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Dr Hui-Ying Kerr is a design historian and cultural theorist, specialising in contemporary Japan and East Asia.
Conducting her research at the Royal College of Art, the Victoria and Albert Museum, London, and the National Museum of Ethnography, Japan, she has written pieces for
the Conversation, and has presented her work at numerous international conferences that include Brighton University, Leiden University, University Arts London,
Tate Britain Museum, the Design History Society, and the College Arts Association.
Hui-Ying is currently a Senior Lecturer at Nottingham Trent University, UK.

ホイ・イン・ケール、近代日本および東アジアを専門とするデザイン史学研究家、文化理論家。
これまでに、
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート、
ヴィクトリア・アンド・アル
バート博物館、
ロンドン、国立民族学博物館、日本などを舞台に研究活動を行う。
「The Conversation」に記事を寄稿、
さらにブライトン大学、
ライデン大学、
ロンドン
芸術大学、
テート・ブリテン、The Design History Society、The College Arts Associationなどを含む数々の国際的カンファレンスで作品を発表している。
現在はイギリ
スのノッティンガム・トレント大学で上級講師を務める。

Jessica Egbu is a British-Nigerian style writer and content producer, currently based in San Francisco, CA. In 2011, she started her style blog, TheOxfordist.com as an online visual diary for her style + beauty memoirs and travel journal. In the past 5 years, Jessica has been featured in Vogue Italia,
SOMA Magazine and Marie Claire US where she’s recognized for her personal style, skincare/beauty tips and writing. On her off days,
you can find Jessica sheet-masking with a cup of matcha in hand or binge-watching reality tv.

ジェシカ・エグブ
（Jessica Egbu）、
イギリス系ナイジェリア人のファッションライター、
コンテンツ・プロデューサー。
カリフォルニア州サンフランシ
スコ在住。
2011年に、
ファッションブログ、TheOxfordist.comを始動し、自身のスタイリングやファッション・美容関連の記録、
さらに旅行のジャー
ナルをオンライン・ビジュアル・ダイアリーとして公開。
そのファッションスタイル、
スキンケア・美容についての知識とライターとしての才能が評
価され、過去5年の間にVOGUE Italia、SOMA Magazine、Marie Claire USなどの雑誌で紹介される。
休日の過ごし方は、1杯の抹茶を片手に、顔を
パックしながらリアリティー番組などをまとめて見ること。
ジェシカのファッション・ジャーニーをフォローしたい方はこちら：@the oxfordist
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リボンと反逆（Ribbons and Rebellion）:可
愛さというディスラプター〜「カワイイ」
ファ
ッションとは？
By ホイ・イン・ケール博士

映画『下妻物語』
（2008年）の冒頭で、主人
公の桃子は白いワンピースとブロンドに染
めた髪の毛をたなびかせながら、
バイクで
日本の田舎街を疾走して登場する。
日本
のパンクバンドの音楽がバックに流れるそ
のシーンでの彼女は、
まるで逃走中の花嫁
にも見える。
対抗車の田舎風のトラックと
衝突して空中に放り出され、野菜を辺りに
撒き散らしながら地面に落ちてくる途中、
彼女は独り言で人生のすべてに別れを告
げる。
彼女が別れを告げたものの1つが、
ファッションブランドの
「BABY, THE STARS
SHINE BRIGHT」だった。
この映画の冒頭シ
ーンには、
「カワイイ」
ファッションの文化的
重要性が詰め込まれている。
それは、日本
と欧米、現在と過去、
ユーモアとパトス、
ロ
マンチックな現実逃避と大げさな女性性、
これらの二極性がぶつかり合い、
パンクロ
ック的な美意識によりまとめあげられたも
のだと言える。

Ribbons and Rebellion: Kawaii Fashion as Cute
Disruptor
By Dr Hui-Ying Kerr
Opening the film, Kamikaze Girls (2008), the
protagonist, Momoko, speeds through the Japanese
countryside on a motorcycle in a flouncy white dress,
bleached blond hair streaming behind her, looking like
a runaway bride while accompanied by a Japanese-punk
soundtrack. Colliding with an oncoming country truck
and flying through the air, scattering vegetables in her
descent, she monologues a farewell to all things in her
life, including the fashion brand, Baby the Stars Shine
Bright. This opening scene encapsulates the cultural
impact of kawaii fashion, a collision between Japan and
the West, present with the past, humour with pathos,
romantic escapism and exaggerated femininity with the
snarl of a punk-rock aesthetic.
Roughly translating as ‘cute’, kawaii encompasses
childlike darlingness, loveliness and adorable vulnerability, and as a subculture, has its roots in the 1960s
Japanese student protests. Rebelling against traditional
academia, students read manga comics in class and
adopted childish handwriting, before going on to re-join
society and settle down into adulthood. Meanwhile,
kawaii took on a life of its own, adopting many forms,
from the creation of Hello Kitty in the 1970s to the
commercial use of cartoon characters from the 1990s
onwards, whether for bankcards, airlines or hotels.
Through these decades we see the development of
kawaii power, and nowhere more influential than in
Japanese streetstyle. Lolita street-fashion, with its parasols, full-skirted ruffles, bows and bonnets, is the most
well-known, spawning a pantheon of substyles such
as gothic-lolita, busu-lolita, and Momoko’s own style,
rococo-lolita. Extending beyond this are Decora, Cult
Party Kei, Dolly Kei, Fairy Kei, yami-kawaii and gurokawaii, to name a few. Further afield, kawaii has made
itself known on the international stage at all levels, from
Western followers of Lolita fashions, to the 2015-2017
tidal wave of cute cartoons on high street and international luxury branded goods alike.

Yet, despite kawaii’s depiction of childlike innocence and
exaggerated femininity, peel back the ruffles and therein lurks a
darker, less wholesome interior. While Lolita and Fairy Kei may
appear to be a straightforward and regressive denial of adulthood, styles such as busu-lolita (ugly Lolita) and guro-kawaii
(gross cute), knowingly juxtapose ugliness and horror with
prettiness and cuteness, exposing a more troubling inner reality.
Indeed, yami-kawaii (sick cute) deliberately invokes a disturbing medical aesthetic to voice issues with mental illness. Even
Western millennial adoptions of kawaii styling are imbued with
heavy irony, while the acclaimed artist, Takashi Murakami, uses
kawaii as a counterpoint to the violence in his work. Thus, even
as kawaii spreads its influence into the international scene, from
photography to art, street to catwalk, looking past the ribbons it
is important to remember that with kawaii, as with its followers,
things are never as they seem.

英語では簡単に‘cute’という単語で片付
けられてしまう
「カワイイ」
という日本語だ
が、
この言葉には、子供っぽい愛らしさや
愛すべき脆弱さといった意味合いが含ま
れている。
さらに、
サブカルチャーとしては
1960年代に日本を圧倒した学生運動をき
かっけに生まれたものだ。
伝統的なアカデ
ミアに対して反逆を起こした学生達は、授
業中に漫画を読み、子供っぽい手書きの立
て看板などを使用したが、
やがて社会復帰
してそれぞれに大人としての道を歩んでい
った。
一方、
「カワイイ」
という言葉は様々
な媒体を通して独り歩きし始める。
1970年
に
「ハローキティ」が誕生すると、1990年代
以降、銀行のカード、航空会社、
ホテルなど
がキャラクターを宣伝に利用したことによ
り莫大な商業的成功を収めた。
この数十
年の期間を通して
「カワイイ」のパワーは
進化し続けてきた。
その進化を先導したの
が、他ならぬ日本のストリートカルチャー
だったのである。
日傘、
ラッフルのついた大
きく広がるスカート、蝶ネクタイにボンネッ
トなどのアイテムが印象的なロリータ風の
ストリート・ファッションは、中でも最もよく
知られるものだ。
ロリータ・ファッションと
一言に言っても、
ゴシック・ロリータ、
ブス・
ロリータ、
そして桃子独自のスタイルでも
あるロココ・ロリータなど様々なものがあ
る。
さらに他にも、
デコラ、
カルト・パーティ
ー系、
ドリー系、
フェアリー系、闇カワイイ、
グロカワイイを始めとして細かく枝分かれ
している。
また、日本から離れた国際的な
場でも、
「カワイイ」文化の勢いはとどまる
ところを知らない。
ロリータ・ファッションを
信奉する欧米のフォロワー達、2015〜2017
年に一般大衆向けに多数誕生したカワイ
イ系のアニメ、
そして世界的なラグジュアリ
ー・ブランドのグッズなどが挙げられる。

