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樋口正一郎 個展・二人展リスト  
                                                                    

1969 年 3/3～22     樋口正一郎展, ウォーカー画廊「プラン・テクノロジー・イリュージョン」, 銀座, (企画） 

1969 年 4/7～26     樋口正一郎展, ウォーカー画廊,  銀座 , (企画，ネオンの作品） 

1973 年 4月     吉村益信・樋口正一郎 ２人展, ギン画廊, 銀座, (企画） 

1975 年 8/26～31     樋口正一郎展, タカゲン画廊, 銀座   

1976 年 5/24～29     樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京   

1977 年 7/18～23     樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京   

1977 年 11/14～19    樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京 , (企画)   

1978 年 11/20～25    樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京   

1979 年 11/20～25    樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京   

1980 年 2/1～29      樋口正一郎展, ミキモトプラザ, 現代彫刻家シリーズ NO.8, 銀座 , (企画）   

1980 年 11/17～22    樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京   

1981 年 11/23～28    樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京   

1982 年 11/15～20    樋口正一郎展, ときわ画廊, 東京   

1984 年 1/7～14     樋口正一郎展, ギャラリー葉, 銀座,  (企画) 

1985 年 1/7～19    樋口正一郎展, ギャラリー葉, 青山, (企画) 

1985 年 9/3～10/6    樋口正一郎展, 佐賀町エキジビット・スペース, 江東区, (企画，「遊動都市」) 

1986 年 3/31～4/12   樋口正一郎 VS  浜田  浄展, 日辰画廊, 銀座 , (企画) 

1987 年 1/20～31     樋口正一郎展, ギャラリースペース 21, 新橋, (企画，「遊動都市」) 

1987 年 3/16～28     樋口正一郎展, ギャラリー葉, 青山,  (企画，「遊動都市」) 

1987 年 6/22～7/4    樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座, (企画，「遊動都市Ⅴ」) 

1988 年 3/22～4/2    樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座, (企画, 「遊動都市Ⅵ」)  

1989 年 7/17～29     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座, (企画, 「遊動都市ＰＬＡＮ」) 

1990 年 2/19～3/3    樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座, (企画, 「遊動都市  迷宮」) 

1990 年 6/1～30   樋口正一郎展, 小松ストアー, 銀座, (企画, 「遊動都市」) 

1990 年 7/21～8/31   樋口正一郎展, ホテル オニコウベ, 宮城県, (企画, 「環境彫刻シリーズⅠ」「Solid City」） 

1991 年 6/3～15     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座, (企画, 「遊動都市  迷宮」) 

1993 年 2/22～27     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画, 「遊動都市  迷宮Ⅱ」） 

1994 年 2/14～26     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画,「遊動都市  表裏」）  

1994 年 8/1～13   樋口正一郎展, and gallery, 豪徳寺, (企画, 「遊動都市 ﾌﾟﾗｽ・ﾏｲﾅｽ・ｾﾞﾛ」） 

1995 年 2/13～25     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画,「遊動都市  表Ⅱ」） 

1996 年 2/13～24     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画,「遊動都市」）   

1997 年 2/10～22     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画,「遊動都市－瓦解－」）   

1998 年 2/16～28     樋口正一郎展, 日辰画廊,  銀座,（企画,「Ｋ駅エスキース展」）   

1999 年 2/1～13   樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画, 地下鉄清澄駅「アート壁デザインパネル」） 

2000 年 4/17～28     樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画, 「ディメンション・次元」） 

2000 年 6/5～15   片江政敏 & 樋口正一郎展 ハイキブツ展, 木の葉画廊, 神田,（企画）  

2001 年 2/19～3/3    樋口正一郎展, 日辰画廊, 銀座,（企画, 遊動都市「都市の積層」）   

2003 年 12/1～20     樋口正一郎展, 東邦画廊, 京橋,（企画,「都市を積む」） 

2006 年 5/9～20   樋口正一郎展, ＳＰＣ画廊, 日本橋,（企画,「裏返した地球を見る」）  

2008 年 7/28～8/9    樋口正一郎展, かねこ･あーとギャラリー, 京橋, (企画,「色の領域 2008」）   

2009 年 2/21～28     樋口正一郎展, Shonandai MY Gallery, 六本木, (企画）「色と光が交錯するスピード」 

2009 年 10/17～24    樋口正一郎展, ギャラリーAo, 神戸, （企画,「宇宙の穴から眺める 2009」） 

2010 年 4/11～18     樋口正一郎展, Shonandai MY Gallery, 六本木, （企画,「色の領域」） 

2010 年 9/5～26   樋口正一郎展, Gallery Amano, 小淵沢,（企画,「四つの次元」） 

2011 年 3/9～18   樋口正一郎展, Gallery 枝香庵, 銀座,（企画,「四つの次元 2011」）  

2011 年 9/11～18     樋口正一郎展, Shonandai MY Galler, 六本木,（企画,「四つの次元を重ねる」） 

2012 年 1/23～2/4    樋口正一郎展, 始弘画廊, 南青山,（企画,「宇宙の痕跡」） 

2012 年 7/30～8/4    樋口正一郎展, ギャラリーゴトウ, 銀座,（企画,「４つの色が世界を決める」） 

2013 年 6/17～29     樋口正一郎展, 始弘画廊, 南青山,（企画,「断絶力の構築」） 

2014 年 6/16～27     樋口正一郎展, オリエアート・ギャラリー, 北青山,（企画, 「E/A/R/T/H」） 

2014 年 12/8～20     樋口正一郎展, 始弘画廊, 南青山, (企画,「E/A/R/T/H」） 

2015 年 9/7～19   樋口正一郎展, 始弘画廊, 南青山, (企画,「E/A/R/T/H 2015」） 

2016 年 4/9～7/24    樋口正一郎・井川惺亮展, 川崎市市民ミュージアム, 川崎市 

2016 年 12/5～17    樋口正一郎展, 始弘画廊, 南青山,（企画,「地球をつくる」） 

2017 年 9/25～10/7  樋口正一郎展, 始弘画廊 2021 年 11/9～11/21  南青山,（企画,「E/A/R/T/H  2017」） 

2020 年 11/9～11/21  樋口正一郎展, SPC GALLERY, 日本橋兜町「テーマの帰結」  

2022 年 4/4～4/16    樋口正一郎展樋 SPC GALLERY, 日本橋兜町 「ドローイング展 2022」 



2022-12-10 ver. 
 

p. 2 

 

 


