
ギャラリー椿2019オークション出品リスト<入札方式> 日時：2019年7月20日（土）～22日（月）　 終日：入札は4：30PMで締切　開札5:00PMから
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。www.gallery-tsubaki.net

出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

1 麻生 知子 民宿の布 41ｘ31.9油彩、キャンバス Bunkyo Artシール

2 集治 千晶 ツインズⅡ 12ｘ12(F)ガラス絵 額付

3 集治 千晶 蝶のブローチ（ガラス絵+ブローチ） 12ｘ12(F)、18ｘ9ガラス絵、布（ブローチ） 額付、立体 ガラス絵

4 アンドレ・ブラジリエ 秋のローペーニュ 50ｘ65リトグラフ 額付 シミ・ヤケ有122/300

5 アンリ・マティス [テーマ&ヴァリエーション]より 30ｘ22.5(M)版画 額付 右側にヤケ有

6 池田 幸穂 （不明 立体2点） 9.5ｘ4.5、8ｘ4粘土、彩色 立体 ギャラリーMoMoシール

7 池田 幸穂 冬めく 16ｘ25色鉛筆・ペン、紙 額付 ギャラリーMoMoシール

8 池田 幸穂 遠い目 16ｘ25色鉛筆・ペン、紙 額付 ギャラリーMoMoシール

9 池田 幸穂 どちらも同じ幸せ 15.7x25(S)ドローイング シート

10 池田 幸穂 花より花瓶 15.7x25(S)ドローイング シート

11 池田 幸穂 隣の家 15.6ｘ25.2ペン・色鉛筆、紙 シート ギャラリーMoMoシール

12 池田 幸穂 黒い鳥 15.6ｘ25.2ペン・色鉛筆、紙 シート ギャラリーMoMoシール

13 池田 幸穂 咲う亀 8x14x6MixedMedia 立体 ギャラリーMoMoシール

14 井澤 由花子 creation of your world #22 17.9x11.8水彩、紙・パネル ギャラリー椿シール

15 井澤 由花子 creation of your world #6 33.4ｘ24.3水彩、紙・パネル ギャラリー椿シール

16 井澤 由花子 (不明) 47ｘ23.5水彩、紙 額付

17 井澤 由花子 世界の眠り、みずのおと#3 18x14水彩 ギャラリー椿シール

18 石川 真衣 my garden 20ｘ16リトグラフ 額付5/60

19 岩渕 華林 蝶々結び 16ｘ22.2リトグラフ 額付54/60

20 牛来 美穂 新型パニック 40ｘ40アクリル・水彩・ペン、キャンバス ギャラリーMoMoシール

21 大河原 愛 Untitled 29.5x25.5ミクストメディア 額付 作家シール

22 大河原 愛 Invisible Voice 04 22.7x15.8ミクストメディア、紙・パネル

23 大河原 愛 (不明) 36.5ｘ25.6ミクストメディア、厚紙
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24 大河原 愛 Pneuma 03 35.5ｘ24.5(M)チャコールペンシル・パステル・ア
クリル 紙

額付

25 大河原 愛 無題 33.8ｘ16.7(M)コラージュ他、紙 額付

26 大河原 愛 Doublebind 04 53ｘ41染料・油彩・エナメル、キャンバ
ス・パネル

27 大久保 如彌 オバケ 22.7x15.8アクリル、綿布・パネル ギャラリーMoMoシール

28 大久保 如彌 みんなみんなお友達 72.7x60.6油彩・アクリル、綿布・パネル ギャラリーMoMoシール

29 大阪 秩加 子供は外で遊ぶのが好きな元気な子に育てたい 69x39.2(I)リトグラフ 額付 ギャラリーMoMoシール2/22

30 大塩 紗永 スクラップ：2006.5月 - Ⅰ 15ｘ10ミクストメディア 額付 シロタ画廊シール

31 大谷 有花 目のある風景 Ver 2 73ｘ61油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

32 大谷 有花 黒豹と白い花の川 53ｘ65油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

33 大谷 有花 ウサギねずみの対話 Ｖｅｒ．34 -二人のダンサー- 46ｘ53油彩、キャンバス 額付

34 大谷 有花 スモールピース 花色 27.3ｘ27.3油彩、キャンバス 額付

35 大谷 有花 ウサギねずみとの対話 41ｘ27油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

36 大谷 有花 ウサギねずみ Ver.4 H42xW15xD16紙粘土に彩色 立体 ギャラリーMoMoシール

37 大谷 有花 スモールピース 夜の対話 27.5ｘ27.5油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

38 大谷 有花 スモールピース 夜の対話 27.5ｘ27.5油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

