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第15回IBFフォトコンテスト結果発表！ テーマ「Shades of Green!」
早速以下入賞作を各ブランド審査員の皆様からのコメントも併せて、ご紹介します！

「緑の波紋が美しく表現されています。コンセプトの通り、そ
の波紋は柔らかく鏡のように煌めいているイメージが素敵で
す。緑の色合いも統一されながら色調や透明度が徐々に変化
され立体感、奥行きもありエアブラシとアイシャドウで仕上げ
られたメイクの技術は素晴らしいです。全体のイメージ、ライ
ティングも波紋をうまく表現されていました。」
（MOTOKO）

●審査員講評
「I loved everything about this makeup and photo. 
It was fresh and modern and elegantly captured 
the feeling of the light on the rippling water.」
（Linda Mason）

「色の配色とグラデーションがとてもきれいです。メイクに合わせたライティングが柔らかく、かつ幻想的なイメージとなり、
目を引きつきける作品です。」（M・A・C レジデント トレーナー 工藤　孝政）

【グランプリ】 【M・A・C賞】
【Linda Mason賞】 【MOTOKO賞】

P2-3 15th IBF Photo Contest Result！！ フォトコンテスト結果発表
P4-5 Awards winning works 各賞受賞作品紹介
P6-7 Final Select Works 最終選考作品紹介
P8 A message from Yasuko Kasaki
P9-11 N.Y. Report ～新しい世界 ―コロナが変えたもの― ～高木 さとみ
P12-15 Information 
P16 Linda Mason Online Seminar “Inspiration”
P17 NYMA Special Class “Masquerade”
P18 NYMA Special Class “Paris Collection” 
P19 NYMA Special Class “Make up for pale skin and dark skin” 
P20-21 IBF Pro Team Activities
P22-23 Private Photo Session with Anju Oda
P24-25 NYMA Graduation Photo Shoot
P26-27 魅力探訪 Art Aquarium
P28-29 Artist Interview ～Akiko Owada～
P30 World Beauty Report from India　～美の国境を越えて～Kaoru
P31 IBF Beauty Proshop P26-27　取材・記事　たなか けいこ

　IBFメイクアップフォトセッションご招待、
　その他各副賞。
■若林　梨音（大阪モード学園）
　タイトル　　「Ripple」
　コンセプト　柔らかな波が広がり、光がさして鏡のよ

うにきらめく緑の波紋をイメージしまし
た。撮影を通して緑の豊かさや魅力をた
くさん感じることができました。

第15回IBFフォトコンテスト結果発表！ テーマ「Shades of Green!」
早速以下入賞作を各ブランド審査員の皆様からのコメントも併せて、ご紹介します！
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【ケサランパサラン賞】
■丹羽　萌香（ECCアーティスト美容専門学校）
　タイトル　　「侵食」
　コンセプト　人間が緑に侵食されるイメージで制作しました。骨格を意識して深いところは濃い色、高いところは反対

色のオレンジを入れてコントラストをはっきりさせました。

●審査員講評
「侵食」のテーマに合った美しさと恐ろしさを同時に表現で
きています。全体的にバランスが良く、ベース、アイメイク、
ヘアメイク、カラー選び、つけまつ毛など、モデルの特徴を
生かした仕上がりとなっています。
（ケサランパサランメイクアップアーティスト MONIKA）

コンセプトにある人間が緑に侵食されるイメージがありまし
た！ 怖いイメージですが、徐々に緑が顔の低い部分から上
がって侵していく様子が目のくぼみ、額、こめかみから頬に
かけてのラインから想像できます。
でも綺麗に、、、（目のメイクが素敵です）未来のSF的な映画
に出てくるキャラクターも想像できます。
緑のグラデーション、ネイルアートも素敵です。ライティング
でも切迫感が感じられました。（MOTOKO）

第15回IBF主催メイクアップフォトコンテストのテーマは「Shades of Green」。
グリーンをフィーチャーしたメイクアップ作品がテーマですが、今回も素晴らしい作品をたくさん応募いただきました！
現在の世界の状況を無意識のうちに反映されたのか、比較的ダークな色合いの作品が多かったように思います。
グリーンの使い方はそれぞれで、まさに「ド」が付くようなグリーンのものから、あえて一点集中、グリーンを一か所のみ使ったも
のなど、毎回のことですが、審査員も大絶賛、選ぶのにとても苦労されたとコメントをいただきました。
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紹介しておりますのでぜひご覧ください。
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■小原　由莉（ECCアーティスト美容専門学校）　タイトル――「Deep sea」
　コンセプト―この作品では深海に住んでいる生物を表現しました。通常の海とは違って深海の生

