
ギャラリー椿2011オークション出品リスト<入札方式> 日時：2011年8月20日（土）・21日（日）・22日（月）　最終日：入札は4：45PMで締切　開札5:00PMから
最新のリストは、ギャラリー椿のホームページにございます。NO3

出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

1 マリオ　アバチ MEMOIRE DUN PETIT PAI 銅版画成行

2 清水悄太郎／箕村嘉男 2点組（施転（1058）／作品） ｱｸﾘﾙ/ 額付成行

3 平田寛美/神野八左衛門 硬直/静物 油彩 額付不出品

4 小浦 昇 UFO MIXED MEDIA\50,000

5 建石修志 博物誌（宙に止まる労働者までの測定） ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ\150,000

6 西村 陽平/田中洋 作品/オブジェ 立体/陶器成行

7 ヴェルディエ/フランソワ・ベルディエ 鉄/ｳﾞｪﾇｽとｳﾙｶﾇｽ 西洋版画/銅板画 額付成行

8 齋藤茂男 朝 油彩 額付成行

9 渡辺隆次 博物誌キノコ 油彩成行

10 ｴﾙﾃ ﾓﾀﾞﾝﾊｰﾚﾑⅡ 21/150ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ 額付不出品

11 山本六三 裸婦 銅版画不出品

12 奥山忠 応 １0号日本画 額付\80,000

13 吉田多最 三宝柑 １０号Ｍ日本画 額付\50,000

14 ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾗｯｾﾝ コスモス 175/225ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ 額付不出品

15 川畑宜士 卓上小景 ８号日本画 額付\30,000

16 丸山勉 滄浪 １０号日本画 額付不出品

17 吉村和起 冠鶴 １０号日本画\60,000

18 清水慰/近藤佳奈 作品/The Gross ｵﾌﾞｼﾞｪ成行 2点組

19 重村三雄 2点組　ｽｰﾁﾝに捧ぐ/もうちょっと MIXED MEDIA\40,000 2点組

20 古伏脇司 2点組　草舟/タタズム 乾漆\30,000 2点組

21 渡辺栄一 ハルムスを讃えて ８号油彩\80,000

22 井口朋子 宵に咲く花 ６号Ｆ日本画\20,000

23 福嶋武史 磯すじえび ４号Ｆ日本画成行

24 藤田修/大貫真寿美 2点組　Decision/想い 版画 シート成行 2点組
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