39 大塚 ゆかこ 不明(町と人物) 23.2x23.2油彩・ミクストメディア、キャンバ
ス

40 小野 さおり オニンギョウ 18ｘ18油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

41 小野寺 麻里 香織 33.4x24.3油彩、キャンバス 裏書有

42 小野寺 麻里 麻子 53x45.5油彩、キャンバス

43 小野寺 麻里 雨音 22.7x15.8油彩、キャンバス

44 小野寺 麻里 先生 22.7x15.8油彩、キャンバス

45 替場 綾乃 ことばときもち 51ｘ51アクリル・ペン、キャンバス・パネ
ル

ギャラリーMoMoシール

46 替場 綾乃 こぼれおちていくことばたち 45.5ｘ39アクリル・フェルトペン、ジェッ
ソ パネル

ギャラリーMoMoシール

47 替場 綾乃 おとなばんび 23ｘ38ｘ19(粘土)アクリル、粘土、布、ビーズ 立体 ギャラリーMoMoシール

48 門倉 直子 your name 27.3x22油彩、キャンバス ギャラリー椿シール

49 金子 奈央 メモリアル 22.7x15.8油彩、キャンバス
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50 金子 奈央 emotion 22.7x15.8油彩、キャンバス ギャラリーQシール

51 金子 奈央 楽園 22.7x15.8油彩、キャンバス

52 金子 奈央 ワルツ 22.7x15.8油彩、キャンバス

53 亀山 恵 らくだとじゅうたん 18.5ｘ32油彩、布 シート ギャラリーMoMoシール

54 河合 悟 401 Not Found 53x33油彩、キャンバス ギャラリーQシール

55 久保 ひかる かけひき 15.8x22.7油彩、キャンバス 額付 gallery b.tokyoシー
ル

56 呉 亜沙 My position - Vol.2 22.7x15.8油彩、キャンバス 額付

57 呉 亜沙 My position - night 27.3x22キャンバス、油彩 額付

58 呉 亜沙 Vague figure -two- 27.3x22油彩、紙・パネル 額付

59 呉 亜沙 role② 91ｘ72.7油彩、キャンバス ワレ有

60 呉 亜沙 dependence 『くっつく』原画2 74ｘ54ドローイング 額付

61 呉 亜沙 partition 72.7x60.6油彩、キャンバス シミ有、ギャラリー椿
シール

62 呉 亜沙 Drops 53x45.5油彩、キャンバス ギャラリー椿シール

63 呉 亜沙 two peepers -in the box- 45.5x31.8油彩、キャンバス 額付

64 呉 亜沙 ドローイング flloting ⑤ 32.5ｘ24.5ドローイング、紙・パネル 額付 シミ・ヤケ有

65 呉 亜沙 Position 11.5ｘ8.5(I)銅版画 額付1/15

66 呉 亜沙 USABOJI 31.5ｘ40.5ドローイング、油彩、紙・パネル 額付

67 呉 亜沙 witness -green- 35.5ｘ28油彩、キャンバス 額付 額アクリル、画面にカ
ビ有

68 呉 亜沙 theCAST 41x31.8油彩、キャンバス 額付 ギャラリー椿シール

69 呉 亜沙 My position -procession- 27ｘ21.7油彩、キャンバス 額付

70 呉 亜沙 owner 27.3x22水彩・アクリル、紙・パネル ギャラリー椿シール

71 呉 亜沙 てんとう虫のお家 10.5x15ドローイング、コラージュ 不忍画廊シール

72 呉 亜沙 予備 10.5ｘ13ドローイング、コラージュ 不忍画廊シール

73 呉 亜沙 ぐるぐる 15ｘ10.5ドローイング、コラージュ 不忍画廊シール

74 呉 亜沙 My territory 44x24x24mixed media 立体 不良箇所有

75 小西 紀行 Untitled 41ｘ53油彩、キャンバス・パネル ARATANIURANOシール
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76 小橋 陽介 self portrait 118 72.7x60.6油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

77 小橋 陽介 self portrait 79 45.5x45.5油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