物は何色なのだろうか？そんなことを考えながらこの作品を作りました。
●審査員講評●審査員講評
コンセプトにある「深海に住んでいる生物」が想像できます。深
海の中には透明な魚やイカ、クラゲがいますが、それらを想像
させてもらえます。そして美しいです。オレンジ色を持っている
深海生物も多いのでそれが口紅にあらわれているのかと、、。
瞼を覆い幾重にも流している黒のライナーも綺麗。黒のバッ
クとライティングがイメージを引き立てています。
どのようにヘッドコスチュームを作られたかとても興味があ
ります！ （MOTOKO）

■柳　遙菜（大村美容ファッション専門学校）　タイトル――「Energy」
　コンセプト―グリーンというと“穏やか”や“癒し”など優しいイメージが想像できますが、私は自然や植

物を見て“生命力”や“活力”を感じました。優しさの中にエネルギーを感じられるような作
品にしました。

●審査員講評
タイトルの通りエネルギー溢れる素敵な作品です。緑赤金の色を通して生命感も伝わります。モデルさ
んの笑顔、メイクの配色、高い明度と彩度の「Shades of Green」によってポジティブのイメージが
大。顔の周りには黄緑と金髪を持ってくることによってコントラストも出て最高に可愛い作品です。そし
て、メイクがとてもおしゃれ。（MOTOKO）

■野津　舞衣（ECCアーティスト美容専門学校）　タイトル――「覇王樹」
　コンセプト―サボテンのトゲトゲしい部分ではなく丸々とした部分やグリーンの中のホワイトの

コントラスト感を表現しました。アイメイクはグリーンのグラデーションをホワイトラ
インを境にして逆方向になるようにしてみました。そして全体的に「覇王樹」という漢字の「王」から高貴なイメージに
つなげたかったので、気品のある雰囲気を出しました。

●審査員講評
コンセプトにある、「トゲトゲ部分を省き、丸々した部分やグリーンの中のホワイトのコントラスト感を表現」となっていますが写真全
体像が美しくサボテンの妖精か、女王のような雰囲気があり大好きな作品です。とても惹かれました。ライティングも美しく、気品も
十分感じられました。（MOTOKO）

■柳本　紗里（大阪モード学園）　タイトル――「Bouncing Wool」
　コンセプト―毛糸をテーマにしたので全体的に丸く仕上げることで、明るく個性的なイメージを演

出しました。ヘア、メイク、ネイル、ボディ、背景すべてに毛糸を使用し統一感を出し
ました。

●審査員講評
「Shades of Green」を毛糸で表すユニークさ、創造性が素晴らしいです。毛糸で細かく表現
されたアートメイクもおしゃれ。毛糸玉で作られたヘッドのコスチュームも最高。芸術性優れた作
品です。（MOTOKO）
Adventurous. I loved the unusual theme and the use of the materials.
(Linda Mason)

審査員MOTOKOからぜひ賞を送りたいとのことで今回は、特別賞を設けました。
※MOTOKOより・・2020フォトコンテストも非常に甲乙つけがたく、順位をつけるのはとても難しかったです。
　参加者の作品は全て個々に素晴らしさがあり、一人一人の作品に賞をお渡ししたいぐらいでした。

【MOTOKO Special Prize “アイデア賞”】

【MOTOKO Special Prize “カワイイ賞”】

【MOTOKO Special Prize】

04



【IBF賞】
■馬安瑩（大阪モード学園）　タイトル――「エグレ」
  コンセプト―この作品は蛇の女王エグレという神話をもとに制作しました。エグレは海底に住んでいる

蛇の王と結婚していて海の中に生活していました。長い時間が経って人間の特徴がなく
なりだんだん蛇のようになりました。そんな蛇の女王を表現しました。

●審査員講評
女王を描いた存在感のある作品に仕上がっています。ヘアメイク以外の装飾にもこだわりがあり、世
界観がきちんと表現されています（MONIKA）
蛇の王に見初められ、結婚した人間の女性エグレがだんだんと蛇化した様子を表現されたようです
が、最初ギリシャ神話のゴーゴン（３人姉妹）の一人、メデューサと思いました。完成度が素晴らしいで
す。頭から腰まで（見える範囲で！）in detailに表現されています。Shades of Greenもトップから
ボトムまで表され迫力で圧倒されました。（MOTOKO）

