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プレスリリース 
 
初夏の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 
2010 年 2 月より、才能あふれるイラストレーターをご紹介するギャラリーとして運営しております六本木の
「12G.」において、13 名のイラストレーターが参加するグループ展「SHUFFLe*.1」が 9月 2日（木）から 9月
13 日（月）まで開催される運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 
 

 

展示会概要 
■ タイトル：SHUFFLe*.1 
■ 会期：2010 年 9 月 2日（木）～9月 13 日（月）※週末も休まず開廊します。 
■ オープニングパーティー：9月 3日（金）17:00～（1品持ち寄り制） 
■ 開廊時間：13 時~20 時 
■ 会場：12G. 
■ 住所：東京都港区西麻布 3-1-25-2F 
■ TEL：03-6447-2640 
■ URL: http://www.12g.jp 
■ email: info@12g.jp 

 
今回の展示会「SHUFFLe*.1」は、AYANE International と ARTs*LABo によって立ち上げられた、共同グループ
展企画です。経歴や賞歴にこだわるのではなく、今「いい作品」を制作している作家にスポットを当てて紹介する
ことを目的としています。ジャンルやテーマに縛られないランダム感や自由な空気を重視していることから、
「SHUFFLe*（シャッフル）」というタイトルを付けました。今回の第 1 回目をスタートとして今後はシリーズ化
し、テイストは違ってもクオリティの高い作品や作家を紹介出来るグループ展企画に育てて行きたいと考えていま
す。 
 
今回の第 1回目に集まった 13 名の才能を、この機会に是非ご高覧頂けますよう、何卒よろしくお願い致します。 
 
＜ARTs*LABo について＞ 
2006 年 12 月、自身も作家活動をしている Ryu によって、「自分達の手で活動の場を広げて行こう」というコン
セプトのもと立ち上げられた企画が「ARTs*LABo」です。作家の立場から考えた「自分でも参加したくなる様な
イベント」を念頭に、ポストカード展を中心としたグループ展を企画・運営、現在年間８回以上のイベントを開催
しています。特に意識してプロモーション活動をしていなかったにも関わらず、参加作家の口コミで広がり、mixi
コミュには 1300 人以上もの方が登録しています。特に若いアナログで制作する作家が多く集り、そのクオリティ
の高さから独特な雰囲気を持った場に成長しています。 
 
企画：ARTs*LABo/ AYANE International Inc. 
問い合わせ：AYANE International Inc. 12G 企画室 03-6425-9707 info@12g.jp 
 
＜展示作家一覧＞ 

 

フーコ fuko 
http://kometb.ehoh.net/ 
 
アクリル絵具を使用し、可愛いようなメルヘンのようなアナログイラストを制作している。グループ
展やイベントに参加多数、2010 年 6 月大阪にて初個展を開催。 
 
賞歴：桜 Exhibition 2010「SHIBUYA GIRLS POP 賞」 
   雪月華「NEW YORK 賞」 
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藤 vol.2 Fuji volume 2 
http://purety.jp/fujisumi/ 
 
1990 年生まれ、東京都出身。「悩ましく無気力ながら、力強い意思と共に思春期を生きる少女達」を
テーマに作品制作をしている。2007 年より、デザインフェスタ・コミティアや、都内のギャラリー
を中心に展示活動中。 
賞歴：御茶ノ水美術学院作品展「OCHABI 祭」出展作品 ベスト 20 選出 
   雪月華「NEW YORK 賞」「TOKYO賞」「KYOTO賞」 

 

針金鳥 hariganedori 
http://hiyoko.lomo.jp 
 
2002 年から活動を開始。 
大阪を拠点に、主に線画と水彩を使って制作。 
色よりも線を好んで使用し、摩訶不思議な生物を描く。 
明るい印象の絵よりも、内面のどろりとした感覚や、ダークな雰囲気を表現するモノクロのイラスト
を好んで描く。 

 

MARIKO ICHIHARA 
http://strawbettica.com 
 
1985 年生まれ いて座の A型。岐阜出身、東京在住。 
早稲田大学第二文学部中退後某 IT ベンチャー企業に就職。 
現在はデザイナー兼イラストレーター。某 IT 企業で Web デザインや UI デザインをメインにこなし
つつ、フリーランスでイラストの仕事を行なう。また、イベントへの参加も多数。 

 

