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今井 俊介 Shunsuke Imai 
 
1978 福井県⽣まれ 
2004 武蔵野美術⼤学 ⼤学院造形研究科美術専攻油絵コース修了 
 
個展 
 
2022 「スカートと⾵景」丸⻲市猪熊弦⼀郎現代美術館, ⾹川 
2021 「Red, Green, Blue, Yellow, and White」 HAGIWARA PROJECTS, 東京 
2020 「color/form/surface/volume」ISETAN SALONE, 東京 

「point of view point」meets by NADiff, 渋⾕ PARCO, 東京 
2019 「range finder」HAGIWARA PROJECTS, 東京 

「range finder」Kunstverein Grafschaft Bentheim, Neuenhaus, Germany 
2017 「float」HAGIWARA PROJECTS, 東京 
2015 「equal」Gallery Kart, 東京 
 「equal」See Saw gallery + café, 名古屋 
2014 「第８回 shiseido art egg 今井俊介 “range finder”」資⽣堂ギャラリー, 東京 
2014 「color / form」HAGIWARA PROJECTS, 東京 
2013  ｢surface / volume｣ HAGIWARA PROJECTS, 東京 
2012  ｢surface / volume｣ LOOP HOLE, 東京 
2011  ｢new piece｣ リマスタ, 東京 
2008  ｢emptiness｣ 遊戯室（中崎透 + 遠藤⽔城）, ⽔⼾ 
2007  ｢empty eyes｣ ZENSHI, 東京 
2006  ｢patterns｣ GFAL, 東京 
2005  ｢empty babes｣ APARTMENTS POOL, 東京 
2003  ｢Peeping Tom｣ exhibit LIVE [laiv], 東京 
2002  ｢flower & honeybee｣ exhibit LIVE [laiv], 東京 
 
グループ展 
 
2022 「六本⽊アートナイト 2022」港区六本⽊, 東京 

「Insight 26 "connection"」Yoshimi Arts, ⼤阪 
「世界の揺らぎを知覚する、⾳楽に共振する絵画の今」Art Space Kimura Ask？東京 

2021 「いろ・いろいろ ⾊と作品の世界」福井県⽴美術館, 福井 
「FUJI TEXTILE WEEK 2021」 富⼠吉⽥市, ⼭梨 
「崖と階段」azumagaoka articulation, 神奈川 
「CADAN ROPPONGI presented by Audi」Hills café/Space, 東京 

 「2 つの時代の平⾯・絵画表現−泉茂と 6 名の現代作家展」Yoshimi Arts, ⼤阪 
 「NEW SPACE / NEW WORKS」HAGIWARA PROJECTS, 東京 
2020 「NEW INTIMACIES」SODA @ KAYOKOYUKI, 東京 
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2019 「MOT コレクション Part II ただいま/はじめまして」東京都現代美術館, 東京 
 「MOT コレクション ただいま/はじめまして」東京都現代美術館, 東京 
 「びじゅつじょろん」藤枝市⺠会館他, 静岡 
 「Reborn - 未来を発明 コレクション x 現代作家」福井県⽴美術館, 福井 
2018 「small good things」HAGIWARA PROJECTS, 東京 
 「invisible strings in spring」 Devening Projects, シカゴ 
 「絵画の現在」府中市美術館, 東京 
2017 「natsu no tobira - organized by Misako and Jeffrey Rosen」Shane Campbell  
  Gallery, シカゴ 
 「spring fever」駒込倉庫, 東京 
 「perspectives (I)」インターメディアテク, 東京 
2016   ｢となりの⼈びと -現代美術 in 春⽇井｣ 春⽇井⽂化フォーラム, 愛知 
 「オープンシアター KAAT 突然ミュージアム 2016」KAAT 神奈川芸術劇場,  

 神奈川 
2015  「4 Painters 4 Paintings」mime, 東京 

「line & color」 HAGIWARA PROJECTS, 東京 
 「VOCA 展 2015 現代美術の展望-新しい平⾯の作家たち」上野の森美術館, 東京 
2014 ｢絵画の在りか｣ オペラシティアートギャラリー, 東京 
2013 「ダイ チュウ ショー 最近の抽象」府中市美術館市⺠ギャラリー／LOOP HOLE, 
  東京 
 「TOO YOUNG TO BE ABSTRACT] SPROUT curation, 東京  
 「LOVE TOKYO」ROPPONGI HILLS CLUB, 東京 
 「Gallery Show」HAGIWARA PROJECTS, 東京 
2013 「Imago Mundi」クエリーニ・スタンパーリア財団, ヴェネツィア, イタリア 
 「掲⽰」KABEGIWA, ⽇本⼤学藝術学部, 東京 
2012 ｢第 31 回 損保ジャパン美術財団選抜奨励展｣ 損保ジャパン東郷⻘児美術館, 東京 
2011 ｢energy ムサビ助⼿展｣ 武蔵野美術⼤学美術館・図書館, 東京 
 ｢A Midsummer Night's Dream｣ hiromiyoshii roppongi, 東京 
2010 ｢errortrap, 2-305!!｣ 武蔵野美術⼤学, 東京 
 ｢SSS - expanded painting｣ MISAKO & ROSEN, 東京 
 ｢RA'10｣ 武蔵野美術⼤学美術資料図書館 + gFAL・FAL, 東京 
 ｢Last Breath?｣ ZAIM GALLERY, 横浜 
2009 ｢Geba Geba summer show - Geba geba 4 weeks｣ MISAKO & ROSEN, 東京 
2008 ｢Red｣ ZAIM, 横浜 
 ｢ショコラ・デ・府中｣ LOOPHOLE, 東京 
 ｢NEW TOKYO CONTEMPORARIES｣  (marunouchi)HOUSE, 新丸の内ビルディ 
  ング, 東京 
2007 ｢something as if we do｣ cafe parlwr, 名古屋 / clas, 名古屋⼤学, 名古屋 
 ｢SAKURA meets ARTS｣ HK+MODE SHIROKANE, 東京 
2005 ｢studio show at APARTMENTS POOL｣ APARTMENTS POOL, 東京 
2004 ｢CET04｣ INOビル, 東京 
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 ｢studio show at APARTMENTS POOL｣ APARTMENTS POOL, 東京 
2003 ｢group show, warehouse art project｣ 武蔵野美術⼤学,東京 
2002 ｢whap summer selection｣ warehouse art project, 武蔵野美術⼤学, 東京 
 ｢EXHIBITION CHEERS｣ china rose traffic, 東京 
 
 
パブリックコレクション 
愛知県美術館 
Takahashi Collection 
東京都現代美術館 
福井県⽴美術館 
Auckland Art Gallery、オークランド、ニュージーランド 


