


MIKI Akihiro ｜三木 章弘
グラフィックデザイナー／ビジュアルアーティスト
高校生時代にグラフィティを中心としたストリートカルチャー
に出会い、クリエイターとしての道を志す。

京都市立芸術大学にてビジュアルデザインを専攻後、株式
会社コナミデジタルエンタテインメントおよびコナミアミューズ
メントにて 7 年間アーケードゲーム機のデザインに携わった
後、フリーランスとして独立。ロゴや印刷物全般からWeb
デザインまで幅広く手掛ける。

アーティストとしても精力的に活動しており、グラフィティを
表現のベースとしたミュラルやライブペイントなどのパフォー
マンスやペイント作品制作のほか、デジタルを用いた表現
も行う。

『NONIO ART WAVE AWARD 2020』
審査員特別賞 名和晃平賞 受賞

Profile CV
【略歴】
1988 北海道札幌市生まれ
2011 京都市立芸術大学　デザイン学部
 ビジュアルデザイン専攻　卒業
2011 株式会社コナミデジタルエンタテインメント　入社
2018 株式会社コナミアミューズメント 　退職
 フリーランスとして独立

【展覧会】
2012 『New Wave Painting』 
 at artyard studio（グループ展・大阪）
2012 『MARVELOUS INKS』 
 at ART Lab AGITO（個展・大阪）
2013 『Wild, Passionate and Sticky Things
 京都美術の 130 年』
 at 渋谷ヒカリエ 8/（グループ展・東京）
2014 『京芸 transmit program #5 PLAY HARD!』 
 at 京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA（グループ展・京都）
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Recent works
2011-2020

https://naw-award.jp/result2020.html
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2018
MIKI Akihiro
Logo design

自分の名字に入っている漢字の「三」をモチーフにしたロ
ゴデザイン。反時計回りに 45°ほど傾けるとイニシャルの
A と M が隠れている。筆跡の始点と終点を繋ぎ、デザイ
ン / アート /ドラムの“3”つを回すことで自分ならではの
アウトプットにするという想いを表現した。
また、個性・オリジナリティを表現するために「三」は手

書き風の形状で作成。
オレンジと水色のブレは右記の ALPHA GRAPH とのリン
クを表すとともに、オレンジで「アクティブさ」、水色で「水
の持つ可変性」といった意味合いを込めている。

2019
ALPHA GRAPH

Logo design

ALPHA GRAPH はビジュアルアーティスト／グラフィック
デザイナーである三木章弘のデザイン名義です。三木章
弘本名での制作は自身の個性を最大限活かすのに対し、
ALPHA GRAPH ではクライアントの目的・想いがストレー
トに伝わるようデザイナーの個性を極力なくす＝透明なデザ
インを目指しています。

ロゴマークは、デザインをする上での三つの要素 「クライ
アントの目的・想い」「デザイナーの手段」「共有するイン
スピレーション」を三角形で表し、それらが物として浮か
び上がるさまとして正四面体という立体に立ち上げていま
す。また、「透過（アルファ）」をオレンジと水色の重なり
で表現しました。



2017
Bird of Paradise
Flyer design (B5)

コンテンポラリーダンサー日置あつしのソロ作品公演フライ
ヤー。植物の写真を撮影し、極彩色のビジュアルを構成。
東南アジアの音楽を取り入れた公演内容から梵字の要素を
取り入れたタイトルロゴを作成。



2013
REREPA vol.1
Flyer design (B5)

2014
REREPA vol.2

Flyer design (B5)



2014
“Flower of life tour 2014”
Flyer design (B5)

