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Titled The Colors of My Maze , this exhibition is an attempt to visualize
the creative and thinking process behind MUGA’s work series, ‘Just
a thin paper’, where the artist intends to tell a story of falsehood in
photography.
The exhibition reimagines and presents a curation from 108
photographs created by MUGA in a maze-like installation, it welcomes
viewers to take part in this playful but ironically open maze, inviting
them to dive into the artist’s mind where they would encounter works
of joys and obstacles along the way before reaching the destination.
We are living in a society full of saturated information, everyday we
experience a never-ending wealth of curves and forms, colors and
objects. Human beings tend to associate a particular color with certain
properties, emotions or meanings. MUGA created ‘Just a thin paper’
questioning the truthfulness and illusion of photography, that such
medium tends to capture one particular moment in time to perfection,
resulting in a paradox, due to the uncertainty of human’s vision as
well as subjectivity, just like some of the works in the exhibition that
may appear to be erotic at first glance.

The Colors of My Maze does not aim to disorient viewers nor inject
analysis of a particular color, but to present viewers with cues
and options as they wander around the narrow maze, encouraging
themselves to discover what’s lying behind the works and within the
shadows.
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MOGANA BAR
During the KG+ event period, mocktails are served between 13:00 - 15:00 at MOGANA BAR on the 2nd
floor.
We are also delighted to present ‘Suigetsu Kyoka’ at the bar, showcasing photographs from MUGA
and the botanical works created by Yuka Fukushima from Petrichor (Nagoya), paired with 5 mocktails
conceived by Shingo Kawai from BAR chord (Nagoya). The collaborative showcase highlights the
ephemeral and subtle beauty of Japanese aesthetics, paying homage to the inception concept of
MOGANA.
Please speak to a member of the hotel staff at the lobby if you would like a refreshment during your
visit. Complying with the state of emergency orders, no alcohol drinks will be available, thank you for
your understanding.

MOGANA white
A selection of MUGA’s works from the series of ‘MOSAIC’, ‘The window’ as well as ‘Just a thin paper’ will
be presented at MOGANA white during the following periods:

17 September - 19 September
15 October - 17 October
Please speak to a member of the hotel staff if you would like to visit the room.

///
MUGA

MUGA is a visual artist with a primary focus on using photography as the creative
medium. Now based in Aichi, once a professional snowboarder, after retiring as
an athlete MUGA began venturing into the field of vintage fashion, whilst studying
fine-art photography aspired to become an artist. With previous experience of
exhibiting in group shows in Japan as well as overseas, The Colors of My Maze will
be MUGA’s debut solo exhibition as an artist.

Credits:
Artist & art direction: MUGA
Producer, project direction & exhibition text: SYNONYM
MOGANA BAR event collaborators: BAR chord & Petrichor
Warmly supported by MOGANA & KG+.
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「The Colors of My Maze」と題された本展は、MUGA の作品
シリーズ「Just a thin paper」の製作や思考の過程、そして
その景色を皆様と共有することを目指しています。

「Just a thin paper」はこれまで MUGA が数年間制作を続け
てきたシリーズです。今回の展示は、初期の頃から現在に至
るまで幅広く選んだ 108 点の作品を元に構成されています。
遊び心に富み、開かれた迷路に足を踏み入れた鑑賞者は、作
家の精神世界に入り込み、作品と共に喜びと困難の路を進み
ながら、目的地に辿りつくことになります。

私たちは今日、情報が飽和した世界に生きています。日々、
自分たちの外見や内面、色彩や物質の情報に晒され続けてい
ます。人間は、所有物や感情、意義に色付けをする傾向があ
るようです。

MUGA は、
「Just a thin paper」を通して、真実性とは、写
真が見せる虚像とは何かを問いを投げかけています。写
真という媒体が、ある時間軸の、ある瞬間を完璧に切り
取 る も の で あ り な が ら、 そ の 実、 人 間 の 視 野 の 不 確 実
性、主観性が原因で、例えば展示中のいくつかの作品の第
一印象を官能的と思わせてしまうのは逆説的な結果です。
皆 様 に と っ て 本 展 が、 意 識・ 無 意 識 の は ざ ま、
もしくはその先にある理想やその像の再考と想像のきっかけ
となれば幸いです。
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MOGANA BAR
会期中 2F MOGANA BAR では、13 時から 15 時の間、モクテル ( ノンアルコールカクテル )
をお楽しみいただけます。

「水月鏡花」というコンセプトの元構成されたこの特別展示では、MUGA による写真作品・
Petrichor ( 名古屋市中区 ) 福島 由桂による ボタニカル作品・BAR chord ( 名古屋市中村区 )
川合 信護によるモクテル、それぞれ 5 種類のペアリングを楽しんでいただけます。
ご希望の方は 1F ロビーにて、お声がけください。
緊急事態宣言下のため、アルコール飲料の提供は控えさせて頂きます。ご了承ください。

MOGANA white
MOGANA white では、MUGA のこれまで製作した「MOSAIC」
「The window」
「Just a thin
paper」シリーズの作品を下記期間ご覧いただけます。

9 月 17 日 - 9 月 19 日
10 月 15 日 - 10 月 17 日

見学をご希望の方は、ホテルスタッフにお申し付けください。

///
MUGA

MUGA は、 主 に 写 真 を メ デ ィ ア に 製 作 を 行 う ビ ジ ュ ア ル ア ー テ ィ ス ト。
愛知県を拠点に、かつてプロのスノーボーダーとして活躍した MUGA は、現役
引退後はヴィンテージファッションの世界に飛び込み、ファインアート写真を学
びながらアーティストになることを志してきました。これまで国内外のグループ
展に参加してきた MUGA にとって、「The Colors of My Maze」はアーティストと
しての初の個展となります。

Credits:
アーティスト＆アートディレクション : MUGA
プロデュース , プロジェクト ディレクション＆テキスト : SYNONYM
日本語翻訳 : 田崎 七生
MOGANA BAR 企画協力 : BAR chord & Petrichor

本展は、KG+ に参加しています

