
Much Peace, Love and Joy by SPREAD 
at ALCOVA, Milan Design Week 2021
会期：2021 年 9 ⽉ 4 ⽇（土）〜 12 ⽇（⽇）
会場：ALCOVA：Via Simone Saint Bon n.1 INGANNI M1, Milano 
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クリエイティブユニット SPREAD は、2021 年 9 ⽉ 4 ⽇（土）〜 12 ⽇（⽇）、イタリア・ミラノで開催するミラノデザインウィーク
2021 の期間、デザインプラットフォーム ALCOVA にて作品を発表、「Much Peace, Love and Joy by SPREAD 」と題して
エキシビション開催します。

山田春奈と小林弘和によるクリエイティブユニット SPREAD は、長い時間軸で環境を捉えるランドスケープデザインの思考と
鮮烈な印象を視覚に伝えるグラフィックデザインの手法を融合させ、「カラーとコンセプト」を特徴にプロジェクトに深く関わり
ながら、グラフィック、プロダクト、エキシビションなどのデザイン & ディレクションを行っています。
" 色 " を中心に記憶を解体・再構築することで想像性を広げ、クライアントワークをはじめ、2004 年から続けている人々の生
活の記録をストライプ模様で表すアートワーク「Life Stripe」や、未来を考えるヒントを探ることを目的にした独自のリサーチ
活動など、常に社会提案を起点としたクリエイティブ活動を通して未來を問いかけています。

コロナ禍で延期開催となった今回のミラノデザインウィーク。SPREAD は、秋に控える東京での個展「SPREAD by SPREAD」
のコンセプトと同じく、「色は喜び」をテーマに、「Much Peace, Love and Joy」「Mesh Virus-Control Flag Partition」２つの
作品を発表します。
会場は、アートとデザインプラットフォーム ALCOVA が新たに選んだミラノのインガンニ地区にある 19 世紀の歴史的建造物
と植物が生い茂る約 4000㎡におよぶ都市公園の跡地。SPREAD はその敷地内の最も広い 650㎡の草木の豊かな屋外スペー
スを会場に作品を発表、サイトスペシフィックな展示をいたします。ぜひご注目くださいますようご案内申し上げます。



Installations

*1）Cufitec®（キュフテック ®）：
株式会社 NBC メッシュテックが開発した、一価銅化合物ナノ粒子を応用した抗ウイルス・抗菌技術。様々な材料への加工が可能であり、医療現場での抗菌シー
トなど幅広い用途に活用されている。一価銅化合物から溶出する一価銅イオンから発生する活性酸素には微生物の働きを抑制する機能があるため、高い抗ウイル
ス・抗菌効果が発揮される。 http://www.nbc-jp.com/product/cufitec/index.html

Mesh Virus-Control Flag PartitionMuch Peace, Love and Joy

色が持つ力とウイルスを抑制する新技術を組み合わせ作り上げた、

毎⽇の生活空間を彩り守るコミュニケーションデバイスアートです。

素材には、医療分野でフィルターとして使用されているメッシュ

を活用し、ウイルスを 99.9% 抑制する新技術 Cufitec®（*1）を塗

布し、飛沫感染の抑制できるパーティション機能を実現しました。

めばえをテーマに、新たな⽇常を応援するフラッグをイメージ

した色鮮やかな模様は、見る角度によって色彩濃度も変化させ、

空間に活力と動きを与えます。

コロナ禍で加速するデジタル化により、コミュニケーションの在

り用も大きく変化した 2020 年にスタートしたこのプロジェクト

は、人々が同じ空間で再び集える場をつくり、安全で喜びのあ

る時間の共有を、新しい生活の中に生み出しています。

サイズ：   W700 × H1,800 × D300 / W1,000 × H1,800 × D12
 W1,000 × H1,600 × D12 / W1,000 × H1,400 × D12
 W1,000 × H1,200 × D12 / W 380 × H600 × D140 mm
プロデュース：滝澤弥香

製造：NBC メッシュテック / ストカ / アトリエイナドメ

「色には人間の感覚や感情を揺り動かす力がある」という考えの
もと、沈んでいる（自分と）世界に色で喜びを生み出したいとの
想いで 2021 年にはじまったインスタレーション作品です。
コロナパンデミックによる重い空気が世界を覆う中、抗わなけ
ればその渦の中に飲み込まれてしまうと危機感を感じていた
SPREAD が、ある⽇目にした活版印刷の「色」に突き動かされ
制作を開始。特殊な活版印刷により一つとして同じものがないグ
ラデーションを鮮やかな発色で印刷し、その印刷物を手でちぎっ
て一つとして同じものがない形をつくっています。そして、それ
らを幾つも集積し、配置するその場に合わせて構成しています。
グラデーションの断片の集積は、あらゆる存在や状況、観点のメ
タファーであり、見る人によって石・土地・流氷・生命・魂を見
いだすなど、観覧者に明⽇への活力を与え想像力を喚起させます。

