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2012 年 10 月 2日 ( 火 ) ー 10 月 7日 ( 日 )

11:00－20:00　( 最終日は 18:00 まで )

2012 年 11 月 6日 ( 火 ) ー 11 月 11 日 ( 日 )

12:00－19:00　( 最終日は 17:00 まで )

＜企画概要＞
この度、東京・四谷三丁目にあるアートの複合施設、The Artcomplex Center of Tokyo と 、京都・三条通御幸町にある「同時代性」をキーワード

とした同時代ギャラリーの 2 カ所を巡回する展覧会「東京⇔京都 巡回展」を、アートコンプレックスセンターの主催で、開催致します。

東京開催は 10 月 2日 ( 火 ) から 10 月 7日 ( 日 )、京都開催は 11 月 6日 ( 火 ) から 11 月 11 日 ( 日 ) です。

 

巡回展を主催するアートコンプレックスセンターでは、多岐に渡った展覧会を開催しており、平面、立体、イラスト…と多ジャンルの作品が展示

される中、作家の更なる発展・進出を目指し、京都の同時代ギャラリーへ巡る巡回展を企画しました。

結果、巡回展で展示される作品は油画、日本画、細密画、イラスト、抽象、具象、工芸、テキスタイルなど多種多様な作風が揃い、どの作品も完

成度の高い、非常に魅力的な作家が揃いました。

日本全国から集結した作家が東京で展示し、そこから京都へ、同時代性を持った若手作家 15 名の作品が 2つのギャラリーを巡回することで、彼ら

の世界観をたくさんの方々にご紹介するのがこの巡回展です。現代アートや最先端の表現が混在する東京と、古きものと新しき表現が混在する京

都の各会場で、皆様のお越しをお待ちしております。



＜展示コンセプト＞

人の考えやイメージがどから来るのか不思議でならない。。。

社会や時代における人の心の情報を見える形にする探求をしています。

今回の展示では　今の時代の心の情報を絵にすることができないか

模索しつつ作品制作をしております。

IP ( アイピー )
＜作家プロフィール＞

画家 /イラストレーター

京都生まれ。

画家　現代美術作家　

　故　桑田道夫　新制作団体　師事

マサモードセミナー　

ファションイラストレーションを学ぶ

ゲーム関係の会社に就職し

3DCGを取得し退社

現在フリーで活動中

＜受賞暦＞

）示展山青　京東（ 選入 DRAWAGNIRPS TAOBGAT  40.9002

＜グループ展＞ 

2010.12  日本コリア友好美術展 京都市美術館（別館）京都

2010.12  冬物語　イラスト展　大阪現代美術センター　大阪　 

2012.03  ギャラリー　イントラート　呼吸展　名古屋

2012.06  イラスト展　銀座一丁目ギャラリー　東京銀座  

＜個展＞ 

2004.10  Alien　ホワイトキューブギャラリー　京都

＜イベント＞ 

2009.11  TAGBOAT YUNG ARTISTJAPAN2

　　　　東京都交通会館 12 階　東京有楽町  

2011.10  名古屋港アートフェスティバル vo.2　

　　　　名古屋名港　名古屋   

2011.11  CONTACT 横浜創造都市センター 横浜 

2012.05  COLORS 展　代官山ヒルサイドテラス　東京代官山 

2012.05  SALADA 展　SOHO ART GAllERY　大阪

＜ライブペイント＞

2010.02  道頓堀芸術際 2010DAF　大阪道頓堀ビル 7Ｆ　大阪 

＜work＞ 

2009 映画版　野菜の妖精　背景　素材作成  

2011 AIM 2008 年度ルマン 24 時間耐久レース 車の絵作成

2012 ゲーム用　3Dモデル多数作成

web site｜ipillustration.web.fc2.com/profile/index.html

kiyora ( きよら )
＜展示コンセプト＞

切り絵作家の kiyora（きよら）です。

小さい頃から紙と刃物が大好きで時間を忘れて、よく遊んでいました。

大人になった今も、切り絵という手法で、

命や時空間を表現する事に、果て無い魅力を感じて創作しています。

今回、東京と京都という質の違う空間で自分の作品が皆さんの心にどう映るか

楽しみにしています。

＜作家プロフィール＞

切り絵作家。

東京生まれ。埼玉県在住。

幼少の頃より切り絵に親しみ、

独学で切り絵作品を作成。

2010 年よりアーティスト名を

「kiyora」（きよら）とし、活動中。

＜個展＞

2010 年　　「Kiyora 切り絵展」　　mews cafe　　表参道　

＜グループ展＞

2000 年～ 2004 年　　ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｪｽﾀ　　東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ　　有明

