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下北沢アーツは、佐藤絵莉香個展「SPACE DRIVER」を開催いたします。 
 
佐藤絵莉香は神奈川県生まれ、2022年武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻油絵コース
修了。2021年シェル美術賞において学生特別賞受賞の実力を持ち、個展やグループ展などにおいて積
極的に作品を発表している気鋭の若手作家です。 
 
佐藤は、幼い頃から絵を描くことが好きで、小学生の時には一生絵を描き続けることを決意します。高
校では絵本作家に憧れていましたが、武蔵野美術大学に入学後、現代美術作家の作品に刺激を受け油画
画家を志します。 
 
佐藤の作品の魅力は、伸び伸びと大らかな筆致や懐かしさを感じるカラフルで穏やかな色彩です。モ
チーフは具象から抽象に近いものまで幅広く挑戦しており、どれもしみじみとしたユーモアが感じられ
ます。 
佐藤の絵画は、キャラクターなど佐藤が好きな物事や日常生活において浮かんだアイデアを出発点に、
キャンバス上で繰り広げられる絵具と筆の行き来により広がり繋がった物語です。 
佐藤の作品を観ていると、誰しも一人で歩いていかなければいけない人生の孤独を当たり前に噛み締め
ながら、自分を見つめ、絵画上で空想し、そんな自分をも客観的に観察しているような達観した視点を
感じられます。 
それは、幼い頃から描く人を志していた佐藤の覚悟と作品制作への誠実さによるのだと思います。 
 
高校は天文部、映画「2001年宇宙の旅」が好きで、今も天体望遠鏡で星の観察をしているという宇宙
ファンの佐藤による”SPACE DRIVER”をぜひお楽しみください。 

アーティスト・ステイトメント 
 
生活の中で地球を故意的によく徘徊する。 
夜中に1時間歩いてみたり、自転車で知らない街を目的もなく駆け回ったり、電車で意味もなく終点ま
で乗って車窓をただ眺めたりする。時にはグーグルマップを利用して手のひらの上の四角い画面の地球
を上空からあちこち眺めたりもする。 
そんな行動をしていたら、なんだか自分がまるで宇宙飛行士になったような気分になった。真っ暗な宇
宙に放り出され、ひとりぼっちで彷徨ってる宇宙飛行士のように。 
絵を描いている時も似たような感覚に陥る。絵具と絵具のスペースを筆で縦横無尽に彷徨いながら、描
き進めていく。 
そういったような何かと何かが自分の中で繋がった時、広がるストーリー性を軸に私は絵を描いてい
る。 



佐藤絵莉香（さとうえりか） 

小学生で絵を描き続けることを決意。高校では絵本作家に憧れていたが、大学で現代芸術作家の作品に刺激
を受け油画画家を目指す。 
好きな作家：ミリアム・カーン、フィリップ・ガストン、中園弘二、リチャード・オールドリッチなど 
 
1996年　神奈川県生まれ 
2020年　武蔵野美術大学造形学部油絵学科油絵専攻 卒業 
2022年　武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻油絵コース 修了 

 
個展 
2022年 
「つよくて、ニューゲーム」（GALLERY b.TOKYO 、東京） 
2020年 
「えのぐぬりとサテライト」（gallery TOWED 、東京） 

 
グループ展 
2022年 
「ときめき絵画道」（HB.Nezu 、東京） 
「エピソードone 次世代アーティスト16人展vol.1」（阪急うめだ本店 、大阪） 
2021年 
「Expression」（長亭GALLERY 、東京） 
「シェル美術賞展2021」（国立新美術館、東京） 
「SHIBUYA STYLE vol.15」（西武渋谷店 、東京） 
「千年のすみか/三時の光」（木曽ペインティングス 、長野） 
「若手の抽象絵画」（長亭GALLERY 、東京） 
「Hazy memories―曖昧な記憶―」（そごう横浜店 、神奈川） 
2020年 
「ムササビのアブラ」（SHINBI GALLERY、東京） 
2019年 
「Collectors 'Collective vol.1」（MEDEL GALLERY SHU、東京） 
「gallery TOWED1周年記念展」（gallery TOWED、東京） 
 
受賞 
2021年  
シェル美術賞2021 学生特別賞 



Shimokitazawa Arts is pleased to present "SPACE DRIVER" solo exhibition by Erika Sato. 
 
Erika Sato was born in Kanagawa pref. Japan. She graduated from MFA of Musashino Art 
University, Fine Arts Course, Painting. She is a up-and-coming young artist who has the ability 
to win student special award at 2021 Shell Art Award, and is actively presenting her works at 
solo and group exhibitions. 
 
Sato has loved drawing since she was a child and decided to continue drawing for the rest of 
life when she was in elementary school. She wanted to become a picture book author in high 
school but after entering Musashino Art University, she was inspired by contemporary artists 
and decided to become an oil painter. 
 
