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Shinjuku (Collage)Shohei Yoshida Exhibition 

B GALLERY presents Shohei Yoshida’s �rst solo show. 
Yoshida has broken down a photography book of Daido Moriyama, 
‘Shinjuku’ (publisher: Getsuyo-sha), collaged all the materials from the book, 
and made into a book consisting of 128 works. 
In the exhibition, selected works from the book will be shown and available on sale. 
Yoshida has been showing many collage works as an artist alongside 
designing books and organizing exhibitions as an art director. 
His beautiful, bold and free spirited college brings 
new life to the work of Moriyama.

“I am looking forward to walking around the landscape of 
“another Shinjuku” where is no longer mine” 
– Daido Moriyama

Artist Book ON SALE
Title: Shinjuku (Collage)

Author: Shohei Yoshida

Photo: Daido Moriyama “Shinjuku”, published by Getsuyo-sha 2002

Book Design: Shohei Yoshida

Size: W182 x H247mm, 256p

Publisher: numabooks

Releasing: Jun 2017 (TBD)

Price: 5,800yen (exl.tax)  *Launch initial sale (venue limited)

Shohei Yoshida
Art Director and Graphic Designer
Born in Hiroshima, 1985. After graduation from Kuwasawa design school,
worked at Nakamuragraph (design o�ce), established an o�ce as ‘Shiroi-Rittai’ in 2016.
Main activity is graphic design as an art director, and a graphic designer with cataloges, 
books and art direction of publicity materials of exhibitions. 
In addition to described activity, several works focused on a letter, 
paper and books as a theme or a material were published.
Yoshida started to make collages of Moriyama’s photography book after participating in 
‘Making photography with Daido Moriyama’ issue No.818 of “BRUTUS” magazine in 2016. 
In 2013, his  �rst artist’s book ‘KASABUTA’ was published by WALL.

Daido Moriyama
Born in Osaka, 1938. After assisting Takeji Iwamiya and Eikoh Hosoe, 
started his career as a freelance photographer in 1964.
In 1967 Moriyama won New Artist Award from the Japan Photo Critics Association
for his series including ‘Nippon Gekijo’. 
From 1967 to 1980, he participated in ‘Provoke’ magazine and shocked the photography 
world with his style, high contrast and grainy surface ‘are, bure, boke’, 
translated as ‘grainy /rough, blurry, and out-of-focus’. In recent years, 
his large scale exhibitions are held worldwide and receiving high acclaim. 
Moriyama is the author of  many photography books including ‘Shinjuku’ (2002), 
‘MONOCHROME’, ‘COLOR’ (2012) , ‘Dog and Meshtights’ (2015).

B GALLERY (BEAMS JAPAN 5F)
11 :00 - 20:00

 (Open everyday during the exhibition)

18:00 - 20:00 Fri 19 May 2017
Reception Party

18:00 - 19:30 Sat 3 Jun 2017
B GALLERY (BEAMS JAPAN 5F)
Guest: Daido Moriyama, Photographer &
Nobuhiro Sugie, “BRUTUS” Managing Editor

Artist Talk

*Reservation required Max of 30 people  (Please book in advance at B GALLERY)   

Fri 19 May – Sun 4 Jun 2017

〒160.0022 東京都新宿区新宿3.32.6 BEAMS JAPAN 5F／Tel 03.5368.7309

𠮷田昌平  ／ 1985年、広島県生まれ。アートディレクター、グラフィックデザイ

ナー。桑沢デザイン研究所卒業後、デザイン事務所「ナカムラグラフ」での勤

務を経て、2016年に「白い立体」として独立。カタログ・書籍のデザインや

展覧会ビジュアルのアートディレクションなどを中心に活動。そのかたわら、アー

ティストとして字・紙・本を主な素材・テーマとしたコラージュ作品を数多く制

作発表する。2016年、雑誌『BRUTUS』（マガジンハウス）No.818「森山

大道と作る写真特集」への参加を契機に、森山大道氏の写真集を素材とした

コラージュ作品の制作を始める。作品集に『KASABUTA』（WALL、2013年）。

森山大道  ／ 1938年、大阪府生まれ。岩宮武二、細江英公の助手を経て、

1964年にフリーの写真家として活動を始める。1967年、「にっぽん劇場」など

のシリーズで日本写真批評家協会新人賞を受賞。1968–70年には写真同人

誌『プロヴォーグ』に参加し、ハイコントラストや粗粒子画面の作風は"アレ・ブレ・

ボケ"と形容され、写真界に衝撃を与える。近年では国内外で大規模な展覧会

が開催され、世界的に高い評価を受けている。写真集に『新宿』（2002年）、『モ

ノクローム』『カラー』（ともに2012年）、『犬と網タイツ』（2015年）など多数。

Bギャラリーでは初となる𠮷田昌平の展覧会を開催します。本展では、

写真家・森山大道の写真集『新宿』（月曜社）を解体、すべてのペー

ジを素材として使用しコラージュした全128点からなる作品集『新宿（コ

ラージュ）』の中から厳選した作品の展示、販売を行います。𠮷田昌

平は、書籍のデザインや展覧会ビジュアルのアートディレクションといっ

た仕事をする傍ら、アーティストとしてコラージュ作品を数多く制作、発

表しています。彼の欲と衝動に溢れた、大胆かつ自由で美しいコラー

ジュは、森山作品に新たな息吹を与えています。どうぞご期待ください。

「ぼくは𠮷田さんのコンセプトによって、すでにぼくの手から離れた
〈もうひとつの新宿〉風景の中を歩き回れることを楽しみにしている。」 

森山大道

会期 :  201 7年5月19日（金）– 6月4日（日）

会場 :  Bギャラリー（ビームス ジャパン 5F）

時間 :  11 :00 – 20 : 00 （会期中無休）

●レセプションパーティー :  201 7年5月 19日（金）  1 8 : 00 – 20 : 00

𠮷田昌平展  『新宿（コラージュ）』 

●アーティスト・トークのお知らせ

日時 :  2017年6月3日（土） 18 :00 – 19:30

会場 :  Bギャラリー（ビームス ジャパン 5F）

予約定員制 :  先着30名様     ※ご予約はBギャラリーまで

ゲスト:  森山大道（写真家）、 杉江宣洋（『BRUTUS』副編集長）

●作品集発売のお知らせ

タイトル :  新宿（コラージュ）

著者 :  𠮷田昌平

写真 :  森山大道『新宿』（月曜社、2002年）

装丁 :  𠮷田昌平（白い立体）

仕様 :  w182×h247mm、256p

発行 :  numabooks

一般発売日 :  2017年6月予定

価格 :  5,800円+税　

ISBN : 978-4-909242-00- 6  ※会場にて限定先行発売　
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