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下北沢アーツは、山本和真個展「Formless Sky」を開催いたします。 
 
山本和真は1998年東京都生まれ、現在東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻に在学中です。 
大学1年の頃より、現代的なコンセプトと卓越した画力で注目され、個展やグループ展などで
積極的に作品を発表している注目の若手作家です。 
 
山本はこれまでインターネットでときに露悪的に拡散されるミーム（meme）やホラー映画な
どから着想を得、愛らしさと不穏さを共存させた作品を制作してきました。誰もが知っている
有名キャラクター、見覚えのある広告表現、神話や宗教などから幅広いモチーフを用い、ポッ
プでありながら居心地の悪い画面を創り出します。 
 
本個展では初めて単一シリーズ「Formless Sky」からの作品を展開いたします。晴れた空に
同化するような人型のダウン、そこにカラフルなフルーツが浮かぶ一見明るい絵画空間。しか
し、爽やかな空に得体の知れない存在と毒々しいまでに鮮やかな果物が浮かび、鑑賞者は巧み
な表現に魅了されると共に山本が企てた「居心地の悪さ」に捉えられるでしょう。そしてその
インパクトにも拘らず、不思議と重さを感じさせない画面は、現代的な感覚で描く山本の作品
の特徴の一つであるといえます。 
 
アンリ・マティス、カラヴァッジョ、サンドロ・キアらトランスアヴァンギャルディア、ジグ
マー・ポルケらドイツ新表現主義、最近は歌川広重など浮世絵にも影響を受けながら、新しい
表現を模索し続ける山本和真の今をぜひご堪能ください。 

作家ステートメント 
 
描かれているダウンを着た人型の何かは、常に形が定まらない空と雲のイメージと、雲の上か
ら私たち人間を観察する神のような存在のイメージを重ね合わせ描いている。 
もうひとつのモチーフとして選んだフルーツはその糖度やカラフルな色と形で、人間だけでな
く動物や虫をも(誘惑)する性質から鑑賞者を誘引するモチーフとして使用している。 
メインビジュアル《Formless SKY1》に描かれているの手の印は、命を引き延ばす「普賢延
命法」という呪法であり、人間が長い間求め続ける不老不死を可能にする修法の一つとして知
られている。 
その印を使用することで、人間が長い間抱き続けている欲望を刺激し、鑑賞者（人間）が引き
込まれるようなイメージを鑑賞者に与えたかった。　 
空に紛れ姿が不明瞭でありながら絶対的な力を持ち、私たちに人間よりも高次な存在を意識さ
せる存在者への恐ろしさと不気味さの中に、明るくカラフルで甘いフルーツを散らばらせるこ
とで甘い罠に誘い込まれるような異質で不安定な空間を作りたかった。



山本和真（やまもとかずま） 
現代的なコンセプトのもと、卓越した画力で注目される若手作家、個展・グループ展など多数参加。   
1998年　東京都生まれ 
2022年　東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻在学中 
 
個展 
2022年 
「Banned Toys」（Ritsuki Fujisaki Gallery、東京）　 
 
グループ展 
2022年 
「Vectored Goth」（Ritsuki Fujisaki Gallery、東京） 
「Buried in Affection」（Galerie Supermarkt、東京） 
「極薄 inframince」（CON_GALLERY_TOKYO、東京） 
2020年 
「WASANBON」（Turner Gallery、東京） 
「AS ABOVE SO BELOW」（四谷未確認スタジオ、東京） 
「A-TOM ART AWARD 2019」（コートヤード広尾、東京） 
 
受賞 
A-TOM ART AWARD 2019　青井茂賞 
 
パブリック・コレクション 
G ファウンデーション・コレクション（高雄、台湾）



Shimokitazawa Arts is pleased to announce, "Formless Sky", solo show by Kazuma 
Yamamoto. 
 
Kazuma Yamamoto is born in Tokyo, 1998. He is currently student of Tokyo University 
of the Arts, Faculty of Fine Arts, Department of Painting, Oil Painting. Since his first 
year at university, his works have been attracting for his contemporary concepts and 
outstanding drawing skills, and is a notable young artist who acitively presents his 
works at solo and group exhibitions. 
 
