






















MAGO/真護 is...

1984年 日本 福井県生まれ。近代水墨画家。 墨、
和紙で描かれる古来技法からなる現代的LIVE ART

を日本、NY、台湾、中国で展開。２０１０年5月
に行われた東京ビッグサイト「デザインフェスタ」
では福井県とのコラボ企画で福井県立恐竜博物館
のART PRを担当。幅８メートル、高さ3.45メート
ルの越前和紙に即興で恐竜骨格を描き上げた。更
に2010年8月には国内最大の音楽フェス「SUMMER 

SONIC 2010 SONICART」に最年少で出場し、「死
してな音」という美人画、ROCK、スカルが融合し
たライブペインティングを披露（2011年も連続出
場）。同年、携帯3キャリア公式モバイルコンテン
ツ「待ち受けアートパラダイス」配信アーティス
トに選ばれ3度の週間ダウンロード第１位を獲得。
他にも、福井駅前巨大アート「∞の輪」のプロデュー
スを初め、 YKK広告イラスト、Levi'sデニムパン
ツ、LITHIUM HOMMEのグラフィックデザイン、
EMI Music Japan レーベルロゴデザインなどを担当、
勢力的にその活動の幅を広げている。2012年1月に
は、ファイナルファンタジーのデザイナー天野喜
孝氏と同時開催された東京初の個展が大成功に。
また4月からはNHK総合「頭がしびれるテレビ」の
アートデザインを担当。7月渋谷東急文化村ギャラ
リーにて個展を開催。


1984年日本福井縣誕生。

近代水墨畫家。利用水墨以及日本和紙，以日本古
傳技法在日本、NY、台灣、以及中國展開LIVE ART
現代藝術活動。2010年5月在日本東京國際展示場
所舉行的「Design Feata」中，與日本福井縣共同合
作企劃，擔當福井縣立恐龍博物館的ART PR。在寬
8公尺，高3.45公的日本越前和紙上即興演出描繪恐
龍化石。2010年8月更在日本最大的夏日音樂祭
「SUMMER SONIC 2010 SONICART」，以史上最
年少出場的紀錄，現場表演了LIVE PAINTING「喚
醒死者之甦醒之聲」，結合了美人畫，ROCK，以
及人體骷髏為主題（在2011年也被連續邀請出場演
出）。同一年，在日本三大電信業者的手機桌面下
載網站「手機桌面ART PARADISE」中，連續3週蟬
聯藝術家排行榜下載冠軍。

其他經歷還有，在福井車站前巨大廣場，擔任藝術
總監，以「∞の輪」（無限之輪）為主題進行了創
作。以及YKK的廣告插畫，Levi’s牛仔褲，LITHIUM 
HOMME設計師，EMI Music Japan的LOGO設計，憑
著一股勢力乘勝追擊，也展開了多元的藝術之路。
2012年1月，與太空戰士FINAL FANTASY作者天野
喜孝老師在東京舉辦了W個展，結果大成功。同年
4月，擔任了NHK綜合頻道「頭がしびれるテレ
ビ」（腦內麻痺TV）的ART Designer。7月更是在日
本東京涉谷東急文化村的展場舉辦了個展。


Born in Fukui, japan, 1984

A ink and wash painting (SUIBOKUGA) artist 
in modern time, traveling around Japan, New 
York, Taiwan and China with his individual 
exhibition by using ancient Japanese painting 
skills.  In 2010 May, worked as art pr in Tokyo Big 
Sight of design Festa”, which cooperated with 
Fukui County, drew a paint of dinosaur fossil on 
a Japanese paper which length is 8m and the 
height is 3.45m.  In 2010 August, even shown up 
in “Summer Sonic 2010 SONICART” as a 
youngest performer, performed a live painting 
“The Waking Voice of Awaking the Death”—
combined the beauty painting, rock music and 
body painting. (also was invited in 2011) In the 
same year, in the cell phone wallpaper website 
(ART PARADISE) of the three Japanese carriers 
stayed top one downloaded for three weeks.  
Besides these experiences, MAGO also was the 
CAO of the square in front of the Fukui station, 
created pieces of art in the theme of “Infinity 
Circle”.  What more, the ad-illusion with YKK, the 
cooperation with Levi’s jeans, the designer of 
LITHIUM HOMME, logo design for EMI Music; 
with his passion, MAGO created a various path 
of art of his own.  Recent, activities are individual 
exhibition with the CAO of FINALLY FANTASY 
Yoshitaka Amano in Tokyo on January,2012.  On 
April, MAGO positioned as the art designer in 
頭がしびれるテレビ in NHK TOKYO.  On july, 
MAGO had another individual exhibition in 
Tokyo Shibuya Bunkamura Gallery.  

artistmago.jp



BIOGRAPHY 
PRESS-メディア出演、インタビュー、特集等-
TV
2010.5 福井テレビ ドキュメント 「MAGO x  FUKUIraptor」
2010.9 福井ケーブルテレビ ドキュメント 「Artist MAGO」
2010.10 NHKfukui ドキュメント「無限の和」放送
2010.11 FBC 「北陸銀行ライブペイント」放送
2011.6 上海 ファッションTV グータラナイト イベント放送
2012.6 杭州テレビ Club Queen ライブペイント 放送
2012.7 福井テレビ ドキュメント「SHADOW IMPACT 展」

Web
2012.4 YAHOO！ニュース ,オリコンニュース 特集

magazine 
2010.11月号 URALA 特集
2010.12月号 fospel 佳音 特集
2011.5月号 装苑 特集
2011.12月号 DIME 2012ヒット予測ランキングノミネート
2012Tokyo worker GW号 インタビュー
2012 6月号 ザ テレビジョン インタビュー
2012.10月号 URALA 特集

News paper 
東京新聞「MAGO x  FUKUIraptor」2010.5
中日新聞「MAGO x  FUKUIraptor」2010.5
福井新聞 特集記事 2010.8 
毎日新聞 特集記事 2011.1
朝日新聞 無限の輪 記事 2010.10
中国 找乐 特集記事 2012.6



EXHIBITION 
2010.11.19-23 福井産業会館  「JOURNEY」
2011.11-23 福井産業会館「風と君と僕」
2012.16-10 東京 新宿エルタワー 30F「風と君と僕」
2012.710-18 東急文化村ギャラリー「SHADOW IMPACT」
TV
2012.4-6 NHK・総合「頭がしびれるテレビ」アートデザイン担当
MAGAZINE 
装苑 2011.6月号  YKK FA 広告イラスト担当
装苑 2012.6月号  YKK FA 広告イラスト担当
Warp 2012 8.9月号 表紙 リチウムオムグラフィックデザイン担当
COLUM
月刊 URALA 2012.12月号～「MAGO-note-」執筆・挿絵連載中
季刊 AVIVA 2013春号～「MAGO海外見聞録」執筆・挿絵連載
LIVE PAINT
2010.5.15-16 MAGO x FUKUIraptor 恐竜博物館ARTPR
2010.8.8-9 SUMMER SONIC 2010
2011.6.18中国上海Club NoDe
2011.8.,13-14 SUMMER SONIC 2011
2012.6.9中国杭州 Club Queen
ART PRODUCE 
2010.10 フクイ夢アート2010 「無限の輪」
2011.10 フクイ夢アート2011「フェニックス」
LOGO DESIGN 
2011.6 EMI MUSIC JAPAN レーベルロゴデザイン
FASHION
2010.12 Levi's forever blue コラボジーンズ
2012.7 リチウムオム×グラフィックデザインシャツ
MOBILE 
2010.4 au docomo soft bank 公式モバイル「待受アートパラダイス」




