
 

No. 作家名 作品名 価格 素材 寸法　H×W×D　号 制作年 サイン 体裁 備考（ｅｄ．･ｼﾐ･ｷｽﾞ等）

1 織田広比古 街の音楽家 \50,000 ベニヤに水彩 59×19

2 織田広比古 室内 \50,000 ボードに水彩 59×19

3 織田広比古 街の芸人達 \50,000 ボードに水彩 59×19

4 不明 成行 エッチング 20×18 額なし

5 不明 成行 エッチング 20×15 額なし

6 大塚晴康 成行 水彩 50×35 額なし

7 秋山厳 成行 木版画 35×24 額なし

8 織田広比古 成行 水彩 22×12

9 織田広比古 成行 水彩 22×12

10 織田広比古 成行 水彩 33×12

11 織田広比古 成行 水彩 27×12

12 織田広比古 成行 水彩 21×10

13 織田広比古 成行 水彩 17×11

14 小杉小二郎 花と果物 \850,000 油彩 8号 あり 額装

15 加賀美勤 道辺の花（赤） 成行き 油彩 SM あり 額装

16 佐藤泰生 ベニス \20,000 油彩 SM あり 額装 額汚れ

17 柿崎兆 春風 \13,000 木版画 26×21.5cm 1990 あり 額装 ed.5/15

18 織田広喜 モンマルトル \180,000 油彩 ０F 2006年 有

19 額 \6,000 木地額 １０F 箱付
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20 額（油額） 成り行き １０F 箱付、キズ有

21 額（油額） 成り行き ６F 箱付、キズ有

22 額（版画額） 成り行き 91.0×76.0ｃｍ 箱・黄袋付、キズ有

23 額（版画額） 成り行き 78.5×78.5ｃｍ 箱・黄袋付

24 額（日本画額） 成り行き ステンレス ３M 箱付、キズ有

25 作者不明 らくだ \3,000 水彩 43.0×71.0 有 額装 箱なし

26 ギアマン ブルーの夕べ \25,000 版画 4x668 cm 1991 あり 額装 61/200　証明書

27 ガントナー アルザスの春 \20,000 版画 47x56.5cm 1983 あり 額装 28/185　証明書

28 トフォリ カフェにて 成り行き 版画 48x68cm 1980 あり 額装 41/125　証明書

29 伊藤ホウ耳 雛 \25,000 リト、手彩色 27.5x45.5cm あり 額装 17/100

30 村井正誠 作品 成り行き 版画 35.5x30.5cm 1974 あり 額装 ヤケ、箱無し、額ダメージ

31 谷川晃一 イエローコメディー4 成り行き 版画 35x48cm 1981 あり 額装 8/120、箱無し

32 山口啓介 ギルがメッシュの方舟 成り行き 版画 30x38cm 1988 あり 額装 21/50、ヤケ、箱無し

33 水森亜土 ピアノ \25,000 紙に水彩 27x24cm あり 額装 額裏破れ、箱無し

34 水森亜土 かえる \20,000 紙に水彩 21x34.5cm あり 額装 箱無し

35 ジェームズ・リジー Hear Comes The Sun \25,000 版画 16.5x69cm 1995 あり 額装 252/300

36 ノーマン・ロックウェル 冬 \1,000 版画 22x19cm 額装 ポスター？

37 不明 虎 \1,000 版画 54.5x44cm あり 額装 138/950

38 畠山勲 道祖神 \1,000 木彫 53x25x10cm 箱書き

39 創風 春寳 \1,000 人形 29x24x19.5cm ガラスケース

40 創風 扇姫 \1,000 人形 29x24x19.5cm ガラスケース
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41 京玉 わらべ人形 \1,000 人形 27x30x22.5cm ガラスケース