■山本　日菜里（ECCアーティスト美容専門学校）　タイトル――「自由の女神」
  コンセプト―タイトルである自由の女神は青っぽい明るめの緑ですが、民衆を導く自由の女神の強

く優しく皆を引っ張っていく様から深い緑にしました。金色はこれからくる未来の光を
表現しました。

●審査員講評
　Elegant and truly captured the Statue of Liberty with beauty.（Linda Mason）

■杉田ひいな（ECCアーティスト美容専門学校）　タイトル――「飛躍」
　コンセプト―現代社会ではたくさんの「壁」に直面することがあると思いますが、そんな問

題や困難を糧に孔雀のように長時間飛ぶことができなくても、他よりも高く飛
躍し、乗り越えていこうという思いを込めて作りました。

●審査員講評
　アイシェープに合ったアイメイクがとても美しいです。フェイスからボディにつながる配色とグラデーションが効果的です（M・A・C工藤）

■藤井　望来（ECCアーティスト美容専門学校）　タイトル――「未熟な果実」
　コンセプト―この作品はワイン（フランス）をコンセプトとしています。Greenと聞いてまず思いついたの

が、マスカットです。そこから青リンゴ､洋梨と緑色の果物へと繋げていき、共通点がワインだ
と気づきました。またワインの原産国はフランスであり、この女の子もフランス人形がモチー
フになっています。まだ大人になっていない”未熟なフランスの女の子”と、まだ成熟していな
い”青い実”をかけた意味とこれから大きく成長していく願を込めて未熟な果実としました。

●審査員講評
全体を通してメイクアップの技術に優れ、「未熟な果実」というテーマに合った美しくかつ可愛らしい作
品に仕上がっています。（MONIKA）
I had to chose this one It was such a fun 

subject? and great a interpretation of the subject.（Linda Mason）

■松本　怜菜（大阪モード学園）　タイトル――「imposing」
　コンセプト―ストレス社会と言われているこの時代。それに支配されず取り込み美しく堂々と生き抜く
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■横山　千華（ECCアーティスト美容専門学校）
　 【monet “睡蓮の池と日本橋”】

■竹森　聖衣奈
　（ECCアーティスト美容専門学校）
　【侵食】

■福島　優七（石川県理容美容専門学校）
　【魚人】

■中野　流那（国際理容美容専門学校）
　【森の民】

■下農　未葵（ECCアーティスト美容専門学校）
　【GARDEN】

■山田　千璃
　（ECCアーティスト美容専門学校）
　【サーペント～蛇神様～】

■喜多　日和（ECCアーティスト美容専門学校）
　【緑の惑星】

■山下　美雨（大阪モード学園）
　【mosser】

■真子　晴佳（IBF会員）
　【緑精】

■土谷　菜 （々ECCアーティスト美容専門学校）
　【Snake】

フォコンテストで審査員を悩ませた最終選考作品20作品をすべてご紹介します！
掲載された皆様、本当に僅差でした、本誌に掲載されなかった皆様もう一息です！
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IBF初のOnline企画New Yorkからのオンラインライブセミナーを開催しました！

講師はもちろんLegendary “Linda Mason”