The charm of Sato's work is free and generous brushwork and the colorful and gentle colors 
that make you feel nostalgic. Her motifs range from figurative to almost abstract and all of them 
have a deep sense of humor. 
Sato's paintings are stories that begin with things that Sato likes, such as characters, and ideas 
that come to mind in her life, and that expand and connect through the back and forth of paints 
and brushes that unfold on the canvas. 
When appreciating of Sato's works, the viewer feels that she meditates on the loneliness of life, 
which everyone has to walk alone as a matter of course and her philosophical point of view that 
looks herself, fantasizes on the painting, and observes herself objectively. 
This is due to Sato's resolution and sincerity in creating her works, which she aspired to 
become a painter from an early age. 
 
Sato joined an astronomy club in high school, likes the movie "2001 : A Space Odyssey" and 
still observes stars with an astronomical telescope. Let's enjoy "SPACE DRIVER" by a space 
fan, Erica Sato.

Artist Statement
 
I often roam intentionally the earth in everyday life. 
I try walking around for an hour in the middle of the night, going to a strange city by bicycle 
without purpose , going to the end of the line and looking out the train window meaninglessly. 
I'm looking around the earth of the square screen on the hand with Google map also. 
I felt like I became an astronaut when doing that, like an astronaut thrown out into the dark 
universe and wandering alone. 
I feel the same way when I'm painting. I paint wandering freely the space between paints by 
brush. I paint paintings based on the expanding story when something and something 
connected inside me like that.



Erika Sato

Born in Kanagawa pref. Japan, 1996. 
2020　BFA, Musashino Art University, College of Art and Design, Department of Oil Painting  
2022　MFA, Musashino Art University, Fine Arts Course, Oil Painting
 
 
Solo exhibition  
2022  
" Strong, and new game" GALLERY b.TOKYO, Tokyo  
2020  
" A painter and a satellite" gallery TOWED , Tokyo  
 
Group exhibition  
2022  
" Tokimeki painting road " HB.Nezu, Tokyo  
" Episode one, 16 next generation artists exhibition, vol1 " Hankyu Department Store Umeda Main 
Store, Osaka  
2021  
" Expression " Changting Gallery, Tokyo  
" Shell Art Award 2021 Exhibition " The National Art Center, Tokyo  
" SHIBUYA STYLE vol.15 " Seibu Shibuya department store, Tokyo  
" Ten hundreds years of residence / the light of three o'clock " Kiso paintings, Nagano pref. Japan  
" Abstract Paintings by Young Artists " Changting Gallery, Tokyo  
" Hazy memories " SOGO department store Yokohama, Kanagawa pref. Japan  
2020  
" Oil of flying squirrel " SHINBI GALLERY, Tokyo  
2019  
" Collectors 'Collective vol.1 " MEDEL GALLERY SHU, Tokyo  
" gallery TOWED, 1st Anniversary Exhibition " gallery TOWED, Tokyo  
 
Awards 
2021  
Shell Art Award 2021, Student Special Award



installation view of Erika Sato solo exhibition “SPACE DRIVER” 
2023, Shimokitazawa Arts,Tokyo



佐藤絵莉香 
 
《空き地のレイ》 
2022年 
キャンバスに油彩 
194 x 112 cm（P120） 
¥528,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《The spirit in the vacant》 
2022年 
Oil on canvas 
194 x 112 cm（P120） 
JPY528,000-（tax in） 



佐藤絵莉香 
 
《ローカル》 
2021年 
キャンバスに油彩 
162 x 112 cm（P100） 
¥473,000-（税込） 
*シェル美術賞2021学生特別賞受賞作品 

Erika Sato 
 
《Local》 
2021年 
Oil on canvas 
162 x 112 cm（P100） 
JPY473,000-（tax in） 
* Shell Art Award 2021, Student Special Award 



佐藤絵莉香 
 
《明星》 
2023年 
キャンバスに油彩 
162 x 97 cm（M100） 
¥451,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《Venus》 
2023年 
Oil on canvas 
162 x 97 cm（M100） 
JPY451,000-（tax in）



installation view of Erika Sato solo exhibition “SPACE DRIVER” 
2023, Shimokitazawa Arts,Tokyo



佐藤絵莉香 
 
《ともだちゴジラ》 
2022年 
キャンバスに油彩 
72.7 × 50 cm（M20） 
¥132,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《Friend, Godzilla》 
2022年 
Oil on canvas 
72.7 × 50 cm（M20） 
JPY132,000-（tax in）



installation view of Erika Sato solo exhibition “SPACE DRIVER” 
2023, Shimokitazawa Arts,Tokyo



佐藤絵莉香 
 
《石ころの犬コロ》 
2022年 
キャンバスに油彩 
60.6 × 50 cm（F12） 
¥88,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《A stone dog》 
2022年 
Oil on canvas 
60.6 × 50 cm（F12） 
JPY88,000-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《おうちジョッキー》 
2022年 
キャンバスに油彩 
60.6 × 41 cm（M12） 
¥82,500-（税込） 

