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アルテピアで、世界旅行しよう！
『トリックアート展 in アルテピア』

EVENT
結果速報

公式サイト ：
https://www.artepia.jp/event_detail_02.php?no=414

『しこちゅ～まんなかフェス
トリックアート展』

公式サイト ：
https://shikochuhall. jp/

（四国中央市市民文化ホール）

クライアントの人生を描いた壁画？
東京池袋に、新名所が完成です！

　令和2年12月 東京
は池袋にトリックア
ート壁画が完成。『こ
れまでの自分の人生
を反映させた絵を描
いて欲しい！』との熱
いご要望により制作
させていただきました。
また東京に新しい新
名所が出来ましたね。

info
1

Facebook ：https://www.facebook.com/senbahiroba/?ref=nf&hc_ref=ARQayhRtBLeDDN
skMQnSMBvRDTeWq_WM3VgAhd1uGWWHvus5NdNNSBBiGB13GabzA0g&__tn__=%3C-R
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開催結果速報・EVENT Schedule

info

● クライアントの人生を描いた壁画？東京池袋に、新名所が完成です！

● 福岡県 北九州市の船場広場で、「まちなか撮リックアート展」開催

● 福岡県 田川市に、トリックアートが5作品も誕生？全作品AR対応！
　 『TAGAWA TRICKART』が完成です！

● 大分県豊後高田市 玉津プラチナ通りに、
　１０周年を記念した作品が完成。

● 秋田ふるさと村が、リニューアルオープン！！

● 大人気『トムとジェリー』の世界をトリックアートで、
　 体験出来ちゃう？？

　2月6日～23日 島根県 安来
市総合文化ホール アルテピ
アで開催されたトリックアー
ト展。未だイベント開催が難
しいこの時期に、コロナ禍以
前の通常時の数字を上回る多
くのご来場者様を迎え、安全
に楽しんでいただけました。

　3月15日～21日まで、しこ
ちゅ～ホール（小ホール）に
て『しこちゅ～まんなかフェ
ス トリックアート展』（愛媛
県四国中央市）が開催され
ました。こちらでも多くのお
客様にご来場いただきまし
た。ありがとうございました！

EVENT
結果速報

● 北海道函館市 『はこだてみらい館 トリックアート展』 
　 開催予定：令和3年 3月24日（水）～4月6日（火）

● 東京都葛飾区 『トリックアート展 in アリオ亀有』 
　 開催予定：令和3年 3月26日（金）～4月6日（火）

● 鹿児島県鹿児島市 黎明館 『トリックアート IN KAGOSHIMA』
　 開催予定：令和3年 4月24日(土)～5月5日(水)

● 群馬県太田市 ぐんまこどもの国児童会館『トリックアート美術館~とびだす不思議な絵~』
　 開催予定：令和3年 4月24日(土)～5月9日(日)
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● 北海道函館市 『はこだてみらい館 トリックアート展』 
　 開催予定：令和3年 3月24日（水）～4月6日（火）
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● 群馬県太田市 ぐんまこどもの国児童会館『トリックアート美術館~とびだす不思議な絵~』
　 開催予定：令和3年 4月24日(土)～5月9日(日)

福岡県 北九州市の船場広場に、弊社
が制作した作品が登場しました。

　令和3年2月 福岡県
船場広場をメイン会
場として開催されたイ
ベントに、弊社が手が
けた作品が登場。スタ
ンプラリー、プレゼン
ト等、多くの方に楽し
んでいただけました！



　令和3年3月 以前玉津プラチナ通りの路面に直接絵を描
き完成させた作品も長い時を経て、見え辛くなってしまっ
ていました。その作品の補修作業に合わせて（※2014年3
月に完成）、新たなランドマークとすべく、新作を制作。作品
の完成を記念し、フォトコンテストが開催中！ぜひ、“＃玉津
トリックアート”で楽しい写真を検索してみてくださいね。

大分県豊後高田市 玉津プラチナ通りに、
１０周年を記念した作品が完成。
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公式サイト ： https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_05841.html
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　令和3年3月19日に公開となる映画『トムとジェリー』を
記念して開催されたイベントで、オリジナルのトリックアート
作品が登場！お子さんだけでなく、幼い頃から見ていた
大人達も『トムとジェリー』の世界に入って、ハイポーズ！

大人気『トムとジェリー』の世界を
トリックアートで、体験出来ちゃう？？
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公式サイト ： https://wwws.warnerbros.co.jp/tomandjerry/cartooncarnival/
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　令和3年2月 福岡県 
田川市内の5か所（1.田
川伊田駅連絡通路【作
兵衛トンネル】、2.石炭記念公
園、3.丸山公園、4.中央公園、5.炭鉱住宅モ
ニュメント）に、トリックアートが誕生！しかも、全ての作品が
AR（トリックアール）対応。ガチでタイクツさせない作品が勢
ぞろい！ここにしか無い一点ものの作品を楽しんでくださいね。

福岡県 田川市に、トリックアートが5作品も誕生？
全作品AR対応！『TAGAWA TRICKART』が完成です！

公式サイト ： https://tagawa-trickart.jp/
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　1999年 『ワンダーキャッスル』にて、
弊社が作品を制作させていただいてか
ら、早や22年の時を経た、本年2021年3
月に大リニューアルオープン！30を超え
る新作が、皆様のお越しをお待ちして
おります。お近くにお越しの際にはぜひ！

公式サイト ： http://www.akitafurusatomura.co.jp/

秋田ふるさと村が、
リニューアルオープン！！

ぜひ、会場で記念写真を
撮ってくださいね！
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