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私は、時間・存在・生命・美といったものの本質を問いかける、
もしくはそれらに関する想像や記憶を想起させる装置としての現代美術作品の制作、発表を行います。

その手段には、布もしくは紙にプリントしたモノクローム写真をベースに、
モチーフに応じて選択した素材で描画するミクストメディアを用います。

近年は、そのようなミクストメディアに加え、クリスタルガラスを併用した作品、
また写真ながらも絵画的に処理を施した作品を制作。

それらを組み合わせたインスタレーションを行う等、多角的な空間アプローチを試みます。

I create works of art as a means to question the essential elements of time, existence, life and beauty 
or as an approach to awaken the imagination and the memories of them.

I first print monochrome images onto cloth or paper. 
I paint lines on them using materials that select depending on the motifs of the images.

Recently, I have been working with crystal glass and photographs that are painted like a painting, 
combined into a single installation work.





影のわずらい　

Doppelgenger

2014 -

作品のタイトルにした「影のわずらい」は、「ドッペルゲンガー（独 : Doppelgänger）」の別名。
自分の姿をした分身、もしくはそれを見る現象を、古い時代の日本でそう呼ばれていた事から引用しました。
ここに写る「人」は、作者自身であり鑑賞者自身。観念であり実在します。
仮面を被る、装うことへのためらい。
リンゴというイメージ、概念の破壊。
死者を弔う為の曲という、与えられた役割から音を開放したいという願望。
それぞれのベクトルは、純粋、単純、本質的であろうとすることに向けられます。
しかし、ベクトルを向ける、願望を抱く事こそは、複雑で、混沌としています。
世界があらゆる要素の絶妙なバランスで成り立つように、個人の思考や願望、観念は
脆くも強靭な力を持つように感じます。

「影のわずらい」は鑑賞者にその存在を委ねられる一方で、写真として独立します。
あらゆる写真・芸術作品、作者、鑑賞者など、それらの関係性の再考として、制作を行いました。

The title ” Kage-No-Wazurai” (means “suffering of the shadow” ) which, in Japanese, 
is the same meanings as the German word Doppelganger. 
This word was used a log time ago in Japan. It means “an apparition or double of a living person” . 
This person in the image is myself and also the viewer. It is a notion and reality. 
The hesitance to wear a mask or have something to hide. The image of an apple, is the destruction of the concept. 
The make a song to mourn the dead, a desire to create my own sound. 
Each direction aims to be pure, simple and original. However, 
to face the direction and hold desire is complicated and chatic. As the world holds, in perfect balance, all elements, 
personal thoughts and aspirations, ideas are fragile but have a strong “Kage-No-Wazurai” (Doppelgenger) allows 
the viewer to see how they see existence, but on the other hand, this is a photograph.
 I reconsidered the relationship between artwork, photography, the artist and the viewer. 



ラムダプリント

80.0 × 74.0cm

lambda print
80.0 × 74.0cm



ラムダプリント

80.0 × 74.0cm

lambda print
80.0 × 74.0cm



ラムダプリント

80.0 × 74.0cm

lambda print
80.0 × 74.0cm



皮下の過激から理性への回帰　

From the Extreme of Subcutaneous to the Return to Reason

2016

27 歳日本人女性のセルフポートレート。

The Self-Portrait Series as a 27 year old Japanese woman.



