
01. 近江 一博 （おうみ かずひろ／Kazuhiro Omi）

【略歴】

1971年 北海道釧路市生まれ

1993年 武蔵野美術大学短期大学部デザイン科

               グラフィックデザイン専攻卒業

【展示歴】

2011年 エマージング・ディレクターズ・アートフェア

               ウルトラ004

2012年 シブヤスタイル　vol.6／西武渋谷店

2013年 第1回ヴァニラ画廊大賞展

2014年 個展「画家とモデル」／アートコンプレックスセンター

               第2回ヴァニラ画廊大賞展

               第2回MVW展／福屋八丁堀本店（広島）

【受賞歴】

2003年 ザ・チョイス入選

2009年 ザ・チョイス入選

2010年 ペーターズギャラリーコンペ 野口孝仁賞

【URL】

http://kazuhiro-oumi.tumblr.com

02. みほこ (Mihoko)

【略歴】

1991年 東京都目黒区生まれ

2013年 青山学院大学文学部日本文学科卒業

【展示歴】

2008年 池袋bemstar “夏芸祭”

2009年 池袋bemstar “contemporary 平面作品展 2009”

                西麻布bullet's feat.無形100 ライブペインティングパフォーマンス

2010年 池袋atelier bemstar “アトリエのポストカード展”

               池袋atelier bemstar “NPO NIMO 設立展示会”

               池袋atelier bemstar 　個展 “まぶたの肖像展～静かな水面に臨み～”

2011年  ロンドンcrypt gallery “Japanese Contemporary Art Exhibition”

               青山学院大学 文学部日本文学科『会報 第45号』表紙

               池袋atelier bemstar “Memento mori”

2015年  銀座ゆう画廊“溢れる色彩展

【受賞歴】

2010年  池袋atelier bemstar “アトリエのポストカード展” atelier bemstar賞 受賞

【URL】

http://mizuocha.web.fc2.com
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003. 國枝 愛子 （くにえだ あいこ／Aiko Kunieda）

【略歴】

1989年 京都府京都市生まれ

2013年 京都精華大学芸術学部日本画コース卒業

【展示歴】

2009年 京都精華大学 日本画コース入学

2010年 グループ展「shu・ha・ri」(ギャラリーnear 京都)

2011年 current展 (京都 高島屋オークション)

                日展入選

                グループ展「AYAKO展」(ギャラリーまほら 京都)

                グループ展「燦の糸」(ギャラリー祇園小舎 京都)

2013年  京都精華大学 卒業制作展(京都市美術館)

                グループ展「AYAKO展」(ギャラリーtake two京都)

                個展 (エポケカフェ京都)

2015年 グループ展「溢れる色彩展」(東京)

【受賞歴】

なし 

04. 小林 ゆかり （こばやし ゆかり／Yukari Kobayashi）

【略歴】

1983年  茨城県土浦市生まれ

2006年  女子美術大学芸術学部絵画学科洋画専攻卒業

【展示歴】

2006年 東京五美術大学連合卒業・修了制作展（東京都美術館）

【受賞歴】

なし 
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05. 小屋畑 美春 （こやはた みはる／Mihal Koyahata）

