
東京都渋谷区道玄坂1 -22 -7 道玄坂ピア1 F｜TEL.03 -6416 -9190｜fabcafe.
com/tokyo/｜使用可能な機材：レーザーカッター、3 Dプリンタ、カッティング
マシン、パワフルミシン、3Dペン、3Dモデラ、3Dスキャナ、スキャナ

東京都渋谷区宇田川町42-6 co-lab渋谷アトリエ1-3｜TEL.03-6416-4083｜
www.fablabshibuya.org/｜使用可能な機材：レーザーカッター、3 Dプリンタ、
ペーパーカッター、デジタル刺繍ミシン

ものづくりを通じて交流できるクリエイティブなカフェ 課題解決のための“Do It With Others”を実践

開かれたカフェ空間にFab機能をもたせ
ることで、誰もが気軽にデジタルなものづ
くりに参加できるきっかけを提供。食品専
用のレーザーカッターでマカロンにメッセ
ージを入れるなど、初心者が楽しくクリエ
イティブを体感できる。また、ワークショ
ップやトークイベント、海外のFabCafeと
の連携など、人と人のつながりや知識の共
有から生まれる新たな人材、新たなものづ
くりが循環する場としても機能している。

先進国から途上国まで約50カ国、500カ
所以上に点在するFabLabは、一つひとつ
がローカルな実験工房でありながら、情報
を交換し合うグローバルなネットワークで
もある。自分のための“Do It Yourself”だ
けでなく、そのノウハウを他者と共有して
課題を解決していく“Do It With Others”
なものづくりを実践。また、用品店で購入
した商品にデジタル加工してカスタマイズ
できる初心者向けの「&Fab」も運営中。

By combining digital fabrication tools with 
an open cafe environment, FabCafe Tokyo 
offers an easy opportunity for anyone to join 
in the maker movement. Tools like a laser 
cutter specially geared toward use with food 
let first-timers try their hand at fun activities 
like etching messages in macaroons. Work-
shops, discussions and exchanges with 
FabCafes abroad make this a site for shar-
ing knowledge and meeting new people, too. 
The end result is a positive feedback loop of 
new skills and new kinds of fabrication. 

With over 500 sites in approximately 50 
countries at all levels of economic develop-
ment, FabLabs are local workshops con-
nected in a global network of information 
exchange. The labs take the “do it yourself” 
mentality to the next level by encouraging 
participants to share knowledge and solve 
problems through a “do it with others” ap-
proach. There’s also a beginner-oriented 
workshop called &Fab where users can cus-
tomize items bought elsewhere with digital 
tools. 

A creative cafe where making and mingling meet A “do it with others” approach to problem solving 

最高執行責任者／
バリスタ

川井敏昌さん

ディレクター

井上恵介さん

COO / Barista

Toshimasa Kawai

Director

Keisuke Inoue

様々な人がFabCafeをきっかけに出会い、つながっていく。カフェ空間
だから起こる“セレンディピティ”な広がりを期待しています !

FabCafe Tokyo is bringing together a diverse range of people and building 
lasting connections between them. The relaxed cafe environment is the 
perfect place for serendipity to do its work! 

1F Dogenzaka Pier, 1-22-7 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo｜TEL.03-6416-9190
｜fabcafe.com/tokyo/｜Available equipment: laser cutter, 3D printer, cutting 
machine, industrial sewing machine, 3D pen, 3D modeling software, 3D scanner, 
scanner

co-lab Shibuya Atelier 1-3, 42-6 Udagawacho, Shibuya-ku, Tokyo｜TEL.03-6416-
4083｜www.fablabshibuya.org/｜Available equipment: laser cutter, 3D printer, 
paper cutter, computerized embroidery machine

FabLab Shibuya

Makers’ Base

ほしいものを買う時代から、自分でつくる時代へ─。近年、世界的な盛り上がりをみせる“Fab（ファブ）”によって、
ものづくりはより身近になり、つくれるものも表現できる幅も広がっています。ブンプロの東京アートポイント計画では、
東京・渋谷周辺のものづくり拠点をネットワーク化する「TOKYO FABBERS」プロジェクトを開始。
新たなものづくりにチャレンジする人＝FABBERを応援している6つの拠点を取材しました！

We're moving from the era of buying to a new era of making. The rise of digital fabrication, or “fab,” 
lets ordinary people manufacture a wider range of items with greater creative freedom than ever before. 
BUNPRO’s Tokyo Artpoint Project has launched the TOKYO FABBERS project, which builds ties 
between “maker spaces” in Tokyo’s Shibuya district. We profile six of these sites below.

