松浦浩之
1964

⽇本・東京⽣まれ

個展
2020

｢Super Acrylic Skin ‒ Quiet World｣, 誠品画廊, 台北, 台湾

2019

｢Super Acrylic Skin ‒ Tokyo-ga｣, 東京画廊+BTAP, 東京, ⽇本

2018

｢SUPER ACRYLIC SKIN／⼦供の頃, 画⽤紙いっぱいにキャラクターを描
くだけで幸せだった。｣, 髙島屋（東京⽇本橋店, 横浜店）, ⽇本

2015

｢Super Acrylic Skin ‒ Trigonal Clone｣, 東京画廊+BTAP, 東京, ⽇本

2014

｢Super Acrylic Skin｣, 髙島屋（東京⽇本橋店, 東京新宿店, ⼤阪店）, ⽇本

2010

｢Super Acrylic Skin ‒ Sweet Addiction｣, 東京画廊+BTAP, 東京, ⽇本

2009

｢Super Acrylic Skin -PHOTON- Imaginary Temperature｣, 東京画廊
+BTAP, 北京, 中国

2008

｢Acrylic Skin / Existence｣, 誠品画廊, 台北, 台湾

2007

｢Ultra New Visions｣, 誠品画廊, 台北, 台湾

2006

｢Super Acrylic Skin｣, MIRAI projects, ストックホルム, スウェーデン
｢Acrylic Skin｣, Canvas International Art, アムステルヴィーン, オランダ

2005

｢Super Acrylic Skin」, 東京画廊, 東京, ⽇本

グループ展
2019

｢新しい時代の幕開け｣, 新宿髙島屋, 東京, ⽇本

2017-9

｢Cool Japan ‒ Worldwide Fascination in Focus｣, Museum Volkskunde, オ
ランダ（Tropenmuseum, オランダ; MAS Museum aan de Stroom, ベル
ギーへ巡回）

2017

｢新宿髙島屋美術画廊10周年記念〜そして広がる〜｣, 新宿髙島屋, 東京, ⽇
本

2016

｢Artistic Christmas Vol.X-MIRAI-｣, 新宿髙島屋, 東京, ⽇本

2015

｢ミクロサロン2015｣, 東京画廊＋BTAP, 東京, ⽇本

｢Artistic Christmas Vol.VIII｣, 新宿髙島屋, 東京, ⽇本
｢Show-zui-zu｣, ⽇本橋髙島屋, 東京, ⽇本
2014

｢Painting/ Figurative｣, 新宿髙島屋, 東京, ⽇本
｢ミクロサロン2014｣, 東京画廊＋BTAP, 東京, ⽇本

2013

｢ミクロサロン2013｣, 東京画廊＋BTAP, 東京, ⽇本
｢Artistic Christmas Vol.VII｣, 新宿髙島屋, 東京, ⽇本
｢Summer Show 2013｣, 髙島屋（東京⽇本橋店, 東京新宿店, 横浜店）, ⽇本
｢la décoration｣, ⽇本橋髙島屋, 東京, ⽇本

2012

｢micro salon 2012｣ , 東京画廊＋BTAP, 東京, ⽇本
｢Artistic Christmas Vol.VI」, 新宿髙島屋, 東京, ⽇本
｢タカシマヤのばら アートセッション」, 髙島屋（東京⽇本橋店, 東京新宿
店, 横浜店, ⼤阪店, 京都店）, ⽇本
｢Fantasy and Absurd Reality of Japanese Contemporary Art｣, Edwinʼs
Gallery, ジャカルタ, インドネシア

2011-12

｢Future Pass ‒ From Asia to the World」Abbazia di San Gregorio, ヴェネ
チア, イタリア / Wereldmuseum Rotterdam, ロッテルダム, オランダ / 國
⽴台湾美術館, 台北, 台湾 / 今⽇美術館, 北京, 中国

2010

｢micro salon 60｣, 東京画廊＋BTAP, 東京, ⽇本

2009

｢Metaphors of Un/Real ‒ Animamix Biennial 2009-2010｣, 上海當代芸術館,
上海, 中国
｢Animamix Biennial-Visial Attract & Attack｣, 台北現代美術館, 台北, 台湾
｢Enliven ‒ In Between Realities and Fiction ‒ Animamix Biennial
2009-2010｣, 今⽇美術館, 北京, 中国

2008

｢Japanese Contemporary Art｣, Gallery IHN, ソウル, 韓国
｢Milestones｣, Tokyo Gallery + BTAP, 北京, 中国

2007

｢aniManga / VIA07 Festival international」, フランス
｢Works in Progress｣, 東京画廊＋BTAP, 北京, 中国
Gallery Sun Contemporary, ソウル, 韓国

2006

｢Fiction@Love｣, 上海現代美術館, 上海, 中国
｢JAPANIMATION!｣, 東京画廊＋BTAP, 北京, 中国

2005

｢Techno-Orientalism｣, 東京画廊＋BTAP, 北京, 中国

｢The 1st China International Animation and Comic Industrial Expo｣, 杭州
/ 北京, 中国
2004

｢Fiction@Love-Ultra New Vision in Contemporary Art」, 台北現代美術館,
台北, 台湾

2003

Bruce Watling Gallery, ブリスベン, オーストラリア
STEP Gallery, メルボルン, オーストラリア
TAP Gallery, シドニー, オーストラリア

2002

｢IAIO International Art Exhibition｣, THE AIR GALLERY, ロンドン, イギ
リス
｢オーストラリア4都市巡廻展｣, Bruce Watling Gallery, ゴールドコースト,
オーストラリア

受賞
2001

村上隆 ｢芸術道場 GP at MOT｣参加、スカウト賞⼊賞

コレクション
⿓美術館（上海, 中国）