42 鳥海青児 ブラインドを下ろす \20,000 木版 22x6.5cm あり（刷り込み） 額装

43 坂本繁二郎 馬の首 \20,000 木版 14x6.5cm 無し 額装

44 須田国太郎 裸婦 \20,000 木版 22x12cm ハンコ（刷り込み 額装

45 山口薫 甲斐虎熊の顔 \20,000 木版 22x16cm あり（刷り込み） 額装

46 鈴木信太郎 フランス人形 \20,000 木版 22x16cm ハンコ（刷り込み 額装

47 安井曾太郎 水仙 成り行き 木版 24.5x30cm 1955 あり（刷り込み） シート

48 松井ヨシアキ クリスマス 成り行き 水彩 23.5x22.5cm 1997 あり 額装

49 生野一樹（２点）／瀧井孝作 しののめ・牡丹／署（印刷） \5,000 版画 30x12.5/36x30/25x38.5cm あり 額装 瀧井額裏に破れ

50 サイトウ良／田中正秋 はりこ寅／日本の祭り \5,000 版画 13x9/12.5x9cm あり 額装

51 安斎重男 Laurie Anderson \25,000 写真 26.5x26cm 1979 あり 額装 ed1/15

52 ゴヤ 不明 成り行き 版画 21.5x15cm 無し 額装 箱無し

53 宮本三郎 舞妓 \20,000 版画 54x36.5cm あり（刷り込み） 額装 テープアとあり

54 多賀新 不明 \15,000 版画 36x24.5cm 1973 あり 額装 EP、箱無し

55 浦上善次 備前花入れ \30,000 焼き物 24x9.5cm 1987 木箱 箱書きあり

56 寺本守 祭事花入れ \30,000 焼き物 42.5x25x10cm 木箱 箱書きあり

57 原田翠人／不明 ぐい飲み／湯のみ（2こ） 成り行き 焼き物 木箱

58 ニルス・ウド NATURE-CORPS-22 \350,000 写真　ＩＣ 49.0×74.0 1995 裏面 額装 20

59 ニルス・ウド NATURE-CORPS-7 \300,000 写真　チバクローム50.0×50.0 1994 裏面 額装 20

60 ブラン・バン・ベルデ LITHO、10 couleurs \450,000 リトグラフ 94.3×61.1 1979 右下 額装 79/100

62 フアステンハウト NO,3-1999/2000 \480,000 油彩 65.0×65.0 1999-2000 額装
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63 フアステンハウト NO,8-2000 \430,000 油彩 60.0×60.0 2000 額装

