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『トリックアート展 in 水戸オーパ』
2020.11/20（金）～2021.1/11（月）

　昨年11月20日から、新
年の1月11日まで開催。イ
ベントの開催が、なかなか
難しいコロナ禍ですが、
こんな時期だからこそ笑
顔が大切ですよね！距離を
保って、楽しいん記念写真
を楽しんでいただけます。

EVENT
開催速報

関連ニュース ： http://kitakan-navi.jp/archives/45969

イオンレイクタウンのブラックフライデーに
『不思議なトリックアートの　　　　』

　11月20日～29
日イオンレイクタ
ウンの「ブラック
フライデー」セー
ル開催と同時に
トリックアートも
展示！ここでしか
見られない作品
も登場しました。

EVENT
開催速報

※イオンレイクタウンオリジナル作品

2020.12/20（日）～2021.1/31（日）
『トリックアート展 in 横浜ワールドポーターズ』

　弊社の直営美術館『横
浜トリックアートクルー
ズ』のある横浜ランドマー
クプラザからほど近い、
横浜ワールドポーターズで
トリックアート展が開催。
それぞれ全く異なった作
品が展示されています。な
んと、それぞれのチケット
の半券で、特別に入場料
が100円引きになります！

　11月24～26日
『レジャー&アウ
トドアジャパン
2020』に2度目の
出展。出展者は
もちろん来場さ
れた方々も感染
症 対 策 を 万 全

行って開催。初の試みが多かっ
た中、3日間で7000名を超える
方々にご来場いただきました。

EVENT
開催速報

EVENT
出展速報

公式サイト ： https://www.yim.co.jp/eventnews/ 公式サイト ： http://leisure-japan.jp/

『レジャージャパン2020』に、
今回2度目の出展をしました

● 那須とりっくあーとぴあ 期間限定特別イベント展
　  『TRICK GRAND TOUR ～トリックアート式世界旅行～』開催中

● クラウドファンディング『CAMPFIRE』でご協力いただいた
　 フォトスポットが完成！！そして、マチカメが登場？
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● 新たな立体トリックシリーズ作品の誕生？

● 老舗物流企業の配送車両がスゴイことに‼

● クラウドファンディング第２弾のご紹介
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● 越谷市 イオンレイクタウンのブラックフライデーに
　 『不思議なトリックアートのmori』
● 水戸市 『トリックアート展 in 水戸オーパ』 
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　クラウドファンディング
『CAMPFIRE』を利用して皆様に
ご協力いただいたフォトスポット
が完成しました。本当にありが
とうございます。そしてその作
品と一 緒に写真が撮れる
”マチカメ セルフ撮影サービス”
が登場。詳しくは、左の関連サイトからご覧ください。

クラウドファンディング『CAMPFIRE』でご協力いただ
いたフォトスポットが完成！！そして、マチカメが登場？
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関連サイト ： https://camp-fire.jp/projects/322402/activities?page=2

こんな高いところで描いてますよ…。こんな高いところで描いてますよ…。

こんな写真が、簡単
に撮れちゃう撮影
サービスって？
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　ちょっと気軽には海外旅行に行けないこんなご時世…。でもトリックアートなら思うま
まに世界へ出かける事が出来ちゃう？そんなご機嫌なイベントが現在開催中です‼

この冬、那須とりっくあーとぴあでは期間限定特別イベント展
『TRICK GRAND TOUR ～トリックアート式世界旅行～』を開催中
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公式サイト ： http://nasu-art.com/

『 自由へのバンジージャンプ 』 『 モアイのドミノ倒し 』 『 サンバカーニバル 』 『 マリーナベイ・サンズ・サーフィン 』『 ゴンドラでベネツィア巡り 』

　これまでにない新た
な立体作品の制作を試
みて完成した新作です。
どんな動きをするのか
ぜひ下のURLサイトから
ご確認くださいませ‼

　11月  “見た人が驚く様な
ラッピングにして欲しい”との
ご要望から誕生したデザイン。
都心で絶賛宅配中。どこかで
見かけるかもしれませんね？

老舗物流企業の配送車両がスゴイことに‼BRAND NEW

公式サイト ： 
http://www.hashiba-group.co.jp/times848/96

新たな立体作品の誕生？BRAND NEW

 https://www.trickart.co.jp/solid/2278

つまみ食い？

野菜が～‼

　トリックアートの歴史や制作の裏側をまと
めた書籍の出版を記念して、全国のトリック
アート美術館のお得な共通券の販売やオリジ
ナルグッズセットなどを限定販売しています。

クラウドファンディング第２弾BRAND NEW

関連サイト ： https://camp-fire.jp/projects/view/359686
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