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■プロフィール：アイコ
アーティスト・デザイナー・布作家
1985 年京都生まれ・在住
資格：図書館司書・整理収納アドバイザー 2級
　　　インテリアコーディネーター一次試験合格
　　　書道六段

京都橘大学　歴史学科卒
　

重度の先天性心疾患を持つ長男を出産したことを
きっかけに、どんな状況でも柔軟に働ける
作家をはじめる。

京町家に住む西陣織職人の祖父母、
縫製職人の母がいる

ものづくりが身近にある環境に育つ。

2015 年からクリエイター業に加え週に一度、
向日市の工務店　松雄建設にお手伝い。

CAD図面、現場監督補助、SNS宣伝、チラシ作成
HP管理、ペンキ塗りや、施工写真撮影など。
特に人見知りのお子様の子守が得意です。

祖父母宅の
土間の台所を
無垢フローリングで
リフォームしました。



■趣味・特技など

youtube で覚えた
ウクレレ♪

観葉植物から、園芸
息子と貸し農園で
家庭菜園♪

読書好きから、
母校の図書室司書
ボランティアも♪

自分の靴下は
ソックモンキーにハンドメイド♪

築25年の我が家をDIY
腰板を sousou 柄に
ステンシル♪

15年以上集めている
ご当地キティちゃんは
100個以上！

2019年は息子が通う小学校（700人規模）のPTA副会長をさせていただき、
近年、暇な人がやる事・めんどくさい・貧乏くじ、そんなイメージのPTA役員を
“ぱっとたのしくあそぶねん” というコンセプトをもとに次年度役員募集ポスターを作成し、
毎年くじびきで決める役員選出を会議開始10分で全員立候補で決めることに成功しました！

校長・教頭先生を
巻き込み

役員になると
いいこと
あるような、
楽しそうなを
イメージを作りました。

あと、地域でバレーボールもしたり、映画鑑賞、美術館めぐり、ライブ、旅行、資産運用も♪



リネンをコラージュした
ショルダーバッグ、トートバッグ

2020.9

2016

2015

2016 2016

●コラージュバッグ



ラッキーテルボー

落花生のストラップ ワイルドレザーmuuちゃん 顔の磁石とブローチ

豆のブローチ 豆のストラップ muuちゃん刺繍ストラップ

■spica の庭　テキスタイルアート・布、刺繍作品



2009 　    spica の庭として活動をスタート
2010　　  bringbring など複数の雑貨屋さんで委託販売
2011        イベント出展と合わせて、 自身のネットショップで販売開始
　　　　
2015.1　  Pinkoi japan※ スタートアップ時参加 　
2015.12   実験ショップ　グループ展 同時代ギャラリー /京都三条通り　
 
2017.5     個展「にっこり展」同時代ギャラリー　collage

2018.4 　 京都一乗寺　がまぐち専門店 poussette さんとコラボレーション※写真1
2018.10   個展『イロアワセ』同時代ギャラリー　collage※写真 2

2019.3 　 京都アートフリマ出展 in京都文化博物館
2019.6     Pinkoi 企画　台湾アーティストと台日助け合いproject 
                台湾イラストレーターのSinru さんとイラストコラボレーション※写真3
2019.10   静岡の雑貨店Cielbleu さんで 1ヶ月限定　委託販売
2019.10   日本ヴォーグ社『秋の手づくり市 vol2』 in 東京　日本ヴォーグ社 
2019.11   生活雑貨店　tsugumi さん (in 東京西荻窪）委託販売

2020.4     台湾文博会　talent100 の海外アーティストに選出される（コロナで中止）
2020.6     『どっちつかず展』　in恵文社一乗寺展　※写真4
2020.8     MASK WARE TOKYOさん　マスクデザイン提供
2020.9     大阪インターナショナルギフトショー 出展
2020.10   『日常布織物 』出展  in 台中国家歌劇院 ※写真5.6
2020.12   『クリスマスク展』　二人展　inON The UMEDA

 

■沿革

※写真1  2018.poussette さん
コラボがま口

※写真3 2019. 台湾イラストレーター
sinru さんとコラボイラスト” sing”

※写真 4 2020 個展『どっちつかず展』
恵文社一乗寺店

※写真5　2020日常布織物
台中国家歌劇院　風景

※写真2  2018. 個展『イロアワセ』
パッチワークパネル

※写真6　2020. 日常布織物
台中国家歌歌劇院　風景

※Pinkoi（ピンコイ）は、2011年に台湾でスタートし、現在は台湾・香港・米国・中国・タイなどアジアを中心に
世界中のデザイナーと購入者を繋ぐ、デザイン商品の審査制オンラインマーケットプレイスです。