誰もがつくり手になれる、デジタルものづくり革命

Research topic (7)

FabCafe Tokyo

At this project-based open lab users can learn a full range of digital fabri-
cation skills. 

デジタルものづくりのノウハウをより総合的に学べる、プロジェクトベー
スのオープンラボを開催しています !

3 Dプリンタやレーザーカッターなどのデジタルファ
ブリケーションツールの普及によって、個人がつくり
たいものを、日常的に適量生産できる“Fabulous＝
愉快”な“Fabrication＝ものづくり”のこと。また、
Fabスペースの多くは知識や技術、ものづくりの楽し
みを共有し、人との交流を促すコミュニティとしての
役割も担っている。

Fab（ファブ）って何？
What’s Fab?

With 3D printers, laser cutters, and other digital tools 
increasingly common, ordinary people are now able 
to manufacture small batches of everyday items that 
in the past only factories could supply. The term “fab” 
refers to this fabulous new model of fabrication. Fab 
spaces are also communities for sharing knowledge, 
techniques, and the joy of making. 

FabCafe Tokyo

FabLab Shibuya

 研究テーマ⑦

TOKYO FABBERS
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東京都渋谷区神宮前6-33-14神宮ハイツ408号｜TEL.03-6450-5560｜za.co
romo.jp/｜使用可能な機材：ミシン、デジタル刺繍ミシン、レーザーカッター、
パターン台、プリンタ複合機、テキスタイルプリンタ、3Dキャド、スキャナ 

東京都目黒区下目黒2 -5 -12｜TEL.03-5719-6580｜makers-base.com/｜使
用可能な機材：レーザーカッター、CNCマシン、3 Dプリンタ、3 Dモデラ、スキ
ャナ、デジタル刺繍ミシン、木工機器、金工機器、塗装機器、陶芸用具

東京都世田谷区池尻2-4-5｜TEL.03-5481-9011｜setagaya-school.net/｜使
用可能な機材：3Dプリンタ、3Dスキャナ、3Dモデラ、レーザーカッター

東京都渋谷区神宮前3-27-15 FLAG 1B｜TEL.070-5370-6700｜happyprinte
rs.jp/｜使用可能な機材：UVプリンタ、Latexプリンタ、レーザーカッター

ファッションの未来を見つめる洋服づくり

個人の“メーカー”を育てる基地に

産業が生まれるプラットフォームをめざす

デジタルプリントが主役の実験的な印刷工場

ファッションに特化した、“個人のアトリエ”
的なコワーキングスペース。洋服づくりに
はデジタル機器で代用できない多くのプ
ロセスがあるが、Fabの概念を取り入れな
がら、従来のやり方では難しいとされる小
ロットかつ低予算の個人レベルで、商業と
して成り立つアパレル文化の発信をめざ
している。服飾系専門学校生や業界関係
者の利用も多く、新たな発想が生まれるよ
うな交流イベントや勉強会なども開催。

元工場をリノベーションした800㎡を超え
る空間に、木工、金工、陶芸、テキスタイ
ルなど幅広い領域の機器が100以上も並
ぶ大型工房。手しごとによる“アナログフ
ァブリケーション”を主軸とするMakers’ 

Baseでは、デジタルファブリケーション
ツールは補助的に使われることが多い。
専門スタッフによるトレーニングのほか、
ECサイトや実店舗での販売支援、作品展
示などで個人の“メーカー”を応援する。