インスタをチェックします。
昨日の夜は午前3時か4時に寝たので、起きたのはかなり遅かったですね。
スケジュールにもよりますが、通常は午前8時頃に起きることが多いです。

Naomi
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Watanabe
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しかし、子供のような無邪気さと大げさな
女性性を表現しているように思える
「カワ
イイ」
ファッションだが、
そのふわふわとし
た飾りを剥がしてみると、
そこには暗く、一
貫性に欠ける中身が潜んでいる。
ロリータ
やフェアリー系は、大人になることに対す
る非常に分かりやすく逆行的な拒否の表
現である一方、
ブス・ロリータやグロカワイ
イ系のスタイルは、可愛さと醜さや恐ろし
さを意図的に重ね合わせることで、内面に
抱える闇という現実をあらわにしている。
さらに、闇カワイイ系のスタイルは、見る者
に不快感を与えるような
「患者風」のアイテ
ムを積極的に取り入れることで精神疾患
に関連する問題を提起するのだ。
欧米のミ
レニアル世代による
「カワイイ」
ファッション

の模倣には深い皮肉が染み渡っていると
言えるだろう。
一方、著名なアーティストの
村上隆は、
その作品の暴力性に対する対
比として
「カワイイ」を取り入れている。
この
ように、
「カワイイ」文化は写真やアート、
ス
トリートやファッションショーなど、国際的
なシーンにおいてその影響力を浸透させて
いるものの、
「カワイイ」文化とそのフォロワ
ー達が自らを着飾るリボンの数々の向こう
側に見えるものは、必ずしもその見た目通
りの可愛らしいものではない、
ということ
を覚えておくことが重要である。

AWAII

EDITORS NOTE / SPRING / 2019 ____
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GCDS CANVAS WORKWEAR PANTS

1. What is your idea of perfect happiness?
I’ve been happy many times in my life and
usually has been connected to embrace what I
have and not looking somewhere else. You have
to water your own plants to make them blossom.

14. Which words or phrases do you most overuse?

imagination, but also Jeff Vander Meer, Shirley
Jackson, JK Rowling.

Cute.

28. Who is your hero of fiction?

15. What or who is the greatest love of your life?

Halfway between Tasmanian Devil and James
Bond, spiced up with Spongebob naïvetés.

2. What is your greatest fear?

Yigit and my mum.

To be alone.

16. When and where were you happiest?

3. What is the trait you most deplore in yourself?

When I was a waiter in China.

Sometimes I’m not welcoming, if I don’t like
someone’s energy.

17. Which talent would you most like to have?

4. What is the trait you most deplore in others?

Dancing.

Arrogant, know-it-all people.

18. If you could change one thing about yourself,
what would it be?

5. Which living person do you most admire?

Laziness. I can’t wake up at morning.

Peter Griffin.

19. What do you consider your greatest achievement?

6. What is your greatest extravagance?
I spend all my money on others or stupid stuff,
like a12 year old. Someone said, “you could
spend 10 thousand dollars in a candy shop without even noticing it”.
7. What is your current state of mind?
I’m tryna slow down, cause everything’s going
faster.
8. What do you consider the most overrated
virtue?
Decency.
9. On what occasion do you lie?
When I have to get people excited about
something that is totally boring.
10. What do you most dislike about your appearance?
My Britney Spears eyes. I look tired.
11. Which living person do you most despise?
The Sultan of Brunei, seems more like a
“Flintstones” episode, rather than reality.

22. What is your most treasured possession?
My jewelry, that expands from gold rings and a
mickey mouse Rolex to a sugar bear ring from
Tokyo.

21. 一番住みたいと思うのは？

31. What are your favorite names?

People talking about things without knowing
what they are talking about. It really makes me
upset.
33. What is your greatest regret?
I don’t have much, maybe as a teen I could have
lived with more intensity in moments that I
thought would last forever.
34. How would you like to die?

24. What is your favorite occupation?

35. What is your motto?

Being at my office, without having to run from
a meeting to another. And having time to create
variants of items, changing colors and fabrics, or
experiment whatever in my lab.

If it’s smart, then do it.

I give the same respect to all people.

Intellect.

26. What do you most value in your friends?

13. What is the quality you most like in a
woman?

Loyalty.
27. Who are your favorite writers?
Is manga OK? Akira Toriyama triggerd my early

18. 自分に関して１つ変えることができるとしたら何を
選びますか？

ピーター・グリフィンです。

My parents.

Not willing to work.

25. What is your most marked characteristic?

ダンス。

傲慢で、
「自分は何でも知っている」
という態度ですね。

I want to be around 85, with a lucid mind and
healthy body I want to be in a country house,
surrounded by family, nephews, friends and pets.
Maybe it is Christmas, or maybe we are just
tightly knit as if it’s Christmas every day.

23. What do you regard as the lowest depth of
misery?

17. 持てるとしたら何の才能が欲しいですか？

20. 死んだ後にもう一度誰か、
または何かとして生を
受けるとしたら、
その時は何になりたいですか？

32. What is it that you most dislike?

6 months in NYC, summer in Italy.

孤独であること。

中国でウェイターをしていた時です。

30. Who are your heroes in real life?

20. If you were to die and come back as a person
or a thing, what would it be?

21. Where would you most like to live?

2. あなたが最も怖れていることは？

16. 人生で最も幸福だった時はいつ、
どこにいました
か？

3. 自分の性格について、最も批判されるべきだと感
じる点は？

Yigit means courage in Turkish.

Myself?

自分の人生において幸福を実感したことは何度もあ
ります。
僕は自分の与えられたものに感謝して幸せを
感じることができるので、他のものにばかり目移りす
るようなことはあまりありません。
自分の育てる植物
の花を咲かせるためにはきちんと水を与える必要が
あります。

イジットとママ。

I studied political science and I was impressed by
Harvey Milk. I said to myself, “one day, you’ll be
president”. But unfortunately, my Marie Antoinette attitude took over. Now, I run my palace
between parties and the fashion show, trying to
find a way to change the world in my own little
way.

Having a team that is happy to work with me.

12. What is the quality you most like in a man?

Confidence.

29. Which historical figure do you most identify
with?

1. あなたにとっての幸福の理想とは？

あまり好きになれないタイプのエネルギーをまとった
人に対してはよそよそしく振る舞ってしまうことです。
4. 他者の性格について、最も批判的になってしまう
点は？
5. 現代に生きる人の中で最も尊敬する人物は？
6. あなたにとって究極の無駄遣いとは？

僕は、
まるで１２歳ぐらいの子供のように、自分のお金
を他の人のために使ったり、
どうでもいいようなことに
使ったりしてしまいます。
「君ならキャンディーショップ
であっという間に１００万円ぐらい使ってしまいそうだ。
」
と言われたこともあります。
7. 今この瞬間の気分は？

すべてが加速しているので、
スローダウンしたいと思
っています。
8. 過大評価されていると感じる美徳は？
礼儀正しいこと。

9. どんな時に嘘をつきますか？

あまりにもつまらない物事を題材にして人を楽しませ
る必要がある時です。
10. 自分の見た目で最も嫌いなところは？

ブリトニー・スピアーズみたいな垂れ目。
疲れた雰囲
気になるので。
11. 現代に生きる人の中で最も嫌悪する人物は？

ブルネイの国王です。
現代というよりはまるで
「フリン
トストーン」のエピソード、石器時代の話のように思
えます。
12. 男性の資質で一番好きなものは？
知性。

