
会期：2022年9月23日（金）～10月16日（日）
会場 : SAI

　このたび SAI では、2022 年 9 月 23 日（金）より 10 月 15 日（日）まで、東京
を拠点に活動するペインター、LY（リー）による過去最大規模の個展「This is 
LUV」を開催いたします。

LY
This is LUV

『LUVは肌身離さずスケートデッキを持っていたり、花を持っていたり、犬を抱えてたりし
ながら、街や森を彷徨っています。愛すべき大切なものに寄り添い、大切にしながらLUV
は何処までも歩んでいきます。誰かに会いに行くために森を進んで行ったり、座って丸く
なって誰かのことを考えていたり、想いの先にはいつも大切な人や大切な物事があるとい
うことをLUVは私と共に表現してくれています。』（インタビューより引用）

　「This is LUV」と名付けられたタイトルは、描くことをこよなく愛する作家の感情を表現
するLUVたちの展覧会であるという意味合いがあります。また、本展は作家にとってこれ
までで最大規模の個展となり、自然風景にLUVが溶け込む「Landscape」、LUV自身にフォー
カスを当てた「Portrait」、街に佇むLUVを描く「Cityscape」、作家自身の娘の絵を囲む花々
の作品群「Blooms」の4つのテーマで描かれたキャンバス作品を中心に空間が構成されま
す。特に、作家を代弁する存在と 作家自身の娘という二人の存在を描いた作品「My LUV」は、
どこか微笑ましくファンタジーと現実が入り混じった感覚を見る者に与えてくれるでしょ
う。

　さらに本展では、その他にもオランダを拠点にするアートプラットフォーム Avant Arte
を通して制作した大型ブロンズ作品「With his sidekick」と「This is LUV」の２点も初公開され、
空間に存在感を添えます。そして、会期中にはエディション付小型立体作品や版画、作品
に登場するフラワーベースをモチーフにした立体作品や関連グッズの販売など、多種多様
なミディアムの新作作品群で構成される見応えのある展示をお楽しみいただけます。ペイ
ンターLYの描き出す柔らかい愛で包まれた創造空間をどうぞご高覧ください。

　表参道原宿界隈のミューラルでもよく知られる LY。幼少期からアートスクールで絵画
を学び、自身の生活と近い距離に芸術や文化の存在があった彼女は、十代の時に出会った
ストリートアートに惚れ込み、ペインターとして制作を開始。以来、東京を中心に国内各地、
アメリカ、パリ、バンコク、マレーシアなどグローバルにミューラル制作を行っています。

　キャッチーでありながら落ち着いた彼女の作風は、初期は感情的な表現が綴られるコン
トラストの強い白黒ベースの構成が特徴的でしたが、 2013 年に開催した個展「PARK'S 
GRAY」を契機に新たにグレーを取り入れ、さらにスタイルを昇華。モノクロ調の描き出
す可能性を通し自身の世界観を拡げ、現在ではアートシーンのみならずカルチャーシーン
でも注目を浴びています。

　また、彼女の作品は度々人型の黒いキャラクター「LUV（ルーブ）」が登場するのも特
徴的です。モノクロ世界の中で、スケートボードや花、時に犬を抱えながら街や森を彷徨
うLUVは、作家自身の内在する感情を代弁してくれる重要な存在だと作家本人は話します。
絶妙な目つきでまっすぐに見つめるLUVの目線の先には、作家自身に内包する未来や決意、
空想を示し、手にしている物や、歩んだり、丸く座り込んで思いを馳せるその風姿の胸中
からは、私たちが誰しも心の中に宿しているであろう、尊ぶ存在を感じ取ることができま
す。LUVはそれらを大切にしつつ作家の表現とそれを鑑賞する私たちに寄り添い続けてい
るのかもしれません。



東京生まれ。30 種類以上の多彩なグレーを使い、海外で訪れた街並みや、幼い時
から想像していたランドスケープを描く。
その風景には自身の気持ちや想いを投影したモンスター” LUV” が彷徨う。

アーティストプロフィール
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Dates: Friday 23rd September 2022 - Sunday 16th October 2022

Location: SAI

SAI is pleased to present ‘This is LUV’ , an exhibition by the Tokyo-based artist LY. The 
exhibition is her largest solo show to date and will be taking place from Friday 23rd 
September 2022 to Sunday 16th October 2022.