25 辻　真砂 夏の風 ４号Ｆﾃﾝﾍﾟﾗ不出品

26 藤野直也 春の陽 １０号Ｐ日本画\40,000

27 石井功子 旅立ち ４号成行

28 掛川孝夫 時の風景 １０号Ｓ\30,000

29 佐藤文彦 琉球国王尚円＜後後絵＞ \20,000

30 大宮政朗 ルイス・ニーベルンソン 成行

31 伊藤蕗子 道草 １０号成行

32 宮田　融 船（帰港） ８号Ｐ不出品

34 宮代次郎 貝と球 ４号Ｆ成行

35 関俊一 グラジオラス ５号Ｆ不出品

36 池田宗弘 ブロンズ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ\100,000

37 関俊一 プレーン ３号Ｓ不出品

38 江本智充 泉の奇跡 ３号成行

39 小栗潮 花 ６号日本画成行

40 清原明生 石の花 １０号Ｓ\30,000

41 鈴木 浩之 風 １０号Ｆ成行

42 司 修 ドローイング エッチングペン成行

43 藤原　佳代子 シンピジューム ３号日本画成行

44 池田　政治 ふたつの時 板の漆成行

45 堀川理万子 月夜 １０号Ｆﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ\40,000

46 向井隆豊 よるのき ６号Ｆ成行

47 坂田洋介 叡智の杜 １０号Ｆ成行

48 坂本淳一 龍宮の使い えんぴつ不出品

49 原秀樹 男 １０号油彩成行

50 入川青史 シリーズ「標本」より えんぴつ\20,000

51 塔本賢一 LA　MUSME 成行
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

52 ﾛﾙﾀﾞﾝ 無題 アクリル成行

53 栗田広敏 無言劇Ⅰ－眠れぬ夜の物語 １０号Ｓ不出品

54 ﾏｰﾃﾛ・ﾏﾇｷｬﾝ ボイス・オブ・ざ・ローズ MIXED MEDIA\20,000

55 佐々木和 九月十二日 ６号\20,000

56 作者不詳 タイトル不明 成行

57 夏目　聖 悪戯 ５号\20,000

58 坂口　光男 タイトル不明 成行

59 ジュリアン・ハーディ 猿と遊ぶ婦人（楕円） 銅版画不出品

60 小山　哲夫 光の中で ２０号Ｐ\40,000

61 山野辺義雄 タイトル不明 不出品

62 シュミヤキン タイトル不明 24/225銅版画不出品

63 湯沢　宏 鏡の中のマリア １０号Ｆ\30,000

64 ﾏｰﾃﾛ・ﾏﾇｷｬﾝ ケイデンス ２０号孔版画成行

65 高岡　香苗 セッソ・マット ６号ＦMIXED MEDIA成行

66 加藤　芳信 FAIRY LAND １０号変形成行

67 綾小路　有則 黄金のとき １０号Ｆ\30,000

68 大山富夫 華彩 １０号Ｐ\30,000

69 佐藤　真冬 果実の法則 成行

70 濱弘幸 白百合 成行

71 古沢 岩美 裸婦 色鉛筆･ﾊﾟｽﾃﾙ不出品

72 今泉尚樹 アジアアロワナ １５号変形\30,000

73 伊藤蕗子 うむ人 ４号成行

74 渡辺泰子 三竦み 日本画成行

75 鵜飼容子/永吉友紀/北小路延子 ナイトストカー/蓮/サクラチル/いのり 成行 5点組

76 栗原悌二 螺旋工 ０号成行

77 手塚敏子 花と少女 成行
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

79 吉原英雄 タイトル不明　2点組 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ/ﾘﾄｸﾞﾗﾌ成行 2点組

80 岡野聡子 還元/無量の法則 水彩・パステル\20,000 2点組

81 下川拓郎/中沢均治 EASY SCRATCH#1999/北海道　常呂町 写真成行

82 ヘレン・ランデル/吉田正雄 3点組 丘の上の家/オンディーヌより1/オンディー ﾘﾄｸﾞﾗﾌ成行 3点組

83 木村 繁之/綿引 明浩 メランコリア/シーラのお散歩（時計） 成行 2点組

84 竹田佐和子 フブライの鳥 ４号Ｓ不出品

85 渡辺隆次 タイトル不明 ６号\60,000

86 ｵｰｶﾞｽﾄ・ﾏｽﾘﾝ・ﾓﾛｰ ﾊﾞｽｹｯﾄを持つ少女 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ\40,000

87 ｽﾍﾟｲﾝ・ﾅﾀﾞﾙ工房 クレオパトラ 立体\20,000

88 岡井 美穂 エジプトの夢/隠れた食事 陶\80,000 2点組

89 前本彰子 無題　2点組 ｵﾌﾞｼﾞｪ成行 2点組

90 小作　青史 漂いの鳥たち レリーフ\30,000

91 佐藤　一郎 野菊 ３号Ｆ\70,000

92 坂本　一道 青い玉のある静物 ８号Ｆ\40,000

93 清原雪信 西王母三幅対絹本 \50,000

94 高村宜志 時空2-9503 \20,000

95 中尾祐子/廣辻明人 Ｌ２/ボクのハイヒール ガラス/陶成行 2点組

96 山形　太郎 かいつぶり 木彫成行

97 保田井 智之 漂流するための彫刻Ⅱ,SD 木、ブロンズ\50,000

98 相田正則 ra(world-no18) ﾌﾞﾛﾝｽﾞ成行

99 ﾄｰﾊﾞｰ・ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾞ polyscopez 不出品

100 伊東茂広/木下知子 これは私の領地です/タイトル不明 立体成行 2点組

101 荻野令子 ほおづきの心 \20,000

102 作者不詳 象牙象置物3点1組 不出品

103 新開寛山 勝馬 陶成行

104 古谷真帆 朝食 陶成行
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

105 川端嘉人 土、長塚節 手製藁灰、藁成行

106 不二本　蒼生 my self \30,000

107 中川奈哥子 present for me ＳＭ\30,000

108 下次正一/松川正浩 froating-s/∞BOX 鋳鉄成行 2点組

109 斎藤鷹郎 くたびれたビタドリンクビン 成行

110 馬田純子 おたまがえるＡ mixedmedia成行

111 清水　慰 2点組　ゆり/香り 成行 2点組

112 作者不詳 能面2面１組 成行

113 酒巻洋一 森に立つ \30,000

114 諏訪蘇山（二代） 青磁達磨大師置物 陶成行

115 川上徹 置物4点1組 陶成行

116 松田冨彌/増田洋美 未視感物体との遭遇/play the glass 陶成行 2点組

117 にしかわまさる/雨森一彦 異教徒の像/猫 泥彩成行 2点組

118 島田恭宏 森の響き 木彫\200,000

119 加藤子久美子 青をみつめて 人形\120,000

120 堀香子 タイトル不明 陶成行

121 作者不詳 塗金仏 \30,000

122 今野彦 峠を越えて 漆\15,000

123 ﾎﾞﾙｹﾞｰｾﾞ fotografia写真 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ\300,000

