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iPhone
GOODS

登場！

iPhoneケースはもち
ろん、スピーカーや充
電器などこだわりのア
クセサリーが満載。

極彩色のグラデーションで描く絵は真言
宗の大本山寺院からパリのハイブランド
など幅広く支持を得ている。
http://dalma.jp/

毛繕いをし、凛としている姿は
美しく上品で華麗な女性のよ
う。女性は古来、美しい鳥に例え
られ、神と交信できる女性は美
しく完璧な姿であったといいま
す。iPhoneも女性の様な存在
であってほしいと思います。

CAFE
SWEETS

「 D O U G H N U T  
PLANT」の手作りドー
ナッツ。ここでしか食べ
られないメニューも！ 

COLLABORATION
EVENT

1週間限定で様々な
アーティストとコラボ。
本人が来店することも
あるかも!?

iPRESS CAFE 渋谷

http: //voxpop.co.jp/br/

東京都渋谷区宇田川町25-6 3・4F
OPEN 12:00
CLOSE 20:00 年中無休
TEL：03-5456-6034
FAX：03-5456-6038

http://twitter.com/iPRESSCAFE

iPRESS CAFEの
ツイッターアカウント

豊富なiPhone
グッズがズラリ!

こだわりの
ドーナツ&コーヒー

週替わりで
コラボレーション!

ILLUSTRATOR’S CASE

i P honeでとことん遊べるカフェ

魚住 幸平

このケースは　　　　　　  の販売サイトにて購入することができます！ ★さらに！ iPRESS読者の皆さんにも抽選でプレゼント！ 詳しくは次ページにて！

iPhone

とは…

ガールズ
イラスト

の可能性
を拡げる

ことを目

的に結成
されたプ

ロジェク
ト。新進

気鋭のア
ー

ティスト
として国

内外から
注目され

るプロの
イ

ラストレ
ーター1

8名が集
まって誕

生した。

Kohey Uozumi
蛯原あきら

Akira Ebihara

彩
Xi

チバサトコ
Satoko Chiba

NICO
NICO

CNO
CNO

だるま商店

WORKS

Dalma-Shoten

作者 COMMENT

主な仕事に広告、店舗ビジュアル、CD
ジャケット等。9 / 1 1からL . A . にて
「SWEET STREETS 2」展に参加。
http://www.tammy-web.com/

かわいいものを見つけた瞬間の
キラキラした気持ち。新しいこと
を思いついた時のワクワクした
気持ち。そんなキラキラワクワ
クの結晶を見つけてコレクショ
ンするのが趣味の女の子をイ
メージして描きました。

WORKS

作者 COMMENT

デジタルとアナログを融合させた透明感
のある大人かわいい女子イラストで、雑
誌、web、ポスター、パッケージなど様々
な媒体で活躍。http://miyamon.net

不思議の国に迷い込んだアリ
ス。ふわふわモコモコ白い髪。目
に見える星は現実？それとも…。
Blue Rosesの展示で描いた
作品をアレンジしました。キラキ
ラな気持ちになってもらえると
嬉しいです。

WORKS

作者 COMMENT

桑沢デザイン研究所卒。コンテ会社を経
てフリー。アパレル、広告、書籍、CD ジャ
ケット、Web 等にて活動。
http://www.h4.dion.ne.jp/̃mykw/

「阿吽の呼吸」をモチーフにしま
した。通話相手の方と、そんな関
係でいられたら素敵なことと思
います。

WORKS

作者 COMMENT

現代的な和のエッセンスを効かせた作品
を描く。和洋折衷のガールズを特に得意
としている。
http://www.funarium.com

BlueRoses展示第2弾[kawaii
展＠NY]に出展した作品をアレ
ンジ。3G/3GSと同じ柄ですが、
キャラクターのみで本体カラー
を活かせるデザインにしました。
Appleロゴが見えるのも大切な
ポイント。

WORKS

作者 COMMENT

雑誌、広告、キャンペーンビジュアル等
様々な媒体で活動中。
http://kzk-t.com/ 
http://www.digmeout.net/

大きな黄色いメガネをポイント
に女の子を描きました。リボンや
メガネ、女の子のアクセサリー
は沢山ありますがiPhoneもア
クセサリーのように身に着けて
欲しいと思いこのイラストにし
ました。

WORKS

作者 COMMENT

広告、アパレル、デジタルコンテンツ、CD
ジャケットなど各種媒体にて活躍中。
http://www.romanticagogo.com/

イラストのケースをオシャレに、
男女区別無く使って頂きたいと
思いデザインしました、リンゴ
マーク部分を透かしにしてポイ
ントにしてあります。アナタの
iPhoneをキラキラさせて目
立ってください！

WORKS

作者 COMMENT

雑誌・広告・パッケージ等の様々な媒体で
活躍。11月に渋谷の「mu」で作品展を開
催。詳細・活動情報↓
http://heartofart.chu.jp

スタイリッシュでスマートなボ
ディの「iPhone 4」に合わせて、
ファッション性を強く意識しまし
た。ユニセックスアイテムとして
使ってもらえたら嬉しいです。