13. 女性の資質で一番好きなものは？
自信。

14. 自分が使いすぎていると思う言葉や言い回しはあ
りますか？

「キュート
（可愛い）」。

15. 人生で最愛の人、ものは？

怠慢であること。
朝起きられないんです。

19. 自分の功績で最も素晴らしいと思うものは？

僕と一緒に喜んで働いてくれるチームに恵まれたこ
と。

自分自身かな？

ニューヨークに６ヶ月、
そして夏はイタリアで。
22. 一番の宝物は？

ゴールドの指輪からミッキーマウスのロレックス、東京
で買ったシュガーベアーのリングまで様々なジュエリ
ーコレクション。
23. あなたにとって悲惨の極地とは？

働きたい
（制作したい）と思えなくなってしまうこと。
24. あなたの好きな仕事は？

ミーティング間を走り回ったりせずに自分のオフィス
にいること。
カラーやファブリックを変化させながら
様々なアイテムを制作したり実験的なことを試みたり
する時間。
25. あなたの最も顕著な特徴は？

裕福なビジネスマンにも、
ストリートで出会った貧し
い人にも、
まったく同じ態度で話しかけることができ
ること。
26. 友人に求める資質は？
忠誠心。

27. 好きな作家は？

漫画家でも良いですか？鳥山明から僕の想像力はイン
スピレーションを受けました。
他にも、ジェフ・ヴァンダ
ー・ミーア 、
シャーリー・ジャクソン、JK・ローリングなど
から影響を受けています。
28. フィクションの世界でのあなたのヒーローは？

タスマニアン・デヴィルとジェームス・ボンドが半々で、
さらにスポンジ・ボブ的な幼稚性を兼ね備えたキャラ
クター。
29.歴史上の人物で共感を抱くのは？

政治学を勉強していたんですが、
その時に感銘を受け
たのはハーヴェイ・ミルクです。
昔、
「いつか自分は大統
領になるぞ。
」
と誓った時があったんですが、残念なが

ら、僕の中でマリー・アントワネット的な性格の方が強
くなってしまいました。
現在は、
パーティーやファッショ
ンショーの合間を縫って自分自身の
「宮殿」を運営しな
がら、僕なりのささやかな方法で世界に小さな変革を
起こす方法を探しています。
30. 現実世界のヒーローは？
両親ですね。

31. 好きな名前は？

イジット。
トルコ語で
「勇気」
という意味です。
32. 最も嫌悪するものは？

実際には何も知らないのに知ったような顔をして物
事について話す人々。
そういう人を見ていると本当に
腹が立ちます。
33. 最も後悔していることは？

後悔していることはあまりありません。
１０代の頃、
ずっ
と続くと思っていた瞬間をもっと大事に過ごせば良か
ったかなとは思います。
34. どんな風に死にたいですか？

８５歳ぐらいで、明朗な頭と健康な体のまま、田舎の一
軒家で家族、甥、友達やペットに囲まれて死にたいで
す。
クリスマスでもいいし、
クリスマスのようにみんなが
集まるような毎日の中で。
35. あなたのモットーは？

「スマートなアイディアなら、一度やってみる。
」

the girls
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What is the first thing you do in the morning?
I check my Instagram. Also, went to sleep last night at 3 or 4am, so I slept late today. It depends on my
schedule but I usually get up about 8am
What is the last thing you do at night?
I play a game called PUGB. It’s fun because you get to kill people.
You seem to be very self-confident, is it a quality you always had, or you learned to develop it?
When i was a teenager, I was shy but since I got on stage with comedy and I learned to laugh with
people, it helped me out a great deal. Then the complements from people came over and over again so
after a while it made my confidence into what it is today.
Growing up, did you have a personal hero?
Beyoncé
What’s your favorite Beyoncé song?
Crazy in Love
If Beyoncé invited you to dinner at her house, but you had to bring a dish, what would you bring?
That is a difficult question. I think that because she is strict with her food it makes it hard, but I’d say
I’m going to bring a zero-calorie jelly.
If you were at the GCDS beach, what would you wear?
I’d where a head to toe Pikachu outfit from GCDS

GCDS PHONE EARRINGS

Do you have a secret crush? Who?
Yes, but after I turned 30, I forgot to flirt. It’s not like when I was in my 20’s. But I won’t tell who it is.

All clothes by GCDS, foundation Suqqu, eyeshadow - Kanebo Lunasol, lipstick - Shu Uamura

GCDS LOGO SWEATSHIRT / GCDS JIGGLYPUFF BOOTS

GCDS CANVAS SALOPETTE / GCDS WORKWEAR GILET / GCDS PYTHON PUMP

Q: 朝起きて最初にすることは何ですか？
A: インスタをチェックします。
昨日の夜は午前3時か4時に寝たので、起きたのはかなり遅かったですね。
ス
ケジュールにもよりますが、通常は午前8時頃に起きることが多いです。
Q: 夜寝る前にすることは何ですか？
A: PUGBというゲームをやっています。
架空の世界で人を殺したりできるので楽しいですよ。

Q: あなたは自分自身にとても自信があるように見えます。
それは生まれ持った性格ですか、
それとも努力
して身に着けたものですか？
A: ティーネイジャーの頃はかなりシャイな方でしたが、
コメディのステージに立って人と一緒に笑うように
なったことで随分と助けられました。
その後、色んな人から褒められる機会が増え、結果として自信を持て
るようになりました。
Q: 子供の頃にヒーローとして尊敬する人物はいましたか？
A: Beyoncé（ビヨンセ）ですね。
Q: ビヨンセの曲で好きなものは？
A:「Crazy in Love」
です。
Q: もしビヨンセが自宅でのディナーにあなたを誘ったとして、何か一品持ってきてほしいと頼まれたとした
ら何を持って行きますか？
A: 難しい質問ですね。
彼女は食に関しては厳しい方なので、一緒に食事をするのは大変かもしれません
が、敢えて持っていくとしたらゼロカロリーのゼリーでしょうか。
Q: GCDSのビーチに行くとしたらどんな服を着ますか？
A: GCDSの頭からつま先までピカチュウの服を着ます。

GCDS OVERSIZE BOMBER / GCDS FLUO CARGO / GCDS PALAZZO FOULARD

Q: あなたがひそかに想いを寄せる相手はいますか？
A: はい。
でも、30代に入ってからは恋愛の仕方を忘れてしまいました。
20代の頃とは感覚が違いますね。
相
手が誰かは言えません。
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Interview by Jessica Egbu
Q: Japanese Street Style has always be a source for inspiration around the world. What city/country
do you think has been influenced the most by this?
A: We always try to observe the city wherever we go. Especially UK is my favorite.
We are inspired a lot with the British music and culture which became our core inspiration. We relate
so much with the punk and rebeller attitude of UK because that’s our personality.
Q: When thrifting or looking for new pieces to add to your wardrobe, what do you look for first? (ex:
Outerwear, Trousers, Shoes, etc.)
A: Vivid and pop colors, especially in pink. Big silhouette outwear, sparkly shoes and accessories.
And of course, we have to have two same items in order to create the “AMI AYA Twinsies” look.
Q: Where do you see the direction of creativity in the fashion industry heading?
A: Thanks for social media, it’s much easier for us to promote ourselves individually and speak up
our voice. And because of internet, there will be no borders with other countries and we are going to
be much and much diverse and unique.
Q: What’s a misconception you hate that others give opinions on about being an influencer/having
influence on social media?
A: We try to ignore hate comments on instagram but of course we receive heart breaking comments.
For example, one of our followers(or maybe he/she is just “visiting” our account) said “Are you
bragging that you are wearing fancy and high-brand fashion?”
In our mind thinking, how can you twist and think like that? LOL
So I had to engage with that person and said my opinion about it.