78 コンスタンチン・テレスコビッチ (不明) 76x54(I)リトグラフ 額付 シミ・ヤケ有、マット
ずれ

XI/XXX

79 権藤 奈生子 星屑 53x45.5油彩、キャンバス

80 藤田 典子 friends 11.5ｘ11.5銅板画 額付4/20

81 作者不明 Thanks 29.5ｘ21(S)銅板画 シート 折れ有19/39

82 作者不明 (リュックの女性) 27x21.5日本画 額付

83 作者不明(mayuko Tnmdo) （不明） 60.6x50油彩、キャンバス 「mayuko Tnmdo」サイ
ン

84 作者不明(M.tsuji) (人物) 51.5ｘ36.5アクリル・コラージュ、パネル 「M.tsuji」サイン

85 作者不明 (人物) 45.5ｘ45.5油彩、キャンバス

86 作者不明(ON) (人物) 54ｘ38(S)鉛筆、紙 シート 「ON」サイン

87 作者不明(ON) (人物) 41ｘ29.5(S)水彩、紙 シート 「ON」サイン

88 作者不明 タイトル不明 18x14鉛筆、パネル

89 作者不明 (不明) 22.7ｘ15.8ペン、キャンバス 「TAKESHiEGASHiRA」
サイン

90 作者不明(k.kaneko) （乗り物に乗った人物） 15.8x22.7油彩、キャンバス 額付

91 作者不明(tomo) （風景） 22x27.3アクリル、キャンバス (tomo)サイン

92 佐竹 真紀子 YouⅡ 33.4ｘ24.3アクリル、パネル ギャルリー東京ユマニ
テシール

93 佐藤 香菜 デュロン 27.3x22油彩・刺繍、キャンバス ギャラリーIDFシール

94 佐藤 未希 Iris 31.8ｘ41油彩、綿布・パネル ギャラリー椿シール

95 佐藤 未希 Blonde Galaxy Head 38ｘ45.5油彩、綿布・パネル カビ有、ギャラリー椿
シール

96 さらしな まりこ そっと 17.5ｘ25(S)クレヨン、紙 シート

97 サルバドール・ダリ Purgatory-Dante-Divine comedy,canto 27 23x17(I)woodblock 額付 シミ・ヤケ有13/150

98 重田 美月 羊羹 33.3ｘ24.3油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

99 重田 美月 蜃気楼 72.7ｘ91油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

100 篠原 愛 花をあげよう - 00 36.1ｘ33鉛筆、紙 額付 ギャラリーMoMoシール

101 篠原 愛 If you hope to be born in me again 43.5ｘ57リトグラフ 額付 ギャラリーMoMoシール1/20
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102 澁谷 壽一 赤と緑のある風景 18x14油彩、キャンバス 額付 裏書有

103 澁谷 壽一 (不明) 45.5x38油彩、キャンバス 額付 カビ

104 澁谷 壽一 （抽象） 22ｘ15(M)油彩、キャンバス 額付

105 ジョアン・ミロ (作品) 30.5x23.5(2点、各)リトグラフ 額付 サイン無、波打ちあり
オレ有

106 白石 綾子 (背中) 25x25（サークル)油彩、布・パネル

107 進川 桜子 Little Heroines No.6 17ｘ9ｘ3.8アクリル、板

108 進川 桜子 花の歌が聴こえる　-ドローイング 20.7ｘ15鉛筆・色鉛筆・パステル・コラー
ジュ 紙

額付

109 進川 桜子 寄り添う花 17.4ｘ17.4(サーク
ル)

アクリル、板

110 進川 桜子 小さな子守唄 - 記憶 22.7ｘ22.7油彩・アクリル、布 額付 ギャラリーQシール

111 進川 桜子 夢の境 17.5ｘ17.5(サーク
ル)

アクリル、ボード

112 進川 桜子 小さな記念 17.5ｘ17.5(サーク
ル)

アクリル、ボード

113 真条 彩華 君の名は 18x14紙本墨画 ギャラリー椿シール

114 真条 彩華 素描 #4 14.5x9.5(M)墨・金粉、高知麻紙 額付 The Artcomplex Cente
r of Tokyo証明書

115 杉田 陽平 頭に翼を持った少年 53ｘ53アクリル、キャンバス ギャラリーMoMoシール

116 鈴木 雅明 light 72.7x60.6油彩、キャンバス

117 せきや かよこ 一歩ふみだす勇気 18ｘ18アクリル、キャンバス

118 高橋 かをり ピアノの上 53.5ｘ53油彩、キャンバス

119 高橋 舞子 西日 18x14油彩、キャンバス ギャラリー椿シール

120 武田 倫子 UNTITLED 22.8x22.8油彩、キャンバス ギャラリーQ DM有

121 田中 千智 新しい夜 22.7ｘ22.7(サーク
ル)

油彩、キャンバス

122 田辺 直美 （不明） 小品油彩、布 額付

123 谷内 友美 不明（リス） 24.3ｘ33.4アクリル、キャンバス

124 鶴岡 ひとみ 冬の月夜 24.3ｘ33.4アクリル、パネル Gallary 銀座フォレス
トDM有

125 寺井 絢香 ろうそく2010 51ｘ18.2鉛筆・色鉛筆、紙 額付 ギャルリー東京ユマニ
テシール

126 内藤 瑶子 ドローイング 27ｘ21(M)ドローイング、紙 額付

127 流 麻二果 Untitled(08-9) 21.3x28.6MixedMedia 額付 ギャルリー東京ユマニ
テシール
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

128 中島 登詩子 Dreamer 18x14岩絵の具・墨、和紙・パネル

129 中島 登詩子 Idol A 30ｘ30岩絵の具・水干・墨、和紙・パネル

130 中西 サリ (風景) 10ｘ6.5(I)銅版画 額付1/31

131 中西 サリ (女性とかさ) 3ｘ3(I)銅版画 額付

132 中牧 隆忠 （風景） 41x31.8油彩、キャンバス 額付 裏書有

133 永山 真策 portrait 25 91ｘ72.7油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

