


ブースNo 名前 ジャンル ブースNo 名前 ジャンル H-08 堀口　知子 ファインアート

A-01 パンダ絵師あごぱん ファインアート E-01 NEMUIBOYZ ファインアート H-09 山口直久 ファインアート

A-02 HAYATO MACHIDA ファインアート E-02 きよし イラストレーション H-10 吉澤ハナ インスタレーション

A-03 カラフルウーゴ ファインアート E-03 青松　拓馬 ファインアート ブースNo 名前 ジャンル

A-04 松尾泉庭 ファインアート E-04 コノカ ファインアート I-01 なかねあおい イラストレーション

A-05 いしい まゆみ ファインアート E-05 YUKA YASUTOMI イラストレーション I-02 勝田　有美 ファインアート

A-06 稲垣 尚毅 ファインアート E-06 Rim ファインアート I-03 溝端 ことみ ファインアート

A-07 朝倉　健太 ファインアート E-07 NAOAKI OKAMOTO ファインアート I-04 EMMA(絵馬) イラストレーション

A-08 山田　なつみ インスタレーション E-08 にせんちめんたる イラストレーション I-05 前田 登志春 イラストレーション

A-09 ユルク その他/ファッション E-09 中村加菜子 イラストレーション I-06 HITOMI SETO ファインアート

A-10 中谷大知 ファインアート E-10 松本 真之 ファインアート I-07 高橋佳織 イラストレーション

A-11 Maeshin フォトグラフィー ブースNo 名前 ジャンル I-08 山田　ポチ イラストレーション

ブースNo 名前 ジャンル F-01 六夜mutsuya イラストレーション I-09 泉はるか イラストレーション

B-01 DAIKI ファインアート F-02 青乃 イズ イラストレーション I-10 ヤマシタ ミユカ イラストレーション

B-02 Asahi Arata ファインアート F-03 NONA JONES イラストレーション ブースNo 名前 ジャンル

B-03 Kai Nobuyuki その他/デジタルアート F-04 ウラタ スパンコール イラストレーション J-01 わごう さおり イラストレーション

B-04 マッキー スエヒロ イラストレーション F-05 xorium インスタレーション J-02 リカヨシダ その他/現代アート

B-05 Cartoon Works (カートゥーン ワークス) イラストレーション F-06 ものや その他 J-03 ナカニシイクシ イラストレーション

B-06 菓 イラストレーション F-07 asis イラストレーション J-04 すなみ　沙希 イラストレーション

B-07 杉本 憲一 ファインアート F-08 谷藤 百音 その他/ファッション J-05 イトヒツジ イラストレーション

B-08 新原 愛美 ファインアート F-09 土屋 靖之 ファインアート J-06 交久瀬 ノア イラストレーション

B-09 中山　巳楽 ファインアート F-10 erico フォトグラフィー J-07 GODTAIL イラストレーション

B-10 川瀬大樹 ファインアート/絵画 F-11 りーるとぅりーる / 鈴木 椋大＆鈴木 智子 インスタレーション ブースNo 名前 ジャンル

ブースNo 名前 ジャンル F-12 Umi イラストレーション K-01 タムロ　アヤノ イラストレーション

C-01 IWACO ファインアート ブースNo 名前 ジャンル K-02 YUIHALF イラストレーション

C-02 華道家　生駒　敦 インスタレーション G-01 川上 貴士 イラストレーション K-03 加藤ノブヤ イラストレーション

C-03 はなのかふぇ＊橋爪かおり ファインアート G-02 Chari イラストレーション K-04 オクノブユキ イラストレーション

C-04 吟子 その他/陶芸作品 G-03 辻野 清和 ファインアート K-05 文蔵 ファインアート

C-05 ETSUKO KASHIWAGI ファインアート G-04 長野 美里 イラストレーション K-06 瀬崎　百絵 その他/アート/イラストレーション

C-06 黒岩 まゆ ファインアート G-05 作田 優希 ファインアート K-07 岡田将充（OMD） ファインアート

C-07 小堺勝 ファインアート G-06 simo ファインアート ブースNo 名前 ジャンル

C-08 coller-ｺﾚ-  小野澤 光紀 その他/表具アート G-07 はるきんぼうや イラストレーション L-01 kawakita atsushi その他/デジタルアート

C-09 飛形 久志 フォトグラフィー G-08 高本洋志 イラストレーション L-02 武内 信親 ファインアート

C-10 佐治 足康 フォトグラフィー G-09 あきやま りか イラストレーション L-03 本柳　礼文 ファインアート

ブースNo 名前 ジャンル G-10 momoc イラストレーション L-04 谷　正輝 ファインアート

D-01 角田 圭史 ファインアート G-11 ツチヤ カツヤ ファインアート L-05 わんぱく中年とのまる ファインアート

D-02 島上 直子 ファインアート G-12 白井てり ファインアート L-06 吉田絵美 ファインアート

D-03 辻井　英里 ファインアート ブースNo 名前 ジャンル L-07 Taisuke Sato フォトグラフィー

D-04 坂口 裕美 ファインアート H-01 SYUJI Volkov グラフィックデザイン L-08 ゴトウヨシタカ フォトグラフィー

D-05 冬乃 太陽 ファインアート H-02 Tartz グラフィックデザイン L-09 藤原正和 その他/キネティックアート

D-06 ui ファインアート H-03 白杉 豊悦 グラフィックデザイン L-10 原康浩 ファインアート

D-07 伊藤 ミナ子 ファインアート H-04 菅本　智 ファインアート

D-08 しみずはりお イラストレーション H-05 西出　誉 ファインアート

D-09 淵上 直斗 ファインアート H-06 Koichiro Kojima ファインアート

D-10 Asuka(あすか) ファインアート H-07 植田 なつき ファインアート
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