
新鋭アーティストによる
アートの祭典

京都アートフェスタ
アートダイブ2019

京都市勧業館みやこめっせ

11:00-17:00
4 .13 　-142019 . 土 日

500人が出展



2009年から京都初となるアートフェスタとしてスタートしたアートダイブは、

新進気鋭のアーティストによる様 な々ジャンルの作品が、アーティストそれぞれの

ブースにおいて自由に展示・発表・販売されるクリエイター・アートファン達

のためのイベントです。

絵画やイラストレーション、写真などの平面作品はもちろん、立体作品・

インスタレーション・映像・アニメーション・ファッション・アクセサリー・

手芸品まで、実に様々な分野から集まった出展アーティストが一同に

会する1年に一度のアートの祭典。

アートの魅力と
創り手の想いをつなぐ
関西最大級のアートの祭典「artDive」

artDive is a Kyoto-based art festival started in 2009. The event is held not only for 
art lovers but also for new and young artists and creators to exhibit, demonstrate, 
and sell their work regardless of the genre.

There will be flat art works, such as paintings, illustrations, and photographs, 3D 
art works, installations, images, animations, fashion, accessories, and hand 
crafts. 



What artDive hopes to create with everyone is an opportunity for those aspiring to 
be leading artists to showcase the results of their daily creative activities. In addi-
tion, it is also a chance for all visitors to enjoy the art up close without prejudice.

This event also provides a chance for the artists and visitors to meet and interact 
with each other.

Artists from a wide variety of genres gather at this annual art festival. We hope you 
will enjoy the works and expressions of these artists and have a great time at 
artDive, the place where art goes from Kyoto to the world.

アートダイブが皆さんと共に創出するのは、第一線で活躍するアーティスト

を志す人が日頃の創作活動の成果を発表できる機会。そして、来場者の

皆さんが、分け隔てなくアートを間近に触れて楽しめる機会。

それは、創る人と訪れた人が出会い、交流できる新しい機会でもあります。

アーティストによる素晴らしい作品・自由な表現を楽しむことができる京都

発信・世界行きのアートダイブをぜひお楽しみください。



 

ギャラリーブースギャラリーブース
Gallery BoothsGallery Booths01

絵画・イラストレーション・グラフィックデザイン・立体・写真など、新鋭

アーティストによるアート作品を鑑賞できるのがギャラリーブースエリアです。

各スペースに壁面パネルが設置されたギャラリーブースは、出展アーティスト

の個性をそのままに魅力的なアート作品によって彩られます。本格的な

原画から、気軽に購入できるポスターや

ポストカードまで、お気に入りのアート作品

をその場で手に入れることができるアート

エリアです。

In this area, you will find gallery booths with 
real gallery-like exhibition panels.Works of 
young artists are exhibited and sold. There 
will also be paint performances using 
panels. There's a lot to see!



フリーブースフリーブース
Free Style BoothsFree Style Booths02

クラフト・ファッション・アクセサリー・雑貨などを中心に、クリエイター

による多種多様なオリジナル作品がずらりと軒を連ねるのがフリー

ブースエリアです。素材や技法などが気になれば、すぐに作家に

聞いてみることができるのもアートダイブならではの魅力。日常使い

の小物も、つくる人の顔を見ればその奥深さが味わえます。

クリエイターとの交流を楽しみながら、

お店では手に入れることができない

アーティストこだわりの一品を探してみて

ください。

In this area, artists exhibit their works as they 
like. There will be a lot of booths where you 
can buy art works, crafts, and accessories.



 

会場中心部にある大きな壁面では、２日間に渡って新鋭アーティストに

よるライブペイントパフォーマンスが繰り広げられます。絵が完成していく

過程を間近で見る事ができるのがライブペイントの魅力。その場の空気

と一体となり、作品がリアルタイムで姿を変えていきます。

アートダイブでしか目にできない、２日間限りのライブ

パフォーマンス。ぜひ会場でご覧ください。

ライブペイントブースライブペイントブース
Live Paint BoothsLive Paint Booths03

Cutting-edge artists will hold live painting performances on a 
large wall surface at the center of the site over two days. You can 
immerse yourself in the rare experience of witnessing a painting 
being created right before your eyes, in real time. These perfor-
mances will only be held for two days at artDive. We hope you 
will come visit us to have a spectacular experience!