2002 年　　「小さい絵展」　　銀座松屋ギャラリー　銀座

2003 年　　「ＲＢＤｸﾞﾙｰﾌﾟ展」　ゆう画廊　　銀座

＜活動歴＞

2010 年　　「ほぼ日作品大賞」公開審査ノミネート

　　　　　（糸井重里事務所）

web site｜www7.ocn.ne.jp/̃kiyora/2601.html

イシイヨシト　Yoshito Ishii
＜展示コンセプト＞

パネル張りしたケント紙に、ロットリングペンで

地道に地道に絵を描いています。すごく時間がかか

ります（最大のもので一日中描いて半年くらい）。

抽象的な紋様に、生きものの息づかいを吹き込む

つもりで描いています。京都での展示は初めてです。

成果を是非とも御高覧下さい。

＜作家プロフィール＞

1980 年　群馬県伊勢崎市生まれ　

2003 年　日本大学芸術学部美術学科卒業

現在高崎市在住

＜個展＞

2009 年　イシイヨシト「阿吽」　SAKuRA GALLERY　東京

2011 年　イシイヨシト・ペン画展「ani-millimism」 

　　　　　FUMA CONTEMPORARY TOKYO　東京

＜グループ展＞

2010 年　N＋N展　春の嵐：日藝美術出身の若手作家達の今　　　　　　　　　

　　　　　練馬区立美術館　東京

2010 年　meet SAKuRA GALLERY 東京

2010 年　デザインフェスタ vol.32 参加　東京ビッグサイト　東京

2011 年　N＋N 展 練馬区立美術館　東京

2011 年　あおぞらDEアート 8人展　SAKuRA GALLERY　東京

2011 年　あおぞらDEアート　泰明小学校　東京

2011 年　細密展 3　The Art complex Center of Tokyo 東京

2012 年　細密展 4　The Art complex Center of Tokyo 東京

2012 年　大細密展　The Art complex Center of Tokyo 東京

＜受賞歴＞

1999 年　群馬青年ビエンナーレ ‘99　入選

2010 年　第 26、２９回 FUKUI サムホール美術展　入選

2012 年　第 17 回アートムーブ絵画コンクール　ドリーム賞

2012 年　大細密展　優秀賞

その他、グループ展、公募展等に多数出展

web site｜d.hatena.ne.jp/ishiiyoshito/



岡田　洋平　YOHEI OKADA
＜展示コンセプト＞

金属銅で人体や動物を模した作品を制作していま

す。赤緑色弱と言う先天性の目を持って生まれた

僕の目は、およそ他の方々とは違う視界が広がり

ます。とは言え、それは日常生活に支障を来すほ

どのものではなく、強いて言えば人の顔色が変わっ

たのが分からないくらいです。

「銅」という金属は、昔から日本では「赤金」と呼

称され、空気中に晒されることにより次第に「緑青」

を帯びてゆきます。単なる言葉遊びですが、僕に

とって捉える事の出来ない色「赤」と「緑」を単

一原素材でどちらも備えているのはこの銅という

金属だけで、少なからず運命めいたものを感じて

います。僕は漠然とですが、「晩年の完成」へと憧

れを持っていて、無垢の状態から時間と共に酸化

し緑青を帯びるように、圧倒的に横たわる時間と

その中で年老いていく生物の様を立体作品として

表現ができればと思っています。

＜作家プロフィール＞

1983 年　埼玉県生まれ

現代美術家、村上隆氏のアトリエ kaikai kiki のアシスタントを

経て、現在は舞台演劇等の裏方の一種「床山」を務める傍ら、

自身の作品を制作。　「銅」という金属に自身の作品制作の主題

となる「時間」を見出し、主に人体や動物等を模した作品を制作

している。多目的表現集団「apARTment」主催。

＜活動歴＞

2006 　「国際野外の表現展 2006」　東松山市千年谷公園

」0102ーニドシ・トーア「」0102ンルボルメ・トーア「 　0102

　　　　AUS シドニー　メルボルン

園公林森陵丘企比営国　」0102タスェフトーア園公林森「 　　　

2011　「骨展～ BONE EXHIBITION」　The Artcomplex Center of Tokyo

　　　 "September 11" 10th Anniversary Exhibition

　　　　Me & Art - Contemporary Asian Art Gallery（AUS）

」1102　タスェフトーア園公林森「 　　　

　　　 ワークショップ「薔薇を作るのは銅ですか」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　国営比企丘陵森林公園

