
飯沼由貴 / 磯﨑菜那 / いろはあやの / 内田 亘 / ema kawanago / 大久保 惠 / 亀下 渚 / 北川 朔 / 木下 武 
佐々木 茜 / 清水レイ / 下重ななみ / しょうじこずえ / 高津ゆい / 高橋 梓 / 高橋祐次 / 中島淳志 / 中島綾美 
西川果歩 / 花菱 慧 / 林 和輝 / 日向夏 / 藤原宇希子 / 堀口晴名 / みやじまゆういち / 柳田真理 / 山崎和樹  他

今、若手のアートが楽しい！今を彩る期待の作家が上野にやってきた！あなたのお気に入りをぜひ見つけてください！

藤原宇希子  「猫猫鳥猫猫」  雲肌麻紙に岩絵具、箔  F8号
154,000円（税込）

内田 亘  「猿の骨」
  アクリル,キャンバス  51.0×51.0cm

143,000円（税込）

柳田真理  「自分の為に学ぶ」  日本画  F4号
66,000円（税込）

下重ななみ  「菫色は滲まない」
  日本画  F4号
115,500円（税込）

高橋祐次  「とぶ家の話」  アクリル、砂  P8号
148,500円（税込）

中島淳志  「フォロ・ロマーノ」  水墨画  100.2×72.1cm
440,000円（税込）

日向夏  「Alone」  ペン、色鉛筆  72.8×51.5cm
660,000円（税込）

林 和輝  「雷神兎」  日本画  F0号
33,000円（税込）

大久保 恵  「おまつり」
キャンバスにアクリルガッシュ 20.0×20.0cm

35,200円（税込）

ema kawanago  「Lévitation XLIV」
  銅版画  40.0×30.0cm
53,900円（税込）

花菱 慧  「雷鳴龍図」
  日本画  P10号
220,000円（税込）

花菱 慧  「砕波麒麟図」
  日本画  P10号
220,000円（税込）

西川果歩  「笑点  白狐の大喜利」 日本画  45.4×15.8cm  107,800円（税込）

出品予定作家
 （50音順）

Kazue RukawaMegumi YodaEmi YoshidaDaisuke Yamaguchi Hidetoshi Muramatsu 

Rintaro MizuguchiMarinaSaki MakitaToshiyuki MaedaAyaka Maeda

Yuri FujiwaraKeisuke HabeReiya HatanoKaho Nagabayashi Masumi Nagase

Hana TobariAya ChujoKanako TaniguchiSuzuno TakedaMaho Takahashi 

Emi Sekino Koki ShiratoriShuMami ShibataRuirui Ru

Michiko SakutaYuya SaitoJurie KonnoChie KurodaKurusu

ClassicdrawAkiko KuboYusuke KitajimaRyota Kanno Elly Kawaguchi

Kaori KawaiTakuma OzakiFuka OgiharaMana OsawaTakanori Ebina

Umigishi KazukiSho UebuchiJunji InoueSaki IgarashiSayaka Asai

45  流川  かずえ44  依田 恵43  吉田 絵美42  山口 大介41  村松 英俊

40  水口 麟太郎39  MARINA38  牧田 紗季37  マエダトシユキ36  前田 彩華

35  藤原 悠里34  波部 圭亮33  羽田野 令也32  永林 香穂31  長瀨 萬純

30  戸張 花29  中條 亜耶28  タニグチカナコ27  竹田 涼乃26  タカハシマホ

25  関野 栄美24  白鳥 コウキ23  珠羽22  柴田 真実21  SHI RUIWEN

20  作田 美智子19  サイトウユウヤ18  今野 樹里恵17  黒田 智恵16  栗栖

15  classicdraw14  久保 亜紀子13  北嶋 勇佑12  官野 良太11  川口 絵里衣

10  川合 香鈴09  尾崎 拓磨08  オギハラフウカ07  大沢 愛06  蝦名 貴徳

05  海岸 和輝04  上渕 翔03  井上 純二02  五十嵐 沙紀01  ASAI SAYAKA 

大丸松坂屋百貨店×八犬堂プレゼンツ

Young Artist Competition
“IIME FUKURAME”
“いい芽ふくら芽 in Tokyo 2021”

“いい芽ふくら芽 in Tokyo 2021”

アートファクトリー/美岳画廊 /柳井美術 /ロイドワークスギャラリー/一般社団法人 JIAN / 月刊アートコレクターズ

2021年3月31日[水] → 4月5日[月]会期 松坂屋上野店 本館6階 催事場会場

協力

45 名の入 選 者による百 貨 店での展 覧 会

可能性を秘めた若手作家をいち早く見出し、その才能が開花することを美術ファンと共に応援するために、
2018年にスタートしたヤングアーティスト公募展 「いい芽ふくら芽」を初めて東京で開催いたします。
40歳未満、約370名の応募者から最終選考に残った45名のファイナリストたちの作品を一堂に展示し、各賞の
最終審査と同時に販売も行います。皆さまの投票で決まるオーディエンス賞もございますので、パワーと可能性
あふれる作品の数々をぜひお楽しみ下さい。

同 時 開 催

シタマチ！アートパレード！

45
Finalists
Exhibition

45
Finalists
Exhibition

グランプリ 1名 … 2022年 松坂屋上野店にて個展開催
優秀賞 3名 及び オーディエンス賞 1名 … 2021年 松坂屋上野店にてグループ展に出品
アートファクトリー賞 / 八犬堂ギャラリー賞 / 美岳画廊賞 / 柳井美術賞 / ロイドワークスギャラリー賞
月刊アートコレクターズ賞

松坂屋上野店 美術画廊 / 大久保欽哉（株式会社八犬堂 代表取締役） / 月刊アートコレクターズ
木原千春（画家） / 高村総二郎（画家） / 山田勇魚（美術作家）

各 

賞

審
査
員

※最終日は18時閉場。営業時間・イベントの内容は、予告なく変更する場合がございます。最新の情報は松坂屋上野店ホームページをご覧ください


