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「9 Posters」
秋山伸、石塚俊、荻野僚介、温田庭子、ケロクンプ＆ルーマニャック with 谷沢直、
新津保建秀、山本悠、脇田あすか
-

2020 年 4月 4日 (土 ) - 5月 2日 (土 )  【 6月 3日 (水 ) - 6月 21日 (日 ) 】 11:00-19:00 月火祝 休廊
* 新型コロナウィルス感染拡大の防止および緊急事態宣言発令の主旨を考慮し、4月 8日 (水 ) より 5月 31日 (日 )
まで一時休廊いたしました。
-
タリオンギャラリーでは9名(組)の作家による展覧会「9 Posters」展を開催いたします。
是非ともご覧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

イラストレーターを名乗りコンセプチュアルな活動で知られる山本悠の企画発案となる本展は、
「ポスターのためのポスター」というテーマのもとに、デザイナーから漫画家、画家、写真家、
パフォーマンスアーティストまで、多様なジャンルの作家が参加します。

「ポスターは、一度貼られて剥がされると、捨てられることも多い。あるいは片付けるのも面
倒がられて、貼られっぱなしで朽ちていくことも多い。この世界にあり続けるポスターは、そ
れとは別に存在する幸福に支えられている。みなさんに、心の中でも、部屋の中でも、だれか
のどこかに貼り付き、そして、いつか剥がれてしまうような、そんなポスターを作ってもらい
たい。(山本悠)」

これまでポスターという形式は、定型の平面の中に情報をいかにデザインするかという明快な
条件により、デザインの世界においては一つの主要な表現形式として確立されてきましたが、
メディアの多様化とデジタル化が進んだ現代において、かつての重要性は失われれつつありま
す。一方で、広告媒体としての存在意義を担うポスターは、表現である前に情報を効果的に伝
えるという役割があり、瞬く間に消費されその姿を消してゆくという宿命をもった存在でもあ
ります。

本展は、ポスターがもつ物語や形式、そのものの特性や物質性に焦点を当てて、これまで絵画
が絵画について自問自答してきたように、様々な領域で活動する作家たちがポスターのための
ポスターを発表します。

山本悠 | 角銅真実「Dance」ミュージックビデオの原画 

2019 | 紙に顔料インク | 25.7cm × 18.2cm



Exhibition statement

遠い昔、はるか彼方の銀河系で…

ポスターをくるくる丸めると、細く長い筒になる。その筒の下端を両手でにぎり、構えてみる。ポスターを作った
みんなで集まり、ちゃんちゃんばらばらやり合うということをしたい。ポスターとポスターがこすれあうと筒の中
の空気が鳴ってブォン、ブォンブォンと音を立てる。スター・ウォーズに出てくるライト・セーバーみたいに。この展
覧会はそういう無茶苦茶な相談から始まっている。参加するデザイナー&アーティストたちには、最終的には剣
技を極めてもらうことになるけれども、まずはポスターを作るところから始まる。

駅や、病院の待合室、中学生の部屋で…

ポスターが1枚、かべに貼り付いている。大きいものは子どもの背丈ほどあるが、ふつうはもうすこし小さい。映
画が終わり、選挙が終わり、音楽が終わる。いつの間にかポスターも姿を消す。何かが終わると、ポスターも1枚
、この世から姿を消す。ポスターは、一度貼られて剥がされると、捨てられることも多い。あるいは片付けるのも面
倒がられて、貼られっぱなしで朽ちていくことも多い。この世界にあり続けるポスターは、それとは別に存在する
幸福に支えられている。みなさんに、心の中でも、部屋の中でも、だれかのどこかに貼り付き、そして、いつか剥が
れてしまうような、そんなポスターを作ってもらいたい。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本悠 （企画発案）

-
山本悠　Yuu Yamamoto

1988年埼玉県生まれ。2012年多摩美術大学美術学部絵画学科卒業。イラストレーションを中心に、展覧会、
出版物、広告、音楽作品などの分野で活動する。
近年の主な発表に、 角銅真実「Dance」のミュージックビデオや網守将平「パタミュージック」のアートディレク
ション、砂山太一と浜田晶則の展覧会「鏡と天秤」のグラフィックデザインなど。
近年の主な展覧会に、「Pangea on the Screen」Pangea on the Screen(2020/東京+神奈川)、「貫く棒
の如きもの」TALION GALLERY(2019/東京)、「オオカミの眼」BLOCK HOUSE(2017/東京)、「ポリネシア
ンじゃだめですか?」TALION GALLERY(2017/東京)、「Surfin'」Surfin'(2017/東京)、「マテリアライジング
展III 情報と物質とそのあいだ」京都市立芸術大学ギャラリー(2015/京都)などがある。