Q.日本のストリートファッションシーンは世界中のファッショニスタに多大な影響を与えています。
AMIAYAさん
はどの国または都市からインスパイアされていますか？
↓
A.常にアンテナを張ってる状態なので、
世界中の色んな国へ行く度にインスピレーションは受けてます！
特にイギリスのファッションは音楽やカルチャー、
バッグボーンを感じ魅力的に思います。
パンキッシュな反骨精神はマインドとしても持っているので私達のスタイルのどこかに取り入れています。
Q.お買い物するときは、
どのようなアイテムを探す？
↓
A.ビビッドなカラーアイテム
特にピンクのアイテム
ボリュームのあるアウター
キラキラしたシューズなど小物
ツインルック出来る様に２つ揃ってるもの

Q.今後のファッション業界はどのような方向にスタイルが進むと思いますか？
↓
A.ソーシャルメディアの普及でより個人が確立されていき国境を越えてカルチャーがMIXされていきそう。
そこに
紐付き、
FASHIONもMIXされたものが増え、更にボーダレスに変わっていきそう。

Q.ソーシャルメディア上で、
かなりバズっているお二人ですが、
パブリックフィギュアである上で誤解されること
もあると思います。
その中でも、困った意見あると思いますがどのようなことでしょうか？
↓
A>基本的にはあまり気にしませんが、意地悪事を言われる事は多々あります。
笑
ハイブランドのお洋服を着てInstagramにアップしたら、自慢したいんですか？とコメントが来た事があって。
流
石にそれは困りましたね。
笑
それ対してはきちんと私の意見を返信しました

AMI AYA TOKYO POP

Emi Aoki_
Interview with nail artist, Emi Aoki ( emaioki.com )
What is your favorite color you enjoy painting with?
I don’t have particular color I enjoy painting, but I tend to like/enjoy using darker color
in summer time, brighter and lighter color in winter time…(since everybody wants darker
color in winter time and brighter color in summer time, I get tired of those colors and that’s
why it’s refreshing to use opposite color scheme)
You seem to enjoy hand painting a lot, how is that feeling different from stencil?
Many of my clients come to me to get ‘the only one’ kind of design, something different
from other people, to express themselves with the nails. So, painting works better than
stencil/stickers. Also, everybody has different nails, so it’s the best for me to hand paint on
each client’s nails to perfectly fit the art.
It’s like a custom suits/clothes. My clients nails are made only for them.
Can you get a sense of a personality just by looking at someone’s nails?
From their bare nails, not so much. Nails and the nail conditions are something what they
are born with, also something they can’t change much. Although, I see some people bite
their nails, cuticles. Normally they do it when they are stressed or nervous, so I can see the
personality from there a bit.
What is your favorite topic of conversation when doing nails?
We girls love to talk about boys/ boy problems ;)
A lot of my clients call me their therapist and they love to tell me about their boys. So do I.
I have a lot of therapists, what I sometimes call my clients, and I love to tell them my crazy
dating stories. They love hearing them and some even say they live for my stories.
What songs do you listen to when working?
Instead of music, I put Netflix shows for my clients and we love
‘Grace and Frankie’ and ’The Great British Baking Show’
How many tattoos to you have?
To be honest….I lost count. I’d say I have one big one ;)
What was your first tattoo?
My star on my right Ankle.
What is your next tattoo?
No plans for new tattoo for now.
Does your tattoo work and nail art ever inspire each other?
Not really, but I have a lot of amazing tattoo artist friends and they certainly give me
motivation and inspiration. We are both artists, so we have a lot of stuff in common and it
helps to talk to them.
Lastly, who is your favorite artists or writers?
I have too many! But I am a big Snoopy(from Peanuts) fan. I also love 90’s Hip-hop and
Mark Drew makes AMAZING art, which involves both Peanuts characters and
90’s Hip-hop.
I have some of his prints in my studio but hope I get his original piece some day!

39

ネイルアーティスト：Emi Aoki インタビュー( emiaoki.com )

Q: 絵を描く時によく使うお気に入りの色はありますか？
A: 特にお気に入りの色はありませんが、夏の間は暗い色合い、冬の間は明るく薄めの色合いを好む
傾向にあると思います。
（大抵の人は冬に暗い色、夏に明るい色を選ぶので、
そういうお決まりの色
合いには飽きてしまうんです。
正反対の色彩を選ぶのが新鮮に感じます。
）

Q: 手描きが好きなようですが、
ステンシルとはどう違いますか？
A: 私のクライアントの多くは、
「オンリーワン」のデザインを求めて私のところへやって来ます。
他の誰
も持たないデザインをネイルを通して身に着けることで自分自身を表現するのです。
この点で、
ステ
ンシル/ステッカーよりも手描きの方が上手くいきます。
人によって爪の形は違いますから、
それぞれ
のクライアントの爪に完璧にマッチするアートを提供するためには手描きが一番です。
オーダーメイ
ドのスーツや洋服と一緒です。
1人1人のクライアントに合わせた唯一無二のネイルアートを作って
います。

Q: 爪を見るだけでその人の性格が何となく分かったりしますか？
A: 何もつけていない状態の爪ではよく分かりませんね。
爪の形や状態はそれぞれが生まれ持った
もので、
それを変えることはほぼ不可能です。
だけど、爪や甘皮を噛む人もいますね。
こういう癖は、
ストレスや緊張を抱えた人が持つことが一般的なので、
そこから少しだけ性格を想像することはで
きます。

Q: ネイルをやる時の話題としてお気に入りのものはありますか？
A: 女の子は、男の子達のことや恋愛について話すのが大好きです。
私はクライアントに
「セラピスト」
と呼ばれることが多いのですが、彼女たちはパートナーの男性達について私に教えてくれます。
私も
彼女たちに自分の恋愛について話します。
私もクライアントのことを
「セラピスト」
と呼ぶので、私には
「セラピスト」がたくさん居ることになります。
過去のクレイジーなデート相手の話なんかをするのは
とても楽しいですね。
こういう話をすると、
クライアントにはすごく喜んでもらえます。
私との会話を糧
に生きているなんていう人も中にはいます。
Q: 仕事中にはどんな曲を聞きますか？
A: 音楽ではなくて、
クライアントのためにNetflixの番組を流します。
「Grace and Frankie」
や
「The
Great British Baking Show」なんかが人気ですね。

Q: タトゥーはいくつ彫っていますか？
A: 正直に言うと…いくつあるか覚えていません。
ただ、大きなものが1つあることだけは言えます。
Q: 初めて入れたタトゥーは何ですか？
A: 右足首に入っている星のタトゥーです。

Q: 次はどんなタトゥーを入れたいですか？
A: 新しいタトゥーを入れる予定は今のところありません。

Q: タトゥーとネイルアートは、
あなたにとって互いに影響を及ぼすものですか？
A: それはあまりないですね。
だけど、素晴らしいタトゥーアーティストが友達には何人も居て、彼らか
らモチベーションやインスピレーションをもらうことはよくあります。
アーティスト同士、共通事項はた
くさんありますし、彼らと話をすると色々と学ぶことがあります。
Q: 最後に、
お気に入りのアーティストまたはライターはいますか？
A: たくさんいます！私はスヌーピーの大ファンなんです。
それに90年代のヒップホップも好きです。
こ
の2つを掛け合わせたマーク・ドリュー（ Mark Drew）のアートは、素晴らしいの一言です。
スタジオに
彼のプリント作品をいくつか飾っていますが、
いつか本物の作品を手に入れたいと思っています。

What is ikebana?
For me, it’s about caring for the beauty of nature
What color do you like?
Blue
What is your favorite flower?
Yellow Freesia
What is the scent of your favorite flowers?
Plum, iris
If you were only able to create one Ikebana design, what does it look like?
Perhaps the “Senior Flower”. I think that casual design is good.
Have you ever created flower design that reminds you of a certain person? Who?
Yes, my grandmother.
Who is your favorite singer?
Death Cab for Cutie, Benny Sings, Justin Martin, ZAZ, etc ...
What is your favorite book?
The Alchemist by Paulo Coelho

生け花はあなたにとってどういう意味ですか？
自然の美しさを慈しむ行為
好きな色は？
BLUE

好きな花は？
黄色いフリージア

あなたの好きな花の香りは何ですか？
梅、
アイリス

_»Ikebana»
by Mayu Arai
新井麻友

orphique.wixsite.com/mtmyo3o2

あなたの家族のうちの誰かも生け花をしますか？
しません

生け花をしているとき、
あなたは音楽を聴きますか？もしそうなら、
あなたは音楽の種類に名前を付けることができますか？
聴きません

あなたが1つの生け花のデザインしか作成できない場合、
それはどのように見えるでしょうか？
盛花をいけたいと思います。
さりげないデザインがいいと思います。

あなたのデザインが永遠に生き続けることを望みますか？
いいえ

あなたはあなたに人を思い出させる花のデザインを作成したことがありますか？誰？
はい、
あります。
祖母です。
あなたの好きな歌手は誰ですか？
Death Cab for Cutie, Benny Sings, Justin Martin, ZAZ, etc...
あなたの好きな本は何ですか？
The Alchemist（Paulo Coelho）

the artists

Do you remember the moment when you decided you wanted to do that as a job ?
Yes, I was fired from a well-paying office job and took it as I sign I wasn’t cut out for office politics and so cut my losses and
tried to make this work.