134 永山 真策 portrait 9 65.2ｘ53油彩、キャンバス

135 夏目 麻麦 シミ -M(C.F.S) 18x14油彩、キャンバス ギャラリー椿シール

136 夏目 麻麦 KROMO 18x14油彩、キャンバス ギャラリー椿シール

137 夏目 麻麦 The psignegon 35.2ｘ27.3油彩、キャンバス 額付 ギャラリー椿シール

138 夏目 麻麦 シミ於しんじゅいろ 36ｘ28アクリル・オイルパステル・色鉛
筆・鉛筆 紙

額付 ギャラリー椿シール

139 夏目 麻麦 sparks a go go -クもシ- 41x31.8油彩・アルキド樹脂絵の具・オイル
パステル キャンバス

ギャラリー椿シール

140 夏目 麻麦 walking girl 22.7x15.8油彩、キャンバス ギャラリー椿シール

141 成田 朱希 眠りの少女 21ｘ14.7ペン・鉛筆、紙 シート 裏書有

142 二階 武宏 夜騒 - 輝塊 13.6ｘ9.6木口木版 額付32/66

143 ニキ・ド・サンファル ドイツ・ボン・ニキ回顧展ポスター 172.3ｘ116.4ポスター シート ギャラリー椿シール

144 ニキ・ド・サンファル ボニエール ポスター 緑 ポスター シート ギャラリー椿シール

145 ニキ・ド・サンファル ボニエール ポスター 青 ポスター シート ギャラリー椿シール

146 ににゆいち 残暑見舞い 13.8x9.3（M)紙に色鉛筆 額付

147 長谷川 知美 翳りの中 27.3x22紙本彩色

148 浜竹 睦子 ウ-ノ-2crowd 53x45.5アクリル、キャンバス Bunkamura galleryシ
ール

149 浜竹 睦子 （不明） 53x45.5アクリル・キャンバス 左下にヒビ、ヤケ

150 福島  淑子 untitled 22.7x15.8油彩、ジェッソ・キャンバス ギャラリーMoMoシール

151 福島  淑子 untitled 18x14油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

152 福島  淑子 self portrait 7 116.7ｘ80.5油彩、キャンバス カビ有、ギャラリーMo
Moシール

153 福島  淑子 self portrait 5 73ｘ61油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

154 福島  淑子 遊園地のいぬ 41ｘ29アクリル、イラストレーションボー
ド

額付 ギャラリーMoMoシール

155 福島  淑子 untitled 23.5ｘ34アクリル、紙 額付

156 福島  淑子 untitled 19x14x9Coloring on steel can, paper 
clay

立体 ギャラリーMoMoシール

157 福島 淑子 Untitled 21x13x1.5Paperclay,acrylic 立体 ギャラリーMoMoシール
242と箱共通

158 福島 淑子 Untitled 18x8x6.5terracotta,Vernish 立体 ギャラリーMoMoシール
241と箱共通

159 藤川 さき 揺れるカーテン 21ｘ29.7アクリル・水彩、紙 額付 ギャルリー東京ユマニ
テシール

160 ベルナール・カトラン (花と女性) 26ｘ18リトグラフ 額付EA

161 ベルナール・シャロワ アンニュイ 52ｘ41.5(I)リトグラフ 額付55/100

162 ベルナール・シャロワ テラスの女性 54ｘ44.5(I)リトグラフ 額付6/200

163 ベルナール・ビュッフェ (不明) 45ｘ35.5(M)銅版画、彩色 額付 シミ・ヤケ有

164 マッケンジー・ソープ A Boy & A Girl 30ｘ23.5(I)リトグラフ 額付124/200

165 マルク・シャガール サーカスの幻 31.5ｘ24(M)リトグラフ 額付 サイン無

166 室井 公美子 Planet3(Yellowish green) 33.3ｘ24.2油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

167 室井 公美子 One mantle 22ｘ27.3油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

168 室井 公美子 untitled 33.3ｘ24.3油彩、キャンバス ギャラリーMoMoシール

169 守屋 美加 Four red faces 15.8ｘ22.7油彩、キャンバス ギャラリーQ DM有

170 門坂 流 眠り(ヒュープス) 20.5ｘ14.4鉛筆、紙 額付 作品集Drawing Works 
Ⅰ掲載

171 安井 寿磨子 星とハミング 17.5x11.5（楕円)エッチング、アクアチント、パステ
ル手彩色

額付23/60

172 安田 悠 girl talk 91ｘ61油彩、キャンバス

173 安田 悠 snowy sky 80.5ｘ80.5油彩、キャンバス

174 安元 亮祐 (十二支 12枚組) 各：14ｘ9.5(S)ドローイング、紙 額付 「R.Yoshimoto」サイ
ン

175 山崎 道子 雪どけ 27.3x22紙本彩色 額付

176 山田 純嗣 Flowers 65ｘ65ポリコートパネルに印画紙、樹脂、
パールペイント インタリオ オン

1/3

177 山田 理矢 撫子じゃぱん 41ｘ31.8水彩・コラージュ、紙・パネル MEGUMI OGITA GALLERY
シール

178 楊雅 淳 at the point of turning - 2 45.5x31.8アクリル・ミクストメディア、キャ
ンバス

MEGUMI OGITA GALLERY
シール

179 横田 尚 Box 20ｘ9ｘ7.5樹脂、着彩・ニス 立体 ギャラリー椿シール
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