【略歴】

1984年 大阪府大阪市生まれ

2006年 大阪芸術大学芸術学部環境計画学科卒業

【展示歴】

2000年 芸文祭

2002年 港南高等学校卒業制作展

2003年 環境計画学科グループ展

2006年 大阪芸術大学卒業制作展

【受賞歴】

なし 

06. 須藤 晃弘 （すどう あきひろ／Akihiro Sudo）

【略歴】

1976年 北海道函館市生まれ

1999年 日本大学工学部電気工学科卒業

【展示歴】

なし 

【受賞歴】

なし 

0501 0502

0601



07. 旦 （あさ／Asa）

【略歴】

1984年 奈良県奈良市生まれ

2007年 成安造形大学造形学部デザイン学科

                住環境デザインクラス卒業

【展示歴】

2012年 天遊・天遊組展覧会（以降毎年出品）／谷中・天王寺

2013年 天遊・天遊組「WE CARE EVENT」出演／San Francisco

2014年 個展「ここ・これ」展／La libera（東京・恵比寿）

                個展「ここ・これ旦 （々たんたん）」展／SAWYER（東京・西荻窪）

2015年 天遊・天遊組「TAKEAKARI」出演／日本橋三井ホール

                竹あかり演出家ちかけんとのコラボレーションによるライブ

                パフォーマンスとワークショップを開催

【受賞歴】

2007年 成安造形大学卒業制作展　奨励賞受賞

【Facebook】

www.facebook.com/atelierdan.asa

08. 長嶋 泰子 （ながしま やすこ／Yasco Nagashima）

【略歴】

宮城県仙台市生まれ

多摩美術大学デザイン科卒業

【展示歴】

2015年 第43回 國際書道連盟展 出展予定／東京都美術館

2014年 AVANTI 2展／ギャラリーKAOLVCO（六本木）

2013年 日本スペイン交流400周年記念 慶長遣欧使節団来西400年の歴史 作品展・

                セルバンテス文化センター（麹町）

2012年 第2回日本ジュエリーデザインコンペティション巡回展 上野の森美術館／

                伊丹市立工芸センター／国際デザインセンター デザインギャラリー（名古屋）

                第3回 SUWAラフダイヤモンドジュエリーコンテスト同受賞作品展／

                山脇ギャラリー（市ヶ谷）／AVANTI展（銀座）

【受賞歴】

2012年 山梨ジュエリー協会 フレッシュマン・ジュエリー・デザインコンペティション

                Koo-fu部門 部門賞受賞

                第2回日本ジュエリーデザインコンペティ ション 入選

                第3回 SUWAラフダイヤモンドジュエリーコンテスト 最優秀賞受賞
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09. 原田 愛 （はらだ あい／Ai Harada）

【略歴】

1987年 福岡県築上郡生まれ

2000年 地元の中学にて美術の恩師に出会う。日本画、銅版画、

                洋画の模写、篆刻、デッサンなど様々な技法と触れ合う。

2004年 福岡県美術学院入学 デッサンなど絵画の基礎を勉強。

2008年 武蔵野美術大学 油絵学科卒業

【展示歴】

2014年 のぞみ作業所美術展(東京)

 個展LOVE IS GOLD(東京)

2015年 Art&LoveTokyo 2015(東京・銀座)

 溢れる色彩(東京・銀座)

 GUAMS8 Exhibition(東京・浅草)

【受賞歴】

2004年 全国高等学校総合文化祭にて大分県の代表に選ばれる。徳島県、文化の森

 にて展示。

【URL】

http://www.creatorsbank.com/users/pa05060

10. フクダ ユウヂ（Yuji Fukuda）

【略歴】

1974年 神奈川県横浜市生まれ

1998年 大正大学文学部国際文化学科卒業

【展示歴】

2014年 あとれす展　緑のギャラリー

 Ozヌードデッサングループ展　ギャラリーフェーマス

2013年 Ozヌードデッサングループ展　ギャラリーフェーマス

2012年 原宿アートコレクション　ガレリア原宿

【受賞歴】

2014年 KFSアートコンテスト　上位入選

2013年 KFSアートコンテスト　入選

2012年 KFSピンナップイラストコンペ　特別賞

 KFSガクサイ　特別賞
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11. 水野 香菜 （みずの かな／Kana Mizuno）

【略歴】

1986年 東京都練馬区生まれ

2014年 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻卒業

【展示歴】

2012年 きみは　　。展（東京）

 ６×６展（東京）

2014年 東京藝術大学卒業・修了制作展（東京）

 国境を越えて芸術で会話する展（東京）

 MVW展（広島）

2015年 水野香菜展～葉陰訪う～（東京）

【受賞歴】

2014年 東京藝術大学卒業・修了制作展

 卒業制作作品 帝京大学買い上げ

【URL】

http://kana-mizuno.jimdo.com/

12. 宮崎 佐知子 （みやざき さちこ／Sachiko Miyazaki）

【略歴】

1978年 東京都八王子市生まれ

1996年 東京都立八王子高陵高等学校外国語コース卒業

【展示歴】

東京都八王子市内いちょうホールにてグループ展

【受賞歴】

なし 
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13. 若菜 由三香 （わかな ゆみか／Yumika Wakana）

【略歴】

1983年 千葉県千葉市生まれ

2011年 武蔵野美術大学造形学部絵画コース卒業

【展示歴】

2004年 流々時空展（東京）

2004年～2006年 若菜由三香展（東京）

2010年 New Year Selection 2011（東京）

2012年 4人展（東京）

2014年 絵画コース卒業生の現在展（東京）

               第二回MVW福屋八丁堀本店（広島）

【受賞歴】

2010年 ドローイングデッサン版画コンクール　入選（パリ）

2011年 50回記念　二元展　一般佳作賞（大阪）

2012年 第14回雪梁舎フィレンツェ賞展　入選（新潟）

【URL】

http://yumikawakana.jimdo.com/

1301

1302


