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TOKYO ILLUSTRATORS SOCIETY PRESENTS

東京東 - シタマチ Discovery - 開催

株式会社リクルートホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：峰岸真澄）が運営する
ギャラリー「クリエイションギャラリーG8（http://rcc.recruit.co.jp/）」では、2017年8月22日(火)から9月14日(木)の
期間、23回目となる東京イラストレーターズ・ソサエティ（TIS）の展覧会「TOKYO ILLUSTRATORS SOCIETY 
PRESENTS 東京東- シタマチ Discovery -」を開催いたします。

TOKYO ILLUSTRATORS SOCIETY PRESENTS 東京東- シタマチ Discovery -について

23回目となる東京イラストレーターズ・ソサエティ（TIS）の展覧会として「TOKYO ILLUSTRATORS 
SOCIETY PRESENTS 東京東- シタマチ Discovery -」 を開催いたします。
今年は、会の名称にちなみ、東京、それも会場の銀座を含む東半分の色濃いエリアがテーマです。来年の設立30

周年を前に、江戸下町から継承した伝統と新しいエネルギーが混在する今注目の景色を、163人のアンテナで描き
あげます。「東京東」再発見にお出かけください。

■企画展名 TOKYO ILLUSTRATORS SOCIETY PRESENTS

東京東

- シタマチ Discovery –

■会期 2017年8月22日(火)～9月14日(木)

11:00～19:00 日曜・祝日休館 入場無料

■会 場 クリエイションギャラリーG8

〒104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1階

TEL 03-6835-2260 http://rcc.recruit.co.jp/

■主催 一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ

■用紙協力 株式会社竹尾

■協力 クリエイションギャラリーG8、久米繊維工業株式会社

■展示内容 イラストレーション原画163点を展示・販売。

「東京東」をテーマに30cm×30cmの正方形に描き下ろします。

※一部出力作品もございます。出品作家は別紙をご覧ください。

■作品販売価格 1点 35,000円（消費税・額代込み）

※一部非売作品もございます。

[販売に関してのお知らせ] 

作品のご購入に関しましては、購入を希望される方の先着順とさせていただきます。

※初日午前中のみ、作品ご購入のお申し込みの順番を抽選で決定させていただきます。

ご購入希望の方には、11時から11時30分まで抽選券を配付。11時30分より抽選を開始し、

購入順を決定。この順にご希望の作品を販売いたします。

※11時30分以降にご来場のお客様は、抽選参加者のお申し込みがすべて終了するまで、

販売の受付はお待ちいただきますので、あらかじめご了承ください。

そのあとは、通常通り、お申し込み順に販売を行います。

※抽選券の配付は、ご来場のお客様を対象とし、おひとり1枚とさせていただきます。

(電話での受付は行いません。)

なお、抽選券1枚につき、作品購入は1点とします。
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http://rcc.recruit.co.jp/
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■トークショー 第280回クリエイティブサロン「ディープ・ザ・東京東」

開催日：9月6日(水) 19:10～20:40 

ゲストをお招きして、東京の東側にまつわるお話を聞くトークショーを開催いたします。

出演:佐藤直樹(アートディレクター、デザイナー)

都築響一(編集者) 

入場無料。要予約(03-6835-2260)

※平日 11:00～19:00受付。8/14～18を除く。

■夜店2017  開催日：9月12日(火) 18:30～20:30 入場無料

TISが誇る作家陣がレアグッズ、手作りグッズを携えて一日限定のオリジナル店舗を展開。

今年もお客様参加型の楽しいイベントを計画しております。

※イベントの詳細・出店作家は、決まり次第ウェブサイトに掲載いたします。

作品タイトル・出品作家

「山越天孫来迎図(下のレイヤーに結合)」 2016

＜作品タイトル＞

浅野みどり「old house」 久木田知子「Ameyoko」 谷口広樹「あんみつ」

ヒロミチイト「西郷どーん！」 藤枝リュウジ「まんじゅうこわい」 松尾たいこ「春うららスカイツリー」

＜出品作家＞敬称略 163名 ＊非売作家

赤池佳江子 北村ケンジ ヒロ杉山 舟橋全二 秋山 孝 木村桂子

鈴木 圭 古川タク 秋山 花 木村晴美 ソリマチアキラ 古谷充子

浅賀行雄 久木田知子 高橋キンタロー ほししんいち 浅妻健司 国井 節

竹井千佳 星野ちいこ 浅野みどり 国分チエミ 田嶋 健 マスリラ

あずみ虫 久保周史 田島征三 松尾たいこ あべ弘士 くまあやこ

田尻真弓 松倉香子 網中いづる 熊井 正 田代 卓 ＊ 松本孝志

新井苑子 ＊ 久村香織 多田景子 真鍋太郎 飯田 淳 黒田愛里

谷口広樹 真々田ことり いざわ直子 黒田 潔 タムラフキコ 丸山誠司

石川えりこ 桑原伸之 タラジロウ みずうちさとみ 石山好宏 KUNTA

天明幸子 水上みのり 板垣しゅん ケッソクヒデキ 唐仁原多里 水沢そら

井筒啓之 小池アミイゴ 唐仁原教久 南 伸坊 井筒りつこ 五辻みつる

とどろきちづこ ミナミタエコ 伊藤彰剛 小寺茂樹 永井もりいち ミヤギユカリ

いとう瞳 ＊ ごとうえみこ 中島陽子 ミヤタチカ 伊野孝行 ゴトウヒロシ

ナガノホナミ 村井和章 上路ナオ子 古村耀子 中村幸子 村田善子

ウエノ★アモーレ★ヒロスケ 近藤圭恵 中山尚子 もとき理川 えんどうゆりこ

サイトウマスミ 西山寛紀 森 英二郎 大久保厚子 斉藤美奈子ボツフォード

西山竜平 森 学 大高郁子 さか井美ゆき 二宮由希子 八木美穂子

大野八生 阪口笑子 ネモト円筆 矢吹申彦 ＊ 大森とこ さかたしげゆき

根本 孝 山口はるみ オカダミカ/micca 櫻井砂冬美 野村俊夫

山口マサル 小川かなこ 佐々木悟郎 野村美也子 山崎綾子 奥原しんこ

笹部紀成 鴻 奈緒 山﨑杉夫 音部訓子 ささめやゆき 長谷川慶子

山崎のぶこ 海谷泰水 佐藤香苗 秦 直也 山﨑若菜 影山 徹

佐藤昌美 初谷佳名子 山下以登 加藤裕將 信濃八太郎 濱 愛子

山田博之 川上和生 篠崎三朗 日端奈奈子 山本重也(Shige) 

川村 易 下谷二助 平澤一平 吉岡里奈 管野研一 霜田あゆ美

平松尚樹 吉實 恵 北澤平祐 下村 勝 廣中 薫 若林 夏

北住ユキ 城芽ハヤト ヒロミチイト 渡辺浮美生 北田哲也 白肌4

藤井紗和 わたべめぐみ 北村 治 ＊ スガミカ 藤枝リュウジ

※非売作家は変更になる場合があります。詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit.jp/support/form/

https://www.recruit.jp/support/form/
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藤枝リュウジ「まんじゅうこわい」

浅野みどり「old house」 久木田知子「Ameyoko」

松尾たいこ「春うららスカイツリー」

谷口広樹「あんみつ」 ヒロミチイト「西郷どーん！」