124 阿部千隆 飛翔 \100,000

125 重松あゆみ オブジェ 成行

126 山本常一 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ2点1組 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ成行

127 吉田叡示 天馬 成行

128 清原明生 露草 ８号変形\20,000

129 鈴木謙治 休息 成行

130 ﾐｶｴﾗ・ﾗｻﾞﾛｳﾞｧ・ﾙﾋﾞｺﾜ 版画集（版画１０枚写真１枚） 版画成行
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

131 林潤一 牡丹 \25,000

132 渡辺隆次 タイトル不明 ２０号Ｍ\60,000

133 天野幹夫 静物 成行

134 田口　安男 空へ ﾃﾝﾍﾟﾗ\15,000

135 小林ドンゲ/中村義隆 タイトル不明 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ成行 2点組

136 井上秀樹 司教の肖像 ８号油彩\20,000 額なし

137 杉本典己 絵に描いた悪魔 成行

138 中沢秀明 一等星 成行

139 福田　建之 栗 ﾃﾞｯｻﾝ成行

140 妹尾　一郎 夕喜の森 ８号Ｆ\40,000

141 前本彰子 タイトル不明 立体成行 2点組

142 小川光 群集 成行

143 鹿見喜陌 玄光 １２号\30,000

144 カルロス・ブラッシェ とこしえにはかない愛撫 ６号変形成行

145 内田俊子 タイトル不明 成行

146 岡田 露愁 タイトル不明 陶成行

147 大森伸樹 帳□式 ミニチュア成行

148 前本利彦 蝶 \50,000

149 前本利彦 蜘蛛 \50,000

150 作者不詳 九体仏/塔仏図 成行 2点組

151 青山博之 彼岸の花 １２号\50,000

152 作者不詳 雲涛鋳銅玉獅子 成行

153 清水悦男 風車 １０号\40,000 額なし

154 井上隆二 アイビスの肖像 油彩不出品

155 ル・ブラン 原画・メレグロス物語 銅版画\30,000 2点組

156 大原光孝 題名不明 １０号Ｐ\30,000
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

158 作者不詳/坂本好一 閉じ込められた自己/女の顔 版画成行 2点組

159 津田小絵 ばら ６号\40,000

160 ジェラール・ダラン 孤独な生誕 ペン画成行

161 ホルシュウス 作品 版画\200,000

162 森謙治 裸婦 アクリル\30,000

163 フレブリック・ブーシェ 意見をかわす 不出品

164 岡田知之 アンモニアナイト 水彩成行

165 ベネディット・フェリン 放浪者 \40,000

166 櫻庭　優 ランプの静物 ６号\60,000

167 渡辺一郎 食卓 水彩成行

168 シュワルツ・レイナ 7枚組　版画 3/100ﾘﾄｸﾞﾗﾌ成行

169 塩野麻里 尺 木彫\50,000

170 重田恵美子/大久保栄一 ブロンズ/聖観音 立体/陶成行 2点組

171 佐藤和彦 黒陶 陶\100,000

172 大津絢子 化石 成行

173 田原博 人形 立体成行

174 細山潤子 人形 立体\40,000

175 櫻庭　優 静物 20号油彩\150,000

176 田村光義 芽生 MIXED MEDIA成行

177 谷口登茂子 静寂 MIXED MEDIA不出品

178 鈴木謙治/望月一夫 マリメロの変異/タイトル不明 アクリル/水彩成行 2点組

179 坂田ちいか タイトル不明 ３号Ｆﾃﾝﾍﾟﾗ\20,000

180 中村晃彩 おしどり えんぴつ成行

181 平賀 敬 歴史偽造師ｳﾞｧｰｹﾞﾝﾌｪﾙﾄの肖像 ０号水彩\20,000

182 上原進 ﾏﾆﾌｧｸﾁｬｰ ４号\20,000

183 岡部昭 少女と鳩 彫金\20,000
