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● トリックアート【公式】インスタグラムを開設しました。

● こんな時代だからこそ、『世界一周[トリックアート]の旅』を‼
　  新作もぞくぞく誕生。好評につき、各地でご開催いただいております。

● 新潟県上越市 『トリックアート展2021 上越科学館 』 
　 開催予定：令和3年 7月17日（土）～8月29日（日）

● 茨城県鹿嶋市 『トリックアート展 in 鹿嶋 大江戸物語』 
　 開催予定：令和3年 7月22日（木）～8月5日（木）

● 宇都宮市 栃木県子ども総合科学館 『シカクのフシギ～光と視覚のサイエンス～ 』 
　 開催予定：令和3年 7月22日（木）～8月29日（日）

● 新潟県新潟市 『2021トリックアートinときメッセ 世界一周＆AR体験』 
　 開催予定：令和3年 7月28日（水）～8月22日（日）

● あの個人邸の壁面に、また新しい壁画が完成したんですか？

● 東映アニメーションミュージアムに、“プリキュア”の3Dアートが完成！！

● 『GREENROOM FESTIVAL'21』 に、スケートボードを使った3Dアート？？

● 『大江戸温泉物語 ホテルニュー塩原（栃木）』に、
　  オリジナル3Dアート作品が登場。

トリックアート通信

Topics トピックスTopics トピックス

TR ICK A RT N E WS Vol.16Summer.2021

開催結果速報・EVENT Schedule

号夏号夏

『トリックアート展 in 鹿嶋 大江戸物語』
（茨城県 鹿嶋市商工会）

公式サイト ：

　昨年は感染症の影響に
よって、残念ながら延期と
なってしまいましたが、今
年は開催が決定！（7月22日
～8月5日）ついに鹿嶋市に
トリックアート作品が登場し
ます。お近くにお越しの際
には、是非ご来場ください。

EVENT
開催情報

http://www.kashima-sci.or.jp/sub20210617

　昨年は延期となってしま
いましたが、今回も国内最
大級の規模！！ときメッセで
は2度目の開催。（7月28日
～8月22日）今年は、世界一
周＆AR体験が目玉。ぜひ、
トリックアートで、なかなか
行けない海外旅行体験を！

『2021トリックアート in ときメッセ
世界一周＆AR体験』

公式サイト ：

EVENT
開催情報

https://www.ohbsn.com/event/art-other/trickart2021.php

　錯視を用いた体験
型アートを日本で作
り上げた手描きの制
作集団、（株）エス･
デー制作部の活動を
随時発信しています。
皆様もぜひフォロー
お願いいたします！

トリックアート【公式】
インスタグラムを開設しました。

公式インスタグラム ：
https://www.instagram.com/trickartjapan/

● トリックアート【公式】インスタグラムを開設しました。

● こんな時代だからこそ、『世界一周[トリックアート]の旅』を‼
　  新作もぞくぞく誕生。好評につき、各地でご開催いただいております。
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● あの個人邸の壁面に、また新しい壁画が完成したんですか？

● 東映アニメーションミュージアムに、“プリキュア”の3Dアートが完成！！

● 『GREENROOM FESTIVAL'21』 に、スケートボードを使った3Dアート？？

● 『大江戸温泉物語 ホテルニュー塩原（栃木）』に、
　  オリジナル3Dアート作品が登場。

BRAND NEW

Vol.16Summer.2021

BRAND
NEW

『シカクのフシギ ～光と視覚のサイエンス～ 』 
（宇都宮市 栃木県子ども総合科学館）

公式サイト ：

　こちらでも今年の開催が
決定です！（7月22日～8月
29日）トリックアートや光の
実験の体験を通して、視覚
について学びます。トリック
アート作品だけでなく、不思
議で勉強になるたくさんの
作品もお楽しみください。

https://t-csm.jp/event/2595

EVENT
開催情報

● 新潟県上越市 『トリックアート展2021 上越科学館 』 
　 開催予定：令和3年 7月17日（土）～8月29日（日）

● 茨城県鹿嶋市 『トリックアート展 in 鹿嶋 大江戸物語』 
　 開催予定：令和3年 7月22日（木）～8月5日（木）

● 宇都宮市 栃木県子ども総合科学館 『シカクのフシギ～光と視覚のサイエンス～ 』 
　 開催予定：令和3年 7月22日（木）～8月29日（日）

● 新潟県新潟市 『2021トリックアートinときメッセ 世界一周＆AR体験』 
　 開催予定：令和3年 7月28日（水）～8月22日（日）
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　昨年から展開を
始めた『世界一周』。
大好評の声をいた
だいております。新
作も続々制作中！
企画書送付ご希望
の方は、こちら↓の
アドレスにご連絡を！

　令和3年5月。横浜赤レンガ地区野外特設会場で、今年で
16回目の開催となる音楽・アート・サーフカルチャーの祭典
『GREENROOM FESTIVAL'21』が開催。VANSブースには、
簡単にトリックがメイク出来る3Dアートが展示されました。

『GREENROOM FESTIVAL'21』 に、
スケートボードを使った3Dアート？？

info
3

公式サイト ： https://greenroom.jp/

↑ ボードの上でポーズをとって、

撮った写真を180度回転すると →

　令和3年6月。館内に3Dアートが登場。穴が空いた廊下か
ら川へ落ちそうになったり、温泉に浸かっているサルに桶
を投げつけられたり…。せっかく汗を流したばかりなのに、
早くも冷や汗。また、気持ち良い温泉へ入ってくださいね。

『大江戸温泉物語 ホテルニュー塩原（栃木）』
に、オリジナル3Dアート作品が登場。

info
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公式サイト ： https://newshiobara.ooedoonsen.jp/

サルがぁ～！！

床がぁ～！！

こんな時代だからこそ、トリックアートで、『世界一周[トリックアート]の旅』を‼
新作もぞくぞく誕生。ご好評につき、各地でご開催いただいております。

BRAND
NEW

『絶壁ポータレッジ』
（アメリカ） info2@trickart.co.jp

あの個人邸の壁面に、また新しい
壁画が完成したんですか？

　令和3年3月。昨年
9月に、ご自宅の壁面
（5カ所）に、巨大壁画
を描かせていただき
ましたが、なんと新
たに追加でのご依頼
をいただきました。い
つも本当にありがと
うございます。

info
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『インドのホーリー祭り』
（インド）

『月面着陸』
（宇宙）

『ひょっこりホルン』
（スイス）

info
2

　令和3年4月。東映
アニメーションミュー
ジアム、総リニューア
ルに合わせて、大人
気アニメ“プリキュア”
の3Dアートが完成。
憧れのアニメの世界
に飛び込んで、大好
きなキャラクターと
の記念撮影を楽しん
でいただけます。

東映アニメーションミュージアムに、
“プリキュア”の3Dアートが完成！！

※前回の詳細については、13号で↓

https://www.trickart.co.jp/news/2435
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