Erika Sato 
 
《A house jockey》 
2022年 
Oil on canvas 
60.6 × 41 cm（M12） 
JPY82,500-（tax in）



installation view of Erika Sato solo exhibition “SPACE DRIVER” 
2023, Shimokitazawa Arts,Tokyo



佐藤絵莉香 
 
《よそもの》 
2023年 
キャンバスに油彩 
41 × 53 cm（P10） 
¥77,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《A stranger》 
2023年 
Oil on canvas 
41 × 53 cm（P10） 
JPY77,000-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《APOLLO》 
2023年 
キャンバスに油彩 
53 × 41 cm（P10） 
¥77,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《APOLLO》 
2023年 
Oil on canvas 
53 × 41 cm（P10） 
JPY77,000-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《iceman》 
2021年 
キャンバスに油彩 
53 × 33.3 cm（M10） 
¥73,700-（税込） 

Erika Sato 
 
《iceman》 
2021年 
Oil on canvas 
53 × 33.3 cm（M10） 
JPY73,700-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《SPACE DRIVER》 
2022年 
キャンバスに油彩 
41 × 31.8 cm（F6） 
¥60,500-（税込） 

Erika Sato 
 
《SPACE DRIVER》 
2022年 
Oil on canvas 
41 × 31.8 cm（F6） 
JPY60,500-（tax in）



installation view of Erika Sato solo exhibition “SPACE DRIVER” 
2023, Shimokitazawa Arts,Tokyo



佐藤絵莉香 
 
《スピード》 
2023年 
キャンバスに油彩 
41 × 27.3 cm（P6） 
¥57,200-（税込） 

Erika Sato 
 
《Speed》 
2023年 
Oil on canvas 
41 × 27.3 cm（P6） 
JPY57,200-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《silence》 
2022年 
キャンバスに油彩 
33.3 x 24.2 cm（F4） 
¥44,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《silence》 
2022年 
Oil on canvas 
33.3 x 24.2 cm（F4） 
JPY44,000-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《なんか、寝れないね》 
2022年 
キャンバスに油彩 
33.3 x 24.2 cm（F4） 
¥44,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《It’s something that I can’t sleep》 
2022年 
Oil on canvas 
33.3 x 24.2 cm（F4） 
JPY44,000-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《川底のいぬ》 
2022年 
キャンバスに油彩 
33.3 x 22 cm（P4） 
¥41,800-（税込） 

Erika Sato 
 
《A riverbed dog》 
2022年 
Oil on canvas 
33.3 x 22 cm（P4） 
JPY41,800-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《ポイント》 
2022年 
キャンバスに油彩 
27,3 x 22 cm（F3） 
¥33,000-（税込） 

Erika Sato 
 
《Point》 
2022年 
Oil on canvas 
27,3 x 22 cm（F3） 
JPY33,000-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《ノロノロ》 
2023年 
キャンバスに油彩 
22.7 ×15.8 cm（SM） 
¥29,700-（税込） 

Erika Sato 
 
《Slowly》 
2023年 
Oil on canvas 
22.7×15.8 cm（SM） 
JPY29,700-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《無題》 
2020年 
紙にオイルパステル、鉛筆、色鉛筆 
21 ×  29.7 cm（A4） 
¥16,500-（税込） 

Erika Sato 
 
《Untitled》 
2020年 
Oil pastel, pencil and color pencil on paper, 
panel 
21 × 29.7 cm（A4） 
JPY16,500-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《無題》 
2023年 
紙にオイルパステル、ボールペン 
29.7 ×21 cm（A4） 
¥15,400-（税込） 

Erika Sato 
 
《Untitled》 
2023年 
Oil pastel and ballpoint pen on paper 
29.7 ×21 cm（A4） 
JPY15,400-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《無題》 
2023年 
紙にオイルパステル、ボールペン 
29.7 × 21 cm（A4） 
¥15,400-（税込） 

Erika Sato 
 
《Untitled》 
2023年 
Oil pastel and ballpoint pen on paper 
29.7 × 21 cm（A4） 
JPY15,400-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《無題》 
2023年 
紙にオイルパステル、ボールペン 
29.7 × 21 cm（A4） 
¥15,400-（税込） 

Erika Sato 
 
《Untitled》 
2023年 
Oil pastel and ballpoint pen on paper 
29.7 × 21 cm（A4） 
JPY15,400-（tax in）



佐藤絵莉香 
 
《無題》 
2023年 
紙にオイルパステル、ボールペン 
21 × 29.7 cm（A4） 
¥15,400-（税込） 

Erika Sato 
 
《Untitled》 
2023年 
Oil pastel and ballpoint pen on paper 
21 × 29.7 cm（A4） 
JPY15,400-（tax in）