山本悠 | ［左］I AM STILL OLIVE | 2017 | 紙にインクジェット | 145.6cm × 103cm 
［右］TURTLE COMING | 2017 | 紙にインクジェット | 145.6cm × 103cm | 撮影：木奥恵三



秋山伸　Shin Akiyama

1963年新潟県生まれ。90年代半ばから，美術・建築の書籍や展覧会のデザインを数多く手がける。現在は新
潟県南魚沼市を拠点に「edition.nord」を主宰し、デザインのみならず出版活動も行う。
近年の主な展示に「どうなる？ 第29回ブルノ国際グラフィックデザイン・ビエンナーレ 2020」The White
(2019/東京)、「The International Exhibition of 28th International Biennial of Graphic Design 
Brno 2018」Moravian Gallery in Brno (2018/ブルノ、チェコ）、コラボレーション展：川俣正+edition.
nord「アート・フラグメント・コレクション／カフェ・フラグメント」大地の芸術祭（2018／新潟）など。
近年の主なキュレーションに、エディション・ノルトと仲間たち「大地の芸術祭『アート／ブックのとても大きな
部屋：読む・作る・考える』 展・ドキュメント……プラス」渋谷ヒカリエ 8/ CUBE 1, 2, 3(2019/東京)など。

石塚俊　Shun Ishizuka

1983年埼玉県生まれ。早稲田大学第一文学部演劇映像専修卒業。グラフィックデザインを軸に、印刷メディ
アや映像演出などの視覚表現に取り組む。音楽や演劇、コンテンポラリーダンス、現代美術などの分野でアーテ
ィストとの共同作業を行っている。
宣伝美術をした主な展覧会に、「MOTアニュアル2019｜Echo after Echo：仮の声、新しい影」東京都現代美
術館（2019/東京）、「TIPS」京都芸術センター（2018/京都）、「時間の形式、その制作と方法̶田中功起作品
とテキストから考える」青山目黒（2017/東京）、「マルフォームド・オブジェクツ」山本現代（2017/東京）など。
主な展覧会に、「アントワープ・ポスター・フェスティバル」Spéciale Belge（2019/ベルギー）、「シンフォニー
LDK」京都芸術センター（2017/京都）、「オールナイト・ハップス」HAPS（2015/京都）など。

秋山伸 | Shin Akiyama and edition.nord: Display from The 27th Brno Biennial 2016 + Recent Works [Single print version]

［左］石塚俊 | PUGMENT 2020年秋冬コレクション | 2020 | 写真：村田啓
［右］石塚俊 | 東京都現代美術館「MOTアニュアル 2019｜Echo after Echo：仮の声、新しい影」 | 2019



荻野僚介　Ryosuke Ogino

1970年埼玉県生まれ。1993年明治大学政治経済学部政治学科卒業、1998年Bゼミスクーリングシステム
修了。東京都在住。 
近年の主な個展に「(-ness)」Maki Fine Arts（2018/東京）、「ハロー」Gallery&cafe see-saw（2016/
愛知）、「個点々」switch point（2015/東京）など。近年の主なグループ展に「引込線／放射線」第19北斗ビル
（2019/埼玉）、「MOTコレクション 第1期・第2期　ただいま / はじめまして」東京都現代美術館（2019/東
京）、「画家の写真展」soda（2018/京都）、「絵画の現在地」札幌大通地下ギャラリー500m美術館（2018/北
海道）、「デュオ」Maki Fine Arts（2016/東京）、「ペインティングの現在－4人の平面作品から－」川越市立美
術館（2015/埼玉）、「灰色」佐賀町アーカイブ、ドラックアウトスタジオ（2014/東京）など。

温田庭子　Niwako Onta

愛知県在住。 ペンネームぴょんぬりらとしてウェブ上で漫画を公開。2015年 愛知県美術館『月映展』にて鑑賞
ガイド制作を機に、温田庭子名義で活動開始。まんが合同誌『ゆうとぴあグラス』に2号より毎号参加。間に増
刊号二冊をはさみ現在9号まで刊行中。モーニングゼロ2019年3月期 期待賞受賞。 
2017年、現代美術ユニット温田山の活動開始。温田山としての近年の主な展覧会に「When It Waxes and 
Wanes」 VBKÖ - Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs（2020/ウィーン）、「信仰vol.2 /
温田山 ALL NIGHT HAPSTAMP」HAPS(2019/京都）、「温田山」maison shintenchi（2017/名古屋）な
ど。