WORKS

作者 COMMENT

オーダーイラスト、壁画、テキスタイルデ
ザイン、Ｔシャツデザイン等を中心に活
動。各種ギャラリーに作品出展。
 http://www.coz-one.com/

爽やかなグラデーションを背に
立つ女のコの凛々しい眼差しが
ポイントです。女性にはもちろん
男性にも、カワイイ女のコを
iPhoneのお供にしてもらえた
ら嬉しいです☆

WORKS

作者 COMMENT

WORKS

作者 COMMENT

海外の雑誌や広告媒体を中心に、柔軟な
発想と自由な作風のイラストを提案する
大阪のイラストレーター。
http://www.lilirura.net

よりデザイン的・イラスト的表現
にしようと、画材にペジェを選
択。表現しにくいラフ感を快楽
的なパレットと密度の差で足し、
色が塊として目に入る様に描い
た、50'sと80'sのLilirura-mix
です。

WORKS

作者 COMMENT

武蔵野美術大学を経て04年よりガール
ズイラストレーターとなる。雑誌・書籍表
紙・CDジャケット等で活躍中。
http://www.spamaro.com/

大好きな音楽をいつでも、どこで
も誰とでも！ そんなお気に入りの
音楽が入ったiPhoneにガール
で彩りを添えて貰えると嬉しい
です。テネシーローズモチーフ
も、ギター好きさんにオススメ☆

WORKS

作者 COMMENT

水彩でイラストとアートの境目なく繊細に
女性を描く。実績にフジテレビ、アナスイ
コスメティックス等。12月に個展。
http://sioux.jp/

iPhoneのアップルマークを富
士の日の出に見立てて。りんご
マークに透ける赤い水彩の滲み
がポイントです。

WORKS

作者 COMMENT

ストリートファッションイラストレーション
をメインに活動。六本木でギャラリー
『12G.』の運営も。
http://12g.jp

ざっくりとしたデニムの質感を
クローズアップ。ガールズイラ
ストですが、男の子でも使えるよ
うなテイストにしました。ちょっと
ストリート感強めのテイストを楽
しんでもらえたら嬉しいです。

WORKS

作者 COMMENT

CDジャケット・広告等のイラストを手が
ける。現在は日本とUKを中心に活動中。
9/11よりLAにて「SWEET STREETS 
2」展に参加。http://nicopop.net/

世の中の様々な影響の中から、
自分の花を育てるためのエッセ
ンスを大切に抽出していく女の
子を描いています。フキダシの
メッセージは「What creates
me?」。この他、ユニセックスな
デザインも同時リリース。

WORKS

作者 COMMENT

PALGANTONGのイラストパッケージア
イライナー絶賛発売中。9月より原宿の
KDDIデザイニングスタジオにて作品展示。
http://www.creatorz.jp/benicco

ちょっぴりレトロで配色がカッコ
いい感じ、男の子でも持てる
ガールズイラストをコンセプトに
デザインしました。カラーも2色
展開なので、カップルでお揃い
で使ってもらえたら嬉しいです。

WORKS

作者 COMMENT

9/7～13銀座バートックギャラリーでの
キモノ美人展に参加。（日曜休）
http://www.chiba-satoko.com/

3 G / 3 G S 用で好評のアリ
ス柄をリデザイン。アップルマー
クが、まるでアリスの頭の上に
乗っているように見える可愛い
デザインです。このケースを手
にした人にワンダーな日々が訪
れますように☆

WORKS

作者 COMMENT

女性誌やワコール、花王等の広告を手が
ける。9 / 1 1よりLAでの「SWE E T  
STREETS 2」展に参加。
http://tinytoybox.com/st.html

先月の展覧会で好評だった
キューピッドのモチーフを採用。
リンゴのマーク部分は半透明に
仕上げ、キューピッドの矢がさ
さっています。彼の心をとらえた
い女の子さん、ぜひ使ってね☆

WORKS

作者 COMMENT

ガールズイラストから大人の女性までを
表現。艶感漂う作風を目指している。雑
誌・書籍・広告・Web等で活動中。
http://my-co-pilot.oops.jp/

今回の作品のコンセプトは「マジ
シャン」です。多機能なiPhone
はまるでマジック。驚くような仕
掛けが一杯です。次々と新しい
マジックを見せる今後のiPhone
に期待を込めて描いています。