64 フアステンハウト NO,24-2003/04 \370,000 油彩 55.0×55.0 2003-2004 額装

66 フアステンハウト NO,2-2004 \370,000 油彩 55.0×55.0 2004 額装

67 ハンス・スタインブレンナー composition 2-03 \230,000 ｱｸﾘﾙ、木板 34.0×26.0 2003 裏面

69 ハンス・スタインブレンナー composition 9-12-1997 \230,000 ｱｸﾘﾙ、木板 34.0×26.0 1997 裏面

70 ハンス・スタインブレンナー composition 1-96 \230,000 ｱｸﾘﾙ、木板 34.0×26.0 1996 裏面

71 ハンス・スタインブレンナー composition 16-92 \230,000 ｱｸﾘﾙ、木板 34.0×26.0 1992 裏面

72 ハンス・スタインブレンナー composition 5-90 \230,000 ｱｸﾘﾙ、木板 34.0×26.0 1990 裏面

73 アドリアン・リース SEE YOU SOON \90,000 陶 13×12×9 2001-2002 下側

74 アドリアン・リース VISITOR Ⅲ \80,000 陶 12×12×8 2001-2002 下側

76 アドリアン・リース SHOW ME YOUR EMOTIONS Ⅱ \100,000 陶 12×13×9 2001-2002 下側

77 アドリアン・リース SHOW ME YOUR EMOTIONS Ⅲ \70,000 陶 12×14×9 2001-2002 下側

79 高橋功 円と三つの赤いアナ/青 \400,000 油彩、木板 70×66×3 2000 裏面

80 高橋功 一つの円/白 \300,000 油彩、木板 70×42.5×3 2000 裏面

81 高橋功 青と黒のコンポジション \250,000 油彩、木板 76×35×3 2000 裏面

82 山下清澄 作品 成行 銅版画 額付 3/50

83 河原 朝生 紅衣婦人 成行 銅版画 20.5×15.0 額付

84 大沢 昌助 影のある風景 \80,000 油彩 21.3×26.5 額付

85 ｼﾞｬｸ　ﾃﾞﾍﾟﾙﾄ ゴルフ場 \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 69.0×99.8 額付

86 ｳﾞｨｸﾄｰﾙ・ｳﾞｧｻﾞﾙﾘ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ \50,000 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ 額付 154/200

87 田井 雄二 カオスへの磁場 成行 ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ/和紙 65×97 額付
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88 脇田 和 鳥 \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 52×42.8 額付

89 司 修 女 \100,000 油彩 33×24 額付

90 近藤弘明 幻花 成行 共ｼｰﾙ付 ４Ｆ 額付

91 難波田史男 橋 \400,000 水彩 20.5×31.0 額付

92 岡田 露愁 作品№25 \20,000 陶画 5.5×7 額付

93 重野克明 ドローイング　3点 成行 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ 額付

94 渡辺 貞一 津軽の女 \80,000 油彩 0号 額付

95 鏑木昌弥 仏画 \80,000 油彩 42×35 額付

96 織田廣喜 ﾓﾚｰ風景 \800,000 油彩 8F 額付

97 ﾜﾀﾋﾞｷｱｷﾋﾛ 0087　ｼﾞｬﾗｼﾞｬﾗ 成行 ｾﾗﾐｯｸｱｸﾘﾙ

98 舟山 一男 ロシアの青年 \60,000 油彩/ｷｬﾝﾊﾞｽ SM 額付

99 MIZU　(水島哲雄) 赤の中の人間風景 成行 ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ 41.0×52.0 額付

100 金森 宰司 男の子 \50,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付 16/100

101 金森 宰司 ババロア \40,000 リトグラフ 額ナシ EA

102 渡辺達正 昆虫 \20,000 版画 32.0×44.7 10/30

103 渡辺達正 ミミズク \20,000 版画 45.3×35.4 1/30

104 渡辺達正 影 \20,000 版画 27.0×44.5 31/75

105 渡辺達正 音と光 \20,000 版画 35.5×29.0 13/30

106 渡辺達正 孤蝶 \20,000 版画 38.5×36.0 7/75

107 田井 雄二 夕暮れの風景 成行 ミクストメディア 48.0×65.5

108 阿部幸洋 牧草地（風景） \120,000 油彩 8F 額付
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109 佐熊桂一郎 巡礼の女 \60,000 油彩 45.8×27.5 額付

110 篠田 桃紅 作品 \30,000 石版画 45×25 額付

111 清塚紀子 海図　1989-A \50,000 銅版画 44×44 額付

112 横山貞二 みそぎ \30,000 木版画 36.4×25.5 額付

113 清宮 質文 冬の日 \500,000 ｶﾞﾗｽ絵 12.0×17.3 額付

114 ﾍﾞﾙﾅｰﾙ･ﾋﾞｭｯﾌｪ 古城 \100,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付

115 十時 孝好 USAGI 93-09 \80,000 ｱｸﾘﾙ･板 68×22.5 額付

117 MIZU　(水島哲雄) 顔 \30,000 水彩 18.5×14.5 額付

118 舟山 一男 麗（301） \150,000 ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ 6P