荻野僚介 | w1823×h804×d22 | 2018 | アクリル絵具、キャンバス | 80.4×182.3cm

漫画同人誌「ゆうとぴあグラス」第 9 号 | 2019 年発行



ケロクンプ＆ルーマニャック with 谷沢直　Kellokumpu & Roumagnac with Nao Yazawa

シモ・ケロクンプは1972年ラップランド（フィンランド）生まれ。2019年シアター・アカデミー・ヘルシンキのパ
フォーミングアーツ・センターより芸術博士号を取得。アーティスト、コレオグラファー、リサーチャーとしてヘル
シンキを拠点に活動。 ヴァンサン・ルーマニャックはバスク系フランス人として1973年に生まれる。アーティス
ト、研究者としてパリとヘルシンキを拠点に活動。2010年より協働制作を行う。欧米で多数のワークショップを
開催する日本の漫画家、谷沢直とコラボレーションした展示を2018年に発表。
近年の主な展示に「ri:vr」 La Cité Internationale des Arts(2019/パリ)、 「ri:vr」Kohta-gallery (2019/
ヘルシンキ)、「pompom」Gallery Augusta（2018/ヘルシンキ）、「pompom」TOKAS トーキョーアーツア
ンドスペース本郷（2018/東京）など。

新津保建秀　Kenshu Shintsubo

1968年東京都生まれ。東京藝術大学大学院 美術研究科絵画専攻油画修士課程修了。写真、映像、ドローイ
ングなどによる制作を行う。
近年の主な個展に「Liquid _Turpentine」遊工房（2015/東京）、 「アーカイブ / 余白 / 建築」ソニーイメージ
ングギャラリー銀座（2014/東京）、「チェルノブイリマテリアルズ」オンサンデーズ（2013/東京）、 「＼風景＋」
ヒルサイドフォーラム（2012/東京）など。近年の主なグループ展に「東京インディペンデント」東京藝術大学大
学美術館陳列館（2019/東京）、「Object manipulation」statements（2017/東京）、「北アルプス国際芸術
祭」大町市（2017/長野）、 「カメラのみぞ知る」TALION GALLERY（2015/東京）など。

Kellokumpu & Roumagnac | pompom (astrotrilogy 1) |  2018 | パフォーマンスインスタレーション

新津保建秀 | Sounds cape project_ 葉山 | 2006-2016 | 映像 | 3分 20秒



脇田あすか　Asuka Wakida

1993年愛知県生まれ。東京藝術大学デザイン科大学院を卒業後、コズフィッシュに所属。 PARCOの広告、雑
誌『装苑』のデザイン、ZUCCaのブランドブックなど。また個人でもアートブックなどの作品の制作・発表をして
いる。2019年に作品集「HAPPENING」を出版。 
主な展覧会に「HAPPENING」みどり荘ギャラリー（2020/東京）、東京藝術大学修了制作展「Triangle plus 
Square」（2018/東京）、東京藝術大学卒業制作展「HAPPENING」（2016/東京）など。 2015年JAGDA学
生グランプリにて準グランプリ、大学内で安宅賞を受賞。2016年の卒業制作展では台東区奨励賞受賞、
2018年の修了制作展でメトロ文化財団賞受賞。

脇田あすか | HAPPENINGS | 2019 | 書籍 | 16×12cm



ー
本展覧会に関しまして貴誌・貴社にてご紹介いただけますと幸いです。掲載用写真の貸出、
ご質問などございましたら、下記お問い合せ先までご連絡くださいますようお願い申し上げま
す。

[ 展覧会概要 ]
展覧会名  9 Posters
アーティスト　 秋山伸、石塚俊、荻野僚介、温田庭子、
                      ケロクンプ＆ルーマニャック with 谷沢直、新津保建秀、山本悠、脇田あすか
会期   2020 年4月4日(土) - 5月2日(土) 11:00-19:00
   定休日：月・火・祝日
会場             TALION GALLERY  東京都豊島区目白2-2-1 B1
企画             山本悠、上田剛史 (TALION GALLERY ディレクター)
協力             Maki Fine Arts

[ お問い合せ ]
TALION GALLERY 広報担当
Email: info@taliongallery.com  Tel/Fax: 03-5927-9858
171-0037 東京都豊島区目白2-2-1 B1  URL: www.taliongallery.com