2020年、NY留学、フォトシュートツアーが中止となり、参加申し込みされていた方にはとても申し訳

ない、何かLindaとオンラインでできないか、と試行錯誤し、ついに実現しました。ただ写真やムー

ビーを見せるだけというものにはしたくなかったので、モデルを用意していただき、ライブでLindaの

メイクを見てもらうというOfferを快く受けてくれたLindaに改めて感謝。

「ワタシのアトリエへようこそ」という日本語での挨拶。そして、メイクアップアーティストとしての

キャリアを画像を見ながらLinda自ら紹介。ゴルチエ、ガリアーノ、イッセイミヤケ、デビーハリー、

ナオミキャンベル、ヘルムートニュートン・・・。

彼女が仕事をしてきた錚々たる名前がどんどん飛び出します。

そしていよいよライブデモンストレーション。モデルはDaisy。1940年代メイクから1920年代メイ

クにトランスフォームするメイクはLinda風にアレンジを加え、左右のアイメイクを変えるなど、たっぷ

りと（実は予定より30分以上オーバー）見せてくれました。そしてそのままフェイスペイントへ。「PC

のモニタを見ながらのペイントは難しいわね」などと言いながらも手は止まりません。フェイスペイント

ではモデルのDaisyに「keep moving!」と声をかけ、Daisyの動きに合わせてブラシを動かし、ま

るで優雅にダンスをしているよう。

最後に質問タイム。一人の参加者から「LindaのFree style makeを見ていてJazz music

のようだった」とコメントがあり、Lindaは「It’s true!」と返しました。

このセミナーの告知でも「まるでJAZZ」というフレーズを使い

ましたが、やっぱり同じように感じた方いたんですね。参加した

皆さま、Linda,そしてDaisyありがとう！

次回アンコール開催が2020/12/6（日）開催決定！

詳細はIBFウェブサイト、IBFビューティプロショップで。

【2回目開催決定！】

Linda Mason Online Seminar “InspirationⅡ”の開催が決定！

2020年12月6日（日）10：00Startです。詳細はP13インフォメーション、IBFウェブサイト、

IBFビューティプロショップでご案内します！ 見逃した方、もう一度見たい方、テーマを変えて行う

予定ですので、ぜひJAZZのようなMakeup、体験してください。
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IBFプロチームもようやく現場のお仕事ができるような状況になってきました。もちろんフェイスシールドやマスクなど

感染防止対策を取りつつではありますが。

ここではIBFが応援サポーターを務めるミス日本コンテスト関係のお仕事の様子をご紹介します。

ミス日本「みどりの女神」井戸川百花さんのヘアメイクを担当したのはIBFプロチームの相良世菜さん。

こちらは早朝から集合して、最初のロケ場所、高尾山に観光客で混み合う前に登りたいということで、ヘアメイク時間

は「なるはや」「A.S.A.P.」というミッション。

ヘアメイクに与えられる時間は現場によって大きく違いますが、成人式などでは「15分！」などということもあります。

時間内でできること、すべきことをしっかりと計算して臨

む心構えが必要ですね。この日は秋晴れでとても爽やか

なロケ日和。井戸川さんの表情もとても生き生きとして素

敵ですね。
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こちらは動画撮影。2020ミス日本「水の天使」中村真優さんのヘアメイクを同じくIBFプロチームの石河恵さんが担

当。ムービーとスチールで大きく違うのは、文字通りムービーは動きがあり、顔も360度どこから撮影されてもよいよ

うに仕上げなければならいところ。

IBF 正会員で構成するヘアメイクのチーム。IBFを通して、イベントやショー、あるいは撮影などの現場でヘアメイク

を担当していただきます。IBF の会員登録をしていて、ヘア、あるいはメイクができる方が登録できます。

詳細は IBFまでお問い合わせください。

毎年東京郊外山間部で行われるこのポスター撮影、IBFでは「山登り案

件」と呼んでいます（笑）。モデルは2020ミス日本コンテスト「みどりの

女神」井戸川　百花さん。ヘアメイクはIBFプロチームの石河恵さんです。

天候不順のため、一旦延期となって、リスケジュールした日も実は前日ま

で雨天。東京都内とは言え、結構な傾斜を登っていくロケなので心配でし

たが、無事終了。

途中からは日差しも注いで、とてもよいポスターになりました！

スチールであれば後頭部は映ら

ないので・・・みたいなところがあ

りますが、ムービーではそうは

いきません。一概にどちらが大

変ということではありません

が、ヘアメイクとしてしっかりと

意識しておくことが必要です。

IBFプロチームもようやく現場のお仕事ができるような状況になってきました。もちろんフェイスシールドやマスクなど

感染防止対策を取りつつではありますが。

ここではIBFが応援サポーターを務めるミス日本コンテスト関係のお仕事の様子をご紹介します。

ミス日本「みどりの女神」井戸川百花さんのヘアメイクを担当したのはIBFプロチームの相良世菜さん。

こちらは早朝から集合して、最初のロケ場所、高尾山に観光客で混み合う前に登りたいということで、ヘアメイク時間

は「なるはや」「A.S.A.P.」というミッション。

ヘアメイクに与えられる時間は現場によって大きく違いますが、成人式などでは「15分！」などということもあります。

時間内でできること、すべきことをしっかりと計算して臨

む心構えが必要ですね。この日は秋晴れでとても爽やか

なロケ日和。井戸川さんの表情もとても生き生きとして素

敵ですね。
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IBFからミス日本コンテストグランプリ受賞者に贈る「プライベートフォトセッション」を行いました。