2012
A new mystery has come
Flyer design (A4)

2013
C.A.P. in/out  x put
Flyer design (100x148mm)

2012
MARVELOUS INKS
Flyer design (235x90mm)

2011
Kyoto 917
Flyer design (A5)



2014
THE NOUP / NOUP PARADE
12inch Record

THE NOUP のロゴにもなっているモチーフの「目」を基に、羊

の群れを「意識と無意識」や「夢の中の群衆」など、楽曲のテー

マに落とし込みデザイン。

2015
THE NOUP / NOUP ZINE vol.14 2015 JUNE

ZINE A5/20P

THE NOUP が定期的に自主制作している「NOUP ZINE」の

特別版として作成。イギリスの芸術集団、パンク・ロックバンド

「CRASS」を題材にした映画の公開に合わせ岡山のライブハウス

「ペパーランド」で行われた対談を収録。



2019
最好的暑假 – 飯本貴子といとう二人展 – 
Web design

ミス iD2019 文芸賞のいとうと写真家飯本貴子による初の二人展。

展示はオンライン上で行われ、Web チケットを購入することでア

クセス（来場）できるようになるというもの。「スマートフォンで世

界中どこからでもいつでも」 見られるよう、スマートフォンをメイン

に据えた構成。デザイン及びコーディングを担当。

2019
最好的暑假 – 飯本貴子といとう二人展 – 

Photobook design

ミニ写真集セットチケット購入者限定で販売を行った写真集。オン

ラインでの展示写真からの再選定とアナザーカットの追加に加え、

二篇の文章が追加された B6 サイズ 132P。

写真集用に再構成を行い、写真集ならではの仕上がりを目指した。



2017
ODEN TOARU
Logo design

「どんな街にでもあるような、いつものとある店」という店舗のコ

ンセプトを表現するために、同じく身近のどこにでもあるゴシック

体でロゴを構成。来てもらうお客さんによってお店のカラーが出て

くるような、おでんを盛られる器のような。そんなロゴに仕上げま

した。微妙に文字の角を落とすことで誰にでも馴染みやすい仕上

がりにしています。

2017
ODEN TOARU
Shop card

2017
ODEN TOARU
Poster (A2)

店主自らが、 器に盛るようにおでんにつけるからしを端に乗せた

ショップカードは初回限定版。

今では毎年の恒例行事となった店主主催の大峯山登山にて、山から見た大阪の写真をポスターに。



2018
ODEN TOARU

GOEN card

1 周年の感謝を込めて作った「ごえんカード」は、利用する際に

真ん中の穴を開けることで「ごえん」になるという駄洒落仕様。



2018
GOHAN & COFFEE nim.
Shop card, Name card

店主の名刺とショップカードを、同じトレーシングペーパー
で関連付け。名刺は裏から反転したデザインを印刷するこ
とで、文字を読むときはトレーシングペーパー独特の風合
いに。カード右上のギザギザはお店の所在地である谷町六
丁目、通称 「谷 6」から。

漆作家である谷川美音の名刺。漆作品の持つ表面の繊細
さを活版印刷で表現。名前の文字がシンメトリーなので面
裏同位置のレイアウトにすることで気づきを得られるような
ギミックを盛り込んだ。

2017
Mine Tanigawa
Name card



2019
DMAT Yamanashi

T-shirts design

災害時派遣医療チーム (DMAT) 山梨のチーム T シャツ。
他県の T シャツは何かしらそ県の特産品などをモチーフに
作られているということで山梨もそれに倣ってという話でし
たが、山梨特産の葡萄やさくらんぼなどの果実や、それを
元に作るワインやウイスキーなども、元を辿ればその水を

生む南アルプスによるものなので、南アルプスと大きな空
をメインモチーフとしました。
走り書きのような手書き文字を入れることで DMAT の機動
性の軽やかさを表現。文字の色は山梨の県鳥ウグイスの緑
を使用しました。

また、差し色として医療を赤いラインで表現することで山
梨のモチーフと DMAT という団体本来の役目との表現の
バランスをとっています。

2018
MIKI Akihiro
Name card

発色の良いオレンジの紙にシルバー＋ 1 色でプリント。エネルギッ

シュな奇抜さで印象強く、整えたレイアウトでバランス良く。



2018
Acheron.Inc
Logo design

映像制作会社 「Acheron Inc.」のリニューアル・ロゴデ
ザイン。右にあるのが旧ロゴです。ロゴマーク部分（船）
は決まっているのですが、ロゴタイプ部分（文字）は特に
決まっておらず、都度付け加えているとのことでした。
リニューアルしたい理由としては①ロゴマークとロゴタイプ
の最適なバランスが見つけられていない／②折り紙の「騙

し船」をイメージしたコンセプトは気に入っているが、+ ア
ルファ何か引っかかるものが欲しい／③正方形と合わせて
横型のロゴも作成したい、とう 3 点。
ということで「騙し船」 のモチーフは継承し、印象を大き
く変えることなくロゴの完成度とさりげないギミックを盛り込
む狙いで作成しました。