特別企画特別企画Special ExhibitionSpecial Exhibition

THE DAY 2019
画材体験
by バニーコルアート株式会社

「THE DAY」とは、「最高に素晴らしいことがあったまさに
その日」と言う意味で使われています。皆さまのクリエイ
ティブ活動のお手伝いができるよう、触って・試して・納得
して、画材を選んでいただくための体験スペースなどを
ご用意いたします。

ポスカ展
ポストカード販売
by ARTs*LABo

全国の作家から集められたポストカード作品が壁全面
に設置されたウォールポケットを埋め尽くします。気に
入った作品はその場で自由に手にとっていただいて、
購入することができます。お気に入りのポストカードを
ぜひ探しに来てください。

出張缶バッチ工房
缶バッチ制作
by PICO

スマホに保存されている画像や、当日描いていただいた
イラスト、ご持参いただいたイラスト・画像を元に1個
100円にてその場で缶バッチを作成してくれる毎年
大好評の出張缶バッチ工房。沢山の画材と缶バッチを
揃えて皆さんのご来店をお待ちしております。

Action!
美大生イチオシ！若手作家の企画展示
by SHAKE ART!  

SHAKE ART!は関西の若手作家を支援する学生
団体です。年に2回フリーペーパーを発行しています。
今回は『Action!』をテーマに若手作家の活動に焦点
を当てた企画展示を行います。エネルギッシュな作品
たちを是非ご覧ください！
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Pick Up
Artist

アーティストピックアップ

全て出展アーティストは
公式サイトでご覧いただけます

in a party mood
13日 14日

silent letter/eri 13日 14日

ヨコタミナミ
13日 14日

線描屋 13日

雨玉堂 13日 14日

Contra-St
13日 14日

Gyllenia 13日 14日

チャーミング
プリンセス
13日 14日

Nauvey's Castle
13日 14日

K,Kanehira 13日 14日

ピンザッカ商會 13日 14日

Art ・Illustration
アート・イラストレーション



あすなろ。

frankenji.&Pico. 13日 14日

箔押し作家風間 13日

下田健太 13日 14日

13日 14日

AYO
ライブペイント

ヤマシタカスミ
ライブペイント

fingerpainterYukako
ライブペイント

ともわか 13日 14日

奥香織 13日 14日

NON
14日

*masorana*＆Sacha
14日

おかの はなみ 13日 14日

Live Paint
ライブペイント



Craft・Fashion
クラフト・ファッション

Mr.Junksmith
13日 14日

にこいち
14日

シロクマ座
13日 14日

亀京窯・中井絵夢
13日 14日

SWEETS CRAFT
13日 14日

Suo 13日

茶木
13日 14日

Nacoji
13日 14日

Söpö 13日 14日

革職人moriyu
13日 14日

shellgarden maeda
13日 14日

Promienna
13日 14日

ごん色カメラ
13日 14日

mhd
13日 14日

PATRONE Re: LABO
13日 14日

aietta 13日 14日

sobakasu-kids. 14日

ARIETTA CANDLE
13日 14日



2019.4 .13 (sat)-14 (sun)
京都市勧業館みやこめっせ11:00-17:00

https://artdive.net/ 検索アートダイブ

artdive artdive artdive_jp

◇地下鉄東西線「東山駅」より 徒歩8分

◇京阪三条駅より 京都市バス 約10分
　［D乗り場］京都岡崎ループ
　→「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ

◇阪急河原町駅 京都市バス 約15分
　［H乗り場］32系統／［E乗り場］46系統／
　［A乗り場］京都岡崎ループ
　→「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ

◇大阪・神戸方面より
　名神高速道路 京都南I.C 下車 市内へ約10km（約30分）
◇滋賀・名古屋方面より
　名神高速道路 京都東I.C 下車 市内へ約7km（約20分）

京都市勧業館みやこめっせ
〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1

http://www.miyakomesse.jp/

協力：

イベントの詳細は公式サイトや公式 SNS でご覧ください

企画内容

出展内容

出 展 数

入 場 料

新鋭アーティストによる作品の展示・販売・ライブペイントパフォーマンス

絵画・イラスト・コミック・写真・工芸・デザイン・ファッションなど

600ブース・500名（2日間合計）　

無　料
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地下鉄東西線東山駅

細見
美術館 平安神宮

大鳥居

みやこ
めっせ

京都市
美術館

藤井有鄰館

近代美術館

N

ロームシアター
京都

アートダイブ運営事務局　お問い合わせ先 info@artdive.net

会場までのアクセス

主催： 協賛：

パートナー：  ヨコハマハンドメイドマルシェ / 縁市 / COMPEDIA / MEETS GALLERY

企画運営：

電車でお越しの方

バスでお越しの方

車でお越しの方