ヒールと裸足
インクジェットプリント
アクリルマウント
180.0 × 90.0cm

High Heels and Barefoot
ink-jet print mounted
with plexiglas
180.0 × 90.0cm



グラス
インクジェットプリント
アクリルマウント
180.0 × 90.0cm

Glass
ink-jet print mounted
with plexiglas
180.0 × 90.0cm



渇いた花
ラムダプリント
60.0 × 60.0cm

Thirsty Flowers
lambda print
60.0 × 60.0cm

壊す手
ラムダプリント
60.0 × 60.0cm

Hand to Break
lambda print
60.0 × 60.0cm

ナルシス
ラムダプリント
60.0 × 60.0cm

Narcisse
lambda print
60.0 × 60.0cm



白日
ラムダプリント
90.0 × 68.0cm

Broad Daylight
lambda print
90.0 × 68.0cm



2016 年 人口動態・図 7-1・女
ラムダプリント
90.0 × 68.0cm

Demographic 2016, Figure7-1, woman
lambda print
90.0 × 68.0cm



キャベツ
ラムダプリント
90.0 × 68.0cm

Cabbage
lambda print
90.0 × 68.0cm



カメレオン
ラムダプリント
90.0 × 68.0cm

Chameleon
lambda print
90.0 × 68.0cm





青い唇
インクジェットプリント
アクリルマウント
90.0 × 150.0cm

Blue Lips
ink-jet print mounted
with plexiglas
90.0 × 150.0cm

双頭
インクジェットプリント
アクリルマウント
90.0 × 150.0cm

Two-Headed
ink-jet print mounted
with plexiglas
90.0 × 150.0cm

肖像
キャンバス
インクジェットプリント
透明メディウム
41.0 × 31.8cm

Portrait
ink-jet print on canvas 
on panel clear medium
41.0 × 31.8cm





個展　｢ 皮下の過激から理性への回帰 ｣ | TEZUKAYAMA GALLERY 大阪 　2016.10.07(fri.)-10.29(sat.)



Lost Idea　

2014 -

雑誌のグラビアの上に割れた皿の破片をのせて、撮影。
流行の儚さと意味の崩壊、再構築をテーマに制作。

The work is shooting the photo by the fragment of broken glass put on the photogravure at the magazine.
I express 'vogue is transient', and collapse and reconstruction of meaning.



Lost Idea #1
インクジェットプリント
59.7 × 40.0cm

Lost Idea #1
ink-jet print
59.7 × 40.0cm



Lost Idea #2
インクジェットプリント
60.4 × 40.4cm

Lost Idea #2
ink-jet print
60.4 × 40.4cm



Lost Idea #3
インクジェットプリント
60.4 × 40.4cm

Lost Idea #3
ink-jet print
60.4 × 40.4cm



Lost Idea #4
インクジェットプリント
60.4 × 40.4cm

Lost Idea #4
ink-jet print
60.4 × 40.4cm



個展　｢Flash ⇆ Infinity ｣ | eN arts 京都 　2015.01.09(fri.)-01.31(sat.)
P h o to g ra p h e r :  To m a s  S va b



Eternity　

2014 -

Eternity/White bouquet #1
ガラス・UV プリント
1.2(2.7) × 9.8 × 14.5(14.7)cm

Eternity/White bouquet #1
uv print on glass
1.2(2.7) × 9.8 × 14.5(14.7)cm

Eternity/White bouquet #2
ガラス・UV プリント
1.2(3.3) × 9.6 × 14.7(15.0)cm

Eternity/White bouquet #2
uv print on glass
1.2(3.3) × 9.6 × 14.7(15.0)cm

Eternity/White bouquet #3
ガラス・UV プリント
1.3(3.5) × 9.7 × 14.9(15.1)cm

Eternity/White bouquet #1
uv print on glass
1.3(3.5) × 9.7 × 14.9(15.1)cm





Eternity/ ブーケ
クリスタルガラス・レーザーエッチング
63.0 × 45.0 × 1.0cm

Eternity/Bouquet
laser etching inside crystal glass
63.0 × 45.0 × 1.0cm







Eternity/ 破片
#1　#2　#3　#4
#5　#6　#7　#8
クリスタルガラス・レーザーエッチング
7.5 × 4.7 × 4.7cm

Eternity/Bits of glass
#1　#2　#3　#4
#5　#6　#7　#8
laser etching inside crystal glass
7.5 × 4.7 × 4.7cm







Flash　

2014 -

鮮度のある花を撮影、プリントした紙の上から銀箔を重ねたミクストメディア。
花の刹那的な鮮美と箔の瞬間の煌めきを、カメラのフラッシュになぞらえ、生命力と時間の尊さを表現する。

This is a series of photographs of fresh flowers, After printing on paper, I apply silver leaf.
I liken the flower’ s fresh beauty and the sparkle of silver leaf to the Camera flash, 
I express life force and preciousness of time.