廃校を再生活用しているIID内に生まれた
Fab空間、PTA（Physical / Prototype Th-

inking Area）は、3 Dプリンタを使って試行
錯誤しながら、製品開発やものづくりを追
求できる研究所のような場所。個人の作
品づくりだけでなく、中小や個人の製造事
業者とも連携し、産業を発信できるプラッ
トフォームとなることをめざしている。また、
CADなどのデジタルツールを使いこなせ
る人を育てるスクールなども開講中。

Fabと言えば3Dツールが主流な中、2Dの
デジタルプリントを軸に、インクジェット
の持つ可能性や表現の幅を追求している。
プロ仕様の業務用デジタルプリンタが稼
働している様子は、まるで本物の印刷工場
さながら。写真などを使えばデジタルデー
タなしでもFabを体験できるため、老若男
女を問わず初心者の方も多く訪れる。今
後は、TOKYO FABBERSの他拠点と連携
したワークショップも開催予定。

Independent designers run mini ateliers 
at this fashion-focused coworking space. 
Individuals producing small lots with limited 
budgets have struggled in the past to enter 
the industry. While digital tools can’t always 
substitute for established dressmaking 
methods, this workshop incorporates con-
cepts from the digital fabrication movement 
with the goal of making small-scale apparel 
production commercially viable. Popular 
with fashion students and working design-
ers alike, coromoza also offers classes and 
events to nurture fresh ideas. 

This huge workshop located in an 800m2-
plus renovated factory features more than 
100 machines for everything from wood-
working and metalworking to ceramics and 
textiles. The fundamental approach at Mak-
ers’ Base is “analogue fabrication” – in other 
words, making by hand – so digital fabrica-
tion tools play a mostly supplementary role. 
In addition to training sessions led by expert 
staff, the center runs online and brick-and-
mortar shops and hosts exhibits and other 
events to support makers. 

This Fab space evolved inside IID, a design 
institute run out of a formerly closed school. 
PTA stands for Physical / Prototype Thinking 
Area, a lab where innovators use 3D printers 
to develop new products through a process
of trial and error. In addition to serving in-
dividuals, PTA is linking with the owners of 
small and medium manufacturing companies 
with the goal of becoming a platform for pro-
moting the manufacturing industry. The insti-
tute also offers courses aimed at generating 
more expert users of CAD and other digital 
tools. 

3D tools are the norm for digital fabrica-
tion, but this shop explores the possibilities 
and creative breadth of inkjet printers, a 
2D technology. The workspace looks just 
l ike a commercial pr int factory with i ts 
professional-level digital printers running full 
speed. You can try out the technology using 
a photograph (no digital data required), so 
HappyPrinters HARAJUKU is popular with 
people of all ages and level of experience. 
The company plans to hold workshops in 
collaboration with other TOKYO FABBERS 
sites in the future. 

Crafting clothes with an eye toward fashion’s future 

A center for educating tomorrow’s “makers”

Aiming to be a platform for industrial development 

A digital print shop with an experimental approach 

代表取締役

西田拓志さん

最高執行責任者

松田純平さん

企画室 館内企画担当

木下浩佑さん

クリエイティブ担当

杉原彩子さん

CEO

Takuji Nishida

COO

Jumpei Matsuda

Event Planner

Kosuke Kinoshita

Creative Director

Ayako Sugihara

初心者向けワークショップでも、普段使いできる完成度の高い作品づく
りをめざします。“つくるという体験を買う”文化を楽しんで！

At Makers’ Base, even the beginning-level workshops aim for highly 
finished products that participants can use in their everyday lives. The 
experience of making is on sale here! 

試作を繰り返して生まれた作品や製品を、アワードなどできちんと評価し、
展示会などで発信・発表できる体制づくりにも取り組んでいます！

At PTA, makers develop products through many iterations of experimen-
tation. The center is developing a system of awards and exhibits to help 
users display and promote their work. 

コンセプトは、“世界一ワクワクする印刷工場”。布やポリエステル、フェ
イクレザー、アクリルなど様々な素材にプリントする楽しさを実感して！

Try printing on fabric, fake leather, acrylic and a wide selection of other 
materials at this shop that calls itself “the most exciting printer in the 
world.”

