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小山登美夫ギャラリー、シュウゴアーツ、タカ・イシイギャラリーが新たな商業施設

「complex665」に集結。文化発信地区六本木に新アートスポットが誕生 

 

complex665  

2016 年 10 月 21 日（金）オープン 

10 月 20 日（木）16:00 よりプレスプレビュー 

 

オープニング展参加作家： 蜷川実花 小林正人 荒川医 荒木経惟 トーマス・デマンド エルムグリーン

＆ドラッグセット ルーク・ファウラー マリオ・ガルシア・トレス 五木田智央 畠山直哉 法貴信也 伊

藤存 木村友紀 クサナギシンペイ 前田征紀 森山大道 村瀬恭子 シルケ・オットー・ナップ スター

リング・ルビー 竹村京 登山博文 ケリス・ウィン・エヴァンス（新作および未発表作品を展示） 



 
 

東京における一大アート地区（アートディストリクト）への成長 

 

六本木と聞いて、どのようなことを思い浮かべるでしょうか？ 

 

かつて、東京屈指の夜の街として煌びやかなイメージが強かったこの街では、時代を牽引するファッショ

ンデザイナーやアーティスト、建築家など、様々な領域で活躍するクリエイター達が夜毎に集い、互いを

刺激し合い、新たなアイデアやカルチャーが生まれていきました。華やかな都会の街は、一方で文化交信

地としての役割を果たしていたのです。 

 

時代は移り変わり、21 世紀。現在の六本木は、さらにスケールアップした文化発信地として新たな変遷を

遂げています。2003 年の六本木ヒルズの開業を皮切りに、森美術館、国立新美術館、サントリー美術館、

21_21 DESIGN SIGHT といった、東京を代表する多彩な美術館が続々と開館しました。また、国内外のア

ートファンが足を運ぶ個性豊かな実力派のギャラリーも点在しており、六本木は東京のアートシーンを語

る上で欠かせない街となっています。 

 

そして、2016年10月、小山登美夫ギャラリー、シュウゴアーツ、タカ•イシイギャラリーが新たに建設さ

れたビル「complex665」に新スペースをオープンします。 

 

私たち３つのギャラリーは、これまでもそれぞれ異なる個性と得意分野を持ちながら互いに刺激し合い、

国内外のアートシーンにおいて活動の場を広げてきました。そしていま私たちは、この街をさらにアート

を中心とした文化発信の場＝アート地区（アートディストリクト）として、成熟した場所にしたいと考え

ています。 

 

10月のオープニングにおいては、ギャラリーアーティストによる新作および未発表作品の展示を、３ギャ

ラリー全てにおいて行います。国内外で活躍する彼らの「現在」を展示する本展とともに、新たなアート

シーンを繰り出すこの街の進化にご期待ください。 

 

complex665 ロゴデザイン 田中義久 

「665 という架空のアーティストが自身の作品にサインをするとしたら？そんなコンセプトで今回のロゴ

をデザインしました。日本の現代美術を牽引する個性豊かな 3 ギャラリーをはじめ、complex665 に集う

各社が共につながり・上昇する、そんなロゴが出来上がったのではないかと思います。」 

田中義久 

 

 



 
 

小山登美夫ギャラリー 

オープニング展：蜷川実花「Light of」 

12 月 3 日（土）まで 

 

 
Mika Ninagawa, Light of, 2015, C-print mounted on Plexiglas, frame 

©mika ninagawa 

 

「光の軌跡に手を伸ばす 空はおそろしいほど、深く青く高い 光を捕まえたい 助けを求めるその刹那、私

達は幸福のなかにいる − 蜷川実花 −」 

本展で展示される作品のシリーズ「Light of」は、花火や野外フェスにおける暗闇で煌めく光を画面から溢

れんばかりに捉え、その場にいる人々の一瞬の、閃光を享受する熱気や欲望をも窺い知れるような、力強

く鮮烈な作品です。一方で、花火は空に掲げられた希望のように、天に向かって伸ばされた多くの手は、

まるで光に救済を求めているかのようにも映ります。光が明るいほど色彩は輝くが、光が強い程影もまた

濃く出るように、蜷川は光の世界に隣り合わせの暗闇にも敏感に反応し、complex665 でのオープニング展

覧会にふさわしい視覚的な鮮やかと、刹那な美を止めようとする衝動、それを通して永遠なるものに触れ

ようとする作家自身の視点を観る者に強く印象づけます。内装設計は今注目を集める若手建築家のムトカ

建築事務所です。 

小山登美夫ギャラリー 

内装設計：ムトカ建築事務所  



 
 