Flash/Rose and Chrysanthemum
インクジェットプリント ( 楮紙 )・木製パネル・銀箔
21.0 × 29.7cm

Flash/Rose and Chrysanthemum
ink-jet print on Kozo paper on panel, silver leaf
21.0 × 29.7cm



Flash/Bouquet BK Flash/Bouquet WH

Flash/Calla(front) BK Flash/Calla(front) WH

Flash/Calla(side) BK Flash/Calla(side) WH



Flash/Bouquet WH

Flash/Calla(front) WH

Flash/Calla(side) WH

Flash/Chrysanthemum(front) BK Flash/Chrysanthemum(front) WH

Flash/Chrysanthemum(side) BK Flash/Chrysanthemum(side) WH

Flash/Rose(front) BK Flash/Rose(front) WH



インクジェットプリント ( 楮紙 )・木製パネル・銀箔
30.0 × 30.0cm

ink-jet print on Kozo paper on panel, silver leaf
30.0 × 30.0cm

Flash/Rose(side) BK Flash/Rose(side) WH

Flash/Rose



Flash/Rose(side) WH

個展　｢Flash ⇆ Infinity ｣ | eN arts 京都 　2015.01.09(fri.)-01.31(sat.)
P h o to g ra p h e r :  To m a s  S va b



Complex　

2013 -

被写体が劣等感を覚える身体の部位を撮影し、その上から化粧品のファンデーションを重ねたミクストメディア。
本来第三者には見られたくない部分に化粧品でカバーをする一方で、
第三者の視線はファンデーションへと集中してしまうというアイロニーを通して、
被写体の「コンプレックス」の奥に潜む想いを表す。

This is a series of photographs taken of the body parts of a subject 
to which he/she has an inferiority complex for one reason or another.
I applied cosmetic foundation powder to the print as if this make-up tool would cancel out the inferiority complex.
The objective of the project is to express the thirst for acceptance of one self by applying cosmetic foundation powder
to the body parts in which the inferiority complex exists.
Even though cosmetic foundation is generally used to cover the parts one doesn’ t want others to see,
it only serves a role to gather others’ gaze to its artificiality.



Complex/ 皮下の自意識
ラムダプリント・パウダーファンデーション
160.0 × 90.0cm

Complex/ Self-consciousness of Subcutaneous
lamda print, foundation
160.0 × 90.0cm



Complex/ 脚
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・水溶性塗料・パウダーファンデーション
162.0 × 97.0cm

Complex/Leg
ink-jet print on cloth on panel, synthetic resin paints, powder foundation
162.0 × 97.0cm



Complex/ 指先 #1
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・水溶性塗料・パウダーファンデーション
162.0 × 112.0cm

Complex/Fingertip#1
ink-jet print on cloth on panel, synthetic resin paints, powder foundation
162.0 × 112.0cm



Complex/ 指先 #2
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・水溶性塗料・パウダーファンデーション
162.0 × 112.0cm

Complex/Fingertip#2
ink-jet print on cloth on panel, synthetic resin paints, powder foundation
162.0 × 112.0cm



個 展　｢Complex/Crushed/Condolense ｣ | TEZUKAYAMA GALLERY 大 阪 　
2013.06.07(fri) - 07.06(sat)



Condolence　

2013 -

枯れかける花の写真を撮影後、茎や葉、花冠などの部分に灰を重ねるミクストメディア。
弔いと再生の概念を持つ灰を用いる事で、朽ち果てて行く花への弔いの意思と、繋がり続ける生命の輪廻を表現。

The objective of the project is to express the cycle of reincarnation as well as to make a call of condolence
by taking pictures of dying flowers and apply ashes on prints that embody resurrection.



