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清川あさみ個展「TOKYO MONSTER, reloaded」開催のお知らせ
【12/11〜12/25】銀座蔦屋書店アトリウムにて
GINZA SIX エントランスでは清川の手掛けたデジタルアートも公開中
作家活動 20 周年を迎えた清川あさみの最新個展「TOKYO MONSTER, reloaded」が、2021年 12 月 11 日（土）
から 12 月 25 日（土）まで、銀座 蔦屋書店（東京都中央区 GINZASIX 6F）にて開催されます。本展覧会に
合わせて制作した、3 種の限定作品集も特設サイトにて予約販売いたします。また、清川は本展覧会会場が入っ
ている GINZASIX のクリスマスプロモーションに合わせた、エントランスと館内装飾のプロデュースも手掛
けております。作品と共に是非、清川カラーに彩られたクリスマスをお楽しみください。

本展では、90 年代のファッション誌のストリートスナップをモチーフとして、東京を彷徨う若者のコンプレッ
ク ス や 虚 栄 心 の 表 れ を「モ ン ス タ ー」に な ぞ ら え て 2014 年 に 発 表 さ れ た 作 品 シ リ ー ズ「TOKYO
MONSTER」の続編となる「TOKYO MONSTER(2020-)」の新作を発表いたします。
新作は、従来の TOKYO MONSTER とは違い、色を反転させた糸を用いて施した刺繍が特徴的です。一番大
きいサイズの作品は等身大ほどの大きさで迫力のある作品です。また、雑誌「STREET」の表紙（1980 年代
から 2020 年 代）に 刺 繍 を 施 し た TOKYO MONSTER COVERS や 版 画、西 陣 織 で 表 現 し た TOKYO
MONSTER 作品の展示も行います。
コロナ禍で社会が大きく変化する中、未来を探し彷徨う東京の「時代」と「人々」を、糸を用いた清川独自
の技法で表現します。混沌を極める世の中で、清川が切り取った現在進行形の「東京」をどうぞご体感ください。

展覧会概要
清川あさみ個展「TOKYO MONSTER, reloaded」
期間｜2021 年 12 月 11 日（土）〜 12 月 25 日（土）
時間｜11 時〜 20 時

会場｜銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM（イベントスペース）
入場｜無料

主催｜銀座 蔦屋書店
協力｜ASAMI Inc.

お問い合わせ｜03-3575-7755（営業時間内）/info.ginza@ccc.co.jp

特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/23333-1605361110.html
《展示作品の販売について》

銀座 蔦屋書店店頭、
アートのオンラインマーケットプレイス
「OIL by 美術手帖」
12 月 11 日
（土）11 時より販売いたします。
※作品はプレセールスの状況により展覧会会期開始前に販売が終了することがあります。

アーティストステートメント
日本の 90 年代のファッション誌で紹介された奇抜な格好をした東京・原宿の若者たち。その心のなかに
潜む願望や虚栄心の表れを「モンスター」になぞらえて表現した「TOKYO MONSTER シリーズ」。写真
に刺繍をしてモチーフの姿や服装を誇張したり、顔や身体の一部をオブジェあるいは装飾化して覆い、そ
れが一体誰なのかわからなくすることで、私たちの誰もがモンスターになりえることを示唆する。
TOKYO MONSTER(2020-) では、2020 年以降の誌面や SNS からピックアップしたストリートスナップ、
そして撮影した写真を元にして、モチーフのイメージを変容させ、写真の上に張った糸の色をネガポジ反
転するなど、画面に視覚的な効果を取り入れて構成する。
2020 年には世界全体がコロナ禍に陥り、社会情勢や人々の価値観が大きく変化した。目に見えない不安を
抱える人々がファッションの力を借り、新しい自分を手に入れようとする様子を、それぞれが持つ人生の
ストーリーを想像しながら作品化したい。

3 種の限定作品集
奇抜なファッションに身を包み、東京をさまよう若者たちの心模様を描き出した「TOKYO MONSTER」
シリーズ（2014）。そのセルフカバー版ともいえる「TOKYO MONSTER(2020-)」を中心に、日本の

神話を題材に描いた「あめつちのうた」など、計5 シリーズの作品を収録しています。本作品集は完全予
約受注生産となっており、3 種類のスペシャルな内容でお届けします。
『TOKYO MONSTER, reloaded』
アーティスト｜清川あさみ

発行｜カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

仕様｜A4 変型／上製本／オールカラー／120 ページ＋清川あさみインタビューシート（挟み込み）

《予約方法》

オンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて、
12 月11日（土）11:00 〜 12 月26 日（日）
23:59 まで受付中。

予告ページ｜https://oil.bijutsutecho.com/special/116
特設サイト URL｜https://bijutsutecho.com/lp/asamikiyokawa-tmr
（特設サイトは 12 月 10 日（金）AM10 時に公開されます。
※オンラインでの完全受注生産です。
※会期中銀座 蔦屋書店の店頭では作品集のサンプルをご覧いただけます。
※西陣織作品セット版（4種）は各 1 点の制作となっております。プレセールスの状況により予約開始前に販売が終了することがあり
ます。
※本作品集は一般書店での販売はございません。

