバッハチー」island MEDIUM（東京）

[ グループ展 ]

2014 　 「小橋と Colliu の記念撮影展」Hikarie 8F（東京）

          　「シブカル祭。2014」渋谷パルコ（東京）

         　 「国立奥多摩美術館～１３日間のプレミアムな漂流～」

　　 　  国立奥多摩美術館（東京）

          　「Aquvii Art THE TERMINAL 2014」THE TERMINAL （東京）

2013 　 「シブカル祭。2013」渋谷パルコ（東京）

         　 「THINK LESS FEEL MORE」Bo concept 新宿（東京）

          　「HELLO, SHIBUYA TOKYO」 plaza singapura（シンガポール）

2012  　「シブカル祭。2012」渋谷パルコ（東京）

           　「しゃべりば展 vol.1」islandMEDIUM( 東京 )

2011  　「GODHAND」三井ガーデンホテル柏 ( 千葉 )

Colliu（コリュ）

　近作の Colliu が描く人物の目や口は、斜線や直線で描かれ、共に描

かれる背景も図形を思わせるものが多い。視線は正面にあり、こちら

を向いていることはわかるが、感情を見て取ることは難しくデザイン

的な要素が強い。

　武蔵野美術大学卒業後、ギャラリースペースに限らず多様な空間で

コンスタントに展示し、コミカルで囚われない作風が若い世代にキャッ

チされ、幅広く作家活動を展開、同時にモデルとしても雑誌や広告媒

体で活躍、特異な存在で知られている。

Colliu
" みどりのむこう "
2014
Mixed media
360 x 800cm
©Colliu, 国立奥多摩美術館展示風景


