
歓談ブース

フリースペースとなります

ご自由にご歓談ください

健康お兄さん
じゅんなま
食事カウンセリング

うんちくん

健康うんちく

シオバラマサヒロ

絵画

AKI SPRAY PAINT

絵画

MAIT

絵画

池尻琇香

絵画・書

トラブル受付

お困りごとがあれば
こちらへお越しください
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商談ブース

ECサイトでの作品購入
のサポートをします

16 17

本資料のアーティストの画像をクリックすると、プロフィールSNSが表示できます

シンクロアート財団

主催：一般社団法人
1

Kaori Daniela

絵画・デザイン
12 13

アート書道家楓

書道墨アート

～1 5 18 19～

墨絵師yoshimi

墨絵師
11

フロアの移動は、左側にあるフロアから、行きたい階をクリックします

スライドショー
ホワイトボードを開く
と、出展アーティストの
作品集動画を閲覧できま
す

20 21

https://www.instagram.com/s.sumiki/
https://www.instagram.com/mait327
https://live.remo.co/e/4-
https://synchroart.or.jp/
https://synchroart.or.jp/
https://twitter.com/aki_spraypaint
https://www.instagram.com/syuukou.i/
https://www.instagram.com/yoshimi925/
https://instagram.com/kaoridesigner?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/unchikun_tokyo/
https://twitter.com/smartbenitaro
https://www.instagram.com/yoko.sakamocchan/?hl=ja
https://www.youtube.com/channel/UCxYGmQKo5bSGBxNznDmtaxg/videos


オギハラ

デザイン・浮世絵

nabe✳︎sun なべさん

絵画

yuhta

音楽

Die ERDE

ハンドメイドアクセサリー

Keiichi Koizumi

キリスト教美術家・彫刻家

浅間あす未

絵画
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歓談ブース

フリースペースとなります

ご自由にご歓談ください

～1 5 15 21～

フロアの移動は、左側にあるフロアから、行きたい階をクリックします

本資料のアーティストの画像をクリックすると、プロフィールSNSが表示できます

ほのか

絵画・音楽
13

Hana Yamashita

写真
6

このマークのアーティストにて、オーダーアートの対応をします

本人の都合につき急遽欠席となりました。

https://twitter.com/kaisei2011/
https://linktr.ee/yuhta_otrip
https://www.instagram.com/die_erde2021/
https://www.instagram.com/keiichi_koizumi/
https://www.instagram.com/asumiasama/?hl=ja
https://live.remo.co/e/4-
https://www.instagram.com/tediii.1124/


タイムスケジュール
11/

3 （水）

14:00 ▶ 14:10 オープニング

オープニングトーク、アートマルシェの楽しみ方をご案内します。

エナジーテラスSunnyGo!スタッフ ゆうこ＆えりな

14:10 ▶ 15:00 パフォーマンスタイム

アーティストのパフォーマンスをお楽しみください。

パフォーマンス順は次ページをご確認ください。

15:00 ▶ 16:15 交流タイム

アーティストのブースにてアーティストや参加者同士での交流をお楽しみください。
仮想空間に広がるお洒落なマルシェで、ブースを回りながらアーティストと直接会話をしたり、
ライブペインティングをお楽しみいただけます。

16:15 ▶ 16:30 フィナーレ

シンクロアート財団の代表大地さんとSunnyGo!代表山口護夫による締めの挨拶

エナジーテラスSunnyGo!×シンクロアート財団



パフォーマンス順

パフォーマンス タイム 11/

3 （水）

健康お兄さんじゅんなま

「健康×アート」をテーマに、なりたい自分になる食事習慣＆体調改善を発
信！！即興で健康や身体作りに関する問題を解決するプランを作ってくださり
ます。キレイに、カッコよくダイエットしたい方は注目です！

MAIT

夏や沖縄、動物をテーマとしたカラフルで力強い作品の数々。見た人を”笑顔に
する”をテーマに、絵画に加え、壁画のライブペイントやCDジャケット製作ま
で幅広いジャンルで活躍しています。

シオバラマサヒロ

LINEスタンプにもなっているべにちゃんというキャラクターを中心に描くイラ
スト作家。そのポップな色使いはふとした時に元気を与えてくれます！

オギハラ

AKI SPRAY PAINT

スプレーアーティスト。スプレーの特性を活かし、壁画、ワークショップ、ラ
イブパフォーマンス、ギターなどモノへのペインティングといった形で、新し
いアートの居場所と出会えること間違いなし！

墨絵師yoshimi

水墨画アーティスト。水墨画で漢字から絵にするスタイルでのライブペイント
をお楽しみください！

14:10 ～

アート書道家楓

墨アートによる、和の空間演出やロゴ作成をされています。彼女の理想の和の
空間演出とはアートがその空間を引き立てる決して邪魔しない。でもインパク
トのある墨アートを目指してます。

浮世絵を自分で作ってオリジナルのTシャツの作成や、ファッションイラストも
描いています。浮世絵の見方や、日本画の画材を使って絵画やイラスト制作の
パフォーマンスをお楽しみください。