Jingu Heights #408, 6-33-14 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo｜TEL.03-6450-5560
｜za.coromo.jp/｜Available equipment: sewing machine, computerized embroi-
dery machine, laser cutter, pattern table, all-in-one printer, textile printer, 3D 
CAD software, scanner 

2-5-12 Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo｜TEL.03-5719-6580｜makers-base.
com/｜Available equipment: laser cutter, CNC (computer numerical control) 
machine, 3D printer, 3D modeling software, scanner, computerized embroidery 
machine, woodworking and metalworking machines, coater, pottery tools 

2-4-5 Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo｜TEL.03-5481-9011｜setagaya-school.net/｜
Available equipment: 3D printer, 3D scanner, 3D modeling software, laser cutter 

FLAG 1B, 3-27-15 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo｜TEL.070-5370-6700｜hap-
pyprinters.jp/｜Available equipment: UV printer, latex printer, laser cutter 

coromoza

Makers’ Base

IKEJIRI INSTITUTE OF DESIGN “PTA”/ IID世田谷ものづくり学校「PTA」

HappyPrinters HARAJUKU

ほしいものを買う時代から、自分でつくる時代へ─。近年、世界的な盛り上がりをみせる“Fab（ファブ）”によって、
ものづくりはより身近になり、つくれるものも表現できる幅も広がっています。ブンプロの東京アートポイント計画では、
東京・渋谷周辺のものづくり拠点をネットワーク化する「TOKYO FABBERS」プロジェクトを開始。
新たなものづくりにチャレンジする人＝FABBERを応援している6つの拠点を取材しました！

We're moving from the era of buying to a new era of making. The rise of digital fabrication, or “fab,” 
lets ordinary people manufacture a wider range of items with greater creative freedom than ever before. 
BUNPRO’s Tokyo Artpoint Project has launched the TOKYO FABBERS project, which builds ties 
between “maker spaces” in Tokyo’s Shibuya district. We profile six of these sites below.

HappyPrinters HARAJUKU

coromoza

個人でもアパレルに参入できるなど、ファッション産業の構造をつくり
変えたり、業界の未来図を創造していく仕掛けづくりの場でもあります！

IKEJIRI INSTITUTE OF DESIGN “PTA”

Coromoza is transforming the fashion world by enabling independent de-
signers to manufacture apparel. They’re not just designing clothes – they’-
re designing the future of the industry. 
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Laser cutter

レーザーカッター

 はじめてのFab体験
木、アクリル、革、フェルト、そしてマカロンまで。P6の「TOKYO FABBERS」の文字は、
様々な素材とデジタルファブリケーションツールを組み合わせてつくったものです。
それぞれのツールを使って、どんなことができるの?　はじめてでも、うまくつくれるの?　
ものづくりの現場を探るべく、Fab初体験の研究員がチャレンジしました。

Wood, acrylic, leather and . . . macaroons?! The letters spelling out “TOKYO FABBERS” 
on p.6 were made using a range of materials and digital fabrication tools. 
What can each tool do? Can even a beginner turn out a great product? 
Our research team explored the maker scene to answer these questions.

cloth

Digital embroidery 
machine

resin

3D Printer

cork

UV Printer
Laser cutter

felt

Laser cutter

wood

Laser cutter
UV Printer

acrylic（ red）

Laser cutter

leather

Laser cutter
(sculpture & cutting)

wood

Laser cutter
UV Printer

leather

Laser cutter
UV Printer

cloth

Digital embroidery 
machine

acrylic（clear）

Laser cutter
UV Printer

macaroon

Laser cutter

UV Printer

Digital embroidery machine

デジタル刺繍機

First Time 
Digital 
Fabrication

タブレット端末にタッチペンで絵
を描いたら、常駐の専門スタッフが
3Dデータに変換してくれる。その際、
高さなどを自由に設定できる。

After the customer uses a stylus to 
draw an image on a tablet, a staff 
member transforms it into 3D data. 
The customer can adjust size and 
other variables.