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

184 伊藤秀男 花の木カラオケ大会 ８号Ｆ\20,000

185 大坪由明 金帝 ６号Ｆ\50,000

186 福嶋武史 車海老 ３号成行

187 佐藤暢男 かいま見 銅版画成行

188 ささき咲 サボテンの気持ちも知らんふり 成行

189 亀山祐介 solitude ６号Ｆ\20,000

190 久田治男 痛み（４） 成行

191 花田啓二 風化 ４号\20,000

192 清原明生 石の花（山茶花） ４号成行

193 遠藤昭吾 鹿 \80,000

194 戸田勝久 風の宮 １０号Ｍアクリル不出品

195 中尾　新也 美味しそうな牛 １０号Ｆ\80,000

196 山崎英介 ７th Avenue 紙\50,000

197 西岡民雄 ウサギ 成行

198 高野勝 回帰 \30,000

199 顧揚工筆重彩画 ひよこ ３号成行

200 高橋克之 井戸の底 ６号Ｆ\20,000

201 田辺 和郎/倉本修 隣は何を/NU 写真/ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ成行 2点組

202 田嶋　徹 石と貝とばら 不出品

203 入川青史 標本 ﾃﾞｯｻﾝ成行

204 斉藤永良 夢とも知らずして ８号Ｆ\30,000

205 ささき咲 葉っぱさかなに逢える場所 ６号成行

206 吉原英雄 ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟーﾗﾝﾁﾀｲﾑー 石版成行

207 内海信彦 ENFOLDSCAPE86-8MANIFES TATION デカルコマニー成行

208 磯村忠夫 世紀末桃華十七 \30,000

209 塩野麻里 Mr.Dream king 陶\40,000
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出品番号 作家名 作品名 サイズ・エディション素材・技法 体裁最低落札価格 備考

210 松本秀一 光が生まれる刻に版画集６枚入 銅版画ﾒｿﾞﾁﾝﾄ成行

211 松本倫子 赤い花 ペン画\20,000

212 園生直樹 人形 １０号Ｆ日本画\50,000

213 陶山充 秋のソナタ １０号Ｆ\30,000

214 ｱﾝｼﾞｪﾛ・ｽﾀﾋﾞｰﾈ 柴布 油彩成行

215 東端真作 富士 漆絵\20,000

216 花輪和一 月下の平安京 アクリル\60,000

217 岡本雄司 奇跡の大漁 MIXED MEDIA\30,000

218 ｼﾞﾑ・ﾊﾞｯｸﾙｽﾞ morinig on thecher 孔版画成行

219 中村義隆 BLUE アクリル\30,000

220 田島なすみ 人形ピピーちゃん １０号\40,000

221 サイトウ 良 宙の共同体 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ\20,000

222 望月 通陽 ニーベルンゲンの歌 版画成行

223 亀山知英 詩人 ﾃﾞｯｻﾝ成行

224 江本智充 愛しき反抗 ６号Ｆアクリル\20,000

225 不二本　蒼生 シート7点組 ペン画成行

226 高橋　一栄 イヴの王国 ペン画\40,000

227 若井良一 バラ ６号Ｆ\20,000

228 作者不詳/ﾌﾗﾝｾｽｺ　ﾊﾞﾙﾄﾛﾘｯﾁ 2点組　銅版画 銅版画成行 2点組

229 望月 通陽 森 4/10型染\15,000

230 伊藤清和 画相 パステル成行

231 高松伸 版画集（5点組） 版画成行

232 谷口登茂子 翼にのってⅡ MIXED MEDIA成行

233 今村幸生 裸婦 油彩成行

234 出店久夫 私風景'94滑走 \40,000

235 作者不詳 真夜中の話 不出品
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236 前本彰子 七生 MIXED MEDIA\20,000