Inspired by meme (sometimes spreading with malice and aggression) on the internet 
and horror movies, Yamamoto has created works that coexist with loveliness and 
disquietingness. He creates pop and uncomfortable paintings using wide range of 
motifs from famous characters, advertising expressions, mythology and religion and so 
on. 
 
This solo exhibition presents works from his single series "Formless Sky" for the first 
time. There are a human-shaped down suit assimilating into the sunny sky and colorful 
fruits floating on the bright pictorial space. However the viewer notices a mysterious 
existence and poisonous brilliant fruits in the refleshing sky and will be fascinated by 
his skillful expression and "uncomfortableness" Yamamoto planned. In spite of its 
impact, it strangely doesn't make us feel heavy and it's one of his work's features 
through today's sensibility. 
 
Influenced by Henri Matisse, Caravaggio, Transavant-garde, German neo-
expressionism, recently Hiroshige Utagawa, Kazuma Yamamoto continues to explore 
new expression. Please enjoy his latest woks. 

Artist's statement 
 
The human figure wearing a down suit is the image combining the sky and clouds, 
which are always sharpless, with a god-like being observing us from the sky. 
I selected fruits as another motif as their sugar content, colorful colors and shapes 
attract not only humans but also animals and insects. 
The hand mark of the main visual "Formless SKY1" is a spell called "Fugen Enmeiho" 
that prolongs life. It's known as one of the rituals that enable immortality, which humans 
have long sought.By using the mark, I wanted to stimulate the long-held desire of 
humans and draw the viewer in the image. 
Bright, colorful and sweet fruits are scattered in the fear and eerieness of a being who 
are invisible in the sky and have absolute power and make us aware of a being of a 
higher order than humans. I wanted to create a strange and unstable space that would 
lure you into a sweet trap.



Kazuma Yamamoto 
Born in Tokyo, Japan, 1998. 
2022 current BFA, Tokyo University of the Arts, Faculty of Fine Arts, Department of 
Painting, Oil Painting, Japan  
 
Solo Exhibition 
2022 
“Banned Toys” Ritsuki Fujisaki Gallery, Tokyo　 
 
Group Exhibitiom 
2022 
“Vectored Goth” Ritsuki Fujisaki Gallery, Tokyo　 
“Buried in Affection” Galerie Supermarkt, Tokyo 
“極薄 inframince” CON_GALLERY_TOKYO, Tokyo 
2020 
“WASANBON” Turner Gallery, Tokyo 
“AS ABOVE SO BELOW” Yotsuya Mikakunin Studio, Tokyo 
“A-TOM ART AWARD 2019” Courtyard Hiroo, Tokyo 
 
Awards 
A-TOM ART AWARD 2019　Shigeru Aoi Award 
 
Public Collection 
G Foundation Collection, Kaohsiung, Taiwan
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山本和真　 

《Formless SKY1》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
162 x 162 cm（S100） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY1》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
162 x 162 cm（S100） 
Ask







山本和真　 

《Formless SKY2》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
91x 116.7 cm（F50） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY2》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
91x 116.7 cm（F50） 
Ask





山本和真　 

《Formless SKY3》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
100 x 80.3 cm（F40） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY3》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
100 x 80.3 cm（F40） 
Ask





山本和真　 

《Formless SKY4》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
100 x 80.3 cm（F40） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY4》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
100 x 80.3 cm（F40） 
Ask





山本和真　 

《Formless SKY5》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
72.7 x 60.6 cm（F20） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY5》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
72.7 x 60.6 cm（F20） 
Ask





山本和真　 

《Formless SKY6》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
60.6 x 72.7 cm（F20） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY6》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
60.6 x 72.7 cm（F20） 
Ask





山本和真　 

《Formless SKY7》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
41 x 31.8 cm（F6） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY7》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
41 x 31.8 cm（F6） 
Ask



山本和真　 

《Formless SKY8》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
41 x 31.8 cm（F6） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY8》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
41 x 31.8 cm（F6） 
Ask



山本和真　 

《Formless SKY9》 
2022年 
キャンバスに油彩、アクリル絵具 
41 x 31.8 cm（F6） 
Ask

Kazuma Yamamoto 

《Formless SKY9》 
2022 
Oil and acrylic on canvas 
41 x 31.8 cm（F6） 
Ask
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