180 横田 尚 泡 18x14アクリル、キャンバス ギャラリー椿シール

181 吉村 留海 (人物・ウサギ) 22.7ｘ15.8油彩、キャンバス

182 一色 映理子 あなたと 27.3ｘ19油彩、キャンバス

183 瑞慶覧 かおり アイリス 20.2ｘ20.2フレスコ・セッコ画、漆喰シート 額付 作家シール

184 瑞慶覧 かおり ビオラの考えごと 16.9ｘ11.9漆喰壁、フレスコ画 額付

185 有井 カヅキ 主役は私でいいですか？ 33.4ｘ24.3アクリル、キャンバス 裏書有

186 會田 千夏 07.9.13 15ｘ10ドローイング 額付

187 會田 千夏 ねこのにわ 45ｘ47ドローイング 額付

188 赤澤 啓子、他 （羊）、他　2点セット 4ｘ22ｘ16 / 
11x5 5x4

ミクストメディア、額 立体 立体2点セット

189 北村 奈津子 バラ色の人 15ｘ5ｘ7.5木彫 立体 ギャラリー椿シール

190 北村 奈津子 「アスパラガスの誤解」の為の習作 13ｘ11ｘ11石粉粘土、アクリル、木 立体 ギャルリー東京ユマニ
テシール

191 北村 奈津子 こうもり 3 15.5ｘ5.5ｘ6木彫 立体 ギャラリー椿シール

192 北村 奈津子 羊(中) 50x55x20ミクストメディア 立体 ギャラリー椿シール

193 北村 奈津子 パワースポット(大) 18x9x4mixed media 立体

194 北村 奈津子 戦いの準備-2 10x1.5x6mixed media 立体

195 北村 奈津子 戦いの準備-5 7x6.5x2mixed media 立体

196 北村 奈津子 白馬(王子様の不在) 28ｘ10ｘ42mixed media 立体 ギャラリー椿シール

197 北村 奈津子 (植木鉢) 90x10.5x10.5mixed media 立体

198 高木 まどか caleb 14.5ｘ8ｘ9粘土、アクリル 立体

199 出品取り消し

200 高木 まどか caleb 15ｘ8ｘ7粘土、アクリル 立体 塗装表面にワレ有

201 高木 まどか (ウマ) 16x8x19粘土、アクリル 立体

202 高木 まどか (ピンクの足) 12x6x8粘土、アクリル 立体

203 高木 まどか (黄色に赤い足) 17x4.5x8.5粘土、アクリル 立体

204 高木 まどか (ムラサキヘビ) 6.5x9x8粘土、アクリル 立体

205 天明 里奈 Virgo 14.5ｘ16.5ｘ6漆、麻布、顔料、金粉 立体 ギャラリー椿シール
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