シュウゴアーツ 

オープニング展：小林正人「Thrice Upon A Time」 

12 月 4 日（日）まで 

 

 

 
Masato Kobayashi, Unnamed #27, 2002, oil, canvas, wooden frame 

photo by Shizuka Kobayashi, ©Masato Kobayashi 

 

80 年代半ば以降の日本の芸術における、最も独創的な成果は何かということを念頭において美術に携わっ

てきたシュウゴアーツは、complex665 における新スペースにおいて「ギャラリー的冒険」をテーマにこれ

までの慣習に捉われず、より一層エキサイティングな数々のプログラムに挑戦します。建築家・青木淳の

設計よる「原っぱ」的ギャラリーでは展覧会の度にアーティストと共に空間全体を作り上げることで、真

にクリエイティブな場としての進化を続けます。その第一弾として、絵画における最大の冒険者として支

持される小林正人の新作展を披露します。また平日に加え日曜日もオープンします。多くの方に六本木の

新たなアート地区を楽しんで頂きたいと願っています。 

 

シュウゴアーツ 

内装設計：青木淳建築計画事務所 

 



 
 

タカ・イシイギャラリー 

オープニング展：「Inaugural Exhibition: MOVED」 

参加作家：荒川医 荒木経惟 トーマス・デマンド エルムグリーン＆ドラッグセット ルーク・ファウラー マリオ・

ガルシア・トレス 五木田智央 畠山直哉 法貴信也 伊藤存 木村友紀 クサナギシンペイ 前田征紀 森山大道 

村瀬恭子 シルケ・オットー・ナップ スターリング・ルビー 竹村京 登山博文 ケリス・ウィン・エヴァンス 

11 月 19 日（土）まで 

 

 

 

Left: Sterling Ruby, VERT. RED., 2016, photo by Robert Wedemeyer, courtesy of Sterling Ruby Studio 

Right: Ei Arakawa in collaboration with Dan Poston, Stefan Tcherepnin, How to DISappear in America, 2016, photo by Gayla Fierman 

 

complex665 の新スペースオープニング展として、ギャラリーアーティスト 20 名によるグループ展

「Inaugural Exhibition: MOVED」を開催いたします。日本写真界の巨匠から近年の現代美術を牽引する欧

米作家、50 年代の前衛芸術精神を継承するパフォーマンス・アーティストなど、弊社がリプリゼントする

国内外の作家の新作が一堂に会します。テラスを望む 108 平米の新たなギャラリースペース（3F）に加え、

1F にはビューイングルームを設けます。内装はブロードビーンが設計し、テラスの植栽はセコイア•ワー

クスの手によるものです。再び小山登美夫ギャラリー、シュウゴアーツと同じ場所にギャラリーを構え、

新たなスペースに皆様をお迎えすることを楽しみにしています。 

タカ・イシイギャラリー 

内装設計：ブロードビーン / テラス植栽：セコイア・ワークス 

 



 
 

complex665 概要 

〒106-0032 東京都港区六本木 6 丁目 5 番 24 号 

3F：タカ・イシイギャラリー (03 6434 7010 / takaishiigallery.com ) 

2F：小山登美夫ギャラリー (03 6434 7225 / tomiokoyamagallery.com)  

2F：シュウゴアーツ (03 6447 2234 / shugoarts.com) 

1F：タカ・イシイギャラリーオフィス、ブロードビーン (03 3263 8990 / broadbean.jp) 

用途：商業施設 

延床面積： 約 943 ㎡（約 285 坪） 

建物内の天井高：3.5 m (3F, 2F), 2.5 m (1F) 

営業時間：火ー土 11:00-19:00（シュウゴアーツのみ日曜日も営業[12:00 – 18:00]） 

 

 

 

 

 

 

 

六本木アートナイト参加 

小山登美夫ギャラリー、シュウゴアーツ、タカ・イシイギャラリーは六本木アートナイトに参加します 

21 日（金）、22 日（土）は 3 ギャラリーすべて営業時間を 21:00 まで延長 

小山登美夫ギャラリー：蜷川実花サイン付き写真集「Light of」（河出書房新社、税込価格￥3,456、53 頁）

を、写真集ご購入の方先着 50 名様へ 

シュウゴアーツ：青木淳（建築家) x 小林正人 トークイベント開催（21 日）詳細は HP に掲載 



 
 

本リリースのお問い合わせ先 

TAIRA MASAKO PRESS OFFICE 担当：平昌子  

masako@tmpress.jp  

〒151-0053 東京都渋谷区代々木 5-15-10 #810 

T/F 03-3468-8367 M 090-1149-1111 


