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川合朋郎

1976 大阪出身
2001 東京藝術大学 美術学部絵画科油画専攻 卒業
2003 東京藝術大学大学院 美術研究科 修士課程 修了

 主な個展

2020
さんしんギャラリー善 / 静岡・三島
ニッチギャラリー / 東京・銀座
2019
ニッチギャラリー /東京・銀座
2018
ニッチギャラリー /東京・銀座
TOPOS Highland / 長野・飯綱
TOPOS Public / 長野
ギャルリーくさ笛 / 愛知・名古屋
2017
ギャラリーエクリュの森 / 静岡・三島
ニッチギャラリー /東京・銀座
フラットファイルスラッシュ / 長野
2016
ニッチギャラリー /東京・銀座
2015
TOPOS Highland / 長野
ニッチギャラリー /東京・銀座
ギャルリーくさ笛 /愛知・名古屋
2014
さんしんギャラリー 善 / 静岡・三島
ウィリアム モリス 珈琲＆ギャラリー /東京・渋谷
TOPOS Highland / 長野・飯綱
2013
ニッチギャラリー /東京・銀座
TOPOS TERRASOW SOLO まちとしょテラソ 小布施町立図書館 / 長野
TOPOS Highland / 長野・飯綱
2012
ギャルリーくさ笛 / 名古屋
ニッチギャラリー /東京・銀座
TOPOS TERRASOW SOLO まちとしょテラソ 小布施町立図書館 / 長野
2010
ニッチギャラリー /東京・銀座
2008
新潟絵屋 /新潟
ウィリアム モリス 珈琲＆ギャラリー /東京・渋谷
ニッチギャラリー /東京・銀座
2006
ニッチギャラリー /東京・銀座
2005
ギャラリーGAN/ 東京・青山
2003
ギャラリーGAN/ 東京・青山
2002
ギャラリー北村 /東京・南青山

 主なグループ展

2019
秋展（ALLME ARTSPACE）/ ソウル
ASIA HOTEL ART FAIR Seoul 2019/ ソウル
ASIA ART FAIR 2019/ ソウル
Art Interchange 三島・パサディナ姉妹都市交流美術展プレ展
2018
春展（ALLME ARTSPACE）/ ソウル
2017
幻想の森 展（Bunkamura Box Gallery）/ 渋谷
絵画の目 展（みぞえ画廊）/福岡
四角い宇宙 １ダースの箱 展（ウィリアム モリス）/渋谷
2016
VOCA 展 2016 上野の森美術館 /東京
2015
カンヴァセーションズ（スパイラルガーデン）/東京
2014
マツシロオルタナティブ ( 池田満寿夫美術館 )/ 長野
アートフェア東京 (Gallery エクリュの森 )/ 東京
2012
アート京都 2012(Gallery エクリュの森 )/ 京都
2011
「YOKOHAMAみなとみらい展」横浜市民ギャラリー /神奈川
AAF New York/ New York
2010
アートアワードネクスト（東京美術倶楽部）/東京
「遠くに投げられた種子Ⅱ」日本トルコ交流展 ニッチギャラリー /銀座
Art Shanghai 出品 ( ニッチ ギャラリー )
2009
「Distance Not Applicable」Pg Art Gallery/ イスタンブール
「U-Planning 第 1 回展 /Uボートが出会った 4人の作家たち」CORSO/ 東京 , 神保町
「YOKOHAMAみなとみらい展」横浜市民ギャラリー / 神奈川
2008
TAMA VIVANT 2008 / 多摩美術大学、横浜 , みなとみらい駅
Art OSAKA 出品 ( 工房 親 )
2007
Art Shanghai 出品 ( ニッチギャラリー )
「YOKOHAMAみなとみらい展」横浜市民ギャラリー / 神奈川
2006
「TAMA VIVANT 2006」( 多摩美術大学、横浜みなとみらい )
Art Shanghai 出品 ( ニッチギャラリー )
2005
二人展 ニッチギャラリー / 銀座
2003
「New Wave」ギャルリーくさ笛 / 愛知
「熊谷守一大賞展」アートピア付知交芸プラザ / 岐阜
2002
「関口芸術基金賞入選作家展」 柏市民ギャラリー / 千葉
2001
「三浦美術館大賞展」三浦美術館 / 愛媛
「第 15 回 ホルベインスカラシップ」
「フィレンツェ大賞展」雪梁舎美術館 / 新潟

 パブリックコレクション

東京藝術大学大学美術館
小布施町立図書館まちとしょテラソ

梯子 Climb the Ladder S6

畏れを知らぬ人 The Brave and the Coward  P40  

同時期開催
DTOI_20 

@FFS 倉庫ギャラリー
参加出品

http://flatfileslash.com