206 天明 里奈 シオンⅠ 26.5ｘ21乾漆 立体 ギャラリー椿シール

207 天明 里奈 シオンⅡ 23ｘ18乾漆 立体 ギャラリー椿シール

208 天明 里奈 I tear me 16.3x16.3乾漆 立体

209 天明 里奈 apoptosis Ⅰ（the second person) 80ｘ30ｘ30乾漆 立体 頭部に破損有

210 富田 菜摘 豆蔵 11ｘ6ｘ7金属廃材、王冠、チョロQ 立体 ギャルリー東京ユマニ
テシール

211 富田 菜摘 家守 4ｘ10ｘ16.5ミクストメディア 立体

212 富田 菜摘 くるり6 11.5ｘ13ｘ10金属廃材 立体 ギャルリー東京ユマニ
テシール

213 富田 菜摘 でんでん1 13x5x8金属廃材 立体 ギャルリー東京ユマニ
テシール

214 富田 菜摘 Yoridorimidori 10 6.5x16x5ミクストメディア 立体 Gallery Strengerシー
ル

215 富田 菜摘 ケロンパ 3 21ｘ14ｘ5.5金属廃材、ミクストメディア 立体 ギャルリー東京ユマニ
テシール

216 富田 菜摘 (トカゲ) 10.5ｘ17ｘ28ペットボトルの蓋、他 立体

217 富田 菜摘 (カメレオン) 8ｘ9.5ｘ21.5シャボン玉容器、他 立体

218 富田 菜摘 (魚) 14ｘ2ｘ15金属、他 立体

219 野口 由里子 (顔) 粘土 立体

220 津野 冬佳 人形 27x10x5mixed media 立体 1体破損

221 Cremonini 版画 17.5ｘ12.7銅版画 額付VI/L

222 Esther Harris Dalmation Ouner 41x29水彩、紙 額付 なみうち有

223 Hans Bellmer タイトル不明 14.8ｘ8.4エッチング 額付111/165

224 Hans Bellmer #2 ANALOGIES 30.6ｘ22.6銅版画 額付 ヤケ16/70

225 Max Ernst タイトル不明 51x62 額付 イタミあり27/80

226 Sigmar Polke Untitled 55ｘ38.5シルクスクリーン 額付 ワコウオブワークスシ
ール

26/70

227 TSUBURA タイトル不明、作品3点 F3,F4,F4油彩 額無 AG環

228 石元泰博 シカゴより 24ｘ19ゼラチンシルバープリント 額付 直筆サインあり47/50

229 泉茂雄 ざくろ 15.8ｘ22.7油彩、キャンバス

230 伊藤久三郎 ドローイング 39ｘ29パステル、紙 額付 シミ・ヤケ有

231 伊藤誠 日記 44x35クレヨン、ステンレスメッシュ、ト
タン

額付 シミ有
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

232 伊庭靖子 untitled #1-2 50ｘ66（シートサイ
ズ）

シルクスクリーン 額付5/30

233 今西中通 モデル二態 20ｘ17.5紙、インク 額付

234 今村市久 モスク 20.5ｘ26　F3キャンバスに油彩 額付

235 上野山清貢 孔雀 24.3x34.3油彩、キャンバス 額付

236 宇田見飛天 タイトル不明 45.5x38油彩、キャンバス 額付

237 大沢昌助 室内 23.5ｘ30水彩 額付 ヤケシミ

238 岡村まゆみ 二人の眠る子供 33.5x24.5岩絵の具・紙 額付 玉屋画廊

239 小川信治 Perfect SOUVENIR KRAKOW 52x46.5ジクレー 額付16/30

240 小作青史 31ｘ48水彩 額付

241 小貫政之助 女性像 59.5ｘ44.5キャンバス・油彩 額付

242 小野忠重 牛深波止場 15x11.3デッサン、紙 額付

243 甲斐清子 デッサン 44.5ｘ62紙 額付

244 柏原えつとむ Sの部屋からW編（夜） 34.3ｘ24.3

245 風能奈々 並木道 20x20油彩、キャンバス

246 桂ゆき 狐と狸 28ｘ33.5水彩、紙 額付 シミ・ヤケ有

247 加藤チャコ 自転車 28ｘ39ミックスドメディア シート ワレ有

248 川島清 三方棒Ⅱ 29.7ｘ20.9銅版画 額付3/10

249 川俣正 デッサン イメージスケッチ 35.5x26.6写真、ドローイング 額付 シミ

250 菊池玲司 No.22 Trace3 15ｘ13.5銅版画 額付 ユマニテシール有

251 菊池伶司 銅版No.55 15.5x15銅版画 額付4/30

252 岸田淳平 白夜 13.8x19ミクストメディア、紙 額付 シミ・ヤケ有

253 黄鋭 タイトル不明 69x68紙に墨・水彩 額付 ヤケ有、額にイタミ

254 北村西望 喜ぶ少女 19ｘ19銅・レリーフ 額付

255 ギュンター・グラス ヒラメ 39ｘ32.5版画 額付133/150

256 熊谷守一 猫 29.5ｘ41シムカプリントアーチスツ 額付 過度の退色、ヤケ・シ
ミ有

EA・本人
サイン

257 興梠優護 I70 P6油彩、キャンバス
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

258 児玉香織 不明 12x20ペン、方眼紙 額付 レントゲンヴェルゲシ
ール

259 小林健二 オブジェ 27x20樹脂、油彩、板 額付

260 駒井哲郎 九つの夢から 21.7ｘ11.8銅版画 額付 池田美術シールBT/50

261 駒井哲郎 九つの夢より　（手） 16.2ｘ11.8エッチング 額付14/40

262 古茂田守介 裸婦 / 裏面に自画像 21ｘ24水彩、紙 / ペン 額付 ヤケ有

263 近藤智美 細胞折檻図 100ｘ80ミックスドメディア 額付

264 坂本善三 デッサン 22ｘ31.5水彩・ペン・紙 額付 ヤケあり

265 作者不詳 No.37 38x45木版画、紙、パネル パネル 若干シミ有、箱無10/10

266 高田啓二郎 裸婦 12x8ドローイング・紙 額付 若干ヤケ有

267 作者不詳 eternal（鋭気） 26ｘ18.5鉛筆・パステル・ガッシュ・紙 額付

268 佐能桂一郎 女人・童女 15.5x70.3墨 額付

269 篠原よしこ corresponddence-63-D 30x28染料・墨・紙 額付 G ANDO

270 嶋田しづ 東方見聞-クロワズマン 46.5x36.5シルクスクリーン 額付 フジテレビギャラリー
シール

84/100

271 十河雅典 タイトル不明 80x51ミクストメディア 額付 シミ有

272 菅野陽 かぜ 33ｘ54銅版画 額付 若干シミ、波うち有46/50

273 杉山晶子 Surface 20x30写真 額付 G ANDO

274 杉山晶子 Among Three H 52x36 3点写真 額付 G池田美術1/10

275 砂盃富男 私の瞳は闇のなかにある 25ｘ18デカルコマニー 額付

276 関根伸夫 位相絵画　B-20-1円の中より 73ｘ61ミクストメディア 裏に作家シール

277 宗宮肇 ふきとぶ笑い 54ｘ45(M)パステル、紙 額付

278 宗宮肇 熱のある考え 20号油彩 額付 額イタミ・東邦画廊シ
ール

279 染谷亜里可 Wall 31x40.5インク、紙 額付

280 高田啓二郎 自画像 24ｘ17水彩・ペン・紙 額付

281 高橋克之 宿主1 40ｘ31紙・パステル 額付

282 高橋千津 うたを探してるⅢ 28.5ｘ32.5銅版画 額付1/5

283 田鎖幹夫 タイトル不明 32ｘ23.2水彩、紙 額付
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