サイズ：約 160m2

製造：ライブアートブックス、PRINT + PLANT

協力：竹尾



SPREAD（スプレッド）
小林弘和と山田春奈によるクリエイティブ・ユニット。長い時間軸で環境を捉えるランドスケープデザインの思考と鮮烈
な印象を視覚に伝えるグラフィックデザインの手法を融合させ、環境・生物・物・時間・歴史・色・文字、あらゆる記憶
を取り込み「SPREAD ＝広げる」クリエイティブを行う。「カラーとコンセプト」を特徴にデザインに広く関わり、常に
社会提案を心がける。2004 年より、生活の記録をストライプ模様で表す「Life Stripe」を発表。東京、イタリア、スイス、
シンガポールなど国内外で展覧会を開催。主な仕事に、展覧会「Color Appreciation」（ミラノ）、展覧会「bring color into 
your life」（ミラノ）、展覧会「Biology of Metal」（ロンドン）、展覧会「Living Colours」（ロンドン）、東京ミッドタウン「六
本木カラー渓谷」インスタレーション、「国立新美術館開館 10 周年」記念ビジュアル、工場見学イベント「燕三条 工場の
祭典」、空間デザインツール「HARU stuck-on design;」、コスメブランド「Celvoke」、「相対性理論 」CD ジャケット、「Dance 
Base Yokohama」VI など。主な受賞歴に、red dot design 賞 best of the best、iF design 賞、D&AD 賞、ドイツデザイン賞、
Pentawards、アジアデザイン賞、グッドデザイン賞、ほか。　https://spread-web.jp

PROFILE

EXHIBITION OUTLINE

Space
ミラノのアートとデザインプラットフォーム ALCOVA は、Space Caviar と 

Studio Vedè が巡回文化施設の実験的なプロトタイプとして開発され、2018

年よりミラノデザインウィークの会場に加わりました。都市に潜む歴史的建

造物や緑豊かな特別な空気をもつ貴重な場所を会場に、独自のキュレーショ

ンで気鋭のデザイナーやアーティストの作品やインスタレーションが揃い、

ミラノデザインウィークの中でも注目のスペースです。SPREAD は、2019

年は「HARU stuck-on design;」のインスタレーション、2020 年は Dezeen

× ALCOVA のオンラインプログラムに参加してきました。

今年の ALCOVA は、会場をパネットーネ工場跡地から新しいスペースへ移

動。ミラノのインガンニ地区にある 19 世紀の 3 つの歴史的建造物と植物が

生い茂る中庭を含む約 4000㎡におよぶ都市公園の跡地を会場に、生活環境、

プロダクト、システム、マテリアル、技術革新をテーマに画期的な作品を通

して、今⽇のデザインカルチャーを定義する人々や機関を集め、パフォーマ

ンス、展示、講演、上映、インスタレーションなどのプログラムが行われま

す。SPREAD はその敷地内の最も広い 650㎡の草木の豊かな屋外スペース

を会場に２つ作品を発表、サイトスペシフィックなインスタレーションを実

施します。  https://alcova.xyz

デイリープレス　川村美帆  
mihokawamura@dailypress.org    
tel.03-6416-3201/090-4063-3081

滝澤弥香  
flagparti.info@gmail.com 
090-7000-0102

＊会期中現地でのお問い合わせは、下記担当までご連絡ください。

PRESS CONTACT

『Much Peace, Love and Joy by SPREAD』at ALCOVA,
会期： 2021 年 9 ⽉ 4 ⽇（土）〜 12 ⽇（⽇） 
会場：  ALCOVA：Via Simone Saint Bon n.1 INGANNI M1,MILAN
時間： ９⽉４⽇　11:00~17:00（最終入場 16:00）/ 5 ⽇ ~12 ⽇ 11:00~19:00（最終入場 18:00）
 ＊閉館時間延長　９⽇〜 11 ⽇ 11:00~21:00 （最終入場 20:00）
＊ ALCOVA プレスツアー：９⽉ 4 ⽇（土）５⽇（⽇）10:00~11:00/15:00~16:00
＊ ALCOVA パーティー：９⽉５⽇（⽇）　20:00~24:00（R.S.V.P. only ）

アートディレクション・デザイン：SPREAD
プロデュース：滝澤弥香（電通ライブ）
製造：アトリエイナドメ、ストカ、ライブアートブックス、NBC メッシュテック、PRINT + PLANT
施工：山本穂高、LPD design
協力：竹尾、野口祐子、脇プロセス、NBC メッシュテック、山崎春奈

＊画像のお貸し出し、取材などご希望の際は下記までご連絡ください。