元のデザインの時に船の中央に向かって縦横斜めの線

が集中線となってしまい、 意図せず目がいく、 気になる

部分になっていました。 斜めの線を折り紙のディテール

として表現する＋縦横の線も中心に向かって少ーしだけ

細くしています。

折り返した時の船の先端が文字の空きスペースにハマ

るようになっているという仕掛けです。 図の空白部分を

別の形に見せる、 いわゆる「ネガティブスペース」 を

活用したテクニックです。

大阪の港区で行われるイベントのプロポーザル案件にロゴの提案

で参加したもの。

港区ということで「波」や、そこに集まる人、お祭り感などをモチー

フに据え、フォントは図柄部分の親しみやすさとのバランスを取り、

港区の今後を思考するためのイベントという点に重点を置きセリフ

体を使用。

※プロポーザル案件としては不採用だったため未公開

2019
Minato-ku Meeting (Unreleased)

Logo design

「Minato-ku Meeting」の頭文字の M ふたつを造形のベースに。

また、M の形を活かして波を表現することで、港区という湾岸地

域の特性はもとより、波及し広がっていく象徴的な波、話し合う際

の声を出すことで伝わる音の波など、イベントコンセプトの軸にな

るモチーフとして使用しています。

シルエットは先述の波のモチーフを活かしながらも、マーケットの

テントの屋根や、集う人のシルエットにも感じる形に。 上部の雫形

のオブジェクトの色を変えることで、多様性を持った人々が集える

場になるような思いを込めました。

また、雫形は地図のアイコンとしても連想され、ミナトク・ミーティ

ングというイベントが重要な「場」として機能する役割を担うとい

う点もデザインの造形に落とし込みました。



2012年に自身のグラフィックをモチーフにしたファッショ
ンブランドを、パタンナーの岡村拓と二人で立ち上げ。
2シーズンほど作成し、テキスタイルのグラフィックパター
ンをはじめ、ロゴ、パッケージ、Web 他各種販促ツール
のデザインを担当。
2020 年に再開予定。



Photo by SAKAKIBARA Masanobu

2012
MARVELOUS INK (T-shirts)

Graphic design
cotton100% inkjet print one by one different pattern



Photo by SAKAKIBARA Masanobu

2012
KILLER LUMINOUS (Zip-Up hoodie)

Graphic design
cotton100% inkjet print one by one different pattern



Photo by SAKAKIBARA Masanobu





Photo by SAKAKIBARA Masanobu

2013
HYDRA (Crew neck sweatshirt)

Graphic design
cotton100% inkjet print one by one different pattern



Photo by SAKAKIBARA Masanobu

2013
WINDMILL (Half pants)

Graphic design
cotton100% inkjet print one by one different pattern



Photo by SAKAKIBARA Masanobu



2013
Shop card
Graphic design (204x84mm)

2013
Shop bag
Graphic design

ショップバッグは半透明の袋にロゴをクリアで吹き付けるこ
とでロゴ部分だけ透明になるという仕様。
展示では台を発光させることで商品の照明としての役割と
しても活用した。



2018
Web site
Graphic design



Painting
高 校 生 時 代にグラフィティをはじめとしたストリートアートに 出

会ったことをきっかけに、 大型のミュラル作品（壁画）やライブペ

イントなどのパフォーマンスとしての作品制作を行う。

身体の動きとして熱量を伴って描かれた痕跡が、 見る人にエネル

ギーとして伝わりポジティブな影響を与えることを目指している。



インラインスケートの世界チャンピオンをはじめ、 スケボー、 BMX などのプレーヤーが所属

する兵庫県神戸市の六甲アイランドに位置するスケートパーク「"g" skate park」 にて、

計 10 日間の公開制作を実施。

車輪から生まれる「回転のエネルギー」、 競技が行われるランプや港町神戸という場所から

「波」 のモチーフ、空中で技を決める際の飛び立つ 「エアー」 のさまなどをコンセプトに、ス

ケートパークとそこでプレーする人の空気を感じながら描き上げた。

2019
Live paint performance

Mural paint at “g” skate park
– Acrylic color, Aerosol (4000x16000mm)



Production movie
https://www.youtube.com/watch?v=hmiDOPMKsE0

Photo by Takako Iimoto



2019
LONG LONG TRIP 4TH ANNIVERSARY 2019.05.24 
Livepaint performance with 透明回線 , SOTA at NOON+CAFE(osaka)
– Acrylic color, Aerosol