Condolence/ デルフィニウム
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
91.0 × 72.7cm

Condolence/Delphinium
ink-jet print on cloth on panel, ash
91.0 × 72.7cm



Condolence/ ブーケ #2
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
72.7 × 91.0cm

Condolence/Bouquet#2
ink-jet print on cloth on panel, ash
72.7 × 91.0cm



Condolence/ ブーケ
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
91.0 × 60.6cm

Condolence/Bouquet
ink-jet print on cloth on panel, ash
91.0 × 60.6cm



Condolence/ キク、葉
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
91.0 × 60.6cm

Condolence/Chrysanthemum, leave
ink-jet print on cloth on panel, ash
91.0 × 60.6cm



Condolence/ ヒマワリ
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
91.0 × 60.6cm

Condolence/Sunflower
ink-jet print on cloth on panel, ash
91.0 × 60.6cm



Condolence/ ブーケ
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
80.3 × 80.3cm

Condolence/Bouquet
ink-jet print on cloth on panel, ash
80.3 × 80.3cm



Condolence/ サクラ
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
60.6 × 91.0cm

Condolence/Cherry Blossoms
ink-jet print on cloth on panel, ash
60.6 × 91.0cm



Condolence/ バラ #2
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
80.3 × 60.6cm

Condolence/Rose#2
ink-jet print on cloth on panel, ash
80.3 × 60.6cm



Condolence/ キク
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
80.3 × 65.2cm

Condolence/Chrysanthemum
ink-jet print on cloth on panel, ash
80.3 × 65.2cm



Condolence/ ユリ
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
80.3 × 53.0cm

Condolence/Lily
ink-jet print on cloth on panel, ash
80.3 × 53.0cm



Condolence/ バラ
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・灰
80.3 × 53.0cm

Condolence/Rose
ink-jet print on cloth on panel, ash
80.3 × 53.0cm



Crushed　

2013 -

割れた食器の破片を原型に近い形で組み合わせ、撮影。プリントした写真の上から、
破片の隙間部分に銀箔もしくは金を定着させたミクストメディア。
装飾として本来は意図的に用いられる箔や金を、偶然に出来上がったヒビ割れへ重ねる事で、装飾や美の本質を問うと共に、

「形あるものはいつか壊れる」という実体の与えられた限りある時間と、その存在の尊さを表現する。

This is a series of photographs of broken dishes, reconstructed to bear their intended forms.  
After printing on cloth, I apply silver leaf or gold to fill the cracks made by chance.  
Silver leaf and Gold was fundamentally invented and historically 
used in multiple cultures throughout multiple centuries for decorative
and restoration purposes.  In doing so, I try to embody the substantial quest for 
beauty and style as well as limited life and nobility of any existing, man-made objects that are not eternal.



Crushed/still life_owl
インクジェットプリント・オペークインク・金
30.0 × 30.0cm

Crushed/still life_owl
ink-jet print, opaque ink, gold
30.0 × 30.0cm



Crushed/still life_stock
インクジェットプリント・オペークインク・金
30.0 × 30.0cm

Crushed/still life_owl
ink-jet print, opaque ink, gold
30.0 × 30.0cm



Crushed/still life_aroma lamp
インクジェットプリント・オペークインク・金
30.0 × 30.0cm

Crushed/still life_aroma lamp
ink-jet print, opaque ink, gold
30.0 × 30.0cm



Crushed/still life_flower, sheep
インクジェットプリント・オペークインク・金
30.0 × 30.0cm

Crushed/still life_flower, sheep
ink-jet print, opaque ink, gold
30.0 × 30.0cm



Crushed/ vertigo
#1　#2　#3
#4　#5　#6
#7　#8　#9
インクジェットプリント・オペークインク・金
30.0 × 30.0cm

Crushed/ vertigo
#1　#2　#3
#4　#5　#6
#7　#8　#9
ink-jet print, opaque ink, gold
30.0 × 30.0cm