119 河嶋 淳司 黒犀 \50,000
ｺﾗｸﾞﾗﾌ･木版2版4
色 額付

120 河嶋 淳司 電磁場 \50,000 墨･和紙 53.0×65.5 額付

122 谷筑水 風景 成行 日本画 額付

123 ｴﾐﾘｵ･ｸﾞﾚｺ 女Ⅰ \60,000 銅版画 73×92 額付

124 栗原喜依子 ﾓﾝﾏﾙﾄﾙの坂道 成行 油彩 41.3×32 額付 ヒビ割れ

125 佐藤晋平 静寂の層 成行 ガラス絵 42×41 額付

126 山野辺　義雄 月山へ 成行 油彩 40.5×53.5 額付

127 阿部幸洋 朝の中庭 成行 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ 31.4×49.5 額付

128 阿部幸洋 コーヒーカップ（静物） \100,000 油彩 32.8×32.8 額付

129 林　孝彦 作品 成行 木に彩色 86.6×40 額付

130 林　孝彦 作品 成行 ミクストメディア 80×40 額付

131 岩田久利 立色の糸 成行 ガラス 44.5×17×17
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132 栗原 一郎 裸婦 \200,000 油彩 20号

133 栗原 一郎 裸婦 \50,000 油彩 18×13.8 額付

134 星　守雄 ｶﾌｪ（海辺のｶﾌｪ） \50,000 油彩 額付

135 星　守雄 公園の人々 \50,000 油彩 額付

136 星　守雄 船・旗・人 \50,000 油彩 額付

137 近藤弘明 作品 成行 銅版画 8×11 額付

138 阿部幸洋 雷が来る 成行 銅版画 22.5×48.7 額付 3/10

139 ガボー 横たわる裸婦 成行 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 58×56.5 額付

140 山本 文彦 タイトルなし 成行 版画 36.5×51 額付 47/145

141 小林五浪 毛越寺礎太 \100,000 日本画 66×46.5 額付

142 ヒロ　ヤマガタ Four seasons suite:spring 成行 版画 33×25.7 額付 1/295

143 脇田 和 脇田和作品集 \30,000 版画 66/125

144 浜田台児 春鶴 \200,000 日本画 51×44 額付

145 船水徳雄 萌 \150,000 日本画 51×44 額付

146 北村西望 タイトル不明(富士山） 成行 色紙に彩色 39.5×52 額付 シミ

147 小山硬 蒼翔 \20,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 30×61 額付 シミ

148 脇田 和 鳥の歌シリーズC \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 50×39 額付 23/125

149 酒井英利 春麗（清水寺） \80,000 油彩 44.5×36.5 額付

150 小山硬 寿富士 \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 43.2×60 額付 21/180

151 大山忠作 旭陽翔鶴 \60,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 34×44 額付 124/200

152 ガボー タイトル不明 成行 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 70.5×53.5 額付 EA
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153 山田嘉彦 漁港小景 \400,000 油彩 26×39.5 額付

154 後藤又守衛 西瓜を売る男 成行 油彩 ４号Ｆ 額付

155 後藤又守衛 タイトル不明 成行 油彩 ４号Ｆ 額付

156 三浦巌 バランス町（アヴェニョン） 成行 水彩 ４号Ｆ 額付

157 山本 文彦 タイトル不明 \100,000 油彩 ４号Ｆ 額付

158 酒井英利 嵐山雪景 \80,000 油彩 39×51 額付

159 牛島憲之 T SOYAMA GRAV \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 21×27 額付 76/80

160 梅原　龍三郎 ヴェニス \50,000 版画 32×45.5 額付 8/115

161 小林和作 湖の岬 \200,000 水彩 14.5×29.5 額付

163 上村 松篁 双鶴 \60,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 47.5×64.5 額付 43/150

164 小林五浪 河童　鯰 成行 掛け軸 シミ

165 小林五浪 寒山拾得 成行 掛け軸

166 小林五浪 旅立　芭蕉　小品 成行 掛け軸

167 小林五浪 真雀 成行 掛け軸

168 横山 大観 山色新掛け軸 成行 掛け軸

169 川端龍子 群鶴図 成行 掛け軸

173 小作青史 私の動物園 成行 銅版画 額付 1/30

172 高柳裕 LEO-BLEU 成行 版画 額付 AP

174 トレモア 前世 成行 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付 36/55

175 箕村嘉男 作品 成行 油彩 30Ｆ 額付

176 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ・ｻﾙﾀﾝ ｽﾃｨﾙﾗｲﾌ 成行 写真 額付
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177 山村昌明 黄金の時-ｻﾗｶﾞｯｿの海 \30,000 水彩 額ナシ