西陣織作品セット版（4 種）
清川の原画を元に、世界に誇る技術を持つ京都・西陣の老舗「細尾」と共作した西陣織と作品集のセット
「Mrs. danger」

価格｜1,100,000 円（税込）

作品サイズ｜1,165 788mm

額装サイズ｜1,194.5 817.5mm

素材｜西陣織

※すべて額装あり
Mrs. danger

版画作品セット版（2 種）
「TOKYO MONSTER(2020-)」の版画作品と作品集のセット
価格｜110,000 円（税込）

ED 数｜2 種各エディション 50

作品サイズ｜450 320mm（用紙サイズ全面に印刷）
額装サイズ｜625 487mm

素材｜インクジェットプリント＋特色シルク印刷
※アーティストの直筆サイン入
※すべて額装あり
Who am I ?（版画）

I am still in shadow（版画）

コラボロング T シャツセット版（2 種）
「WIND AND SEA」とコラボレーションしたロング T シャツと作品集のセット
価格｜21,780 円（税込）

カラー｜白・黒

サイズ｜白：S サイズ、黒：XLサイズ

※専用ボックスに作品集と同梱となります。

GINZA SIX エントランス デジタルアート『 OUR NEW WORLD 』
2021年の GINZASIX のクリスマスプロモーションに合わせ、清川あさみがエントランスと館内装飾のプロ
デュースを手掛けました。

光を放つ糸を使った映像が映しだされ、エントランスから銀座の街を彩るのは、「いのちと光の柱」をテーマ
に制作したデジタルアート『 OUR NEW WORLD 』。コロナ禍で社会が不安感に苛まれる中、太古から未来
へと繋がる自然にインスピレーションを受けて制作しました。GINZASIX1F エントランスにて、2021 年 11
月 8 日 ( 月 )18:00〜2021 年 12 月 25 日 ( 土 ) までご覧いただけます。また、館内や GINZASIX へと続く
銀座地下通路なども清川プロデュースを施させていただきました。

清川あさみコメント
社会情勢や人々の価値観の変化に加え、世界全体がコロナ禍に陥り、
『なぜ人は生きているのか、人々にとっ
て本当に美しいものとはなにか』と考えさせられる。いまここにいる私たちも「生」を宿した存在で、自
然の一部である事に気づかされるのだ。この作品は、都市の風景とは真逆の太古の神話の世界と生命の「は
じまり」を描いた作品。遥か昔から遠い未来へ、連綿と 紡がれる生命の神秘と、美しい精神の世界を描き
出したい。

４階中央吹抜け中央通り側レストスペース
4 階中央吹抜け中央通り側レストスペースには今回 GINZASIX の VIP 向けクリスマスカードに使われている
作品「Metamorphosis Garden (full bloom) kohei nawa asami kiyokwa」や「あめつちのうた」も展示さ
れます。

「あめつちのうた」
（2020）

「Metamorphosis Garden (full bloom)
kohei nawa asami kiyokwa」
（2021）

作品サイズ：H942 W2804 D31

作品サイズ：H663 W803 D43

公開期間｜2021 年 12 月 10 日（金）〜 12 月 25 日（土）
時間｜GINZA SIX 営業時間中

※公開開始日はあくまで予定となります。予告なく変更する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

清川あさみプロフィール
1979 年、兵庫県・淡路島生まれ。東京を拠点に活動。
服飾を学ぶと共に雑誌の読者モデルをしていた 2000 年代より “ファッションと自己表現の可能性” をテーマに創作
活動を行う。雑誌や SNS など、人々が日々関わる情報メディアやシステムが拡張する社会で、個人のアイデンティティ
を形成する “内面” と “外面” の関係やそこに生じる心理的な矛盾やギャップなどを主題とする。
偶然「糸」が写真の上に重ねて置かれたのを見たことから着想し、モデルとなる人物を撮影して、その写真に直接刺
繍するという独自の手法をはじめる。「糸」と写真のほかに、雑誌や本、布やキャンバスなど、ミクストメディアに
よる多様なビジュアル表現を展開する。
代表作として「美女採集」
「Complex」「TOKYO MONSTER」などがあり、人がそれぞれ持つ人生のストーリーや、
心の状態と社会状況の関係を作品化してきた。
水戸芸術館（2011 年）、金津創作の森美術館（2015 年）、東京・表参道ヒルズ（2012 年、2018 年）にて個展・
展覧会を多数開催。アートディレクターとして広告のビジュアルやグラフィックデザインに携わると共に、空間デザ
インや CM 映像のディレクターとしても活躍中。また絵本作家としての活動も続けており、作家・谷川俊太郎氏と共
作した絵本『かみさまはいるいない ?』は児童書の世界大会の日本代表にも選ばれている。
2020 年より淡路島の地方創生事業に芸術文化をメインとして関わる。
https://www.asamikiyokawa.com/

本件の取材・掲載に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
ASAMI inc. 広報担当 oﬃce@asamikiyokawa.com