Crushed/clock
ラムダプリント・オペークインク・金
30.0 × 30.0cm

Crushed/clock
lamda print, opaque ink, gold
30.0 × 30.0cm



Crushed/ 差異と反復
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・銀箔
30.0 × 30.0cm　49 点組

Crushed/Difference and Repetition
ink-jet print on cloth on panel, silver leaf
30.0 × 30.0cm　49Images



個展　｢TRACE FILM BAR-1 | Misato Kurimune FILM Installation ｣ | trace 京都 　2014.09.20(fri.)-09.23(sun.)
インスタレーション（照明・音）　22 分



Crushed/ 皿
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・銀箔
45.0 × 45.0cm

Crushed/Dish
ink-jet print on cloth on panel, silver leaf
45.0 × 45.0cm

Crushed/ 器 #1
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・銀箔
45.0 × 45.0cm

Crushed/Bowl#1
ink-jet print on cloth on panel, silver leaf
45.0 × 45.0cm

Crushed/ 器 #2
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・銀箔
45.0 × 45.0cm

Crushed/Bowl#2
ink-jet print on cloth on panel, silver leaf
45.0 × 45.0cm

Crushed/ ガラス皿
インクジェットプリント ( 布 )・木製パネル・銀箔
45.0 × 45.0cm

Crushed/Glass dish
ink-jet print on cloth on panel, silver leaf
30.0 × 30.0cm



Installation
【 Complex Wedding 】

2014 年 7 月 11 日 ( 金 )-13 日 ( 日 )
ホテルグランヴィア大阪　6119 号室

11th (Fri) -13th (Sun) July, 2014
at HOTEL GRANVIA OSAKA　room 6119









栗棟美里

　　　 兵庫県在住
1988　兵庫県生まれ
2011　京都精華大学芸術学部メディア造形学科版画コース卒業
2013　京都精華大学大学院芸術研究科博士前期課程版画専攻修了
2013-   京都精華大学芸術学部  非常勤講師

　　　 個展

2018　｢Nobleness｣｜シエリア夙川サロン NGL ギャラリー , 兵庫
2016　｢皮下の過激から理性への回帰｣｜TEZUKAYAMA GALLERY, 大阪
2015　｢Flash⇆Infinity｣｜eN arts, 京都
2014　｢ART OSAKA 2014『Complex Wedding』｣｜ホテルグランヴィア大阪
2013　｢Complex / Crushed / Condolence｣｜TEZUKAYAMA GALLERY, 大阪

 
　　　  グループ展

 2018　｢RE: FOCUS vol.3 ｣｜TEZUKAYAMA GALLERY, 大阪
2017　｢ペーパーボイス大阪 20 周年記念 ポスター展｣| 平和紙業株式会社 ペーパーボイス大阪
2015　｢世界の逸品展 現代アートの扉 -DOORS｣｜ウェスティンホテル東京
2013　｢Re:Focus｣｜TEZUKAYAMA GALLERY, 大阪　
　　　 ｢PATinKyoto 京都版画トリエンナーレ 2013｣｜京都市美術館
2012    ｢ART KYOTO meets FUJII DAIMARU【Grassland】｣｜藤井大丸 , 京都
　　　 ｢C'est moi?｣｜ギャラリーメゾンダール , 大阪
　　　 ｢2012 京展｣｜京都市美術館
　　　 ｢Work in Progress 2012｣｜MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w, 京都
　　　 ｢版画の断面 -4｣｜東北芸術工科大学 本館 7 階ギャラリー , 山形
　　　 ｢版画の未来とグローバルヴィジョン｣｜京都精華大学ギャラリーフロール　　　
2011　｢Re-print｣｜文房堂ギャラリー , 東京
　　　 ｢第 36 回全国大学版画展｣｜町田市立国際版画美術館 , 東京
　　　 ｢SEIKA×TAMABI 版画交流展｣｜京都精華大学ギャラリーフロール
　　　 ｢烏丸 michikusaART｣｜ラクエ四条烏丸・COCON KARASUMA, 京都
　　　 ｢版画の断面 -3｣｜東北芸術工科大学 本館 7 階ギャラリー , 山形
　　　 ｢第 5 回大学版画展受賞者展｣｜文房堂ギャラリー , 東京
　　　 ｢Shashin?｣｜TEZUKAYAMA GALLERY, 大阪
　　　 ｢前橋アートコンペライブ入賞者展｣｜旧ウォーク館 , 群馬
2010    ｢第 35 回全国大学版画展｣｜町田市立国際版画美術館 , 東京
　　　 ｢Art and Critique 2010 -Extention-｣｜成安造形大学メディアギャラリー , 滋賀
　　　 ｢ARTCAMP2010｣｜ギャラリーヤマグチクンストバウ , 大阪
2009　｢HANGA-CHANGE｣｜ギャラリーマロニエ , 京都
2008　｢via art OSAKA 2008｣｜サンケイブリーゼホール , 大阪