LEVEL 1/
FUTURO BEACH

Stephen Maurice Graham
Stephen Maurice Graham is an illustrator, comic maker and animator from Belfast, Northern Ireland. He lives
in a house by a river with his wife Zoe, daughter Rosaleen and annoying dog Poppy. Another child is on the
way soon. His work is bold and colourful, weird and funny, expensive and classy.
Blue seems to be an important color to your work. What does this color mean to you?
Blue is always the color I go to first, it’s a comfort zone I guess? It’s famously a calming color, maybe that’s
why I’m drawn to it!
What color don’t you like?
Maybe dark brown? I always find myself pushing for my browns to be lighter, more ruddy and red.
What influences your work the most? Childhood memories, adult fantasy or something else?
I suppose elements of my work are nostalgic, I like putting CRT screens into things instead of modern monitors for example, they’re just more aesthetically interesting!
I think I’m part of a generation that got stuck in childhood, a lot of arrested development going on, I’m also
not immune to that so certain forms, shapes and colors are pulled from my youth.
Are you superstitious?
I used to think I have good luck, I still think I do - so yes I suppose I am in that regard!
How long have you been an illustrator?
Around 7 years. 7 years good luck ;)

Do any of your parents have an artistic background?
Sort of, my dad used to paint a little in his free time and I grew up asking him to draw things for me when I was young, so I
have warm memories of him doing these things but he never went pro!
Are there any people in your life that inspire a recent or reoccurring character?
No one I know, but I find some of the weird people on the internet inspiring for my comics work; people who identify as
incels, Youtube influencers, flat-earthers - that kind of thing.
Do you listen music while you work and what songs are on your playlist?
Like everyone else it has to be «lofi hip hop radio - beats to relax/study to» on Youtube
Do you ever hide “Easter eggs” (hidden symbols) in your illustrations?
Yeah all the time! Mostly just jokes that only make sense to me but in the illustration for this issue, there is a billboard at the
top right with a kind of bug or caterpillar on it - that character turns up a lot on other billboards in other drawings I do.
What song would go perfectly with the piece you did for the issue?
The image is a post apocalypse where the animals have reclaimed the earth so it’d be appropriate to have this: I Wanna Destroy You by The Soft Boys
Stephen Maurice Grahamは、北アイルランドのベルファスト出身のイラストレーター、
コミックメーカー、
アニメーターです。
彼は
妻、娘、犬と一緒に川沿いの家に住んでいます。
彼の妻は赤ちゃんを産んでいます。
彼の作品は大胆でカラフル、奇妙、
そして面白
いです。
Q: あなたの作品において、青は重要な役割を持つ色のようですが、
この色はあなたにとってどんな意味を持ちますか？
A: 私はいつも初めに青を選びます。
ある種のコンフォートゾーンのようなものかもしれません。
青は心を落ち着かせる色として知
られていますが、もしかすると、私がこの色に惹かれる理由はそこにあるのかもしれません。
Q: 嫌いな色はありますか？
A: 濃いめの茶色でしょうか。
茶色を使う時は、
どうしても薄めの茶で赤みを帯びたトーンにしがちです。

Q: あなたの作風に最も大きな影響を与えたものは何ですか（子供の頃の記憶、大人になってからの空想、
またはそれ以外の何
か）
？
A: 私の作品には、
ノスタルジックな要素があると思います。
例えば、現代的なモニターではなく、芸術的に面白みのあるCRTスクリ
ーン表現を使うのが好きだったりします。
私の世代というのは、子供時代の感覚に閉じ込められて発育遅滞的な側面の多い世代だと感じています。
私自身も例外ではな
く、作品の中に登場する特定の形式、形や色は、子供時代の感覚が元になっている場合が多いです。
Q:あなたは迷信深いほうですか？
A: 私は、自分が運の良い人間だとずっと思っていました。
今でもそんな風に思っているところがあります。
ということは、迷信深い
ということになるのかもしれませんね。
Q:イラストレーターになってどれくらいですか？
A: 大体7年くらいです。
ラッキーセブンです。

Q: イラストレーターという仕事に就きたいと思った時のことを覚えていますか？
A: はい、給料の良い会社勤めの仕事を首になった時、会社勤めの人間関係は自分に向いていないことに気づきました。
これ以上
自分の時間を無駄にしないためにも、
この道でやっていくことを決めました。

Q: ご両親もアートに携わっていたのですか？
A: そうとも言えますね。
父は、昔は時間のある時に絵を描いていました。
子供の頃はよく父に絵を描いてくれるようにせがんだも
のです。
そういった暖かい思い出はありますが、父自身はプロのアーティストになることはありませんでした。

Q: 実際の生活の中で関わりのある人達の中で、最近の、
または何度も登場するキャラクターのインスピレーションとなった人はい
ますか？
A: 実際の知り合いや友人ではいません。
でも、
ネット上で見かけた変な人達を漫画のインスピレーションにすることはあります。
例
えば、
インセル（非モテ過激派）、Youtubeのインフルエンサー、地球平面論者などの人々です。

Q: 作業中に音楽を聞きますか？どんな曲がプレイリストには入っていますか？
A: こういう人はたくさんいると思うのですが、私の場合は「lofi hip hop radio - beats to relax/study to」
というYoutubeのクリッ
プを流しています。

Q: イラストの中に
「イースター・エッグ
（隠しメッセージ）」を入れることはありますか？
A: それはかなりやりますね。
ほとんどの場合は、自分にだけ理解できるジョークのことが多いのですが、
この号のために描いたイ
ラストの右上にある広告の看板にはイモ虫のようなキャラクターを加えました。
このキャラクターは、他の作品の中で描かれる広
告看板によく登場しています。
Q: この号のために描いて頂いた作品にぴったり合う曲はありますか？
A: 世界の終わり以後に、動物達が地球を取り戻すイメージなので、The Soft Boys
の
「I Wanna Destroy You」がぴったりだと思います。
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ペパ・プリエト・ピュイ
（Pepa Prieto Puy）は古典的なストーリーと実験音楽のレコ
ードを組み合わせた作品を作っている。
コレクティブエンジンのFirecream による
卓上出版の世界から始まったプロジェクトだ。
彼女の描くスター・キャラクター、ジ
ェセニア・ラ・テニアJessenia la Tenia (サナダムシ・ジェセニア)は、
これまでにエ
ディトリアル企画のTik Tok、Fosfatina (ビーゴ)、
そしてRV papers (マドリッド) な
どで紹介されている。
現在は出版業界で国際的に活躍しており、
これから個々に出
版が予定されている漫画作品の準備を進めている。

LEVEL 2/
FUTURO BEACH

Pepa Prieto Puy combines classic narratives with experimental records.
It begins in the universe of desktop publishing by the collective engine,
Firecream. Her star character, Jessenia la Tenia (Jessenia the Tapeworm) has
made appearances in the editorial projects Tik Tok, Fosfatina (Vigo) and
RV papers (Madrid).
She is currently working in the publishing field internationally and preparing two upcoming comics that will be published independently.
Can you tell us a bit about your color palette? It is so specific to your world.
I usually take few colors, it’s easier for me, and always effective. I always
use spot colors with noise filter, looks like a fake RISO. It helps to unify the
color and gives a warmer aspect.
What object would not fit in your world?
I think any object could work, the important is the perspective from which
you show it.
What influences your work the most: Childhood memories,
adult fantasy or something else?
Both, I also like dreams. That combines everything haha.
Are you superstitious?
No, I don’t think so. But I have a bizarre imagination, and I get scared easly.
How long have you been an illustrator?
Two years, more less.

