
この度の平成28年 熊本地震に際し「なにか役に立ちたい」というイラストレーターやデザイナー、作家…といった

多くのクリエイターの皆さまが、その気持ちを被災地の皆さまにお伝えしたいと、

再びチャリティーイベント「きずな展」を開催することになりました。

ぜひこの機会に会場へお越しいただき、お好きな作家の作品やグッズをお買い求めください。

あなたの復興支援の気持ちを届けるために、このチャリティーイベントにご参加いただけることを願っております。

なお、トッパンフォームズは、伝票類などのビジネスフォームのデザインと印刷の業務を通じて

大切な情報を皆さまにしっかりとお届けし、震災復興へ向けて積極的に活動を進めてまいります。

トッパン。フォームズ株式会社

気持ちが伝わるメッセージ
平成28年熊本地震復興支援 クリエイタ…ズ 0チ ャリティー「きずな展」出品作家
2016年 6月 3日 現在 (二十音順・敬称略 )

会田佐知子    上田英津子    河下智美     阪口笑子

赤問 しのぶ    内田コーイチロー 川副美紀     櫻井砂冬美

秋山美歩     うちのはるね   川村みづえ    佐々木枝里

浅賀行雄     宇野亜喜良    元女博司     佐々木―澄

浅妻健司     及川正通     管野研―     佐々木悟郎

浅野彩紅     大沢ヨウヘイ   北谷 しげひさ   笹部紀成

浅見ハナ     大竹雄介     木下典子     佐藤華炎

安部繭子     大野人生     木村晴美     佐藤可士和
アベミキ     大森とこ     国井 節      佐藤勝則

天野恭子     岡村智恵     国分チエミ    さわせたり

新井苑子     岡本真実     久保周史     篠崎三朗

荒井浩之     奥原 しんこ    くまあやこ    しまたろう

新目 恵     小沢利夫     黒田泰蔵     霜田あゆ美

飯田 淳     音部司‖子     桑原伸之     下谷二助

飯野和好     海谷泰水     KUNTA     城芽ハヤ ト

伊倉孝広     柿崎えま     Kタ エコ     シライケン

石川えりこ    カクタミチコ   小池真理子    新谷道子

石川日向     影山 徹      五辻みつる    スガミカ

石川マサル    葛西 薫      後藤範行     杉田 豊

板垣 しゅん    片岡美智子    ゴ トウヒロシ   杉木鉄郎

井筒啓之     加藤英一郎    こまつめ組    鈴木英人

井筒りつこ    狩野さやか    紺野友子     鈴木千晶
■ou・ megumi   亀井 勤      サイ トウマサミツ 鈴木美代子

井上文香     かれ～なる絵制作所 斉藤美奈子    せきあやこ

篭澤幸楓      Byち ―もんず★   ボツフォー ド  園田あけみ

岩井里菜     川上和生     さか井美ゆき   高樹のぶ子

中山尚子     古川タク     矢吹申彦

ナカライカオル  ベーター佐藤   山口はるみ

灘本唯人     ベ ドロ山下    山ロマサル

成田君子     ほししんいち   山崎綾子
三階堂ひとみ   堀 隆夫      山崎カズヒコ

西木正明     先斗ポン太    山llt杉 夫

野村俊夫     松永 真      山下以登

野村直子     松本孝志     山城隆―

初谷佳名子    松本康孝     山田博之

演 愛子      真々田ことり   山中克子

林ゆかり     まゆみん     山本祐司

羽山 恵     Marron     縁

原 裕菜      みずうちさとみ  横田美砂緒

原田維夫     水沢そら     吉寅 恵

張江真代     ミナミタエコ   蓬田やすひろ

陽菜ひよ子    峰岸 達      若尾真―郎

百鬼丸      簑島恵美     渡部大語

平澤―平     宮川いずみ    渡辺 宏

平松尚樹     宮島えりか    渡辺浮美生

廣中 薫     村井和章     ほか

HlROMBERRY  村上朋子

福岡えみ     村上みどり

藤枝リュウジ   村松友硯

藤田幽彩     本山浩子

藤田宜永     森 貞人

舟橋全二     諸戸佑美

高杉尚子

高橋孝―

高安恭ノ介

田ロヒロミ

田嶋 健

田島征三

田中いずみ

谷口周朗

谷口広樹

谷端 実

タムラフキコ

Tsuin

天明幸子

唐仁原教久

とどろきちづこ

永井一史

ナガイクミコ

なかがわみさこ

中島陽子

仲條正義

長友啓典

中西元男

中村耕二

中村幸子

中村扇雀

なかむら葉子

2016年 7月 1日 (金)-10日 (日 )10:00-19:00[入 場無料]

会場=ト ッパンフォームズビル (汐留)1階オープンスペース

[展示作品の販売について]

会期中、会場にて入札方式の作品販売を行います。

申し込みカードに必要事項をご記入の上、入札いただきます。

落札された方には、後日事務局よりご連絡いたします。

詳細は会場およびウェブサイトでご案内いたします。

[チ ャリティーグッズについて]

会場にて展示作品のグッズ (ポストカードなど)を販売いたします。

http:〃www口toppan‐ f口co.jp/kizuna/

所在地 〒105-8311東 京都港区東新橋 1‐ 7‐ 3

交通アクセス

・JR、 東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線「新橋駅」より徒歩約 8分

・都営地下鉄大江戸線「汐留駅」ゆりかもめ方面 8番出口より徒歩約 2分

地下通路から地上 (lF)へ は、地上・デッキ階用エレベーター□ がご利用になれます。

・東京臨海新交通ゆりかもめ「汐留駅」より徒歩約1分

※駐車スペースがありませんので、お車でのご来場 はご遠慮 ください。

汐留メデ

ゆ りかもめ方面 出ロ

▼品川駅方面

売上金は全て平成28年 熊本地震復興支援の義援金として日本赤十字社を通じて寄付いたしま九

鶴 ゆりかもめ汐留駅

▲ 東京駅方面