284 竹田長年 窓辺の水都風景 10号油彩 額付

285 建畠朔弥 黄道面の悪魔たち 53ｘ36.5素描 額付 シミヤケ波うちあり

286 田中朝子 100 colors 57.3ｘ57.3シルクスクリーン 額付10/12

287 田中佐一郎 兵隊 27x23水彩,紙 額付 ヤケ有

288 田中佐一郎 郊外 21ｘ27.5ペン・紙 額付 ヤケ・シミ

289 田中佐一郎 女顔 37.5ｘ28.5デッサン 額付 額イタミ・折れ・イタ
ミ・ヤブレあり

290 田中麻記子 夜の太陽 31.8x41油彩、キャンバス 箱無

291 田端麻子 女性像 27x17油彩 額無

292 土屋公雄 沈黙の風景 23.2ｘ18.2エッチング 額付 シミあり1/20

293 時松はるな おともだち 28.4ｘ21.3紙、インク、パネル パネル

294 時松はるな アサヒ1・2 13.5ｘ19が2点シャープペンシル・色鉛筆 額付 ギャルリーユマニテシ
ール

295 戸谷成雄 傷ついた鳥 51.5ｘ36.5シルクスクリーン 額付 佐谷画廊84/100

296 中村忠二 トルソ 13.5ｘ10.5モノタイプ 額付

297 中村宏 あぶない部屋 33.5x24紙、油彩 額付 AG環

298 中山 美央子 森 25.5x18.8水彩、紙 額付

299 流麻二果 Untitled 48 24ｘ50.5ペン、ウール、紙 額付

300 夏目麻麦 わく 34.5ｘ23.5油彩、キャンバス 額付

301 難波田史男 作品-21 18ｘ30オリジナル銅版画36点の1点 額付 スタンプサイン28/30

302 難波田史男 ある日の幻想　作品-24 31ｘ18.3銅版画 額付 ギャルリーユマニテシ
ール

EA/60　
スタンプ

303 西田勝 裸婦 29.5ｘ39.5デッサン 額付

304 西中博 花 40ｘ31油彩 額付

305 野田哲也 Diary: Oct 1st '92 61ｘ40.5木版・シルクスクリーン 額付 フジテレビギャラリー
シール

2/40

306 野田哲也 Diary-Feb2nd'78 44.7x64.5木版・シルクスクリーン 額付 フジテレビG20/50

307 パスカル・バジレ 貝を採る人 35ｘ26油彩・紙 額無

308 林孝彦 83-EW-４ 10ｘ9.5銅版画 額付6/30

309 林孝彦 83-EW-3 25ｘ22.5銅版画 シート18/30
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

310 林孝彦 D-9, Mar 88 55ｘ75mixed media on wood 額付

311 林田ひであき (不明) 24.5ｘ19.5写真 額付

312 林美紀子 MAP-Ⅱ 38x27.5木版画 額付1/15

313 平体文枝 shed2 45.5x33.3油彩、キャンバス 額付

314 平体文枝 Voice-2 53ｘ41油彩、オイルスティック、キャンバ
ス

315 ファステンハウト タイトル不明 65ｘ40油彩 額付

316 深沢幸雄 哀愁市街 74.5x49.7 額付36/50

317 布施悌次郎 横たわる裸婦 24.3x33.4 F4油彩 額付

318 堀口守 #191 16.5ｘ10.9写真 額付4/20

319 堀口守 #162 13.7ｘ10.9写真 額付3/20

320 堀込幸枝 red tree 53x45.5油彩、キャンバス

321 堀由樹子 光合成 60.6x72.7油彩、キャンバス 額付

322 堀由樹子 forms 2 29x34水彩、アクリル、クレヨン、紙 額付

323 堀由樹子 空のしくみ 45.5ｘ53　F10油彩・キャンバス 千空間

324 ホルスト・ヤンセン レンブラント：風景 20.8ｘ29.2銅版画 額付

325 政田武史 untitiled 38ｘ54水彩・紙 額付

326 町田久美 飼う　keeping 27.5x23.5版画 額付2/20

327 松岡隆夫 タイトル不明（河） 18.5ｘ12.5紙に水彩 額付 ヤケシミ

328 水島哲雄 女 22x14.5ガラス絵 額付

329 水谷光江 山ぎわの村 35.3ｘ51.8ドローイング・紙 額付

330 水野朝 婦人像・仏様 作品2点 53x45.5キャンバス、油彩 / 岩彩、板 額付/ボード 油彩ひび割れ有、1点
額無

331 峯村リツ子 山本蘭村像 35x23デッサン 額付 AG環

332 三宅沙織 The man who is smoking outside 34.5ｘ26.7写真 額付

333 向山裕 めんだこ 53x53油彩、キャンバス

334 村井正誠 四角な顔 40x30.5(M)水彩、コンテ、紙 額付 若干ヤケ・シミ有

335 村上肥出男 不明 24ｘ19.5水彩、紙 額付 ヤケ有
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336 杢田たけを 符86-05 35x35ミクストメディア、板