178 山村昌明 ｱﾌﾞｽｰの門-5月 \30,000 水彩 額ナシ

179 作者不詳 古銅獅子耳花生 成行

180 荻原季美子 バラ \120,000 油彩 ８号Ｆ 額付

181 横尾 龍彦 飛翔 成行 ガッシュ 額付

182 藤村叡三 風景 \30,000 油彩 １２号Ｆ 額付

183 箕村嘉男 作品 成行 油彩 １２号Ｆ 額付

184 平田寛美 硬直 成行 油彩 91×30 額付

185 神野八左衛門 静物 成行 油彩 ４号Ｆ 額付

186 高岸昇 自然 成行 油彩 ３号Ｆ 額付

187 木村 昭平 作品 成行
MIXED MEDIA・
ｶﾞｯｼｭ １２号Ｆ 額付

188 岩戸敏彦 ブドウ \80,000 油彩 ４号Ｆ 額付

189 山下清澄 作品 \50,000 ペン画 額付

190 泉　茂 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ画集（5点） \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ シート

191 深澤　幸雄 作品 \50,000 銅版画 シート 10/20

192 池田　満寿夫 作品№56 成行 銅版画 シート

193 柄沢 齊 作品 \30,000 銅版画 シート 9/50

194 ﾍﾙﾝｽﾄ・ｼｭﾀｲﾅｰ 作品 成行 版画 シート

195 ﾌﾗﾝｼｽｺ・ｺﾞﾔ 作品 成行 版画 シート

196 ｸﾚｲ・ｶｰﾙ 作品 成行 版画 シート 57/100

197 前田常作 作品 成行 版画 シート EP15/22
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198 作者不詳 浮世絵2点1組 成行 版画 シート

199 5点組シート 木村茂 2点1組、小作青史 3点1組 成行 版画 シート

200 7点組シート
松井　豊 2点、　藤本よし子　1点、　永岡博　1点、井
上洋介　1点、　小林 清子　2点 成行 版画 シート

201 12点組シート
杉村篤　ペン画10点組、日下里美　1点、畑田國男　1
点、 成行 版画 シート

202 4点組シート
横井巴　1点、高橋甲子男　1点、新居田邦男　1点、
その他　1点 成行 版画 シート

203 8点組シート
古沢 岩美　1点、山田康博　3点、岩井 康賴　2点、そ
の他2点 成行 版画 シート

204 栗田政裕 作品7点1組 成行 銅版画 シート

205 馬場章 作品2点1組 成行 銅版画 シート EA

206 平沢篤 飛行船 成行 デッサン 額付

207 池田幹夫 風の出逢い 成行 日本画 額付

208 十時 孝好 USAGI　91-8 \30,000 油彩 額付

209 古沢 岩美 妊婦たちの明日 成行 挿画本 額付

212 渡辺隆次 作品 成行 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ 額付

213 土井　邦晃 パンジー \80,000 油彩 額付

214 池田龍雄 作品 成行 オブジェ 額付

215 舟山 一男 流れ星 \30,000 油彩 ３号

216 伊藤彬 銅版画集「風花光」 成行 銅版画

217 山内滋夫 毬と花火 \30,000 油彩 ３号 額付

218 岡田 露愁 タイトル不明 成行 陶板

219 飯塚八朗 作品 \20,000 オブジェ

220 山本耕造 少女 成行 テンペラ ４号Ｓ 額付
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221 ｳｲﾘｱﾑ･ﾀｰﾅ 作品 成行 銅版画 額付