レーザーで木を切り出す。光が
通ったところがカットされていく。
カット面は焼かれたような濃茶
になる。（H）

A laser is used to cut wood. The 
sur faces cut by the beam of 
light turn dark brown, as if they 
had been burned. (H)

専用ソフトで縫い方や糸の密度を設定し、色を選ん
だら刺繍がスタート。手作業では難しい複雑な模
様や曲線も表現することができる。（M）

After the customer determines a pattern, thread, 
and color using specialized software, embroidery 
begins. The tool can create complex designs and 
curved lines difficult with hand embroidery. (M)

レーザーの照射量などを調整す
ることで、彫刻加工も可能。革
の表面を削ったような風合いに
なる。繊細な線も見事に再現。
（H）

By adjusting the amount of light, 
the tool can also be used for 
engraving. The texture is similar 
to shaved wood, with even fine 
lines reproduced perfectly. (H)

フード専用として運用されているレーザーカッターで、マ
カロンに刻印。ヘッドが高速で左右に動き、図柄を焼き付
けていく。あっという間にできあがる。（F）

The laser cutter, used exclusively for food, imprints im-
ages on macaroons. The machine moves swiftly from left 
to right, burning a pattern into the surface. It’s finished in a 
flash! (F) 

ヘッドの先端から出ているのは熱で
溶かした樹脂。少しずつ層が積み
重なっていき、だんだんと立体がで
きていく。約50分で成型完了。（F）

Light green liquid resin is extruded 
from the machine. Layers build up 
slowly into a 3D object that’s com-
plete in about 50 minutes. (F)

3D Printer

テストプリントした位置に合わせ
て素材を固定し、印刷開始。イン
クを吹き付けた直後に紫外線が
照射され、インクが硬化する。

After a test run, the material is 
secured and printing begins. The 
ink spray is immediately followed 
by a UV ray that sets the ink.

できあがり。「T」は白いインク
をベースに敷いたが、「R」はグ
リーンだけを乗せて木目が透け
て見えるようにした。（H）

While we applied the white base 
coat to the T, we skipped that 
process and applied green ink 
directly to the R in order to let the 
wood grain show through. (H)

瞬時にインクを硬化するから、いろんな素材に印刷できる !The instant ink-set process allows for printing on a wide variety of materials.

写真などの画像データも
刺繍にできるらしい

Even digital photographs and images
can be turned into embroidery.

何もなかっ
たところに

、

モノが生ま
れていく !

A new creation materializes!

※P008-009製作・撮影協力：Makers’ Base（M）、FabCafe Tokyo（F）、HappyPrinters HARAJUKU（H）
※P008-009 Fabrication and shooting cooperation : Makers’ Base (M), FabCafe Tokyo (F), HappyPrinters HARAJUKU (H)

木は焼き目が付き、

樹脂だと削られた状態に

Lasers scorch wood and carve resin.

2回、3回と照射を重ねて、刻印の色を濃くすることも
Passing the beam over the surfaceseveral times darkens the image.

輪郭がくっきりしていてキレイな仕上がりA beautiful, cleanly contoured finish. 

プリンター3D

UVプリンター
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A Maker’s Take on 
The Future of Fab

Fabは、私たちの思考や暮らしにどんな変化をもたらすのでしょうか?　
身につけるものや生活用品だけでなく、表現の手段としてもFabを取り入れているクリエイター、
池澤あやかさんを客員研究員に招き、Fabのおもしろさや課題、可能性などを語ってもらいました。

FABBERが見つめる
Fabのミライ

How will digital fabrication change the way we think and live? 
Ayaka Ikezawa uses fab not just to make clothing, accessories and other everyday objects, 
but as a tool for creative expression. 
We invited her to join us as a guest researcher and talk about the appeal, 
possibilities and challenges of fab.

