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Kila Cheung, Youths in Me, 2021, acrylic and pastel canvas, 193 by 138 cm. Courtesy of the artist and JPS Gallery. 

For immediate release 

KILA CHEUNG
Best Before 
23 October – 21 November 2021
Opening reception: Saturday, 23 October 2021, 5 – 7 pm

JPS Gallery is pleased to present Best Before, a solo exhibition of emerging Hong Kong artist Kila 
Cheung, on view at the gallery’s Tokyo location. The exhibition features a series of paintings, 
drawings and sculptures, many of which are showing for the first time in Japan. 
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Titled  Best Before,  the exhibition presents a series of works that took inspiration from Kila’s 
current place in life and his exploration of existence as a human being, religious beliefs, space and 
distance. He says that he is now at a point in life where he is no longer a youth, but at the same 
time, not yet an adult. The presented series documents his current state of mind, as well as his 
peers, at this particular stage in life where he can still be bold and adventurous enough to try new 
things, but with an adult conscious mind that constantly reminds him to be sensible and not make 
any reckless decisions. 

Known for his Home series, which he started in 2017 during his internship in Japan, this exhibition 
also marks the “coming home” of Kila’s works and symbolizes the maturity in his artistry. The 
exhibited works brought a new dimension to Kila’s creation while retaining their unique heart-
warming and cathartic characteristics. 

The exhibition serves as an intimate visual documentary of Kila’s change in mentality, reflecting his 
journey of self-discovery and preparation for the start of a new venture, adulthood.

About Kila Cheung
Painter and sculptor, Kila Cheung is one of the emerging stars of the local art scene. His unique 
artistic style manifested his value for childishness, curiosity, the courage to think outside of the 
box and dream big.

In 2017, Kila started creating his acclaimed series of wooden sculptures when he left home for 
Japan to begin his internship. His colorful works are sentimental and reflective with a hint of 
youthful rebellion, finding resonance with young collectors across Asia.

Kila earned a degree from the Hong Kong Polytechnic University. He was the winner of the 
esteemed “Young Design Talent Award” in Communication Design in 2016. He is also the winner 
of “Hong Kong Publishing Biennial Awards” in 2019. Kila has worked with numerous international 
brands to lend his artistic talents, including UNIQLO, IKEA, Kiehl’s, Cathay Pacific Airways and 
Prudential. Kila now lives and works in Hong Kong. 

About JPS Gallery
Established in 2014 in Hong Kong, JPS Gallery is an independent contemporary art gallery 
presenting works of emerging and established artists from around the world. The gallery is 
founded with a passionate spirit that dedicates to the new digital age and the exploration of the 
world of fine art and pop culture.
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We aim to create an innovative environment for a new generation of artists and collectors, 
fostering a creative space for all. We focus on fun and playful works of the era that spans across 
different mediums and disciplines, showcasing a discerning selection of works that embody the 
aesthetics of today.

We are committed to supporting the culture and art scene both in Hong Kong and Japan, 
creating a vibrant local art community. The gallery regularly presents works of emerging artists in 
our gallery spaces in Hong Kong and Tokyo as well as international art fairs, giving them a 
platform to gain global exposure, supporting young artists to launch their careers. JPS has also 
been an active contributor to society and the local art scene by sponsoring various charity 
events and auctions.

Location
JPS Gallery Tokyo
1-9-6 Jingumae, Shibuya, Tokyo 150-0001, Japan

Media Inquiry
For media inquiries and press preview, please contact
Nagai Yuri | yuri@jpsgallery.com

Social media hashtags
@kilacheung_art @jpsgallery @jpsartstore

#kilacheung #kila #BestBefore #⼤⼈未滿 #jpsgallery #jpsartgallery
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キラ・チェン、少年の⼼、アクリル絵の具、パステル、キャンバス、193 × 138 cm。作者のご好意による展示。

即⽇発表

KILA CHEUNG
「Best Before」
23 October – 21 November 2021

オープニングレセプション　2021年10⽉23⽇ (⼟) 17:00 〜 20:00

JPSギャラリーでは、⾹港のアーティスト、Kila・Cheungの個展「Best Before」を開催い

たします（東京会場）。本展では、⽇本初公開となる絵画、ドローイング、彫刻作品を

展示します。
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「Best Before」と題された今回の展示会では、Kilaの現在の⼈⽣の位置からインスピレー