2020年グランプリ受賞者は小田安珠さん。事前にどんな写真を撮りたいか、衣装などを希望で出し

ていただき、IBFがスタジオ、ヘアメイク、フォトグラファーを用意するという毎年恒例の企画。

今回ヘアメイクはIBFプロチームから鈴木美愛さんです。小田安珠さんのリクエストは雰囲気を変えた

「ナチュラル」2パターン、もう1点はミス日本グランプリのタスキ、ティアラを着けたオフィシャルなイ

メージ写真。

スタジオ入り後、衣装、撮影イメージ、背景、そしてヘアメイクの打ち合わせを行い早速1パターン目のヘアメイクがスタート。

なんといってもこの日の主役は小田安珠さん。モデルであり、撮影のディレクターのような役割もしていただきます。

1カット目は黒の上下で背景はグレー、少しだけクール系の

イメージ。モニタに流れてくる写真をマメにチェックしながら

ポーズや手の位置などを何度も変え、いい写真、これぞ！と

いう写真にたどり着くまで妥協はしない、そんな姿勢を感じ

ます。実は撮影の現場ではこの意識がカメラ、ヘアメイク、

モデルで共有できるかが鍵だったりします。

小田さんは学生キャス

ターとしても活躍中と

のことで、スタジオで

緊張するような場面も

全くなく、いい意味で

「撮影慣れ」している

方。表情の変化なども

とてもスムーズです。

Linque.vol.70_P22
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2パターン目は優しく柔らかなイメージ。

ここの撮影ではヘアスタイルがイメージ通りに決まらず、カメラ前でヘアメイク

さんにリクエストする場面が見られました。とっさの判断、この場でなにができ

るのか？そして何ができないのか？ヘアメイクとしての対応力が試される瞬間で

す。

3パターン目はティアラ＆タスキのオフィシャルなカット。ミス日本グランプリとして活動できるのは1年間のみですが、オフィシャルの

写真は今後末永く「2020年度のミス日本グランプリ」として公式サイトなどで紹介され続けます。ある意味ブライダルの写真や成人

式の写真と同じように記念に残すべき写真です。

モデルさん、フォトグラファー、そしてヘアメイクのチームワークもよく、予定より若干早めに撮影終了、撤収となりました。

皆様おつかれさまでした！

ヘアメイクの鈴木さんはミス日本との撮影のお仕

事は確か初めてですが、すぐに打ち解けて和気

あいあいとした空気でヘアメイクにかける時間も

早め早めに動ける方。これも現場ではとても大事

なことの一つです。

モデルがリラックスできる「空気」づくりができる

というのはヘアメイクの立派なスキル。

そして、時間通りに仕上げる、いや可能な限り早

めに仕上げることが、アクシデントが起きた際に

貴重な予備時間を取るためにも大切なこと。

これが完璧にできるようになるためにはやはり現

場経験、場数を踏むことですね。

Linque.vol.70_P23
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今回ご紹介するアーティストはNY在住、雑誌や広告などで活躍するAkikoさん。

「日本とNYのヘアメイク事情」の回答はまさに「ヘアメイクあるある」ですよね。現場でお任せしますと言っておいて、後から・・・なん

ていう現場はNYでは少ないのかも。それではインタビューご覧ください！

Q1.まずは簡単に自己紹介をお願いします。得意とするメイクアップスタイルなど

A1.東京のメイク学校を卒業後、東京で８年ほどメイクの仕事をしていました。その後ニュー

ヨークに拠点を移し、主に雑誌や広告の撮影を中心に仕事をしています。得意とするメイク

は、肌の作り方、質感、色使い。

Q2.メイクアップアーティストになろうと思ったきっかけは？

A2.大学時代、将来何になりたいかわからないまま過ごし

ている時期がありました。そんな時、バイトで貯めた

お金で、友達がロスに住んでいたのでよく遊びに行っ

ていました。ある時、友達の知人がカメラマンで撮影

をしたいと言われ、メイクさんに、メイクをしてもらう

ことがありました。その時に、面白い仕事だなと思っ

たのがきっかけでメイク学校を探し始めました。

Q3.メイクアップの技術はどのようにして学びましたか？

A3.メイク学校で基礎を学びましたが、それよりも一番は現場に出てみること、アシスタ

ントをすることでたくさんのことを学び、今も学び続けています。

Q4.尊敬するメイクアップアーティストは

誰ですか？

A4.私はこれまでたくさんの方のアシス

タントをしました。その中でもDaina 

Kendal, Dotti, Sally Branka

の人柄、メイクへの姿勢はとても尊

敬しています。

Q5.メイクアップのインスピレーションはどこからゲットしていますか？

A5.映画、日常生活、散歩、旅行、インスタグラム　どこからでも

 

