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Hullabaloo
2022年7⽉30⽇〜8⽉30⽇
オープニングレセプション 2022年7⽉30⽇(⼟)17時~20時

JPSギャラリーでは、この時代のもつ芸術的な特徴を、⼈体に関する様々な表現を通して
お楽しみいただくために、「Hullabaloo」* と題したグループ展を開催いたします。この展
覧会では、⼈体を観察し、包含するそれぞれの活動を⾏う4⼈の新進アーティストを紹介
します。Florine Imo、Isabelle McCormick、Krzysztof Strzelecki、Lokz Phoenixの進歩的なレ
ンズを通して、この現代における、彼らの世代を記録するものとなっています。
私たちは、ニュース、ソーシャルメディア、情報などが絶え間なく溢れかえる時代に⽣き
ています。そして、⽇々の暮らしは、不安と混乱に彩られ、いつ何時、⾃分がどうなって
しまうのか、ハラハラドキドキしているのが当たり前になっています。本展は、紛争や
様々なパンデミック、不況の脅威に引き裂かれ、ソーシャルメディアという⽑布に包まれ
た世界に⽣きる⼈間であることの意味を問うものです。新世代のアーティストたちは、⼀
⾒混沌とした現代にどのように対応しているのでしょうか。最終的に何が⽣まれるので

しょうか。おそらく、さまざまな視覚的⾔語を上⼿く操ったものでしょう。創造は無限で
あり、⼈間の存在もまた無限であるのです。
本展は、現在を祝う展覧会であり、選ばれたアーティストは、彼らの世代と現代を代表す
る進歩的な姿勢で、⼈間の⾝体、アイデンティティ、ジェンダー、セクシュアリティを包
含する作品を制作しており、この展覧会にふさわしいと⾔えます。
*喧騒、わいわいがやがや、賑わい
参加アーティスト
Florine Imo （オーストリア）
Florine Imoはオーストリアを拠点に活動するアーティストで、ウィーンの美術アカデミー
で学んでいます。Florine Imoの絵画は、彼女⾃⾝の⼀部であり、⼈⽣の様々なシナリオを
演じる役者である⼈物を中⼼に展開されています。主にソフトパステル、アクリル、油絵
具を使⽤し、キャンバスから紙まで幅広い作品を制作しています。彼女の絵画は、陶酔的
なパーティーシーン、遊び⼼のあるステレオタイプな女性像、⾒る⼈が偶然に割り込んで
くる秘密の会議などの間で揺れ動いています。彼女の作品は、女性たちがいたずら好きで
秘密主義の不完全な女神に変⾝し、⾃分⾃⾝の⼈⽣を歩み始めるという世界を創り出して
います。Florine Imoは、彼女の⼈物を独立した存在として捉え、お互いを思いやり、協⼒
し合って⾃分たちの宇宙を築き上げています。
Isabelle McCormick （アメリカ合衆国）
Isabelle McCormickは、ミネソタ州セントポール出⾝の画家です。Isabelle McCormickは、複
雑な⻄洋の正典におけるヴィーナス像の中⼼性と、ソーシャルメディアの画⾯におけるそ
の永続的な影響に触発され、⾃⼰監視とヴィーナス・プディカの伝統に絡む女性原型との
関係について考察しています。彼女は伝統的な油絵の技法を⽤いて仮想空間を表現し、イ
ンターネット⽂化が女性らしさの視覚的⾔語をどのように作り変えているかをさらに解き
明かしています。「la bella gura（美しい女性）」のプレッシャーが蔓延する社会に⽣き
る彼女は、女性の⾝体をめぐる戦いが作品の素材となっています。彼女の絵画には、携帯
電話の画⾯に釘付けになった、空洞でプラスチック製の柔軟な単体のアバターが繰り返し
描かれています。Isabelle McCormickにとって絵画は、⾝体的な⾃⼰とソーシャルメディア
のファサードの間の距離をナビゲートする⽅法です。この空間に入り込むことは、レタッ
チアプリとリアリティTVの⼤げさな世界において、女性でありアーティストであること
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の意味をより良く理解するのに役立ちます。