237 作者不詳 女の顔写生 成行

238 高岸昇 風景 ４号Ｆ\15,000

239 古沢 岩美 裸婦 11/30版画成行

240 木原康行 ビュラン2点組 銅版画 シート成行

241 ｼﾞｭﾘｴｯﾄ・ﾗﾏｰﾄﾞ/亀山知英 十二支/フリークス シート成行 2点組

242 白木俊之 2点組 銅版画 シート成行 2点組

243 高橋誠 銅版画4点組 ﾄﾞﾗｲﾎﾟｲﾝﾄ/ シート成行 4点組

244 岩崎宏 芙蓉 ２号Ｆ油彩\20,000

245 ラーブル 人物 \100,000

246 池田一憲 かえるの沈黙 \100,000

247 樹下龍児 チベットの庭 ３号Ｆアクリル\20,000

248 桑名正子 2点組　ローズ/陽光 版画 シート成行 2点組

249 堀川理万子 版画集 版画\30,000

250 栗田政裕 木口木版集「狂気」 版画成行

251 本田和久 セット版画集 版画成行

252 山崎金幸 タイトル不明 ２０号Ｆ\20,000

253 今井真利子 昔し昔しおじいさんとおばあさんが 成行

254 渡辺逸朗 劇場4 成行

255 カール・コーラップ 建物 \400,000

256 藤本俊彦 蹉跌の光景A 成行

257 森和正 歓 鉛筆\20,000

258 中原修 女 ２０号油彩\40,000

259 山崎英介 union street アクリル\30,000

260 佐藤文彦 尚敬王肖像画 １０号Ｆ成行

261 佐藤文彦 尚貞王肖像画 １０号Ｆ成行
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262 佐藤文彦 尚円王肖像画 １０号Ｆ成行

263 遠藤まさかつ ORIGIN17 デカルコマニー\15,000

264 江本智充 The most fondamentalpremize ８号Ｆアクリル成行

265 市川祐子 水中のゴレゴリーサムザ \30,000

266 江本智充 your time has come to shine ６号Ｆアクリル成行

267 野口香子 あるいは陽光の#2-1 成行

268 小林英且 油蝉殻 ３号Ｆ成行

269 小林英且 ミンミン蝉 ８号変形\25,000

270 入川青史 シリーズ”標本より”押し黙る石 \15,000

271 入川青史 シリーズ”標本より”しみのあるオブジェ 成行

272 真鍋淳朗 境界域95RP-16 １０号Ｆ\20,000

273 近藤佳奈 タイトル不明 ４号成行

274 栗田政裕 黄昏のﾌｨﾚﾝﾂｪから木口木版画集6点入り 4/80木版画\15,000

275 望月 通陽 曇天 1/20成行

276 白石孝子 大天使ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 陶\30,000

277 後藤八郎 パンと貝 油彩\30,000

278 濱弘幸 金魚 ３号\15,000

279 ﾃｨﾆ・ﾐｳﾗ Moon FlowerⅡ 紙・アクリル成行

280 ｸﾘｽ･ｵｰﾙ/ｻﾙﾅﾙ・ﾚｵﾅｳﾞｨｼｳｽ picnic on the hill tops/タイトル不明 版画2点組成行 2点組

281 ｺｰﾈﾙ・ﾀｹｼ BRAINⅡ オブジェ\15,000

282 ｼﾞｮﾝ・ｴﾄﾞﾜﾙﾄﾞ・ｸﾞﾚｰ／ｼﾞｮﾝ・ｳｨﾙｸｽ 銅版画　2点組 銅版画手彩色成行 2点組

283 小原 馨 子供の情景 和紙成行

284 鈴木雅博 ふ MIXED MEDIA\20,000

285 尾崎ユタカ 2点組　kendo boys/little fighter 9/70版画成行 2点組

286 作者不詳 銅版画5点組（人魚姫） 1/50銅版画成行

287 今井俊/宮崎敬介 赤いコヨーテ/果てなき世界 2/50版画成行 2点組
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288 恒松 正敏/生田宏司 タイトル不明/白ふくろうと十二支 2点組版画成行 2点組

289 鈴木金造 化恐風景Ⅰ/化恐風景Ⅱ 4/25版画成行 2点組

290 伊達木明人 いらなくなった箱/球あそび 2点組版画成行 2点組

291 小川淳子/楠田武熙 夜の顔/BROUDWAY 2点組版画成行 2点組

292 鈴木謙治 魚介類の館/ちょうちんアンコウ 2点組版画成行 2点組

293 作者不詳/須永 高広 変身ｓ－1/古風な一日 2点組版画成行 2点組

294 作者不詳 タイトル不明 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ成行

295 宮山弘明 Panzy97-2 2/75版画 シート成行

296 宮山弘明 Azalea97 2/75版画 シート成行

297 宮山弘明 Chainese Bell flower 2/75版画 シート成行

298 吉本由加利/森田佳子 I want to be fish/Liliの葉 2点組版画成行 2点組

299 宮山弘明 チューリップ/椿/薔薇 ３点組版画 シート成行 ３点組

300 宮山弘明 昼顔/木蓮/水仙/アイリス ４点組版画 シート成行 ４点組

301 宮山弘明 紫陽花/藤/菖蒲/木蓮 ４点組版画 シート成行 ４点組

302 宮山弘明 チューリップ/水仙/チューリップ ３点組版画 シート成行 ３点組

303 宮山弘明 チェリーブロッサム/紅梅 版画 シート成行 2点組

304 宮山弘明 白梅/山茶花 2点組版画 シート成行 2点組

305 宮山弘明 朝顔 版画 シート成行

306 宮山弘明 梅 版画 シート成行

307 宮山弘明 山茶花 版画 シート成行

308 宮山弘明 アイリス 版画 シート成行

309 宮山弘明 赤い薔薇 版画 シート成行

310 宮山弘明 鬼百合 版画 シート\20,000

311 北村公一 椿と梅/つつじ-5/りんどう ３点組成行 ３点組

312 北村公一 椿-2/つつじ-2 2点組成行 2点組

313 北村公一 紅葉/桜-2/山茶花 成行
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314 吉田欣子/大森澪 幕間/水の扉Ⅱ 成行