LY
This is LUV

L Y  i s  a n  a r t i s t  w i d e l y  r e c o g n i s e d  f o r  h e r  p a i n t e d  m u r a l s  t h a t  a d o r n  t h e  
Omotesando/Harajuku area. Having studied painting at art school since childhood, she 
fell in love with street art as a teenager and began working as an artist. Since then, she 
has been painting murals primarily in Tokyo and Japan, but has expanded her practice 
globally by creating works in the U.S., Paris, Bangkok, and Malaysia. 

Known for her catchy yet calm style, LY’ s early works were initially comprised of 
black-and-white compositions paired with emotionally charged expressions. However, 
her 2013 solo exhibition ‘PARK'S GRAY’ , marked a turning point in her style by 
introducing the colour grey, and its tonal variations into her monochrome paintings, 
capturing the attention of both the art and culture scenes alike. 

Another feature of LY’ s work is the frequent appearance of the black humanoid 
character ‘LUV’ . ‘LUV’ is often depicted carrying a skateboard, flowers, or sometimes a 
dog, and wandering the urban streets and forests of LY’ s black-and-white world. With 
a brilliant gaze that looks directly at the viewer; ‘LUV’ is an expression of the artist’ s 
determination, hopes and fantasies for the future, and the objects in LUV’ s hands, the 
way it walks and sits curled up in a ball, contemplating the world around it communicates 
the emotions of the character, whilst reflecting the precious sense of presence that we 
all carry within us. While holding these sentiments dear, LUV continues to be an 
extension of the artists' expressions and those of us who appreciate them. 



Born in Tokyo, LY uses more than 30 different shades of grey to depict various 
cityscapes based on the previous places she has visited and imagined 
landscapes from her childhood. Wandering within these landscapes is LUV, a 
monster that is a reflection of the artist’ s own thoughts and feelings. 

Artist Profile

LY

“LUV wanders around towns and forests with a skateboard, flowers, and a dog in his arms. 
LUV walks wherever he goes, holding the objects and things he loves and cherishes the 
most close to heart. Whether it is walking through the forest to meet someone or sitting 
curled up in a little ball and thinking about someone, LUV expresses a shared sentiment 
that there is always someone or something important beyond our thoughts.” - LY 

The exhibition title, ‘This is LUV’ , represents both the feelings of an artist who loves the 
physical act of painting, as well as a literal reference to the character of LUV who 
functions as a conduit for the artist’ s emotions. The exhibition is the artist's largest solo 
show to date, and is comprised of canvas works centred on four themes: ‘Landscape,’ 
scenes in which LUV blends into the natural landscape; ‘Portrait,’ works that focus on the 
character of LUV; ‘Cityscape,’ scenes depicting LUV in the city; and ‘Blooms,’ paintings 
that depict the artist’ s daughter surrounded by flowers. The work from the latter series, 
‘My LUV’ , is particularly notable as it depicts both the artist and her daughter, allowing 
viewers to gain a sense for the mixture of fantasy and reality found throughout the 
exhibition. 

For the first time, the exhibition will also feature two large-scale bronze works, ‘With his 
sidekick’ and ‘This is LUV,’ which were created with the Netherlands-based art platform 
Avant Arte, adding a further sense of presence to the space. Visitors can enjoy a wide 
variety of new works, as well works that will be available for sale throughout the duration 
of the exhibition, including small -scale edition sculptures and prints, a flower vase 
sculpture based on the painting motifs, as well as exhibition related merchandise. Please 
come and enjoy the  imaginative world of LY, filled with tender love and creativity. 