2012　「ANIMAL PLANET」　The Artcomplex Center of Tokyo

　　 　「FOCUS」展　Gallery　Introart　名古屋　栄町

今後の活動予定

「FIVE　2012」（9月）　Gallery Art Point      東京銀座

「名古屋港アートフェスティバル」（9月）　名古屋港ポートビル

上記以外に個展活動やギャラリー企画展への参加、自身の主宰する

グループ展「apARTment」開催の他、実験的インスタレーション

「プロジェクト・プレパラート」や、演劇の企画演出美術等、

他ジャンルの表現者との実験的な表現活動も行う。

web site｜www3.plala.or.jp/y-okada/

エザキ　Ezaki
＜展示コンセプト＞

攻撃性を胸の内に隠した人間のおすまし顔が歪む瞬間や

感情が吹き出そうな瞬間の湿気と色気を描きたいです

＜作家プロフィール＞

1986 年 10 月 19 日

日本生まれ日本育ちの台湾人 東京都在住

幼少よりじめじめした作風の絵を好んで描くが

思春期になると人目を気にかけ万人に受ける作風を目指したり

私事で絵から離れたりもしましたが

現在は本屋に勤めながらやはりじめじめした絵を描いています

＜個展＞

2012 年 7月 大細密展　＠アートコンプレックスセンター　東京新宿

web site｜kizetz.com/

えだもと　かおる
＜展示コンセプト＞

質感、色彩にこだわり、様々なコンセプトで抽象的な作品を作っています。

＜作家プロフィール＞

1990 年 3月 29 日生まれ

埼玉県鶴ヶ島市在住

＜個展＞

2011.11　えだもとかおる展 The Artcomplex Center of Tokyo　東京

＜グループ展＞

2011.07　homme展 The Artcomplex Center of Tokyo　東京

2012.04　GEISAI♯16　流通センター　東京

2012.05　四嬉 -season- The Artcomplex Center of Tokyo　東京

2012.05　幻想の世界　国指定重要文化財吉田家住宅　埼玉

2012.06　TOKYO MilKY WAY 2012　Kosmos Lane Studio & Gallery　東京

2012.07　ささささっ展　DESIGN FESTA GALLERY　東京

2012.07　A.C.T.5 周年記念展　The Artcomplex Center of Tokyo　東京

その他、グループ展に多数出展

web site｜sites.google.com/site/kaoruedamoto



小川　佳奈子　　Kanako Ogawa

＜展示コンセプト＞

猫の表情、体勢、仕草に心魅かれます。

そこからストーリーを派生させ、

１枚の絵にまとめることを追求していきます。

今回の作品は、構図の違和感やおどろおどろしさを

出すことを意識して、制作しました。

＜作家プロフィール＞

1988 年 8月 5日　千葉県柏市出身

2012 年 3月　　  武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業

＜グループ展＞

2009　おばけ展＠ギャラリー宇　千葉

2010　アトリエ新松戸OB展＠ギャラリー宇　千葉

神岡遼子　Ryoko KAMIOKA
＜展示コンセプト＞

父であり、父でない人達と存在する私。

＜作家プロフィール＞

1989 年　大阪生まれ

2012 年　京都造形芸術大学　卒業

＜活動歴＞

2009　グループ猫脳結成

2011　城陽市 ArtGallery 入選

篠崎博見　Shinozaki  Hiromi
＜展示コンセプト＞

店を閉めたコンビニエンスストアやガソリンス

タンドを、わずか数ヶ月で草が覆い始めるのを

見かけることがある。アスファルトを割って次々

と生える植物は、人間が積み上げてきた技術や、

そこにつぎ込んだエネルギーを遥かに凌駕する

生命力を見せつけてくる。そのような「生命力」

への思いが、私の作品の根底にある。

また一方で、絵画が持つ可能性をもっと広げた

いと思い活動している。あらゆる素材に絵を描

いているのはそのような思いからでもある。

＜作家プロフィール＞

1974 年　埼玉県比企郡川島町の真言宗仏門に

生まれる。茨城県水戸市在住。

ワークショップなども積極的に開催。

アイカルチャーセンター水戸内原　

水彩画教室講師

＜個展＞

2008　篠崎博見のランニングオールドメン展　

　　　　　@笠間日動美術館 espace nichido ( 茨城 )