ションを得て、⼈間としての存在、宗教的信念、空間や距離について探求した作品のシ

リーズが展示されます。このシリーズは、彼の現在の⼼の状態を記録したものであり、

また彼の同世代の⼈たちも同様に、⼈⽣のこの特別な段階では、新しいことに挑戦する

⼤胆さと冒険⼼を持ちながらも、無謀な決断をしないように分別を持つように常に注意

する⼤⼈の意識を持っています。

⽇本でのインターンシップ中の2017年に開始した「Home」シリーズで知られる本展は、

Kila作品の「coming home」でもあり、彼の芸術性の成熟を象徴しています。展示された

作品は、独特の⼼温まる、カタルシスをもたらす特徴を保ちつつ、Kilaの創作に新たな次

元をもたらしました。

この展示会は、Kila⽒の精神的な変化を示す親密なビジュアル・ドキュメンタリーであ

り、彼の⾃⼰発⾒の旅と、⼤⼈になるという新たな冒険の始まりへの準備を反映してい

ます。

Kilaについて

画家であり彫刻家でもあるKila Cheungは、地元アートシーンの新星の⼀⼈です。彼のユ

ニークな芸術スタイルは、⼦供らしさ、好奇⼼、既成概念にとらわれない勇気、そして

⼤きな夢という価値観を表しています。

2017年、Kilaはインターンシップのために⽇本に向けて家を出たときに、⼈気の⾼い⽊製

の彫刻シリーズの制作を開始しました。彼のカラフルな作品は、感傷的で反射的であり

ながら、若々しい反抗⼼を感じさせるもので、アジア中の若いコレクターの共感を得て

います。

Kilaは、⾹港ポリテクニック⼤学で学位を取得しました。彼は、2016年にコミュニケー

ション・デザインにおける尊敬すべき「ヤング・デザイン・タレント賞」を受賞しまし

た。また、2019年には「Hong Kong Publishing Biennial Awards」の受賞者でもあります。

Kilaは、ユニクロ、IKEA、Kiehl's、キャセイパシフィック航空、Prudentialなど、数多くの

国際的なブランドと仕事をして、その芸術的才能を発揮してきました。Kilaは現在、⾹港

を拠点に活動しています。
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JPSギャラリーについて

2014年に⾹港で設⽴されたJPS Galleryは、世界中の新⼈および既存のアーティストの作品

を紹介する独⽴した現代アートギャラリーです。当ギャラリーは、新しいデジタル時代

とファインアートやポップカルチャーの世界の探求に捧げる情熱的な精神を持って設⽴

されました。

私たちは、新世代のアーティストやコレクターのために⾰新的な環境を作り、すべての

⼈のための創造的な空間を育むことを⽬指しています。私たちは、さまざまな媒体や分

野にまたがる時代の楽しく遊び⼼のある作品に焦点を当て、今⽇の美学を体現する⽬の

肥えた作品を紹介しています。

当ギャラリーは、⾹港と東京のギャラリースペースや国際的なアートフェアで、新⼈

アーティストの作品を定期的に紹介し、彼らが世界的に活躍する場を提供することで、

若いアーティストのキャリアを⽀援しています。また、JPSは様々なチャリティーイベン

トやオークションに協賛し、社会や地域のアートシーンに積極的に貢献しています。

所在地

JPSギャラリー東京

150-0001, 東京都渋⾕区神宮前1-9-6, ⽇本

お問い合わせ

報道関係者の⽅のお問い合わせ、内覧会のお申し込みは下記までお願いします。

Nagai Yuri | yuri@jpsgallery.com

ソーシャルメディア⽤ハッシュタグ

kilacheung_art @jpsgallery @jpsartstore

#kilacheung #kila #BestBefore #⼤⼈未滿 #jpsgallery #jpsartgallery
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KILA CHEUNG
Best Before
⾒どころ

Youths in Me 我的少年們, 2021
Acrylic and pastel on canvas
193 by 138 cm

少年の⼼、2021
アクリル絵の具、パステル、キャンバス

193 x 138 cm
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KILA CHEUNG
Best Before
⾒どころ

I Found the Music 重要的是, 找對了喜歡的⾳樂, 2021
Acrylic and pastel on canvas
66 by 87 cm

私の好きな⾳楽、2021
アクリル絵の具、パステル、キャンバス

66 x 87 cm
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KILA CHEUNG
Best Before
⾒どころ

Drawing 1, 2021
Pastel and color pencil on paper
42 by 29.7 cm

描写 1、2021
パステル、⾊鉛筆、紙
42 x 29.7 cm
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KILA CHEUNG
Best Before
⾒どころ

Drawing 4, 2021
Pastel and color pencil on paper
42 by 29.7 cm

描写 4、2021
パステル、⾊鉛筆、紙
42 × 29.7 cm
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Freedom, 2021
Acrylic on wood (Camphor)
H52 by W38 by D15 cm

⾃由、2021
アクリル絵の具、⽊材 ( 樟脳 )

H52 x W38 x D15 cm

KILA CHEUNG
Best Before
⾒どころ