222 作者不詳 西洋版画 成行 銅版画

223 駒井　哲郎 街 \30,000 銅版画 額付 ＥＤなし、サインあり

224 ﾎﾟｰﾙ･ﾌﾞﾝﾀﾞﾘｯﾋ 作品 \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付

225 稲垣孝二 作品 \80,000 油彩 １５号Ｆ 額付

226 秀島由己男 作品 成行 版画 額付 46/60

227 桜田晴義 鬼アザミ \80,000 油彩 ３号Ｆ 額付

228 谷川晃一 球根の会話 \30,000 パステル 額付

229 高橋常政 性的貧困 \40,000 ｱｸﾘﾙ 42.9×29.7 額付

230 前田常作 神々の誕生 成行 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ 額付

231 古沢 岩美 裸婦 \100,000 油彩 １５号Ｍ 額付

232 岸田 淳平 夢の旅人 成行 油彩 額付

233 舟山 一男 女の顔 \60,000 油彩 ４号Ｆ

234 田島奈須美 西洋額紫陽花 \100,000 日本画 ４号 額付

236 堀川理万子 ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ \60,000 MIXED MEDIA ４号Ｆ 額付

237 高橋常政 赤い不安定な形 \80,000 油彩・ﾃﾝﾍﾟﾗ １０号Ｆ 額付

238 司 修 作品 成行 素描 額付

239 大島　哲以 愛撫 \50,000 日本画、他 40.0×31.0 額付 共ｼｰﾙ

240 伊牟田　経正 作品 \100,000 油彩 額付

241 桜田晴義 人形 \100,000 油彩 ６号 額付

242 長谷川 健司 桜桃子守歌（円形） \80,000 油彩 額付
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243 瓜南 直子 えのころ \100,000 油彩 １０号 額付

244 堀川理万子 糸杉のみえる窓 \80,000 油彩 額付

245 藪内佐斗司 魚 \50,000 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

246 稲垣孝二 顔Ⅰ \60,000 油彩 １０号Ｆ 額付

247 増田常徳 物言わぬ道化 \50,000 油彩 額付

248 久野真 作品（STEEL WORK) 成行 オブジェ

249 秋山祐徳太子 秋のエンペラー \30,000 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

250 榎　俊幸 苺 \60,000 油彩 額付

251 上田薫 油彩3点1組 成行 油彩 額付

252 筧　本生 ホテルノルマンディーの客 \80,000 油彩 ０号Ｆ 額付

253 池田　満寿夫 馬山 \30,000 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

254 瓜南 直子 柘榴 \180,000 油彩 １２号Ｆ 額付

255 緒方洪章 あじさい \60,000 水彩 額付

256 大島　哲以 天使の季節 \60,000 日本画 44.5×52.3 額付 若干かすれあり

257 大森暁生 モノクロの林檎にそそぐ光 \100,000 木彫 額付

258 緒方洪章 いちじく 成行 水彩 額付

259 奥山忠 遷心 \150,000 日本画 １０号 額付

260 ｻﾙﾊﾞﾄｰﾙ･ﾀﾞﾘ 怪物 \50,000 銅版画 EA 額付

261 桜田晴義 ナランハ \60,000 油彩 ３号Ｓ 額付

262 桜田晴義 ひまわりのある静物 \300,000 油彩 １２号Ｐ 額付

263 赤瀬川源平 無用の在　窓の夢 成行 写真 額付 46/50
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264 ヒロ　ヤマガタ アメリカンインパリス 成行 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ 額付

265 ｻﾙﾊﾞﾄｰﾙ･ﾀﾞﾘ 作品 \50,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付 162/300