)城茨（ odihcin ecapse 館術美動日間笠@　展品小 syad３　0102

　　　 GOLDEN 小品展　@ギャラリー アカシア（茨城）

)城茨（ odihcin ecapse 館術美動日間笠@　展品小 syad 4　1102

)城茨（ odihcin ecapse 館術美動日間笠@　戯遊画   2102

＜グループ展＞

2011　Japanism Art Exhibition　

　　　　　＠アートコンプレックスセンター（東京 新宿）

　　　サムホール展　＠ギャラリー空（東京 上野）

2012　東京⇔京都巡回展　＠アートコンプレックスセンター（東京 新宿）

　　　　　　　　　　　　 ＠同時代ギャラリー（京都）

＜活動歴＞

2002　ボザール公募展　奨励賞　受賞

2004　ボザール公募展　茨城県知事賞　受賞

2006　ボザール公募展　安井収蔵賞　受賞

2007 ノンブラック展　ノンブラック佳作賞　受賞

2010　二科茨城支部展　奨励賞　受賞

2011　ぷらざギャラリー 2011「椿の間」　＠水戸プラザホテル（茨城）

その他、入選多数。個展開催、グループ展出展、ワークショップ開催など

web site｜www6.ocn.ne.jp/̃shmuseum



秦愛美　Manami HATA
＜展示コンセプト＞

江戸時代から伝わる本友禅の技法を用い制作しています。

もち粉と糠を練り込み蒸して作った防染糊を、糊置き用の筒にいれて線を描いています。

糊を置いたところが、染め上がりに白く残るようになっています。

今回私は、白い線が画面の中で色と色の区切りだけではない働きが生まれることを目指し

作品を作りました。

テーマは「涙を纏う」です。人間性が現れやすい衣類に、人間の成長に欠かせない涙を描きました。

＜作家プロフィール＞

1989 年　大阪生まれ

2012 年　京都精華大学芸術学部素材表現学科テキスタイルコース　卒業

2012 年　京都精華大学芸術学部研究生テキスタイルコース　入学

＜活動歴＞

2012　京展　京都市美術館　入選

西澤　和佳子　Nishizawa Wakako

＜展示コンセプト＞

繊維技法と彫金技法を組み合わせて、

羽のように軽やかな金属作品を作りました。

＜作家プロフィール＞

1986 年　滋賀県彦根市出身

2012 年　金沢美術工芸大学大学院　工芸専攻　彫金分野　修了

＜活動歴＞

2011 年 第６７回　金沢市工芸展　石川県伝統産業振興協議会会長賞

2012 年 修了作品　大学買取

冨士和則　Kazunori FUJI
＜展示コンセプト＞

「対岸の火事」

―自分には関係がなく、なんの苦痛もないこと。私にとっての「対岸」とは他者であり外の世界、或いは自身の心の展望―

目指すべき場所であったりします。それらと私との距離は常に揺らいでおり一定ではありません。

個人的感情や外部からの刺激など、様々な要因によって私と「対岸」との距離は変化します。

加速度的な時間の流れをもつ東京と、古都の雰囲気そのままに、ゆるやかな時間の流れをもつ京都。

異なる時間が流れる場所でそれぞれどういった距離感が作品と鑑賞者の間に、或いは作品と空間の間に立ち現れるのでしょう。

＜作家プロフィール＞

1987　大阪生まれ

2007　大阪芸術大学芸術学部美術学科油画コース入学

現在 　大阪在住

＜展示歴＞

2011　第 6回タグボートアートアワード　世田谷ものづくり学校／東京

　　　 第 29 回上野の森美術館大賞展　上野の森美術館／東京

　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府京都文化博物館／京都

2010　第 7回大阪芸術大学学生オークション　ほたるまちキャンパス／大阪

　　　 第 78 回独立展　国立新美術館／東京

　　　　　　　　　　　原田の森ギャラリー／兵庫

　　　 第 5回世界堂絵画大賞展　世界堂新宿本店 6F 特設会場／東京

2009　第 47 回関西独立美術展　大阪市立美術館／大阪

　　　 大阪芸術大学学生 4人展　小大丸画廊／大阪

　　　 大阪芸術大学学生小品展　学内ガーデンギャラリー／大阪



文蔵　bunzo
＜展示コンセプト＞

僕はバナナを愛していた。　毎日バナナを食べ続け、とても幸せな日々を過ごしていた。

しかし、幸せは長く続かない。

健康上の理由で医者からバナナを食べることを禁止された。

僕はバナナを前に泣き続け、　三日後、　僕はバナナをプールに捨てた。

＜作家プロフィール＞

1972　東京生まれ

1997　拓殖大学工学部

　　　　機械システム工学科　卒業

2006　独学で絵の制作を始める

