
多彩なARTの魅力にふれるアートマーケットを毎週末開催！

アーティストや作品とのふれあい、ワークショップを通じてARTの楽しさを伝える選りすぐりのショップが、
４週間の毎週末に渡りストリートに集まります。3/24、3/25のマーケットには、LAを拠点に活躍するアーティストWRDSMTH(ワードスミス)、

そして昨年エンジェル・ウイングスをMARINE&WALKにペイントしたCollete Miller(コレット・ミラー)も登場します。
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一つとして同じものは存在しない、様々な形で表現されたアートに出会えるマーケット！

 ART MARKET POPUP SHOP

ART MARKET開催期間中、館内テナントでも特別なアートをご用意しております!

MARINE&WALK 内 SHOP

SURUTOCO

【シルクスクリーンワークショップ】

kibun

【似顔絵】

Botanize

【グリーン販売】

Colette Miller /
WRDSMTH

グリーンルームギャラリー

3.24 sat  14:00～デンマーク発プロダクトブランドMOEBE(ムーベ)の
「FRAME（フレーム）」の展示販売を行います。MOEBEの
代表的なアイテムでもある「FRAME」は、普遍の形ともい
える“額縁”をこれまでにない観点から捉え直しデザインさ
れました。またFRAMEと相性の良い「STILLEBEN（ス
ティルレーベン）」のポスターの販売も行います。春を演出
するボタニカルアートをぜひお楽しみください。

春を収めるボタニカルアート
頭の中から湧き上がるすべてのことを自由に表現したい。自
分自身の存在意義と社会貢献する唯一の手段として、描き
続けている「山本こうこ」のアート作品の他、Free Park
別注オリジナルアイテムを集めました。　

山本こうこアートフェア

世界の愛と平和を願い、各国に「エンジェルウィング」を描
き続けるコレット・ミラーがGREENROOM GALLERY 
YOKOHAMAにてサイン会を実施致します。普段では目
にする事が少ない貴重な原画作品の展示販売も予定してい
ます。その他コレット・ミラーの商品をお買い上げ頂いた
お客様には本人直筆サイン、写真撮影の特典があります！
1日限定のMEET THE ARTISTです。

LOVE & PEACEを込めて、
「天使の羽」アート

フリーパークコミュニティミル / ソーダーバー

OPEN  各日 11:00～18:00

TOILCRAFT

【フレーム・雑貨販売】

トイルクラフト

インテリアやデコレーション、什器や創作物まで、木
工を主に物作りを行っています。物販では額縁を中
心に販売を行っています。サイズやお色の事など、お
気軽にお声がけください。その他、看板やちょっとし
た家具類など、作りたい物がございましたらオーダーメ
イドにて承ります。皆様のこだわりが形になるその過
程を楽しみながら、制作させて頂きます。

kibun

ラボラトリースタジオ

優しく自然の風合いがある素材を使い、旅・
アウトドアをコンセプトに、外遊びでも使える
家具や道具を製作しています。自然に触れながら
自然をもっと身近に感じ、宝探しのように楽しく
自分らしさを追求できる毎日を過ごしてほしい
と考えています。

Laboratory Studio

【インテリア雑貨販売】

「シルクスクリーンで遊ぼう！」
当日、自分の好きな絵を手描きしてシルクスク
リーン印刷。バッグにオリジナルの絵柄が印刷
できます。※同じ絵柄、同じインクでの印刷の
場合、素材を追加することもできます。シルク
スクリーン印刷は小さいお子様でも簡単にでき
ますので、ご家族での参加もお気軽にどうぞ！

似てないようでじっくり見るとほんのり似て
いる似顔絵屋 kibunです。
お一人様はもちろん、ご家族でもお描きします。
今日という日の思い出と一緒に、kibunの
似顔絵をお持ち帰りください。お写真からも
お描きできます！

anea design代表 aneaken（横町 健）が提案
する植物好きの「植欲」を誘うプランツセレクト
ショップ〈Botanize〉  。2016年11月に代官山に
店舗「BASE ANEA Botanize」もオープン。ま
たUNITED ARROWSやBEAMSなどで
POPUPイベントを行なうなど、ディレクターとし
ても注目されています。

http://zigameprinting.com

東京都町田市を拠点とするシルクスクリーンとジーク
レーの印刷工房。額装の制作もしており、依頼があれば
オリジナル作品をもとに、シルクスクリーン印刷から
額装までの全行程を手作業で仕上げます。国内で活躍
するアーティストの作品をポスター化し海外向けにも
展開。今回は、シルクスクリーンプリント、アートフレーム、
レジンペイントを販売し、シルクスクリーンのワーク
ショップも開催します。持ち込みも可能です。

ジガメ

Zigame
【アート販売・シルクスクリーンワークショップ】

http://we-are-holiday.com

ホリデイ
【似顔絵】

“苺一絵”
苺が一期一会の気持ちで似顔絵を描くイベント
苺一絵です。マジック一本で描くシンプルでポップ
なタッチはSNSのアイコンとしてもオススメです。
所要時間約5分、写真からでもOKです。

Hideyuki
Katsumata

3.24 sat・3.25 sun

3.31 sat・4.1 sun

4.7 sat・4.8 sun

3.17satのみ3.18 sunのみ

3.24 satのみ3.24 satのみ 3.25 sunのみ

3.17sat・3.18 sun

開催日 : 3.17sat・3.18 sun  /  3.24 sat・3.25 sun  / 3.31 sat・4.1 sun    /   4.7sat・4.8 sun

https://www.instagram.com/onegreenconcept/

【グリーン販売】

日々の生活の中に1つグリーン（One Green）
をプラスすることで豊かに、元気になってほしい
という気持ちを（Concept）としています。生命
感にあふれ場所を選ばず生活の中に溶け込む
テイストの「グリーンインテリア」を通し、ナチュ
ラルライフを提案しています。