266 藤田　嗣治 母子像 \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ HC 額付

267 牛波 第四の部屋 成行 額付

268 半田強 星盗り \120,000 油彩 ６号Ｆ 額付

269 横山貞二 山里 \30,000 木版画 額付

270 横山貞二 ケヤキ \30,000 木版画 額付

271 フリードリッヒ・メクセペル 作品（BULB) \30,000 銅版画 額付

272 フリードリッヒ・メクセペル 作品（LITERATURE) \30,000 銅版画 額付

273 緒方洪章 ｻﾎﾞﾃﾝ \60,000 ﾍﾟﾝ画・共ｼｰﾙ シート

274 緒方洪章 椿の実 \60,000 ﾍﾟﾝ画・共ｼｰﾙ シート

275 緒方洪章 ほおづき \60,000 ﾍﾟﾝ画・共ｼｰﾙ シート

276 緒方洪章 もみじ \60,000 ﾍﾟﾝ画・ｼｰﾙなし シート

277 緒方洪章 沖縄の浜辺から \60,000 ﾍﾟﾝ画・共ｼｰﾙ 額付

278 藤掛正邦 LAST MOMENT 死神の微笑 \80,000 オブジェ

279 丸尾康弘 待・は \100,000 木彫

280 李朝 花鳥図　絹本 成行

281 天野裕夫 象城 \60,000 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

282 ﾘｼﾞｨｰ We who love the big apple \50,000 ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ 額付

283 ｳｫﾙﾄ・ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 白雪姫 \30,000 ｾﾙ画・孔版 額付

284 山口　華楊 叢原 \50,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付 78/100
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285 加藤清美 海樹 成行 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 17.3×26.1 額付

286 ｱﾚｺｽ・ﾌｧｼｱﾉｽ 自転車の女 \80,000 ﾊﾟｽﾃﾙ・ｸﾚﾖﾝ 額付

287 山中雅彦 静物 \50,000 鉛筆画 ５号 額付

288 清水敦 書票集ー日本の玩具 \50,000 38/120

289 ﾚｵﾉｰﾙ･ﾌｨﾆｰ 抱擁 \30,000 版画 額付 108/250

290 ｸﾘｽﾁｬﾝ・ﾗｯｾﾝ ﾓﾛｶｲ･ｲﾝ･ﾁｬﾝﾄﾒﾝﾄ \30,000 ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ 額付 42/144

291 藤田　嗣治 少女 \30,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ HC 額付

292 中島千波 牡丹花 \60,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付 26/100

293 伴清一郎 童神 \350,000 油彩 68.2×30.4 額付

294 ヤンセン 銅版画3点 成行 銅版画 額付

295 大矢英雄 素描 \150,000 鉛筆画 額付

296 谷川　泰宏 夜香 \180,000 油彩 ６号Ｓ 額付

297 加藤清美 夜の仲間Ⅰ \100,000 油彩 １０号 額付

298 門坂流 杉の巨木 \60,000 ﾍﾟﾝ画 額付

299 篠田守男 不思議の国のｱﾘｽ 成行 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 30/50

300 ヒロ　ヤマガタ ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞｹｰｷ 成行 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付

301 山中 現 夏の日Ⅱ \50,000 ｶﾞﾗｽ絵 額付

302 西村 陽平 作品 \30,000 オブジェ

303 ｴﾙﾃ ｴﾒﾗﾙﾄﾞの瞳 \80,000 版画 額付 11/300

304 ｻﾙﾊﾞﾄｰﾙ･ﾀﾞﾘ 栄光 \30,000 銅版画 額付 165/250

305 鑿ーｵﾘｼﾞﾅﾙ木口木版画集 \50,000 版画
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306 吉田 勝彦 銅版画集-隅田川河岸- \150,000 版画 9/85