vivid な色使いと構図のセオリーを無視した

シンプルな作品を描き続けている

＜グループ展＞

2007　「Shuffle 展」　

　　　　＠ギャラリーツープラス　東京銀座

2009　「あなたの好きな時間展」　

　　　　＠ギャラリーやさしい予感　東京目黒

2010　「Vivid 展」　

　　　　＠アートコンプレックスセンター　東京新宿

2011　「あなたと過ごす時間展」　

　　　　＠アート・イン・ギャラリー　東京原宿

2012　「せん」　

　　　　＠アートコンプレックスセンター　東京新宿

＜活動歴＞

2008　「Design Festa vol.28」出展　

　　　　＠東京ビッグサイト

その他、グループ展、公募展等に多数出展

web site｜www.bunzo1972.com

森晴子　Haruko MORI
＜展示コンセプト＞

「人々がそれぞれ求める居心地の良い空間、時間」

そのひと時は友人とであったり、仲間、家族、またはひとりで過ごす時間であったりする。

私にとって日々の生活の中で大切にしたい時間のひとつ。

絵画制作を通してそんな空間表現を追求しながら制作しています。

＜作家プロフィール＞

1987　愛知生まれ

2010　愛知県立芸術大学　

　　　 美術学部　油画科　卒業

2012　同大学院　油画・版画領域　修了

＜個展＞

2012　gerden　＠ギャラリーイントラート　名古屋

＜グループ展＞

2009　INDIRECT’ 09　＠ギャラリー APA　名古屋

　   　  Tokyo Screen Print Biennale @JAA gallery 東京

　   　  International Graphic Art Biennale @ クロアチア

2010　INDIRECT’ 10　＠ギャラリー APA　名古屋

              Akie Fukuhara×Haruko Mori exhibition@hinten 名古屋

2012   460 人展　＠名古屋市民ギャラリー矢田　名古屋

　  　  ライプツィヒ・シュピネライ 独日合同特別展　

　　　　　　　　　　　　＠SPINNEREI Leipzig　ドイツ

  　　  東京⇔京都巡回展　＠アートコンプレックスセンター　東京新宿

　　　　　　　　　　　　＠同時代ギャラリー　京都

＜その他＞

2012   神戸アートマルシェ

　　　　　　　＠神戸メリケンパークオリエンタルホテル　神戸

web site｜harukomori865.blogspot.jp

やすだ　ぜんり　Zenri YASUDA
＜展示コンセプト＞

表情豊かな犬やイメージを具象化した生物を

モチーフに、昨今の社会情勢の不安や自然災害

の驚異自然環境破壊に対し、生きるをテーマに

動物が人に与えてくれる癒しや愛のオーラを

自分自身の作品に投影し、輪廻転生、

さまざまな生命の素となる球体は、

色や形でそれぞれの個体差、想いなどを表現。

眩しすぎる光の彼方と無数の球体が浮かぶ空。

そこは誕生の場所でもあり宇宙。

宇宙に生きる物のパワーと平和への願いを作品

に込めています。

＜作家プロフィール＞

1966　京都で生まれ

1990　京都精華大学美術学部

　　　 造形学科 日本画科卒業。

2010　柴犬キャラ雑貨メーカーの和んこ堂設立

　　 　全国百貨店にてペットの似顔絵実演開始

＜個展＞

2000　京都北山　ギャラリー京額「奇妙」

＜グループ展＞

2009　クリエーターズマーケットニューヨークソーホー展

2010　クリマ東京エキシビジョン展　

　　　　表参道ヒルズギャラリーエイティ

2012　ネオ　ジャポニズム　in タヒチ

　　　ジャパン・アートフェスティバル　in ニュージーランド

　　　第 20 回国際平和美術展　in カンボジア　in 東京

　　　第 34 回 ARTEXPO N.Y 2012

　　　ACT ART COM Art & Design Fair 2012

　　　　第 9回 ART SHOPPING CARROUSEL 

　　　　　　　　　　　　　　　　　de Musee du LOUVRE

　　　アートムーブ 2012 絵画コンクール展

　　　Male or Female ギャラリーイントラート

　　　DOG dog 展　ミレージャギャラリー銀座

＜活動歴＞

1990　京都精華大学卒業制作展 学長賞

2009　クリエーターズマーケット

　　　　Vol.20 Vol.21 アートバトル入選　　

2012　アートムーブ 2012 絵画コンクール展入選

web site｜www7b.biglobe.ne.jp/̃zenri-yasuda