鰯野シンゴ Shingo Iwashino 
http://ch405.jp 
 
大阪芸術大学卒。ガールズイラストと猫キャラを中心に、ちょっと可笑しな世界を表現中。 
2010 年 1 月 昭和大衆ホルモン楽天市場店 商品パッケージイラスト担当  
2010 年 3 月 ビクトリノックス×鰯野シンゴ、コラボナイフ期間限定発売。 
SIGG ボトルデザインコンペディション 2008 最優秀作品受賞 

 

近藤奈美絵 namie kondo 
http://www.green.dti.ne.jp/wohl/ 
エディトリアルデザイナーとして勤める傍ら、2007 年よりグループ展を中心に活動。動植物モチー
フを得意として、心象風景に物語を添えた絵を制作する。 
2006 年 女子美術大学芸術学部デザイン学科 VCD 卒業 
ARTs * RABo 主催 グループ展（'09～'10） 
Gallery ART POINT 『Imaginaire』（'10） 
O 美術館 『COSMIC FUSION II（'10） 他参加企画多数 

 

浅野久美 Kumi Asano 
http://www.mushline.com/ 
 
1975 年生まれ、島根県在住。システム会社勤務時に 3DCG ムービー制作・ウェブサイト制作に携
わり、後に広告代理店勤務を経て 2007 年にフリーランスへ。現在はウェブサイト制作・イラスト制
作を中心に活動する。 
ARTs*LABo の企画を中心に、グループ展への参加多数。 

 

ミホシ mihoshi 
http://www.mihoshi-plus.com/ 
 
1980 年生まれ、京都市在住。デザイナーを経てフリーイラストレーターとして活動中。 
日本イラストレーター協会会員。 
2009 年 京都・ライト商会にてグループ展「JAPANESE Incubo」展示参加 
     artDive#01 イラスト展示参加 
2010 年 Gallery Art Point 銀座にてグループ展「Femme 2010」展示参加 
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もとやままさこ Motoyama Masako 
http://kotkotri.moo.jp/ 
 
描く世界の一部分を切り抜いて覗いたような絵を描く。 
DMやパンフレットデザイン、年賀状素材イラスト、絵本など、様々な分野で仕事をこなす。 

 

大前壽生 HISAO OHMAE 
http://jumaean.com/ 
 
兵庫県出身。成安造形大学卒業、5 年間のデザイン事務所勤務を経て、現在京都を拠点にイラストレ
ーター・デザイナーとして活動中。着物の女性イラストを中心に制作する。 
グループ展への参加多数、2度の個展を開催。 
賞歴 桜 Exhibition 2009 ARTs*LABo ポスカ展賞  
   携帯クリーナーコンテスト 優秀賞 

 

ラクゼモユ Rakuze Moyu 
http://seventhzero.ame-zaiku.com 
 
恐ろしく静かな夜・虚無感に打ちのめされた日・小さな不思議なこと･･･ 
絵の、色彩の間や空間の隙間に、何かを感じてもらいたいと考えながら制作する。 

 

Sayuka Bloodstone 
http://bloodstone.tv/ 
 
大阪出身、東京在住。西洋由来の古典ゴシックと、日本の伝統的な和、現代的なマンガの要素を融合
させた作風を追及。国内だけでなく海外でも精力的に活動。 
展示略歴 
2010 「黒き血の宴～幻想耽美展～」 アートスペース亜蛮人（大阪） 
    「Emerging Contemporary Artists of Japan 2010 展」 2/20gallery（ニューヨーク） 
    「銅夢版画工房-蔵書票展」ギャラリータマミジアム（名古屋） 
2009 「第 29 回 カダケス国際小版画展」（スペイン） 
    「Iosif Iser 国際コンテンポラリー版画ビエンナーレ 2009」（ルーマニア） 
    「第 11 回 銅夢版画展」 銀座アートスペース （東京） 

 

たかさわあきほ Akiho Takasawa 
http://kasin.velvet.jp/ 
 
1979 年生まれ・神戸在住。2002 年大阪教育大学教養学科芸術専攻卒。伝統的な日本文化をこよな
く愛する、“ニッポン女子”絵描き。古典的和風や現代的な感覚を盛り込んだネオ和風の女の子を描く。 
 
賞歴 
2010 年 百華主催 海外プロモーション書籍「雪月華」 TOKYO 賞 
2010 年 百華主催 桜 Exhibition2010 アートスペース賞受賞 

 
 
 
 
 
 
企画：ARTs*LABo/ AYANE International Inc. 
問い合わせ：AYANE International Inc. 12G 企画室 03-6425-9707 info@12g.jp 
 
 
※プレスに関してのお問い合わせは、pr@12g.j  p（プレス担当：佐藤）までお願いします。 