2018
Paint on the wall 2018.06.28 

Paint performance at NY Moore Hostel (New York City)
– Acrylic color, Aerosol



2014
京芸Transmit program #5 PLAY HARD! 
– Acrylic color, Aerosol (4000x25000mm)
at @KCUA(Kyoto)

ページ右側、 稲垣仲静『豹』と合わせて展示する展示プランに際し、『豹』の画面

外にも世界が広がるような豹の息づかいと、 なおかつ張り詰めた 「静」 を感じたこ

とから着想。

アトリエの壁面約 3 × 5m に広げたターポリンを描いてはずらしながら、 全体の完成

図を設けず広がっていくままに描き続けた試み。画面外にも世界が広がっているとい

うコンセプトと、『豹』の 「静」 に対する「動」 の対称性を試みた。

左側の 2014 年の展示では『豹』は展示せず、 拡張性にコンセプトを絞って本作

単体で展示。

実際に全体の下部 1m と中央 4 × 5m を加筆・拡張した。

2013
Wild, Passionate and Sticky Things 京都美術の130年  
– Acrylic color, Aerosol (3000x20000mm)
at Hikarie 8/ (Shibuya, Tokyo)



2011
healing silence 
– Acrylic color (1400x3200mm)
Graduation Exhibition at Kyoto City Museum (Kyoto)

1. 無音状態から着手する

2. 無音状態と音楽を聞きながらの状態を反復する

3. 常に聞き続ける

1 〜 3 の三段階を順に行い、 1 枚の絵の中に異なる状況を生

み出す試み。

2009
-43- 

– Acrylic color (700x2000mm)
SQUAT 2009 at Bukko-ji (Kyoto)

耳栓をし、 無音の状態で描く。



Water Painting
壁画などの大型のペインティング作品とは異なり、 透明水彩絵の具

の特性を活かした、 軽やかで繊細な抽象表現を模索。

偶然生まれた形や色彩を作品に昇華することを目指している。



2012
HYDROCYNAMICS 
– Water color (450x1600mm)
個展『MARVELOUS INKS』 at AGITO(osaka)

感情、心の動きなど、量子力学や般若心経の考え方をインスピレーションに、形作っ

たり無になったり、 移ろいゆくモノのあり方を常に流れ変化する流体のイメージに重

ねて描く。



2012
Watery Abstruct 

– Water color (400x530mm)
グループ展『New Wave Painting』 

at ArtYard Studio(osaka)



Digital Art
自らのアナログ作品を素材とし、コラージュ的な手法と画像の加工

を組み合わせて作品を制作。アナログでは難しいい鮮やかな色彩の

作品シリーズを展開する。

さらに、 作成したグラフィックをアパレルに落とし込むなど、 生み出

したグラフィックをプロダクトへと発展させる活動も行なっている。







2020
Weekly Art Works
– Digital Art

自分自身の手の写真とグラフィックを組み合わせたシ

リーズを毎週制作し SNS 上で公開する。

手の表情からストーリーを想像し、グラフィックとして表

現する。



2019
Horos-trope(s) - 葉 - 

– Digital Art

2019
Horos-trope(s) - 瞬 - 

– Digital Art

毎週漢字一文字を主題にグラフィックを描くシリーズ。 文字の形状と意味をテーマに描きつ

つも、 いわゆる読むための 「作字」 ではなく、 文字が本来持っている意味に重点を起き、

文字を記号としての道具から感覚に訴える視覚的コミュニケーションへと回帰・解放する。



2019
Horos-trope(s) - 臨 - 

– Digital Art

2019
Horos-trope(s) - 清 - 

– Digital Art



2019
Horos-trope(s) - 動 - 

– Digital Art

2019
Horos-trope(s) - 福 - 

– Digital Art



2020
Horos-trope(s) - 存在 - 

– Digital Art

2020
Horos-trope(s) - 穫 - 

– Digital Art



2020
Horos-trope(s) - 導 - 

– Digital Art

2020
Horos-trope(s) - 渦 - 

– Digital Art



2012
isotope(s)

– Digital print
個展『MARVELOUS INKS』 at AGITO(osaka)



MIKI Akihiro’s  Graphic Designs & Visual Arts