Papa Prietro Puy

Q: あなたの使用するカラー・パレットについて少し教えてもらえますか？独自の色
彩感覚だという印象があります。
A: 数色のみを使用することがほとんどですね。
その方がやりやすく、効果的だと感
じます。
必ずスポット・カラーにノイズフィルターを使用しています。
RISOの真似事
のように見えるかもしれません。
こうすることで、色味に統一感を出して作品に暖
かい印象を与えることができます。
Q: あなたの世界観に合わないものは何かありますか？
A:「合わないもの」はないと思いますが、
どういった視点から作品を見せるかが重
要ですね。

Q: あなたの作風に最も大きな影響を与えたものは何ですか（子供の頃の記憶、大
人になってからの空想、
またはそれ以外の何か）
？
A: 子供の頃の記憶、大人になってからの空想の両方です。
夢にも影響を受けます。
つまり、
すべて、
ということになりますね（笑）。
Q: あなたは迷信深いほうですか？
A: いいえ、
そうは思いません。
でも、異様なほど想像力が働いてしまうので怖がり
なところがあります。
Q: イラストレーターになってどれくらいですか？
A: 大体2年くらいです。

Q: イラストレーターという仕事に就きたいと思った時のことを覚えていますか？
A: はい、以前ウェイトレスとして働いていた時のことです。
その当時私はマドリッド
に住
んでいたのですが、都会の厳しさに私は呑み込まれそうになっていました。
イラスト
レーターという仕事に就くことは容易な決断ではありませんでしたが、今では良い
判断だったと思っています。

Q: ご両親もアートに携わっていたのですか？
A: 私の母はメイクアップ・アーティストです。
人の顔を魔法の様に変えてしまうこと
はできますが、紙に描くアートはあまり好きではないようです。
父は俳優で、絵を描
くのもとても上手です。
両親ともに、
クリエイティブな面を持った人達です。

Do you remember the moment when you decided you wanted to do
that as a job?
Yes, on my last waitress job. I was living in Madrid and the city was eating
me alive. It was hard to make a decision, but now I´m happy about that.

Q: 実際の生活の中で関わりのある人達の中で、最近の、
または何度も登場するキ
ャラクターのインスピレーションとなった人はいますか？
A: もちろんです。
私の人生の中で重要な役割を持つ人々すべてにインスピレーショ
ンを受けています。
彼らは私という人間の一部ですから。

Do any of your parents have an artistic background?
My mother is make-up artist. She can do magic in your face, but she doesn’t
like paper so much. My father is actor; he draws very well. Both of them are
very creative people in their own way.

Q: 作業中に音楽を聞きますか？どんな曲がプレイリストには入っていますか？
A: はい、聞きますよ。Spotifyにお気に入りリストがあるんですが、毎週内容が変わ
ります。
でも、同じ曲を何日間も繰り返し聞き続けることもできます。
最近のトップ
は次のような楽曲です。

Are there any people in your life that inspire a recent or reoccurring character?
Of course, I think all the important people of my life inspires my work,
they are part of me.
Do you listen music while you work and what songs are on your playlist?
Yes, haha.
I have a list of favorites on Spotify, each week it’s changing, but I can spend
days listening the same songs over and over. Now on the top are:
Kick in the eye - Bauhaus
Portugal - Eleven Pond
Play with Me - The Cure
Jewel - Cranes
Sensitive Recollections - John Maus
Outer Space - John Maus
Juicy- The Notorious B.I.G.
Do you ever hide “Easter eggs” (hidden symbols) in your illustrations?
Yes, it helps to express things, that in another way, you couldn’t say.
It’s even to emphasize an idea. That is the magic of drawing
What song would go perfectly with the piece you did for the issue?
I remember that I listened many times Computer Age by Neil Young. It
has a retro-futuristic sound similar to the illustration. I use to imagine the
people of my drawing crossing the crosswalk at the rhythm of the song.

Kick in the eye - Bauhaus
Portugal - Eleven Pond
Play with Me - The Cure
Jewel - Cranes
Sensitive Recollections - John Maus
Outer Space - John Maus
Juicy - The Notorious B.I.G.

Q: イラストの中に
「イースター・エッグ
（隠しメッセージ）」を入れることはあります
か？
A: ありますね。
あからさまには表現に加えることのできない内容を描写する方法
の1つとして活用しています。
1つのアイディアを強調する場合にも使えます。
絵を描
く際の魔法のようなものです。
Q: この号のために描いて頂いた作品にぴったり合う曲はありますか？
A: Neil Young の
「Computer Age」
という曲はよく聞きました。
このイラストに雰囲
気の似た、
レトロで未来的なサウンドの曲です。
絵に登場する人物達が、
この曲の
リズムに合わせて横断歩道を渡る様子を想像したりしました。

Nakamura Kyoko / @n_muragoya / suzuri.jp/n_muragoya
Born in Kyoto in 1992.
Graduated from Kyoto Seika University
Solo exhibition
2016 Neo Saipai (kKyoto)
2017 Oage Shrine Festival (Okayama)
2018 Nostalgic fantasy (Taiwan)
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::::::
Your drawings are always in rooms filled with many things. Is your
home very similar?
Although it is not as beautiful as it looks in my drawings, I decorate my
home with antiques and traditional. I especially I like Kitsune (Japanese
fox toys).
Are you claustrophobic?
No.
Red seems to be an important color to your work. What does this color
mean to you?
I think that it is the attractive color and makes the work impressive. Also
in red, (vermillion) is a traditional Japanese color used also for tori. It is
my also favorite color.

Q.あなたの絵はいつもたくさんのもので満たされた部屋の中にあります。
あなた
の家はとても似ていますか？
A.絵のように綺麗ではありませんが、
アンティークや郷土玩具など集めたアイテム
を棚に飾っています。
特に日本のキツネの置物が好きです。
Q: 閉所恐怖症ですか？
A: いいえ。
Q: 赤はあなたの作品にとって重要な色のようです。
この色はあなたにとってどん
な意味がありますか？
A: 作品を印象づける、惹きつける色だと思います。
また、赤の中でも朱色は鳥居な
どにも使用される日本の伝統的な色で、私の好きな色です。
Q: どんな色が好きではないですか？
A: 灰色です。
（嫌いではありませんが、使うのが難しい）
Q: あなたの仕事に最も影響を与えるものは何ですか：子供の頃の思い出、大人の
ファンタジー、
その他何か？
A: 出かけ先で出会った風景、街並み
美術館や映画などで見た作品もヒントになることが多いです。
Q:あなたは迷信ですか？
A:よく分からないです。

What color don’t you like?
Perhaps, gray. Actually, I do not dislike it, but it is difficult to use.

Q: あなたはどのくらいイラストレーターをしていますか？
A: 学生の頃、日本の飴屋のフライヤーデザインをしたことがありました。
その頃か
ら一応イラストレーターと名乗っています。
およそ5年くらい。

What influences your work the most: Childhood memories, adult fantasy or something else?
The landscapes and cityscapes I encounter when I go out. Also, I get bits
of inspiration from art in museums and movies.

Q: 仕事としてやりたいと決心した瞬間を覚えていますか？
A: 子供の頃から絵を描くことが好きなので、
ずっと職業にしたいと思っていました。
まだイラストレーターとしては自立できていないので、今後も目標です。

Are you superstitious?
I am not sure.

Q: あなたの両親に芸術的背景がありますか？
A: 私の母が学生だったとき、母は織物や着物を作っていました。

How long have you been an illustrator?
About 5 years. It started when I had to design a flyer for a candy store as
a Japanese candy store when I was a student.
Do you remember the moment when you decided you wanted to do that
as a job?
Since I was I child, like drawing and I wanted to do this as a job. I have
not been able to become independent as an illustrator yet, but I am still
working towards this goal.
Do any of your parents have an artistic background?
When my mother was a student, she made textiles and kimonos.
Are there any people in your life that inspire a recent or reoccurring
character?
Well ... maybe not.
Do you listen music while you work and what songs are on your playlist?
YMO
J.A.Seazer
Shiina Ringo
Yurayura Teikoku
Kinniku shoujo tai
Togawa Jyun
Tama
Denki Groove
Fatboy Slim
Caravan Palace
Do you ever hide “Easter eggs”(hidden symbols) in your illustrations?
Although they are not hiding, I include the foxes often.
What song would go perfectly with the piece you did for the issue?
Shiina Ringo
https://youtu.be/42W8bxW14sU

