黒展
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北口

西荻窪駅
JR 中央・総武線

新宿 >

tasu cafe
東京都杉並区西荻北 3-1-9 山屋ビル 3 階
北口徒歩 40 秒「床や」があるビル
12/15 (土) 貸切り ※ゲストのみ入店可
12/16 (日) 13:00 ~ 22:00

今回は墨字
今まで逆輸入的日本をテーマにポップスタイル
作品を描いてきたあおきもの. が旅先の仙台でたまたま震
災を体験し『いつどうなるか分からない』
と感じ『思いついた事で自
分ができる物はドンドン形にしていこう！』思い
“書”
に挑戦しました。
あおきもの. 書のテーマは「媒体 Bi-Callygraphy」
（造語）
です。日本
語と同意味の英語を同じ字に書いた作品です。読めるか読めない
かは見る人によって違います。見る距離、
角度を変えてご覧ください。
今回、直筆 80 余点の作品から厳選約 20 点を展示します。
さて、この題字は何と読めますか？

黒フード・黒スイーツ
３
（料理大好き女子３人）がこの展示日限定
で美味しい黒フード & 黒スイーツを提供し
ます。黒い作品を観ながら黒フード & 黒ス
イーツを愉しむのはいかがでしょうか？当
日は写真の他にも多数予定しています。

あおきもの.
静岡県出身。東京都在住。バンタンデザイン研究所（専門学校）
で
グラフィックデザインを勉強後 1997 年からベンチャー企業で
Web デザイナーとして働く。2002 年にフリーに転進。現在も様々
な Web デザインを手掛けながらこの作品も制作。稀に個展を開
催。常時展示は各地に点在。いつかは海外で展示したいと野望を
抱いている。写真撮影や各地にある顔出しパネルを探しに旅する
のが趣味。日々何かおもしろい事ができないかと考えている。
オフィシャル

http://www.aokimono.com/

フェイスブック http://www.facebook.com/aokimono
ツイッター
i.aokimono.com

http://twitter.com/aokimono

趣味：カオパネ探検隊 http://www.kaopane.com/

あお氣學 [ 無料 ]
数年前から氣学
（統計学）
を学び、それを日々の生活に活用しています。
無料であなたの吉方日
（今年・来年の良き日と方向）
を鑑定します。
興味がある方は声をお掛けください。
※12/15（土）はあおきもの.レセプションパーティーのため招待客以外の方の
入店が出来ません。ご了承ください。

あおきもの
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Drawn by two words combined
Aokimono. has been creating Japanese-style Illustrations
(Alternative Japan illustrations) since 1997. Currently, I am
working on creation of Japanese-Calligraphy. The theme is
“Bi-calligraphy (Bilingual Calligraphy)”, which is to draw
one word using two languages. I experienced
the huge earthquake in 2011 3.11 while I
was traveling Sendai. Then he thought
“Never know what will happen to me”and“I
will continue to create what I can”.
If you cannot read this
title, you may want to
change the distance or the
angle. You will find hidden
something, including script
characters.Can you see it?

Aokimono.
Located in Tokyo. Born in Shizuoka. He studied
graphic-design at Vantan design institute. He worked
at IT venture company as Web-designer for 5 years.
He has been working as freelance designer since 2002.
He has been creating many website design while he
works on his own art works. Sometime, he put on his solo
exhibition. His works are being exhibited in various
locations in Japan. He has ambition to hold his exhibition
out of Japan someday. His hobby is
photography and travel around the country to
find the 'Face in a Hole' artwork boards.
Offical http://www.aokimono.com/
Facebook http://www.facebook.com/aokimono
Twitter

http://twitter.com/aokimono

i.aokimono.com

KaopaneExplolars http://www.kaopane.com/

3(Miii) makes “Blacks” foods & Sweets

Aokimono.

BLACKS

15 (sat) -16(sun).Dec.2012
in +cafe

Mos
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convenience store
police box

north exit

Nishi-Ogikubo st.
JR Chuō and Sōbu line
< Kichijōji
Shinjuku >

15 Dec *Reserved
16 Dec 13:00 - 22:00
tasu cafe
3F Yamaya bild,
3-1-9 Nishi-Ogi-Kita,
Suginami-ku,
Tokyo, Japan

The ”3”is the unit by pretty ladies
who really love to cook. They will
make you Black foods and Black
sweets during the exhibition.
You can appreciate the Black works and
eat the Blacks at the same time! They are
very tasty and healthy :)
s invited guest.
*15 Dec is Reserved. It can be carry out Aokimono’

aokimono
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