315 花輪和一 魚人 ペン画\70,000

316 武田秀雄 新源平 145/200成行

317 武田秀雄 花田山嵐 111/120成行

318 筆塚捻尚/大山恵美子 風の遺構/花 成行

319 仲丸栄子 柳屋の鯛焼き 成行

320 山本六三 裸婦　女7人 版画 額付\20,000

321 ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ・ｺｰｴﾝ ダイアナフラワーズ 銅版画成行

322 田村光義 庭園 油彩成行

323 ｷｬﾛﾙ・ﾜｯｸｽ Granpa'S Microscope 銅版画成行

324 クリスティーヌ・ツゾー サイドカー 水彩成行

325 村田暁彦 玉繭 水彩成行

326 ｼﾞｮﾙｼﾞｪ・ｷﾞｰｼﾞ ヴィーナス 銅版画\15,000

327 植草寛 これはこれでいいのかもしれない 水彩成行

328 作者不詳 タイトル不明 写真\30,000

329 堀越陽子 CALTA DA GIOUCO(JUCK) オブジェ成行

330 鬼頭明雅 1896d MIXED MEDIA成行

331 佐藤芽実 蜥蜴月 成行

332 鈴木信吾 木口木版画4点セット 木版画成行

333 小林英且 カニ ４号MIXED MEDIA成行

334 川村勉 浮上する目玉焼き えんぴつ\15,000

335 民里義 空（くう） えんぴつ成行

336 ｴﾝﾀﾞﾗ・ｸﾛｳ タイトル不明 油彩\60,000

337 上原進 TAMAE ３号油彩\30,000

338 隠崎隆一 水蛭子 陶\180,000

339 筧　本生 浜辺の昼食 鉛筆 額付\50,000
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340 磯見輝夫 タイトル不明 7/30木版画 額付\30,000

341 樋口　治平 城塞 １０号Ｍ油彩 額付不出品

342 MIZU　(水島哲雄) 小柳幸代 水彩 額付成行

343 星野 美智子 序詞 4/50版画 シート成行

344 星野 美智子 ボルヘスの鏡　A 3/20版画 シート不出品

345 星野 美智子 バベルの図書館ー鏡 2/30ﾘﾄｸﾞﾗﾌ シート成行

346 星野 美智子 比喩としての鏡ー砂の本ー 17/50ﾘﾄｸﾞﾗﾌ シート成行

347 星野 美智子 ハープのために 2/50ﾘﾄｸﾞﾗﾌ シート成行

348 MIZU　(水島哲雄) 人物 油彩不出品

349 MIZU　(水島哲雄) 女の像 油彩不出品

350 織田廣喜 婦人 ４号Ｆ油彩\150,000

351 小林 健二 SATURN OF CEPHEIDS MIXED MEDIA不出品

352 小林 健二 ASTEROID ATARAXIA MIXED MEDIA\150,000

353 中島 淳一 金曜日 水彩 シート不出品

354 坂本 佳子 遥かな日(A) 水彩 マット成行

355 喜多　敏郎 振動計測箱 ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ成行

356 小原 馨 子供の情景 ミクストメディア成行

357 渡辺 貞一 やまびこ 油彩/ｷｬﾝﾊﾞｽ不出品

358 岡田 露愁 作品№25 陶画 額付不出品

359 小川信治 ベラスケスＢ 水彩 額付\100,000

360 山下清澄 女のいる四大元素・Ⅱ（火） 11/50ｴｯﾁﾝｸﾞ 額付\30,000

361 杉田 明維子 3点組 水彩・パステル シート成行 3点組

364 ｹｲﾄ・ｳﾞｧﾝﾎｰﾃﾞﾝ lepreuve en noir for bravery シート成行

365 西村 陽平 距たりながら近づく ３ 鉛\60,000

366 西村 陽平 距たりながら近づく ８ 鉛\60,000

367 藤浪 理恵子 anony mous II 1/20 シート成行
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368 藤浪 理恵子 anony mous IV 6/45版画 シート成行