Q: あなたの実際の生活の中で、最近または繰り返し現れるキャラクターを刺激す
る人はいますか？
A: うーん…多分いないです。
Q: 仕事中に音楽を聴いたり、
プレイリストにどんな曲が入っていますか。
YMO
J・A・Seazer
椎名林檎
ゆらゆら帝国
筋肉少女帯
戸川純
たま
電気グルーヴ
Fatboy Slim
Caravan Palace
Q: イラストに
「イースターエッグ」
（隠れたシンボル）を隠すことはありますか？
A: 隠れていないけど、狐はほぼ描きます。
Q: あなたがこの問題のためにやった曲にぴったりな曲は何ですか？
A:「神様、仏様」
https://youtu.be/42W8bxW14sU

Alias: Hollee
Web: www.hollee.work
Email: info@hollee.work
Psychology graduate and freelance illustrator from
eastern-central Canada.
Primarily does game-based illustrations, and has worked
with various clients such as Gravity, Wrightwing, Vector, Gcrest, Bushiroad, etc...
Likes to dabble with 3D modelling, programming, and
new software in her spare time.
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Soundless Wind

Your female characters are a combination of strength
and beauty, what do you think their life would be like?
The heart is the most important aspect. Whatever they
venture in, be it saving the world or uncovering new
aspects of themselves, I imagine they’d do it with
courage and gusto.
My aspirations for them is that they live the kind of life
that lets them actively pursue new frontiers.
If you were friends with one of your characters, where
would you go to hang out?
A: Any place that lets us spend quality 1-on-1 time. Either at home, or at a cafe. I could brew tea, maybe bake
some cookies, and we would be able to truly unwind.
What influences your work the most: childhood memories, adult fantasy, or something else?
I’m deeply influenced by the cartoons I grew up with.
The first work that made me feel like picking up a pencil
was the international sensation, Sailor Moon.
There are lots of magical, fantastical, and gentle
imageries from the series that I often like to think about
while I work.
Are you superstitious?
Not at all. I believe there is a scientific explanation for
everything; a logical flow of cause and effect that binds
the reality we exist in.
If we don’t have an answer to something that seems
inexplicable, it is simply because we have yet to discover it. The universe is perennially vast and mysterious.

カナダ中東部出身、大学では心理学を専攻。
フリーランスのイラストレーターとして活躍。
主にゲームを基にしたイラストを作成に携わっており、Gravity、Wrightwing、Vector、Gcrest、Bushiroadなど、
これ
までに様々なクライアントからの依頼を受けている。
また、時間のある時には3Dモデリング、
プログラミング、新しいソフトウェア開発なども行う。

Q: あなたの描く女性キャラクターは強さと美しさを兼ね備えたイメージを持っています。
彼女たちの人生はどのよ
うなものだと想像しますか？
A: 一番重要なのは「心」
です。
世界を救ったり、自分自身についての新しい一面を発見したり…どんなことに挑戦す
る時も、彼女たちは勇気と心からの喜びを持って挑むはずです。
私が彼女たちに望むことは、
それぞれが果敢に新し
くフロンティアを開拓できるような人生を送ることです。
Q: もし、
あなたの描くキャラクターが実際の友人だったとしたら、
どんな場所で遊びたいですか？
A: 一対一で楽しい時間を過ごすことができる場所ならどこでも。
自宅でもいいし、
カフェに行くのもいいですね。
私
がお茶を淹れたりクッキーを焼いたりして、本当にゆったりとした時間を過ごせればそれが一番です。

Q: あなたの作風に最も大きな影響を与えたものは何ですか（子供の頃の記憶、大人になってからの空想、
または
それ以外の何か）
？
A: 子供の頃に見たアニメから大きな影響を受けています。
私が初めて絵を描こうと思ったのは、国際的なセンセー
ションを巻き起こしたアニメ、
「セーラームーン」を観たことがきっかけです。
作品を作る時には、
このアニメシリーズ
で観た、魔法やファンタジーの柔らかなイメージを頭に思い浮かべることが多いです。

How long have you been an illustrator?
Perhaps over a decade or so by now.

Q: あなたは迷信深いほうですか？
A: まったく迷信は信じません。
すべての物事は科学的に説明できるはずだと私は信じています。
私達が存在する現
実世界を束ねる、原因と結果の論理的な流れがあると思います。
説明のつかない物事に対して私達人間が何の答
えも持たないとしたら、
それは単にまだ答えが見つかっていない、
それだけのことです。
宇宙は気の遠くなるほど広
大で謎に満ちた場所です。

Do you remember the moment when you decided you
wanted to do that as a job?
A: It was during middle-school that I thought about
pursuing art more seriously. At some point, I had drawn
so much that I had to admit: «hmm, I think I’m in this
too deep now...»

Q: イラストレーターという仕事に就きたいと思った時のことを覚えていますか？
A: 真剣にアートに取り組んでみようと思ったのは中学生の頃です。
絵を描くことに夢中になりすぎて、
「ちょっと深く
はまりすぎてるな。
」
と思うことさえありました。

Do any of your parents have an artistic background?
None of my family members have pursued the arts...
However, they all seem to have an artistic side to them.
My elder sister likes to free-hand scribble mandalas
during long phone conversations. She’s quite good at it.
Are there any people in your life that inspire a recent or
reoccurring character?
I typically don’t draw inspiration from people close to
me. Instead, when I create a character, I prefer to infuse
aspects that I don’t often see in media or reality.
I like things that are novel and exciting, and I’d like to
be able to show that to others as well.
Do you listen music while you work, and what songs
are on your playlist?
I cycle through a lot of international pop songs and instrumentals while I work. Otherwise, I sometimes have
movies playing in the background.
My favorite genres are electric lounge and classic funk
with no vocals. Depending on what I’m drawing, I’ll
rework my playlist to suit the atmosphere.
The song I listen to the most right now is Bring you
Happiness by callme
What song would go perfectly with the piece you did
for the issue?
hitomitoi - Dolphin. It’s a relaxing, beachy-kind of tune.
Do you ever hide “Easter eggs” (hidden symbols) in
your illustrations?
Seldom. My mascot is a white rabbit, though, so sometimes I sneak in elements related to bunnies.

Q: イラストレーターになってどれくらいですか？
A: 10年ちょっとでしょうか。

Q: ご両親もアートに携わっていたのですか？
A: アートを追求したのは、家族の中では私だけです。
ただし、家族のメンバーにはそれぞれに芸術的な側面がある
ことは確かです。
姉は、長電話をしながらフリーハンドで曼荼羅を描くのですが、
かなり良い作品を描きます。
Q: 実際の生活の中で関わりのある人達の中で、最近の、
または何度も登場するキャラクターのインスピレーション
となった人はいますか？
A: 私が身近な人達をモデルにしてキャラクターを描くことはほとんどありません。
でも、
キャラクターのイメージを
考える時には、
メディアや現実ではあまり見ることのない特徴を加えるのが好きです。
奇抜でエキサイティングなも
のが好きなので、
そういった感覚を表現したいという気持ちはあります。

Q: 作業中に音楽を聞きますか？どんな曲がプレイリストには入っていますか？
A: 作業中は、色んな国のポップソングやインスト曲を沢山入れて流しています。
音楽を聞かない時は、代わりに映画
を流すこともあります。
私の好きな音楽ジャンルは、ボーカルの入っていないエレクトリック・ラウンジやクラシック・
ファンクです。
描いている内容とその雰囲気に合わせてプレイリストを編集するようにしています。
最近一番よく聞い
ているのは、callmeの
「Bring you Happiness」
という曲です。
Q: この号のために描いて頂いた作品にぴったり合う曲はありますか？
A: hitomitoi の
「Dolphin」
ですね。
リラックスできる、
ビーチにぴったりの曲です。

