Setsugecca
NewYork 「Snow」

Setsugecca
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「Moon」

Setsugecca
Kyoto
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Feb. 5 (fri)- Mar. 4 (thu)

Feb. 9 (Tue) - 15 (mon)

Feb. 3 (Wed) - 7 (sun)
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TEL: (212) 695-1888
Website: www.excygallery.com/

1-9-11-1F Jingumae, Shibuyaku, Tokyo, Japan
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Takoyakushidori, Nakagyoku, Kyoto City, Kyoto, Japan
Tel: -(81)-75-212-4541

Website: www.lapnet.jp/

Website: www.fuchoan.com

EXCY GALLERY は、ニューヨークのマンハッタン 35 丁目、世界 最大
の売り場面積を誇る百貨店 Macy's に面したレーザーサロン・EXCY
LASER, INC に併設されたギャラリースペースです。人通りの多 いミッ
ドタウンの 1 階に位置したサロンの入口を入ると、広々とした空間、
そして高い天井のレセプションエリアがあります。このレセプション
エリアが、若いアーティストやイラストレーターの作品を展示する
ギャラリースペース「EXCY GALLERY」です。絵画・写真・イラストレー
ションなど、平面作品の展示を中心に、若手アーティストや写真家、
そしてイラストレーターの紹介をしています。また、展示会だけでは
なく、ファッションショーやワークショップ、パフォーマンスなど、
イベントも精力的に開催しています。

LAPNET SHIPは、閑静な路面に位置しながらもアクセス のしやすさは

風蝶庵は、京都御幸町にあるギャラリーです。1F のカフェから吹

抜群の原宿にあるアートスペースです。白い壁とコンクリの床に囲ま

き抜けの螺旋階段を登ると 黒の大理石を敷き詰めたフロアと打

れたニュートラルでエッジな空間はイラスト、写真、立体、アパレルと

ちっ放しの壁面が広がります。通りに面した全面ガラス張りの大

LAPNET SHIP is a store front gallery space that is located in

space. A big window facing to the street brings bright light into

EXCY GALLERY is located in front of the biggest department store,
Macy's, on 35th Street in Manhattan, New York. It is a gallery space that
is set inside of the laser removal salon, EXCY LASER, INC. Going inside of
the store front salon space, there is a spacious and high ceiling reception
area. This is EXCY GALLERY where young artists and illustrators' works are
exhibited. Aside from the exhibition, they host some exciting events
such as fashion show, workshop and performances.

Harajuky in the center of Tokyo. It is a white cube type of space

the gallery space so that all the exhibited works are lit by the

ジャンルを問わず多様なクリエイターのニーズにお応えします。
多い日には1000人以上のお客様にご来場いただいています。
これからも多くのクリエイターにとって可能性ある「発表の場」、また

きな窓からは明るい自然光が入り、絵画、写真、書、彫刻、など平面・
立体問わず、どんな作品でも映える空間です。

見る側にとっても「新しいことを提供できる場」であり続けたいと
Gallery FUCHOAN is a gallery space located in the heart of Kyoto.

願っています。

There is a cafe on the 1st ﬂoor and the 2nd-ﬂoor hall is a gallery

that is showing illustration, photography, sculpture, fashion, and
many others. There are over 1000 visitors every day because of
the best location in Tokyo. The gallery's mission is to provide

natural light. It is an ideal space for any kinds of work - painting,
photography, sculpture, and many others.

"exciting opportunities of presentation" for the artists and
creators, and to introduce "new discovery" for the audiences.
JR HARAJUKU

1F

LAFORET

TAKESHITA ST.

OMOTESANDO

6F

◎阪急河原町駅、
京阪三条駅下車徒歩 7 分
◎市バス
四条河原町停下車徒歩 5 分
◎地下鉄東西線
京都市役所前駅から徒歩 5 分

MEIJI ST.

◎B, D, F, N, Q, R, V, W ラインの 34 丁目駅より徒歩 2 分
◎1, 2, 3 ラインの 34 丁目駅より徒歩 5 分

◎東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」５番出口より徒歩２分
◎JR「原宿駅」より徒歩５分

2 min walk from the 34th street station on B, D, F, N, Q, R, V, W Line.
5 min walk from the 34th street station on 1, 2, 3 Line.

2 min walk from the exit 5 of Meiji Jingu station on Chiyoda or Fukutoshin Line.
5 min walk from Harajuku station on JR.

7 min walk from the Kawahara-Cho station on Hankyu Line or Sanjo
station on Keihan Line.
5 min walk from the Kyoto Shiyakushomae station on Tozai Line.