誰もが必要とするモノに
取り入れれば、)DEはもっと
身近な存在になれる

　1990年代後半、マサチューセッツ工科
大学メディアラボの教授が提唱した「デ
ジタルツールを取り入れた個人でのもの
づくり＝パーソナルファブリケーション」
の概念が、Fabの起源といわれている。
その後、2000年代から、「つくる」「学ぶ」「共
有する」というFabの3大スピリットを持
つ場所が世界中で現れ、東京でもここ数
年で多くのFab空間が誕生。池澤あやか
さんもまた、Fabを使った作品をつくるク

リエイターのひとりだ。
「大学では、Webサイトなどプログラミ
ングの技術を生かした作品づくりに没頭
していました。卒業制作のインスタレー
ション作品（写真1）で、初めて作品制作
にレーザーカッターを取り入れてみたん
です。データで設計したものが、手に取
れるモノとしてできあがる。Fabでつくっ
た部品を組み立てて完成させることで、ソ
フトとハードが地続きになっている感動
がありました」と池澤さんは語る。
　その後、「シブカル祭。」（2）などの展示
用の作品だけでなく、財布など身近な生
活用品（3）にもFabを活用していった。

こうしてFabと深く付き合うようになった
からこそ、見えてきた課題もある。
「展示で使う棚を、レーザーカッターで
木を切り出してつくったのですが、重すぎて。
もし日常的に使うとしたら、使い勝手が悪
いと思います。手づくりしたものと、既製
品との境目が見えた瞬間でした」。
　Fabを取り入れたからといって、積年の
知見や職人の技が詰まった商用製品と同
じクオリティを生み出せるとは限らない。
また、Fabを実践できる場所が多い東京
ではFabにアクセスしやすいが、そういっ
た場所がない地方の人や、デジタルデー
タ作成の知識や経験のない人には、浸透

度や親和性はまだまだ低い。そうした現
状を踏まえて、池澤さんはFabの今後に
ついてこう語る。
「最近では、3 Dスキャナで顔型をスキャ
ンし、3 Dプリンターを使ってその場でチ
ョコレートを成型できるようになるなど、
Fabはまだまだ進化の可能性を秘めてい
ます。チョコレートの例のように、初心者
にもできる方法で、食べ物などの誰もが
親しみやすいものに取り入れたなら、もっ
と身近な存在になれると思うんです」。
　一部のクリエイターだけでなく、一般の
人にも認知され始めてきたFab文化。今
後の広がりや技術の進歩に期待したい。

女優・WEBデベロッパー。2006年、第6回東
宝シンデレラ審査員特別賞受賞。2014年、慶
應義塾大学環境情報学部を卒業。映画やドラ
マなどに出演する傍ら、ITスキルを生かしたク
リエイターとしても活躍中。

池澤あやか
Ayaka Ikezawa

Actress and web developer Ayaka Ikezawa is 
winner of the 6th Toho Cinderella Judges’ Spe-
cial Award, in 2006, and a 2014 graduate of 
Keio University’s Faculty of Environment and 
Information Studies. In addition to appearing in 
films and television dramas she is active as a 
digital creator.

Using fab to craf t everyday 
objects can help make it 
more accessible

The fab movement got its start in the late 

1990s, when a professor at MIT Media Lab 

came up with the concept of digitally ena-

bled “personal fabrication.” By the 2000s, 

workshops embodying the three principles 

of fab—making, learning, and sharing—

were springing up around the world. In the 

past few years numerous fab spaces have 

opened in Tokyo as well. Ayaka Ikezawa 

is one creative professional incorporating 

fab into her work.

“In university, I immersed myself in creat-

ing things like websites using computer 

programming skills. I experimented with a 

laser cutter for the first time in my gradua-

tion installation project (photo 1),” she say-

s. “Something I’d designed with data eme-

rged as an object I could hold in my hands. 

I was moved by the experience of joining 

hard and soft by manually assembling ele-

ments I’d created using fab.”

Since then Ikezawa has used fab not only 

in art pieces exhibited at venues such as 

the Shibu Karu Festival in Shibuya (2), but 

also to create wallets and other everyday 

objects (3). Her extensive use of digital 

tools has opened her eyes to some of their 

challenges.

“I made shelving to use at an exhibit by 

cutting wood with a laser cutter, but it’s 

too heavy. I don’t think it would be conven-

ient for every-day use. That was a moment 

when the boundary between hand-crafted 

and ready-made goods became clear to 

me,” she says. 