WORKS

作者 COMMENT

sioux
sioux
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TAMMY

オオタニヨシミ
Yoshimi
OHTANI

タニグチカズコ
Kazuko Taniguchi

久保田ミホ
Miho Kubota

COZ

http://w
ww.blue

-roses.i
nfo/

coz

Benicco
Benicco

mamico
mamico

ミヤモトヨシコ
Yoshiko
Miyamoto

宮川雄一
Yuuiti
miyakawa

emico
emico

COLLABORATION ガールズイラストレーター集団BlueRosesが提案 するiPhone 4ケース登場！ クリエイターセレクト18アイテムをご紹介！

iPRESSプロデュース



Blue Rosesイラストレーターの皆様と会場にお越しいただいた皆様で記念撮影！ 会場は立食形式でわきあいあいと交流が行なわれました

Mac上でイラストを描き、大型テレビに映し出された。

恒例のケーキはiPhone4水色バンパー！

14 i PRESS

「最近、どんどんiPhoneユーザー仲間
が拡大している」と語るイラストレーター
の皆さん。仕事に、プライベートに大活躍
のiPhoneの魅力を語ってくれた。

iPhoneケースは、3G／3GS対応バージョンもある。
イベント当日は、即売会やビンゴ大会も催された。

emicoさん_iPhoneは
いろいろな機能が付い
ていて、ノートパソコン
的に使える部分が多い
ので、外出時にすごく便
利です。中でも一番使え

るなぁ！ と感動したのはマップ機能。私はもと
もと方向音痴なので外出時はすごく苦労し
ていたんですけど、iPhoneでナビしてもらえ
るようになって、本当に助かっています。
オオタニさん_私、3歳
の子どもがいるのです
が、ぐずっていたり電車
に乗っている時などに、
iPhoneを持たせてあ
げると喜んで遊ぶんで
すよね。ゲームアプリはもちろんのこと、写真

の画質がキレイなのが分かるみたいで、自分
の写真が写っているアルバムを眺めたりして
よく遊んでますよ（笑）
彩さん_実は、イラスト以
外にシステムの仕事も
していまして、何個も
メールアドレスを使って
いるのでiPhoneはかな
り重 宝し て い ま す 。
iPhoneを持ち歩くだけで、すべてのメール
をチェックできますから。おかげで常に束縛さ
れてしまうのですが（笑）、場所を気にせず仕
事ができるのは本当に便利だと思います。

CNOさん_私は本を読
むのが好きで、以前は家
の中に本がズラーっと置
いてあったんです。でも、
iPhoneでマンガや青空
文庫が読めるアプリを発

見し、本の入れ替えとかをしなくて済むように
なりました。今は、電子書籍アプリも充実して
きたので、ほとんどiPhoneで読んでますね。
チバさん_ iPhone 4が
発売されてからiPhone
ユーザーになったばかり
なので、このハイテクぶ
りに慣れていないんで
すけど（笑）。でも、初対
面の方などに「こういうのを描いています」っ
て作品を見せられるようになったのは、本当に
便利ですね。自分のウェブサイトも閲覧できま

すし。イラストレーターの仕事にもすごく役
立っています。
ミヤモトさん_たぶんお
仕事でiPhoneを使わ
れている方はご存知か
もしれませんが、カレン
ダーをグーグルと同期
できるのはいいですね。
自分だけでなく家族のスケジュールも入れて、
チェックしています。あと、私も子育て中なの
で、メールをどこでも確認できるのがやっぱり
便利で本当に楽になりました。

なんと蛯原あきら
さん、ミヤモトヨ
シコさん、Ben -
iccoさん、CNO
さんがイベント当
日ライブペイント
を披露。その模様はUstreamでもライ
ブ配信され、現在もBlue Rosesのサイ
ト内でチェックできるので要チェックだ。

iPhone

LIVE PAINTING

http://ipressmedia.com/blueroses/PR
ES

EN
T
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iPhoneケース発売記念！

Blue RosesのiPhone 4ケース

★応募方法

A　　B　　Ｃ　　D　　E　　Ｆ　　Ｇ　　Ｈ　　Ｉ

J　　K　　L　　M　　N　　O　　P　　Q　　R

下記応募フォームより
ご応募ください。

ケースデザイン詳細は前のページをご覧ください

締切日：2010年10月31日
発　表：当選を持って
発表とさせていただきます。

5名様プレゼント！

REPORT

イラストレーター集団Ｂｌｕｅ ＲｏｓｅｓのiPhoneケース発売を記念してiPRESS 
CAFEにてパーティを開催。ファンの皆様をはじめ、沢山のiPhoneユーザーが大集合。

Blue Rosesイラストレーターの皆さんが語る！ iPhoneの好きな所とは？

会 場 に お 越 し 頂 い た 皆 様 に も i Ｐｈｏｎｅ の 魅 力 に つ い て イ ン タ ビ ュ ー し ま し た！

ライブペインティング

プロの技を間近で見られる！？

文章はダミーで、
実際には感想に
ついての内容が
入ります。

井上秀兵さん あすさん KEN3TVさん
nun_さん＆
yopita_ayさん

文章はダミーで、
実際には感想に
ついての内容が
入ります。

女子トークさん

18種類の中から好きなデザインを選べます！

もうひと言で表すと
“個性”ですね。
iPhoneは自分を演出
できるアイテムです。

iPhoneがあると人
と繋がっていられま
す。常にインターネッ
トと一緒の生活最高！

普通にゲーム機とし
て活躍するところと、
アイデア集めのツー
ルが沢山あるところ。

子供の遊びに使える
アプリがあっていい
ですね。電車の中とか
で役立ちそうです。

カメラで気軽に撮っ
て、気軽にアップし
て、色んな人と仲良く
なれるところがイイ！

ART PARTY
撮影：梅原 渉