Q: イラストの中に
「イースター・エッグ
（隠しメッセージ）」を入れることはありますか？
A: ほとんどありません。
でも、私のマスコットは白うさぎなので、時々うさぎに関連する要素をこっそり入れることは
あります。
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Daniel Shaffer is a freelance illustrator that
was born in Atlanta, GA. He graduated
from the Maryland Institute College of
Art in 2014 with a degree in illustration.
He currently is living in his hometown of
Decatur, GA, and hopes to write and illustrate his own book in the coming years.
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Your work seems to have such a sense of
childhood joy but on a closer look you see
more adult layers and emotions? Do you
see this? Was that intentional?
A: Yes, this is an intentional element. I like
the idea of mixing these two worlds together because I think it makes the content
more relatable.
Tell us what would fit and not fit in the
world you create.
I hope that most anything can fit into the
world I create. I will say that you won’t find
any proportionally accurate figures that are
granularly rendered to perfection; however,
maybe one day that will be something I can
incorporate every now and then.
What influences your work the most:
Childhood memories, adult fantasy or
something else?
I think that dreams are the biggest influence
for me. I think dreaming and the process of
making art can be quite similar.
Are you superstitious?
I’m not superstitious, but I do really enjoy
the concept.
How long have you been an illustrator?
I guess I’ve been illustrating since I was a
little kid, but I didn’t start getting paid to
make art until about four years ago.
Do you remember the moment when you
decided you wanted to do that as a job?
I really decided that I wanted to do it when
I was pretty young. I never was really
interested in any other career path. I’m
not sure what I would be doing if I wasn’t
making art for a living.
Do any of your parents have an artistic
background?
I grew up watching my father paint, and my
mother originally wanted to be a graphic
designer. My dad doesn’t paint anymore,
but I hope that he returns to it someday.
Are there any people in your life that inspire a recent or reoccurring character?
Not that I’m aware of! I think most of my
characters contain bits and pieces of a lot of
different people and things.

Do you listen music while you work and
what songs are on your playlist?
I often listen to music while I work. Here
are a few artists I’ve listened to recently:
Solange, Nick Hakim, Bibio, Space Captain, Flying Lotus, Braids, Cocteau Twins,
Baths, and I also listen to video game
soundtracks sometimes.
Do you ever hide “Easter eggs” (hidden
symbols) in your illustrations?
Sometimes! I won’t say what they are
though.
What song would go perfectly with the
piece you did for the issue?
I think the song Papas Fritas, by Nick
Hakim goes well with it.
バイオグラフィー: ダニエル・シャファー（Daniel
Shaffer）、ジョージア州アトランタ生まれ。
フリ
ーランス・イラストレーターとして活動中。
メリー
ランド・インスティチュート・カレッジ・オブ・アー
ト
（MICA)でイラストレーションを専攻し、2014
年に卒業。
現在は、故郷であるジョージア州デ
ィケーターに住み、数年以内に自身のイラスト
を用いた本を出版することを目標として活動を
続けている。

Q: あなたの作品には、子供時代の喜びの感覚
が強いイメージがありますが、注意深く見ると
大人の
持つ感覚や感情が隠されているように思えます。
これは意図的に表現していることですか？
A: そうですね。
そこは意図的な要素だと言えま
す。
そういった2つの世界を混ぜ合わせること
で、作品がより共感しやすいものになると思っ
ています。
Q:あなたの作り出す世界観に合うものと合わな
いものについて教えてもらえますか？
A: 私の作り出す世界観には、ほとんどのものが
合うのではないかと思います。
ただ、1つ言えるこ
とは、非常に細かい部分まで完璧に表現された
比率的に
「正確」な作品は今のところ私が作っ
たものにはありません。
いつか折を見て挑戦し
てみたい内容ではありますが。

Q: あなたの作風に最も大きな影響を与えたも
のは何ですか（子供の頃の記憶、大人になってか
らの空想、
またはそれ以外の何か）
？
A: 最も強く影響を受けているのは夢ですね。
夢
を見ることと芸術作品を作るプロセスはとても
似ています。
Q: あなたは迷信深いほうですか？
A: 迷信深くはありませんが、
コンセプトを持つこ
と自体は好きです。

Q: イラストレーターになってどれくらいですか？
A: 幼少期から絵はずっと描き続けていますが、
実際に絵を描くことで収入を得ることができるよ
うになったのは4年ほど前のことです。

Q: イラストレーターという仕事に就きたいと思
った時のことを覚えていますか？
A: かなり小さい時から、
この仕事に就きたいと
決めていました。
他のキャリアにはほとんど関心
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を持ったことはありません。
プロの絵描きとして
生きる以外の道は上手く想像できません。

Q: ご両親もアートに携わっていたのですか？
A: 私は父が絵を描くのを見ながら育ちました。
母は、元々はグラフィックデザイナーを志してい
たそうです。
父はもう絵を描くのを止めてしま
いましたが、
また再開してくれるといいなと思っ
ています。

Q: 実際の生活の中で関わりのある人達の中で、
最近の、
または何度も登場するキャラクターのイ
ンスピレーションとなった人はいますか？
A: 私が知る限りはいませんね。
私が描くキャラク
ターのほとんどには、様々な人物や物事の断片
の数々をもとに構成されています。
Q: 作業中に音楽を聞きますか？どんな曲がプレ
イリストには入っていますか？
A: 作業中にはよく音楽を聞きます。
最近
聞いているアーティストは、Solange、Nick
Hakim、Bibio、Space Captain、Flying
Lotus、Braids、Cocteau Twins、Bathsなどで
す。
時々、
ビデオゲームのサントラを聞くことも
あります。
Q: イラストの中に
「イースター・エッグ
（隠しメッ
セージ）」を入れることはありますか？
A: 時々やりますよ。
だけど、
それが何かは秘密
です。

Q: この号のために描いて頂いた作品にぴったり
合う曲はありますか？
A: Nick Hakim の
「Papas Fritas」が良く合うと
思います。
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the net

POSTER.BOY is a multifaceted artist & model based in NYC currently working on a mix tape, running a clothing label, art directing and pursuing
whatever creative endeavors run his way.

GCDS LOGO SWEATER

TOMORROW
SAME TIME
POSTER.BOY
PHOTOGRAPHED BY NICOLAS WAGNER

GCDS PIKACHU RAGLAN HOODIE

GCDS CHOKER, GCDS HANDS TOY EARRINGS, GCDS PIKACHU MASK, GCDS ASYMMETR CAL PINK DRESS

Anna Trevelyan is a fashion stylist and consultant based internationally. She is the stylist for GCDS and loves it. Beyond GCDS, she has worked
with V Magazine, Elle, 10, Vogue Japan, Nicki Minaj, Rihanna, Dua Lipa, Nike, Camper, MAC, Kenzo, Nicki Knight, David LaChapelle and Solve
Sundsbo

ANNA TREVELYAN
PHOTOGRAPHED BY NICOLAS WAGNER

GCDS PIKACHU ROUNDY BAG , GCDS JIGGLY PUFF ROUNDY BAG , GCDS CHOKER, GCDS HANDS TOY EARRINGS, GCDS PIKACHU MASK, GCDS ASYMMETR CAL PINK DRESS

GCDS LIPSTICK MARIJUANA 4:20, GCDS CHOKER, GCDS HANDS TOY EARRINGS, GCDS GREEN LYCRA DRESS

GCDS NYLON GILET, GCDS SUNRISE CARGO

Kemio is a fashion influencer + social media personality known for his massive followings on Twitter, YouTube and Instagram. Originally from
Tokyo, Japan Kemio is now based in Los Angeles where his career has since taken off. His followers appreciate his street style aesthetic and global
presence.

KEMIO
PHOTOGRAPHED BY NICOLAS WAGNER

GCDS NYLON GILET, GCDS SUNRISE CARGO

GCDS MANEKINEKO COIN BOMBER, GCDS SUNRISE CARGO

GCDS FLUO COACH, GCDS LOGO CARDIGAN, GCDS SUNRISE CARGO

TOKYO DELIGHTS / 2019 / by Giuliano ____
SHINJUKU, SHIBUYA, GINZA, IKEBUKURO, SHIBA

2019
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SHINJUKU, SHIBUYA, GINZA, IKEBUKURO, SHIBA

2019

CF

GCDSWEAR.COM
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@GCDSWEAR

@GCDSWEAR

ESTHER McGREGOR | ALTON MASON | LILY McMENAMY

SHOT BY BRIANNA CAPOZZI

SS19

ALTON MASON | ESTHER McGREGOR | LILY McMENAMY | TACO SHOT BY BRIANNA CAPOZZI SS19

GCDSWEAR.COM
GCDSWEAR.COM
STYLED BY ANNA TREVELYAN

STYLED BY ANNA TREVELYAN

WWW.TOKYOARTFAIR.COM