 



　　　  アートフェア

2017    ｢spiral take art collection 2017 蒐集衆商｣｜スパイラルガーデン , 東京
2015    ｢FOTOFEVER｣｜Carrousel du Louvre, パリ
2013　｢～Osaka ギャラリーセレクション～ 女性アーティストたちの視点｣
　　　 阪急百貨店うめだ本店 アートステージ , 大阪
　　　 ｢YOUNG ART TAIPEI｣｜シェラトングランデホテル台北 , 台湾
　　　 ｢Art Toronto｣｜メトロトロントコンベンションセンター , カナダ
2012　｢アートフェア東京 2012｣｜東京国際フォーラム
　　　 ｢アート京都 2012｣｜国立京都国際会館 アネックスホール
　　　 ｢Art Toronto｣｜メトロトロントコンベンションセンター , カナダ

 
　　　  イベント

2017　｢Crushed / copy｣｜オステリアレガーロ , 兵庫
2014　｢So・Ko・Do｣｜Trace, 京都
　　　 ｢Film Bar 1-Film Installation｣｜Trace, 京都
 

　　　 受賞暦

2012　｢2012 京展｣｜版画部門 入選
2011　｢第 36 回全国大学版画展｣｜美術館収蔵賞
2010　｢前橋アートコンペライブ 2010｣｜伊東順二審査員特別賞
　　　 ｢第 35 回全国大学版画展｣｜美術館収蔵賞
　　　 ｢2010 京展｣｜版画部門 市長賞
 

　　　 パブリックコレクション

　　　 町田市立国際版画美術館
　　　 千島土地株式会社
　　　 社会福祉法人 正福会
　　　 平和紙業株式会社



MISATO  KURIMUNE

　　　 Lives and works in Hyogo, Japan
1988　Born in Hyogo, Japan
2011　Kyoto Seika University, B.F.A.
2013　Kyoto Seika University, M.F.A.
2013-   Kyoto Seika University, Lecturer (part-time)

　　　 Solo Exhibitions

2018　"Nobleness"｜CIELIA Shukugawa Salon NGL Gallery, Hyogo
2016　"From the Extreme of Subcutaneous to the Return to Reason" ｜TEZUKAYAMA GALLERY, Osaka
2015　"Flash⇆Infinity"｜eN arts, Kyoto
2014　"ART OSAKA 2014『Complex Wedding』"｜Hotel Granvia Osaka
2013　"Complex / Crushed / Condolence"｜TEZUKAYAMA GALLERY, Osaka