307 清水公照 月吟 成行 掛け軸

308 滝口和男 白灰釉煎茶椀 成行 陶

309 滝口和男 染付け皿 成行 陶

310 鈴木　治 花入 成行 陶

311 安藤日出武 志野湯呑(仙山窯） 成行 陶

312 林妙子 金彩陶箱 成行 陶

313 三浦竹軒 角茶碗 成行 陶

314 峰岸勢晃 青磁盃 成行 陶

315 川瀬竹志 白磁金彩盃 \5,000 陶

316 坂本素行 灰釉象嵌盃 \5,000 陶

317 金重素山 粉引ぐい呑(金繕いあり） 成行 陶

318 井戸川豊 陶板 成行 陶

319 深見　公道 早春 成行 油彩 １０号Ｆ 額付

320 深見　公道 蔵 成行 油彩 ６号Ｆ 額付

321 深見　公道 西伊豆　雲見 成行 油彩 １０号Ｆ 額付

322 田中　佐一郎 タイトル不詳 成行 ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞ 額付

323 黒田　外喜男 漁村 成行 油彩 ８号Ｆ 額付

324 鷲田　新太 仏画 成行 油彩 43.5×33.5 額付

325 鷲田　新太 朝陽のセーヌ河 成行 油彩 ２０号 額付

326 塚越　仁慈 路地 成行 油彩 ８号Ｐ 額付
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327 室田　豊四郎 女と三頭の馬 成行 油彩 ８号Ｆ 額付

328 豊秋　半二 　瀑 成行 日本画 ６号Ｆ 額付

329 豊秋　半二 畳山 成行 日本画 １５号Ｆ 額付

330 西田　勝 少年 \180,000 油彩 43.5×36.5 額付

331 川口 起美雄 私たちはまだ海辺にいる \60,000 油彩・ﾃﾝﾍﾟﾗ 11×11 額付

332 川口 起美雄 まだ海辺にいるⅢ \60,000 39.5×41.7 額付

333 三尾　公三 白い卓 \300,000 １０号 額付

334 鬼頭曄 鳥と少女Ⅲ \100,000 額付

335 岡田伊登子 天に掛かる橋 \250,000 岩彩・膠　他 ２０号Ｍ 額付

336 建石修司 死を想え \200,000 ｵﾌﾞｼﾞｪ

337 建石修司 痙攣する地獄 \250,000 ﾃﾝﾍﾟﾗ 額付

338 野中ユリ 作品　2点組 \30,000 ﾓﾉﾀｲﾌﾟ 額付

339 駒井　哲郎 室内 \30,000 銅版画 額付

340 ｶﾄﾗﾝ タイトル不明 \5,000 版画 39×29 額付

341 落田 洋子 Proc \50,000 鉛筆/紙 33.5×11.5 額付

342 MIZU　(水島哲雄) 大きな鼻と大きな尻のｴﾚｶﾞﾝﾄ？の女 \50,000 水彩/紙 36×15.2 額付

343 渡辺 達正 鳥の夢　Ⅰ 成行 ﾒｿﾞﾁﾝﾄ 額付 6/75

344 渡辺 達正 鳥の夢　Ⅲ 成行 ﾒｿﾞﾁﾝﾄ 額付 11/50

345 渡辺 達正 鉄線 \15,000 銅版画 額付 33/50

346 ﾍﾙﾑﾄ・ﾆｭｰﾄﾝ 作品 \120,000 写真 額付

347 ﾍﾙﾑﾄ・ﾆｭｰﾄﾝ 女 \120,000 写真 額付
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348 ｸﾛｰﾄﾞ　ﾏﾇｷｬﾝ ﾌﾞﾙﾀｰﾆｭの風景 成行 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 48.5×64.3 額付

349 紀世史 翡翠 成行 掛け軸

350 紀世史 立雛 成行 掛け軸

351 紀世史 菊 成行 掛け軸

352 島津　崋山 野趣 成行 屏風

353 堀　文子 牡丹 \30,000 セリグラフ 50.5×43 額付 26/175

354 オノサト　トシノブ 作品　65-B \60,000 ﾘﾄｸﾞﾗﾌ 額付 12/20

355 上田薫 3点セット \40,000 油彩 額付

356 作者不明 タイトル不明 成行 日本画 額付

※ご不明な点は、下記までお問合せいただきますか、展示会期中にご確認くださいますようお願い致します。

　　問い合わせ先：ギャラリー椿　03（3281）7808

17