Krzysztof Strzelecki （ポーランド）
Krzysztof Strzeleckiは、陶芸、写真、サイトスペシフィック・インスタレーションなど、
様々なメディアで作品を制作している多才なアーティストです。キリスト教の図像や古代
の神話に影響を受けています。彼は、⼈間と環境の関係を探求し、⾃然の偉⼤さと⼈間の
形のもろさを対比させています。彼の作品は頻繁にクィアカルチャーと関わり、LGBTQ+
コミュニティに対する社会の反応や、それに伴う受容と偏⾒の問題を探っています。彼は
理想的な形に挑戦し、不完全という予測不可能な美しさを受け入れ、その価値を認めてお
り、それぞれの作品はユニークで独⾃の物語を語っています。
Lokz Phoenix（香港）
香港で⽣まれ育ったLokz Phoenixは、2016年にパリに移住してから芸術活動を開始した画
家であり、陶芸家です。彼女のアイデンティティの⼀部である女性の⾝体と、彼女を最も
よく表す視覚⾔語からインスピレーションを受けたLokz Phoenixの作品は、その中にある
感情、パワー、感性を親密に⾒ることができます。陶器や油絵に漂う女性らしさは、異な
る媒体を通して彼女の作品が⾒る⼈に女性の⾝体の美しさを理解するきっかけを提供した
いと願っているのです。

JPSギャラリーについて
香港（2014年）と東京（2018年）に設立されたJPSギャラリーは、世界中の新進・ベテラ
ン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、ファインアートとポップカルチャーの探求に捧げ
る情熱的な精神で設立されました。私たちは、新しい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的としてい
ます。私たちは、さまざまな媒体や分野にまたがる、楽しくて遊び⼼のある時代の作品に
焦点を当て、今⽇の美学を体現する作品を厳選して展示しています。私たちは、香港と⽇
本双⽅の⽂化やアートシーンを⽀援し、活気ある地域のアートコミュニティを創造するこ
とに尽⼒しています。
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定期的に新進アーティストの
作品を紹介し、世界的な露出を得るためのプラットフォームを提供するとともに、若い
アーティストがキャリアをスタートさせるのをサポートしています。また、JPSは様々な

チャリティーイベントやオークションのスポンサーとして、社会と地域のアートシーンに
積極的に貢献しています。
所在地
150-0001 東京都渋⾕区神宮前6-27-4 東武第2ビル1階

メディアお問い合わせ
報道関係のお問い合わせ、プレスプレビューは、
永井友梨｜yuri@jpsgallery.com までご連絡ください。

ソーシャルメディアハッシュタグ
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@ orineimo @izzabot3000 @krzysztof_ceramic @lokzphoenix @jpsgallery
# orineimo #isabellemccormick #krzysztofstrzelecki #lokzphoenix #jpsgallery

For immediate release

Hullabaloo
30th July - 30th August, 2022
Opening Reception: Saturday, 30th July 2022, 5 - 8 pm

JPS Gallery is delighted to present a group exhibition titled Hullabaloo* to celebrate the triumphant
characteristics of this era through various artistic representations of the human body expressed by
visual language. This exhibition features four emerging artists with practices that observe and
embrace the human form. Through the progressive lens of Florine Imo, Isabelle McCormick,
Krzysztof Strzelecki and Lokz Phoenix, the presented works serve as documentation of their
generation in the current times we all happen to witness.
We live in a time where we are inundated with a ceaseless ow of news and social media. Feelings
of con ict, disorientation and absence in this modern world have become the norm. Everyday
subsistence could be de ned by uncertainty and confusion, topped with nding oneself on edge at
any given moment. This exhibition investigates what it means to be human, living in a body that
feels and exists, living in a world torn by con icts, pandemics, and various real and surreal threats,
wrapped under the blanket of social media and never-stopping news feeds. How does the new
generation of artists respond to the seemingly chaotic modern times? What comes out as a nal
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clamorous noise, uproar or commotion, made by people.
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*a

This exhibition is a celebration of the present, and the selected artists are ambassadors of the time
whose works in the exhibition embrace the human body, identity, gender and sexuality with a
progressive attitude representative of their generation and the modern world.