●キャラクターデザイン雑貨
キャラクターデザインはブランドの中で
ファンの方とのコミュニケーションツール
制作段階をSNSで公開、時には
ファンからの要望を取り入れて作り、
販売日に向けてフォロワー（ファン）と
時間を共有します。

小ロットでサンプルを作り
ニーズをさぐりつつ
予約販売をとりいれながら
生産しました。

シーズンごとにデザインを増やしています。

3月はミモザ柄のmuuちゃん
6月ミモザ柄のmuuちゃんハンカチ
クリスマスのmuuちゃん　　など

2020

2020. ポチ袋2018. マスキングテープ 2017. ステッカー

2020　レジ袋型2020　エコバッグ

2020

2021カレンダー



2020 2020

2020水彩画

アクリル絵具で既存の商品にアートした作品。

■アート　painting



■スピカニワ　キャラクターデザイン

ミモザちゃん
mii ちゃん

muuちゃん

乙女座の一等星
spica から地球を愛と希望で
征服しにきたmuuちゃん
地球の到ることに群れで生息し
見える人には見える。

音楽、ドーナツ、本が好き。

スピカノニワのキャラクターを一緒に育ててくださる企業様をお待ちしております。

2015年にはぎれの布作品から生まれ、
日本だけではなく、台湾、香港、中国の方に
愛されています。
2020.21台湾文博会のTalent100
キャラクターが集まるところに選んで
いただきましたが、
コロナのため断念しています。

3/8の国際女性デー
ミモザの日をイメージ

保護猫のイベントを
イメージして描いた黒猫

muuちゃんが
猫に変装した姿

●その他のキャラクター



上記のパッチワークコートからRukamoさん
発のアップサイクルプロジェクト
滞留在庫にアートを施し、新しい価値を＋する。
テキスタイルアートのコート2021春リリース予定

2020リネンウールのはぎれをはつめて作った
個展時に着るためにつくった自分用のテキスタイルコート

●テキスタイルアート



ナチュラルな素材 リネンの
はぎれをランダムにパッチワークした、
世界に一つだけのテキスタイルアート。
ご年配の方にも軽く、持ちやすい
ほつれや、よごれは刺繍やダーニングを
施して、一つ一つを大切に成長する鞄に。
※受注生産または、展示会のみ販売。

底板、底鋲
硬めの芯で
自立して、
すっきりデザイン

毎日使用して、
2年後飴色に

変化したヌメ革の持ち手
角はダーニングで
補修をしました。

2020

2019

2019

2018

2019

●パッチワークバッグ



■テキスタイルデザイン

MASK WARE TOKYOさんにデザイン提供  2020

黒猫のレオン　2021

ブロックチェックに見えるノート柄テキスタイル　2020

鉛筆柄のテキスタイル　2020

トリ　2020



pinkoi の事前エントリー制のキャンペーンに、エントリーし忘れてしまい、
（pinkoi の SNSでの宣伝を受けられない）
自分のSNSでひとりぼっちのキャンペーンということで独自のプロモーションにしました。

ビジネス的なやりとりが多いなか、自分のミスを人間味としてプロモーションし、
お客様とのコミュニケーションのきっかけにして、ファンの獲得に一役買いました。

オンラインショップは季節によってバナーを変化させています。

●SNS・オンラインショップデザイン



ホームインスペクション
（住宅診断士さん）
ビジネスフェア用

A1のパネルデザイン

■クライアントさんのお仕事

手づくりのぬくもりを大切にされる
工務店の事例集と見学会チラシ　手書きタッチでのご要望

2017

2016 2017



■spica の庭　名刺・フライヤーデザイン

2020作成　
BtoCイベントでお客様に
手にとってもらいやすく、
ネットショップの商品発送に
梱包しやすいB6サイズ

イベントで目につきやすいように
立てて置ける蛇腹折りデザイン 

QRコードにmuuちゃんを



●LINEスタンプ・絵文字

2014 体操のおにいさんスタンプ全11種類のスタンプの中で一番人気です。　

2015mii ちゃん　水彩スタンプ

2020カラフル絵文字

2018個人依頼スタンプ

2018muuちゃん LINEスタンプ　



企業様へ

spica の庭はクリエイター” アイコ” が SNSやイベントを通じてファンの方々と一緒に
大切に育ててきたブランドです。

約10年を経て、一人で創作から宣伝、販売までをこなし、新作を待ってくださるファンの方に
作品をお届けすることに、限界を感じて参りました。
そういう背景により、2020年から積極的に得意分野、経験をお持ちの方や企業様とコラボし、
spica の庭のデザインをシェアする活動をはじめています。

ライセンス、版権を利用した。キャラクターを一緒に育てていただける企業様、
また、商品企画から、SNSを活用した宣伝方法や宣伝資料制作、商品撮影などトータルで
ご相談にのらせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

2021.2　　spica の庭　　服部愛子