369 藤浪 理恵子 anony mous V 6/45 シート成行

370 藤浪 理恵子 anony mous VI 6/45 シート成行

371 藤浪 理恵子 anony mous VII 6/45 シート成行

372 藤浪 理恵子 anony mous VIII 6/45 シート成行

373 藤浪 理恵子 anony mous IX 6/45版画 シート成行

374 藤浪 理恵子 SP-L XV 65/65 シート成行

375 藤浪 理恵子 Spurge Laurl 33/65ミクストメディア シート成行

376 藤浪 理恵子 SP-cob-nat 36/65 シート成行

377 藤浪 理恵子 SP-cob-nat 41/65 シート成行

378 藤浪 理恵子 Tisto　Ⅱ 1/65 シート成行

379 藤浪 理恵子 Arum Lily 50/65 シート成行

380 小原 馨 子供の情景 49　（ｵﾚﾝｼﾞ） ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ/和紙 額付成行

381 野坂徹夫 空に縛られた鳥のように 水彩 額付\50,000

382 岡田 露愁 陶　88-6 陶 額付\20,000

383 岡田 露愁 陶　No.4 陶 額付\20,000

384 岡田 露愁 1990ｼﾙｸｼﾘｰｽﾞNo.13 84/100ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ シート成行

385 岡田 露愁 1990ｼﾙｸｼﾘｰｽﾞNo.14 10/100ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ シート成行

386 岡田 露愁 1990ｼﾙｸｼﾘｰｽﾞNo.15 11/100ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ シート不出品

387 MIZU　(水島哲雄) manhattan XXXVIII/XL版画成行

388 MIZU　(水島哲雄) manhattan XXXIX/XL版画成行

389 MIZU　(水島哲雄) Woefgong Amadeus Mozart XXXVIII/XL版画不出品

390 MIZU　(水島哲雄) Espana XXXV/XL版画成行

391 MIZU　(水島哲雄) Espana XXXVI/XL版画不出品

392 MIZU　(水島哲雄) Los Angeles XXXVIII/XL版画不出品

393 小貫 政之助 裸婦　No.18 ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｲｱ/紙 額付不出品
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394 舟山 一男 麗（301） ６号Ｐﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ/C\60,000

395 辻 憲 朝陽 75/85ｶﾗｰﾒｿﾞﾁﾝﾄ シート成行

396 辻 憲 かたつむり 70/85ｶﾗｰﾒｿﾞﾁﾝﾄ シート成行

397 辻 憲 花あかり 72/85ｶﾗｰﾒｿﾞﾁﾝﾄ シート成行

398 坂本 佳子 海鳴り 成行

399 両角 修 NO.123 33/35版画 シート不出品

400 両角 修 NO.39-B 1/70版画 シート不出品

401 両角 修 NO.38 50/60版画 シート成行

402 辻 憲 花あかり 73/85ｶﾗｰﾒｿﾞﾁﾝﾄ シート成行

403 泉　茂 タイトル不明 16/40版画成行

404 中林 忠良 o氏の肖像 11/20銅版画\20,000

405 加納　光於 現代版画（筑摩書房） 3/500版画成行

406 加藤清美 薄明の中の情景NO1 成行

407 加藤清美 タイトル不明 成行

408 舟山 一男 星降る夜 \20,000

409 クリスト セントラルパークプロジェクトXV 版画\20,000

410 クリスト セントラルパークプロジェクトXXIV 版画\20,000

411 中西夏之 版画6枚セット 74x99cm(各）シルクスクリーン シート\165,000

412 吉田克朗 work 35.5x34cmミクストメディア 額装\25,000 共シール

413 黒田アキ Sans Titre(Bac 1893) 紙にアクリル 額装\48,000 西村画廊個展出品

414 彼末宏 ばら リトグラフ 額装成行

415 彼末宏 ぶどう リトグラフ 額装成行

416 荻太郎 Mr.Arai エッチング 額装成行

418 綿引 明浩 アプシスの秘密 ed17/44銅版画 額付成行

419 ｸﾞﾗﾊﾑ・ｸﾗｰｸ いとしの我が家 ed351/400ｴｯﾁﾝｸﾞ 額付成行

420 武田 史子 透明なモノローグ 8/40ｴｯﾁﾝｸﾞ 額付成行
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421 加賀美勣 林の在る風景 １５号Ｐ油彩 額付\30,000

422 新井正博/綿引 明浩 Evening Light/祈りのある食事 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ/銅版画 額付成行 2点組