Q6.好きな画家、アーティストはいますか？

Ａ6.Mark Rothko 彼のカラーバランスは絶妙で刺激を受けます。

　　Saul Leiter 彼が撮る世界観がとても美しく、アイデアが浮かんできます。

Nick Krasznai/
Chiharu Okunugi/
Personal project

Jumbo Tsui/ 
Xiaowen/
Vogue China

Nick Krasznai/
Mona Matsuoka/
Personal Project

Ricardo Beas/
Michelle Dantas/
Personal Project
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Q7.メイクアップアーティストとして、コロナ、アフターコロナの時代とコロナ以前

　　で、どのような変化がありましたか？

A7.清潔面、安全面、健康管理、など、より厳しくやっています。特にモデルさんと至

近距離なのでお互いのために、マスク、フェイスシールド、ハンドジェル、UVサ

ニタイザーなど使用し、仕事によっては、前日にテストを受けたり、当日スタジ

オで熱を測って入ることもあります。

Ｑ11.最後に日本のメイクスクールの生徒たちにメッセージをお願いします。

A11.自分の好きなことをどんどんやってください。わからなくてもまずは始めること。始めた

からこその気づきもあります。どんなものでも独自のスタイルを作っていってみてくだ

さい。特に今、ソーシャルメディアを通しても、以前よりたくさんの人たちに見てもらえ

る機会が増えました。世界は広いようでとても近い。可能性は無限だと思います。

それからもう一つは、感謝の気持ち、誠実な気持ちを忘れないで欲しい。当たり前だと

思っていることは実はそうじゃないことがたくさんあります。だからこそその気持ちを、

常に持つことは大切なことだと思います。

Q8.東京、あるいは日本とNYのヘアメイク事情で一番の違いは何

　　ですか？

Ａ8.NYでは撮影前にリファレンスやムードボードを共有するため、

ある程度のイメージや方向性がわかった上で撮影に入ります。

そして当日はそれをもとに、話し合ってより深めていくことで仕

上がりに磨きをかけられると思います。

日本は”ヘアメイクお任せします。”ということが多々あるので、それぞれのイ

メージが異なり、仕上がりがブレてしまうことがあると思います。

Q9.普段気に入って使っているメイク道具、いくつか化粧品を教えてください。

A9.Mac- studio Fix conceal and correct palette

      Tomford -shade and Illuminate

マックのこのプロダクトに関しては私にとっては必要不可欠で、特にダークスキ

ンのモデルさんをメイクする時には必ず使います。

Q10.あなたの夢、将来の希望を聞かせてください。

Ａ10.常に何かを作り続けていたいです。

directionなどもしていきたいと思

います。夫がカメラマンなので、将来

は一緒に色々なプロジェクトをしてい

きたいと思っています。

Kevin Drelon/
Izzy Wild/
Tush magazine

John Guerrero/
Katie/
Last magazine

Dan Beleiu/
Mckenna Hellam/
Vogue Czechoslovakia

大和田　明子

NYを拠点に雑誌、広告を中心に活動中

web : https://www.akikoowada.com

insta : https://www.instagram.com/akikoowada/
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Kendal, Dotti, Sally Branka

の人柄、メイクへの姿勢はとても尊

敬しています。

Q5.メイクアップのインスピレーションはどこからゲットしていますか？

A5.映画、日常生活、散歩、旅行、インスタグラム　どこからでも

 

Q6.好きな画家、アーティストはいますか？

Ａ6.Mark Rothko 彼のカラーバランスは絶妙で刺激を受けます。

　　Saul Leiter 彼が撮る世界観がとても美しく、アイデアが浮かんできます。

Nick Krasznai/
Chiharu Okunugi/
Personal project

Jumbo Tsui/ 
Xiaowen/
Vogue China

Nick Krasznai/
Mona Matsuoka/
Personal Project

Ricardo Beas/
Michelle Dantas/
Personal Project
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