OneGreenConcept
ワングリーンコンセプト

https://www.instagram.com/loop_tabisuruyubiwa/

【ハンドメイドの指輪の販売】

“旅する指輪”
Loopのジュエリーは旅先につけていくことを
イメージして制作しています。装飾品の価値は素
材や技術の価値だけでなく、人が使いその人の
記憶や経験を刻み経て、さらに価値のあるもの
をへと変化していくのだと思います。
あなたと共に旅をし、あなたの大切な記憶や
経験を刻んでいただけたら幸いです。

loop
ループ

https://www.instagram.com/kansukeminamiizu/

【アート販売】

量産性の中に一つ一つ微妙な違いが出るステンシル
技法をコミュニケーション手段として活動。カッターで
型を切り抜き、スプレー、ローラー、ブラシ等でプリント
するハンドメイドにこだわったその手法は、ストリート
感覚溢れる、ポップでスピーディーな一点物の作品を
生み出す。広告や製品のアートワーク、店舗でのワーク
ショップから壁面アートワークなど、ジャンルを問わず
ステンシルの可能性を追求して活動している。

Kansuke Akaike
赤池 完介

https://www.instagram.com/kokopelli_plus/

【ワークショップ】

LEDで光るウニランプを作るワークショップです！
天然のウニの殻を使い、ウニの殻やパーツを自分で
選んでミニランプを作ります。（電池交換も可能
です。） ウニの殻を選んだら、あとは好みのデザイン
にアレンジ！自分だけのオリジナルランプができ
あがります。毎回大人気のワークショップです
ので、お待ちいただく（整理券配布）可能性もござい
ます。当日はお早めにお願いいたします！

KOKOPELLI +
ココペリ プラス

https://www.instagram.com/kibacoworks/

【雑貨販売】

2013年に彫刻を施したバンブー素材のスマートフォンケースをリ
リースしkibacoとしてブランドをスタート。より人の手と自然素
材のぬくもりが感じられるプロダクトを提案したいという考えのも
と、2015年にバンブーサングラス、2016年にはアメリカのモー
テルキーをモチーフにしたバンブーキータグ、2017年にバンブー
ブリムCAP「VEIN」をリリース。北鎌倉の工房でひとつひとつハ
ンドメイドで作られた製品は、「竹」の魅力を都会的なプロダクトに
落とし込んだアーバンナチュラルなアイテムになっている。

kibaco works
キバコワークス

道路側
１F

道路側
１F

海側
１F

PEACE CRAFT

【雑貨販売】

ピースクラフト

PEACE CRAFT Masayuki Nishimura
“誰かにとっての不要を誰かにとっての必要に”
をコンセプトに、流木•古材•廃材などの古い木材
を使った家具・雑貨の制作、個人宅・店舗デザ
イン施工を手がけています。

Colette Miller /
WRDSMTH

【アート販売 / シルクスクリーンプレゼント】

コレットミラー /  ワードスミス

今回MARINE & WALK YOKOHAMAの壁に
新たに描く２人のコラボレーションしたアートを、
本イベントだけの特別なシルクスクリーンで制作。
“愛と気づき”の想いが込められたアートを数量
限定でプレゼント致します。原画も販売します。

古着独特のキズ、自然な汚れ、日焼けで色褪せて
しまった生地。それら全てを『letters』=手紙と
解釈し、それらにもう一度スポットライトを当てら
れる様に分解、リメイク(再構築)し、新しい価値を
吹き込む。縫製は熟練の職人さんたち。縫製工場
などで長年培った経験が、新しい物語を作り出し
あなたの元へ届けます。当日はデニムリメイク
雑貨を販売します。

レターズ

letters
【雑貨販売】

Hideyuki
Katsumata

【雑貨販売・似顔絵】

ヒデユキ カツマタ

広義で日本的画風のArtist。 “HANAUTAH”
の産みの親であり、国外のGallery / Museum
での展示、Mural Paintを中心に活動していま
す。“Little Dragon”や“CUZ” (Sam Dook 
from The Go! Team & Mike Watt from 
The Stooges)等に代表されるミュージシャン
へのArtwork / Movieなども提供しています。

シーショア

seashore inc Kenta Nakano
当初は趣味であったDIY。ウェルカムボード
や家具作りをしていたが勤めていた福祉事業
所での企画からseashoreinc.を立ち上げ
ました。現在でも多くのアイテムの作業工程の
一部を就労支援施設などに委託しています。

SEA SHORE INC.

【雑貨販売】

https://www.instagram.com/peace.craft/

https://ja-jp.facebook.com/dcansign/

こんな表札欲しかった・手描きとは思えない
完成度・１９００年オールドスタイル・アルファベット
表札D-CAN流・下書きなしの一発勝負。
ディーキャン金澤のペイントパフォーマンス。

ディーキャン

D-CAN
【オーダーメイド看板製作】

https://www.instagram.com/seashoreinc_kenta/ https://www.instagram.com/hanautah/https://www.instagram.com/letters2012/

https://www.instagram.com/aneaken/https://www.instagram.com/kibun.i/https://www.instagram.com/surutoco/https://www.instagram.com/laboratorystudio/https://www.instagram.com/toilcraft/


