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● インスタグラムで、トリックアートのライブペインティングが観れる？

● えっ何？『トリックアート展』に行くと、千円札が、もらえるってほんと？

● 『世界一周[トリックアート]の旅』が、多方面より好評のお声が‼
　 ヨーロッパ・アジア・オセアニア・日本。世界の名所が続々完成。

● 名古屋市 旧ボストン美術館 『トリックアート展 2021 in 金山』 
　 開催予定：令和3年 10月29日（金）～11月28日（日）

● 福島県 いわき市石炭・化石館 『トリックアート展』 
　 開催予定：令和3年 12月16日（木）～令和4年2月28日（月）

● 事故で破損してしまった、JR福井駅“フクイラプトル”の
　 補修が完了です。

● 退屈しがちな、お家時間に…、“トリックアートグッズ” は、
　 いかがですか？

● 南房総にあるガソリンスタンドに、トリックアート壁画が完成！！

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 号秋号

● インスタグラムで、トリックアートのライブペインティングが観れる？

● えっ何？『トリックアート展』に行くと、千円札が、もらえるってほんと？

● 『世界一周[トリックアート]の旅』が、多方面より好評のお声が‼
　 ヨーロッパ・アジア・オセアニア・日本。世界の名所が続々完成。

● 退屈しがちな、お家時間に…、“トリックアートグッズ” は、
　 いかがですか？

● 南房総にあるガソリンスタンドに、トリックアート壁画が完成！！

BRAND NEW

Vol.17Autumn.2021 秋Vol.17Autumn.2021

● 事故で破損してしまった、JR福井駅“フクイラプトル”の
　 補修が完了です。

全国最大規模！全作品東海地区初登場！
『トリックアート展 2021 in 金山』

EVENT
開催情報

公式サイト ：

　あのバ〇クシーも企画展
を行った旧ボストン美術館
で、57作品、使用総パネル
数120枚。全作品東海地方
初登場！全国最大規模の
『トリックアート展 2021 in 
金山』の開催が決定。名古
屋で、トリックアートの旅
へ出掛けてみませんか？

https: // t r ickar t2021. jp

開催予定速報・EVENT Schedule

● 名古屋市 旧ボストン美術館 『トリックアート展 2021 in 金山』 
　 開催予定：令和3年 10月29日（金）～11月28日（日）

● 福島県 いわき市石炭・化石館 『トリックアート展』 
　 開催予定：令和3年 12月16日（木）～令和4年2月28日（月）
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『IY横浜別所店』 4年連続開催！！
『IY能見台店』 2年連続開催！！

　猛暑が続いていた今夏のお盆の暑い最中、多くの皆
様がしっかりと感染症予防対策をとっていただきなが
らも、コロナ禍以前に迫る賑わいをみせてくださいま
した！毎年のご開催まことにありがとうございます。

EVENT
結果速報

『IY横浜別所店』での展示風景 『IY能見台店』での展示風景

世界一周[トリックアート]の旅、
全国を続々と巡回しております！！

　昨年から展開を始めた“世界一周[トリックアート]
の旅”シリーズが、2020年9月の山形を皮切りに、栃木・
島根・鹿児島・新潟・滋賀・宮城・愛知、次々と全国を
巡回中です。さあ、トリックアートで旅に出発ですよ！

EVENT
結果速報

9月には『イオンモール新利府』で 朱鷺メッセ には、特注・特大の床絵登場

『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）

　昨年は、感染症の影響で
残念ながら延期に…。です
が今年は無事開催！1年も
お待たせしてしまったにも
関わらず真夏の暑い日差し
の下、距離を保ちながら多
くの皆様が、朝から並んでく
ださいました。ご来場まこと
にありがとうございました。

EVENT
結果速報

公式サイト ：
http://www.kashima-sci.or.jp/sub20210617
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　『なかなか直接お
店に行きにくいし
…』そんなお声に応
えるべく、トリック
アート公式ネット
ショップがオープン
しました。ファン珠
玉のアイテムを取り
そろえております！

退屈しがちな、お家時間に…、
“トリックアートグッズ” は、いかがですか？

公式サイト ：
http://trickart.shop
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事故で破損してしまった、JR福井駅
“フクイラプトル”の補修が完了です。

　2015年に完成したこちらの壁画。なんと今年、不慮
の事故によって、左半分が大破損…。でも大丈夫。弊
社の作者が完全復元させました。福井駅に来たら、綺
麗に再現された“フクイラプトル”と、記念写真でも。

工房での補修風景 左半分の補修完了後画像

　令和3年9月 日本酪農発祥の地、千葉県の南房総
市。戦国時代 彼の八代将軍 徳川吉宗がインド産とい
われる「白牛」を輸入し、牛酪（バター）を作り始めたの
が、日本の酪農の始まりとされています。ラクダの様な
コブに大きい耳の白牛に近寄って見てくださいね。

南房総にあるガソリンスタンドに、
トリックアート壁画が完成！！

ガソリンスタンドに
たくさんの “白牛”が？

なんと、スタンドのオーナーと
愛犬ちゃんも絵なんですよ！
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BRAND
NEW

シドニー湾でセーリング
（オーストラリア）

やんちゃなパンダの兄弟
（中華人民共和国）

九份の提灯騒ぎ
（台湾）

美肌効果抜群の名湯
（日本）

木靴と風車とチューリップ
（オランダ）

※企画書送付ご希望の方は、こちらのアドレスにご連絡を！→  info2@trickart.co.jp

『世界一周[トリックアート]の旅』が、多方面より好評のお声をいただいております‼
ヨーロッパ・アジア・オセアニア・日本。世界の名所が続々完成。

　「那須とりっくあーとぴあ」の
工房でなければ、なかなか観れ
ないトリックアートの制作風景。
いやぁ、テクノロジーの進化は凄
い（時代錯誤ですね…）。公式イ
ンスタグラムから、制作風景もぞ
くぞく生配信していきます‼

インスタでライブペイントが観れる？BRAND NEW

公式サイト ： https://www.instagram.com/trickartjapan ※このPOPのある会場で、配布しています。→

　『千円札もらえるってほん
と？』『本当です。が、一見本物に
見えますが、裏返すと、弊社制作
部公式インスタグラムを紹介して
いるカードですけどね…。』無料
配布しているので、友達に見せて
ビックリさせてくださいね～。

えっ？千円札がもらえるってほんと？BRAND NEW
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