本人の都合につき急遽欠席となりました。

https://twitter.com/aki_spraypaint


パフォーマンス順

パフォーマンス タイム 11/

3 （水）

うんちくん

うんちくんというオリジナルキャラクターをインスタで運用されています。

うんちくんの語る雑学や哲学をお楽しみください！

うんちくん

「健康×アート」をテーマに、なりたい自分になる食事習慣＆体調改善を発
信！！即興で健康や身体作りに関する問題を解決するプランを作ってくださり
ます。キレイに、カッコよくダイエットしたい方は注目です！

Kaori Daniela

Die ERDE

11月より新たに立ち上がったハンドメイドアクセサリーブランド。
「大ぶり×エシカル×高級」をテーマにしたアクセサリーです。SunnyGo!の
店頭でも販売しています。

yuhta

瞑想音浴、癒しと覚醒の音楽パフォーマンスを披露。グーダドラムのインスト
ラクターとして活躍するYuhtaさんの届ける「音+旅=おとりっぷ」。旅する
ことが難しいこの時代に、出会ったことのない音の旅へ出発してみませんか？

nabe✳︎sun なべさん

隕石を使った隕石アーティスト。
その作品には宇宙のパワーと独特の世界観が宿ります。占いも得意とする彼女
の、なべさんワールドへ旅立ってみませんか？

ほのか

絵本の世界にデジタルで動きをつけた「絵本動画」を表現されているアーティ
スト。製作した動画、イラスト、絵本の紹介をします。かわいらしい世界観は
必見です！

14:30 ～

池尻琇香

書家としての活動だけでなく、書道講座講師としても活躍。
文字や水墨画を通じて、「池尻琇香の世界 」を体感してみてください！

松川めぐみ

アルコールインクアーティスト。自身の価値観を反映した色彩豊かな作品から
は圧倒的なエネルギーが感じられます。12月、SunnyGo!で待望の個展開催が
決定しています。

水彩、油彩、デジタル、クレヨンなどを組み合わせた手法でご自身の内面世界
を描くアーティスト。教えていただいた好きな事や好きな曲、テイスト等から
手書きのオリジナルイラストを制作し、販売します。



出展
アーティスト一覧 (1/5)

• Instagram：https://www.instagram.com/yoko.sakamocchan/

• Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063662645753

アート書道家楓

• Instagram：https://www.instagram.com/asumiasama/

• Facebook：https://www.facebook.com/asamaasumi

• HP：https://www.asumiasama.com/

浅間あす未

• Instagram：https://www.instagram.com/syuukou.i/

• HP：https://syuukou.jp

池尻琇香

• Instagram：https://www.instagram.com/unchikun_tokyo/

• HP：https://unchikun.tokyo/

うんちくん

以下、五十音順
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https://www.instagram.com/asumiasama/?hl=ja
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https://www.asumiasama.com/
https://www.instagram.com/syuukou.i/?hl=ja
https://syuukou.jp/
https://www.instagram.com/unchikun_tokyo/
https://unchikun.tokyo/


• Instagram：https://www.instagram.com/why_ants_/

オギハラ

• Instagram：https://www.instagram.com/s.sumiki/

• Twitter：https://twitter.com/S_Sumiki?s=20

• Facebook：https://www.facebook.com/sumiki.sakamoto

健康お兄さんじゅんなま

• Instagram：https://www.instagram.com/yoshimi925/

墨絵師yoshimi

• Instagram：https://www.instagram.com/s.mart1212/

• Twitter：https://twitter.com/Smartbenitaro

• ブログ：https://profile.ameba.jp/me

シオバラマサヒロ

出展
アーティスト一覧 (2/5) 以下、五十音順

本人の都合につき急遽欠席となりました。
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• Instagram：https://www.instagram.com/hononodayo/

• HP：https://thewannabehipsterbunny.wordpress.com/

ほのか

• Instagram：https://www.instagram.com/matsukawa_megumi/

松川めぐみ

• Twitter：https://twitter.com/aki_spraypaint

• HP：https://akispraypaint.com/

AKI SPRAY PAINT

• Instagram：https://www.instagram.com/die_erde2021/

Die Erde

出展
アーティスト一覧 (3/5) 以下、五十音順
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• Instagram：https://www.instagram.com/tediii.1124/

• ブログ：https://note.com/hanayamashita/

Hana Yamashita

• Instagram：https://instagram.com/kaoridesigner?utm_medium=copy_link

• Twitter：https://twitter.com/kaoriillustrato/

• ホームページ：https://kaori.official.ec/

Kaori Daniela

• Instagram：https://www.instagram.com/keiichi_koizumi/

Keiichi Koizumi

• Instagram：https://www.instagram.com/mait327/

MAIT

出展
アーティスト一覧 (4/5) 以下、五十音順
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• Instagram：https://www.instagram.com/nabenabesun123

• HP：https://lit.link/atesutonabesunnabesan

nabe✳︎sun なべさん

• HP：https://linktr.ee/yuhta_otrip

Yuhta

出展
アーティスト一覧 (5/5) 以下、五十音順

https://www.instagram.com/nabenabesun123
https://lit.link/atesutonabesunnabesan
https://linktr.ee/yuhta_otrip


ECサイトのご案内

出展アーティストの一部の作品は SunnyGo! のECサイトで購入できます。

QRコードで今すぐアクセス！

https://onlinestore.sunnygo.shop/collections/art-1