Using fab doesn’t guarantee products will 

have the same level of quality as commer-

cial goods made by skilled craftsmen build-

ing on years of accumulated knowledge. 

And while it’s easy to find places to try 

out fab in Tokyo, the movement has yet to 

take root with people living in less central 

regions or lacking experience with digital 

creation. Ikezawa takes those points into 

consideration when she thinks about fab’s 

future. 

“Fab still has a lot of hidden potential to 

evolve, like we see with the recent use of 

3D scanners to scan people’s faces and 

then reproduce them in chocolate right 

there using 3D printers,” she says. “I think 

that’s an example of how, by using a tech-

nique that even beginners can master and 

a familiar material like food, people can get 

more comfortable with fab.” 

Fab culture is starting to spread from a 

small group of creative professionals to 

the general public. In the coming years, 

it’s likely to keep on evolving and gaining 

popularity in ways we can’t imagine.

大学の卒業制作としてつくった、センサーに指を置くことでメダカの
動きをコントロールできるインタラクティブ作品「syncFish」。外装
や内部構造の部品は、レーザーカッターを使って切り出した。

Users can control the movement of fish in this installation 
made using a laser cutter.

「シブカル祭。2014」では、“摩訶不
思議なポケット”テーマにした作品
「ポケットと私」を展示。トルソーの
前に立つと、ポケットの上部に鑑賞
者自身の姿が投影される。

The viewer’s image is projected 
above a shirt pocket in Me and 
the Pocket, exhibited at Shibu 
Karu Festival 2014 .

愛用の財布にレーザー彫刻をしたり、デジ
タル刺繍機とレーザーカッターを使ってワ
ッペンを制作したり。池澤さんは身の回り
のモノや小物にもFabを取り入れている。

A laser engraved wallet and digitally 
embroidered badges.

池澤さんの作品   Works by Ayaka Ikezawa

1

2

3
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うるし漫画家。1975年富山生まれ。漆に
よる陶磁器修理の教室「金継ぎ部」も主宰。
著書に『青春うるはし！うるし部』『耳かき
仕事人サミュエル』『パンの漫画』など。

堀 道広
Michihiro Hori

Born in 1975 in Toyama, he supervises a 
class on ceramic and porcelain repair using 
urushi (Japanese lacquer) entitled “Kintsugi 
Club,” in addition to his work as an urushi 
comics artist. His works include and Seis-
hun Uruwashi! Urushibu, The Earpicker 
Samuel and The Bread Comic.

① Tokyo.  

A city where you can

find an old sweets store 

next to a modern 

electronics shop.

① A Lacquer Tale

② Lacquer ware is 

one of Japan’s 

famous traditional 

crafts.

① The people playing 

music in Tokyo

② all look like 

professional 

musicians.

③ I wonder if those 

guys are in a famous

band…one I 

haven’t heard of, 

maybe?

④ Whenever I see a

beautiful girl in Tokyo,

⑤ I always wonder 

if she isn’t a 

famous actress.

⑥ Ain’t you staring

too much?

③ Unlike the dignified

lacquer from other parts of

Japan, carefully painted

with layer on layer of paint,

④ in Edo (Tokyo), most

of the lacquer was

thinly painted, practical,

and used for eating soba.

⑤ A likely episode, 

where you can see 

the busy, rushed 

efficiency of the Edo 

lifestyle reflected in the lacquer.

⑥ Come on, hurry

⑦ I need to gulp my soba

and get back to work.

⑧ Tokyoites are busy.

② Ooh this is good.

③ When I was eating syrupy

bean jam at that sweets store,

④ Cream syrupy bean jam

with vanilla ice cream

②

②

②

①

① ①

③

③ ③

④

④ ④

⑤

⑤ ⑤

⑥

⑥

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

⑨

⑦ A group of…

ladies?…were

complaining about 

work at a table at 

the back. Definitely

something that 

would happen in

Tokyo.

⑧ I know, right?

⑨ Me too!

Tokyo and Me

⑤ I’ve seen 

her somewhere 

before…

⑥ A beautiful 

newscaster I’d

seen on 

television was 

eating the 

same thing.
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