　　　  Group Exhibitions

2018　"Re:Focus vol.3"｜TEZUKAYAMA GALLERY, Osaka
2017　"PAPER VOICE 20TH ANNIVERSARY EXHIBITION"｜PAPER VOICE OSAKA
2015　"Doors"｜The Weston Tokyo
2013　"Re:Focus"｜TEZUKAYAMA GALLERY, Osaka
　　　 "PATinKyoto Print Art Triennale in Kyoto 2013"｜Kyoto Municipal Museum of Art
2012　"ART KYOTO meets FUJII DAIMARU【Grassland】"｜Fujii Daimaru, Kyoto
　　　 "C'est moi?"｜GALLERY MAIZON D'ART, Osaka
　　　 "Kyoten 2012"｜Kyoto Municipal Museum of Art
　　　 "Work in Progress 2012"｜MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w, Kyoto
　　　 "Cross-Section of Prints 4"｜Tohoku University of Art and Design, Yamagata
　　　 "Future Outlook and Global Vision of Print"｜Gallery Fleur, Kyoto　　　
2011　"Re-print"｜Bumpodo Gallery, Tokyo
　　　 "The 36th Annual Exhibition of the Association of Japanese Art Colleges"
　　　 Machida City Museum of Graphic Arts, Tokyo
　　　 "2011 SEIKA×TAMABI"｜Gallery Fleur, Kyoto
　　　 "KARASUMAmichikusaART"｜LAQUE SHIJO KARASUMA・COCON KARASUMA, Kyoto
　　　 "Cross-Section of Prints 3"｜Tohoku University of Art and Design, Yamagata
　　　 "The 5th prize winners exhibition at Annual Exhibition of the Association of Japanese Art Colleges"
　　　 Bumpodo Gallery, Tokyo
　　　 "Shashin?"｜TEZUKAYAMA GALLERY, Osaka
　　　 "The prize winners exhibition at MAEBASHI ART COMPE LIVE"｜Old Walk Maebashi, Gunma
2010    "The 35th Annual Exhibition of the Association of Japanese Art Colleges"
　　　 Machida City Museum of Graphic Arts, Tokyo
　　　 "Art and Critique 2010 -Extention-"｜ Seian University of Art and Design, Shiga
　　　 "ARTCAMP2010"｜Gallery Yamaguchi kunst-bau, Osaka
2009　"HANGA-CHANGE"｜Gallery Maronie, Kyoto
2008　"via art OSAKA 2008"｜Sankei Hall Breeze, Osaka



 　　　  Art Fairs

 2017　"spiral take art collection 2017 'SHU SHU SHU SHOW' "｜Spiral Garden, Tokyo
2015　 "FOTOFEVER"｜Carrousel du Louvre, Paris
2013　 "Osaka Gallery Selection"
　　　 Hankyu Department Store Main Store Art Stage, Osaka
　　　 "YOUNG ART TAIPEI"｜Sheraton Grande Taipei Hotel, Taiwan
　　　 "Art Toronto"｜Metro Toronto Convention Center, Canada
2012　"ART FAIR TOKYO 2012"｜Tokyo International Forum
　　　 "ART KYOTO 2012"｜Kyoto International Conference Center Annex Hall
　　　 "Art Toronto"｜Metro Toronto Convention Center, Canada

  
　　　  Events

 2017　"Crushed / copy"｜Osteria Regalo, Hyogo
2014　"So・Ko・Do"｜Trace, Kyoto
　　　 "Film Bar 1-Film Installation"｜Trace, Kyoto

　　　 Awards

 2012　"Kyoten 2012"｜Selected for Prints Category
2011　"The 36th Annual Exhibition of the Association of Japanese Art Colleges"｜Museum Collection
2010　"MAEBASHI ART COMPE LIVE 2010"｜Junji ITO Special Jury Prize
　　　 "The 35th Annual Exhibition of the Association of Japanese Art Colleges"｜Museum Collection
　　　 "Kyoten 2010"｜Mayor Prize for Prints Category

　　　 Public Collections

　　　 Machida City Museum of Graphic Arts
　　　 Chishima Real Estate Co., Ltd.
 　　　 Social Welfare Corporation Shoufukukai
　　　 Heiwa Paper Co., Ltd.
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