Participating Artists
Florine Imo (Austria)
Florine Imo is an Austria based artist working and studying at the Academy of Fine Arts, Vienna.
Imo’s paintings evolve around her gures, which she sees as part of herself and actors who play out
different life scenarios. Her works range from canvas to paper, mainly using soft pastels, acrylics and
oil colours. Her paintings uctuate between euphoric party scenes, playful, stereotypical
representations of females and secretive meetings that the viewer just stumbled upon and
interrupted. Her work creates a universe where women turn into mischievous, secretive, imperfect
goddesses and start to live a life of their own. Imo sees her gures as independent beings, caring
for each other and working together to build their own cosmos.
Isabelle McCormick (United States)
Isabelle McCormick is a painter from St Paul, Minnesota. Inspired by the centrality of the Venus
gure throughout the complicated Western canon and its enduring in uence across the social
media screenscape, McCormick examines the relationship between self-surveillance and feminine
archetypes enmeshed in the Venus pudica tradition. She employs traditional oil painting techniques
to render virtual spaces that further unpack how internet culture remodels the visual language of
femininity. Living in a society where the pressures of “la bella gura” pervade, the battle over the
female body has become the material meat of her work. Reoccurring across her paintings are
representations of a hollow, plastic and malleable standalone avatar glued to her phone screen.
Painting is a way for McCormick to navigate the distance between the bodily self and social media
façade. Wading into this space helps her better understand what it means to be a woman and artist
in our hyperbolic world of retouching apps and reality TV.

fl

fi

fi

fl

fi

fl

fi

Krzysztof Strzelecki (Poland)
Krzysztof Strzelecki is a versatile artist who works in various media, including ceramics,
photography and site-speci c installations. Strzelecki’s in uences encompass Christian iconography
and ancient mythology. He explores the relationship between man and the environment,
contrasting nature’s greatness with the human form’s fragility. His work often engages with queer
culture and probes how societies react to the LGBTQ+ communities and the issues of acceptance
and prejudice that come along. He challenges the idealised form and embraces and appreciates the
unpredictable beauty of imperfection – each piece is unique and tells its own narrative.
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creation? Perhaps a well-manoeuvred manipulation of various visual languages. One is a given, that
creation is in nite, almost embraced into human existence, and so is the existence of humans.

Lokz Phoenix (Hong Kong)
Born and raised in Hong Kong, Lokz Phoenix is a painter and ceramicist whose artistic career
began when she moved to Paris in 2016. Inspired by the female body as it is part of her identity
and a visual language that best represents her, Lokz’s artworks offer an intimate view into the
emotion, power and sensitivity within them. By exaggerating the movement of her characters and
striking their faces, viewers can attain a deeper understanding of relationships and emotions
through their body language. The sense of femininity instilled within her ceramics and oil paintings
reveals Lokz’s intention to provide viewers with an opportunity to appreciate the beauty of the
female body through different mediums.

About JPS Gallery
Established in Hong Kong (2014) and in Tokyo (2018), JPS Gallery is an independent contemporary
art gallery presenting works of emerging and established artists from around the world.
The gallery was founded with a passionate spirit that dedicates to the new digital age and the
exploration of ne art and pop culture. 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 span across different medium 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 and 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
1/F, Tobu 2nd Building, 6-27-4, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan

Media Enquiry
For media enquires and press preview, please contact
Yuri Nagai | yuri@jpsgallery.com
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Social Media Hashtags
@ orineimo @izzabot3000 @krzysztof_ceramic @lokzphoenix @jpsgallery
# orineimo #isabellemccormick #krzysztofstrzelecki #lokzphoenix #jpsgallery