423 望月 通陽 憂鬱 1/6版画 額付成行

424 野口弥太郎/広田 釗子/宮下実 タイトル不明/夜明け/かぼちゃ 9/100/EAﾄｸﾞﾗﾌ/シルクスクリーン シート/額付成行 3点組

426 足立源一郎 秋の男体山 6号キャンバスに油彩\50,000

430 田口貴夫 華子（人形） 成行

431 コイズミアヤ タイトル不明 立体\50,000

432 ダリ Bertrand de Bom 版画 額付成行

433 清原明生 石の花 27.5ｘ45.5ミクストメディア 額付\30,000

434 安齊重男 La pleureuse 21.6ｘ23.7写真 額付\30,000

435 野坂徹夫 馬は雨の匂いをかぐ 32.7ｘ23.5ミクストメディア 額付\50,000

436 田谷京子 名も無い花 6号 額付\20,000

437 秀島由己男 春の城　－信女十態－ 版画集10点1組\50,000

438 西村陽平 隔たりながら近づくⅠ 60.0ｘ45.0 額付\30,000

439 渡辺達正 影 31/75銅版画 額付\15,000

440 大塚利典 一千年の塔 ４号Ｆアクリル 額付成行

441 作者不詳 牡丹 3号キャンバスに油彩成行

444 堀川理万子 東京八景Ⅲ 17ｘ48紙に水彩成行

447 岡田 露愁 陶　NO.290 ミクストメディア 額付成行

448 岡田 露愁 タイトル不明 ミクストメディア 額付成行

449 渡辺達正 「白い花と魚」 23/45版画集　10点\30,000

450 渡辺達正 「白い花と魚」 28/45版画集　10点\30,000

452 渡辺達正 「白い花と魚」より　四匹の蝶、星と貝 26ｘ16.7銅版画 額付成行 2点組

454 渡辺達正 「白い花と魚」より　タイトル不明/水と白い魚 銅版画 額付成行 2点組

455 渡辺達正 「白い花と魚」より　タイトル不明/白い花 24.0ｘ17.7銅版画 額付成行 2点組

456 広田 釗子 うたごえ 21ｘ58シルクスクリーン 額付成行
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457 広田 釗子 涼風-1 58ｘ21シルクスクリーン 額付成行

460 河原朝生 紅衣婦人像/テント 版画 シート\20,000 2点組

462 木村繁之 あかり6 テラコッタ 立体成行

463 北川 健次 マルティウス通り12番地」のためのエチュー ｺﾗｰｼﾞｭ\20,000

464 北川 健次 「notre-dame-de chartre] ｺﾗｰｼﾞｭ\20,000

465 木村 繁之 夜の重さ 5/30銅版画成行

466 コイズミ･アヤ 沈んだ場所で＃３ 20ｘ20ｘ20オブジェ\30,000

467 コイズミ･アヤ Garden＃１ オブジェ\40,000

468 ｺｲｽﾞﾐ･ｱﾔ　関口涼子 今は地下へいつか空へ オブジェ\50,000

469 望月 通陽 染め本　オイディプス 型染\50,000

470 望月 通陽 路地に迷うと昔の声が 型染\20,000

471 武田 史子 アレッツェの夢 銅版画\15,000

472 武田 史子 ベルガモ回想 銅版画\15,000

473 綿引 明浩 昔の柱 MIXED MEDIA成行

474 小原 馨 子供の情景 28ｘ29油彩　紙成行

475 MIZU　(水島哲雄) 愛の調べ　３点組 版画集　ﾘﾄｸﾞﾗﾌ成行

476 田上 菊千代 NO３０８２ 33ｘ34.5油彩　紙成行

477 落田　謙一 黄色 ６号油彩\20,000

478 小川　　陽 痕跡 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ\15,000

479 小川　　陽 痕跡 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ\15,000

480 小川　　陽 痕跡 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ\20,000

481 喜多敏郎 cone（円錐） MIXED MEDIA\30,000

482 カルミ 作品 37/150PVC/アルミ成行

483 金森宰司 男の子 42/100リトグラフ シート成行

484 豊泉朝子/蒲池清爾 タイトル不明/終末天使 シート/額装成行

485 作者不詳 版画2点組 シート成行
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486 島谷晃 若葉 水彩 シート\20,000

487 作者不詳 版画2点組 版画 シート成行

488 作者不詳 版画2点組 版画 シート成行

489 梅野亮 風景 P4油彩\100,000

490 田村文雄 タイトル不明　版画 額装成行
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