337 杢田たけを 86A-13（青） 38ｘ26.5水彩・紙コラージュ 額付

338 森町長子 少女は逃げる 53x45.5油彩・キャンバス 額付

339 柳井信乃 Spill-2 45x30ミクストメディア、パネル

340 柳ヨシカズ flating doll 53ｘ33.3　10M油彩・キャンバス 額付

341 山下菊二 わけあう二人 40ｘ25リトグラフ 額付 ヤケシミ折れありAP

342 山下菊二 路上 26x38.2ヒシラコピー・紙 額付

343 山下美幸 太った人 22ｘ27.3油彩、キャンバス

344 山本容子 MONDAY 14x10銅版画・手彩色 額付11/40

345 四谷十三雄 タイトル不明（人体） 36x22ドローイング 額付 遺作展

346 四谷十三雄 ビン 32.5ｘ23.5油彩・水彩・紙 額付 遺作展実行員会（ニレ
イ美術）

347 四谷十三雄 タイトル不明（顔） 34.5x24ドローイング 額付 遺作展

348 四谷十三雄 タイトル不明 36x29ペン、コンテ、ドローイング 額付 空想ガレリア（遺作展
）

349 四谷十三雄 タイトル不明（抽象） 38.5x27ドローイング 額付 空想ガレリア（遺作展
）

350 レオナルド・クレモニーニ 作品 32ｘ42銅版画 額付78/100

351 ロトチェンコ タイトル不明 29ｘ23写真 額付

352 若木くるみ すじこ丼 27x29水性木版、ボールペン、色鉛筆 額付 シミ有AP

353 若木くるみ 焼たら丼 27x29水性木版、ボールペン、色鉛筆 額付AP

354 工藤 礼二郎 untitled 00-15B 41x31.8油彩・キャンバス 額無 G ANDO

355 佐藤 裕一郎 shadow in soil 41x32ミクストメディア、紙・パネル パネル 箱無

356 松岡隆夫 自閉人 6.7ｘ6.7ドライポイント 額付2/6

357 鴇田みよこ 落ちてきた、はる 23x23油彩、キャンバス

358 相笠昌義 髪を結う由美子 36x37.5銅版画 シート 若干シミ有40/50

359 一原有徳 KNL 50.5ｘ40銅版画 シート 裏に汚れ有33/60

360 梅田恭子 自己宙-根-1-96 44.5ｘ23銅版画 シート1/3

361 梅田恭子 自己宙98-200 15ｘ9銅版画 シート1/3

14/30 ページ



出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

362 小作青史 駆ける男 43x57リトグラフ シート シミ・ヤケ・汚れ有

363 鴨川しの The anenna 50ｘ33.4銅版画 シート4/20

364 柄澤 齊 肖像2 デューラー 15ｘ10木口木版画 シート マージンに折れジワ、
シミ 傷有

10/15

365 草間彌生 Infinity Nets 42.5ｘ52.6シルクスクリーン シート レゾネ＃7631/100

366 作者不詳 タイトル不明 53ｘ52.5銅版画 シート シミ・ヤケ有3/25

367 白木ゆり sounal 7 79x60銅版画 シート 画鋲跡有7/10

368 白木ゆり secret 1(Blue) 10.5x10銅版画 シート1/20

369 多賀新 保存の存在 37x20銅版画 シート6/30

370 たかつどゆうこ （不明) 26x24水彩、紙 シート

371 建畠覚造 闇に漕ぐ舟H-7 25.4ｘ18紙、鉛筆 シート ギャルリーユマニテシ
ール

372 ナカゴメ　Y 都市の記憶90-Ⅰ 79ｘ60.5銅版画 シート シミ有9/20

373 ナカゴメ　Y Underground 60ｘ45銅版画 シート シミ・ヤケ有

374 中林忠良 Position '90 腐食2 67x49.5ｴｯﾁﾝｸﾞ、ｱｸｱﾁﾝﾄ、ﾄﾞﾗｲﾎﾟｲﾝﾄ シート36/50

375 中村ケンゴ 自分以外 18x13ジクレー シート メグミオギタG5/50

376 野見山暁治 版画 61.5ｘ82.5リトグラフ シート 裏にテープ跡有9/60

377 萩原英雄 春を待つ 57.5ｘ41.5木版画 シート ケース付27/100

378 林孝彦 90　風の背骨　’17 67ｘ99.3版画 シート シミ・ヤケ有16/50

379 深井総一朗 タイトル不明 29.5x21ドローイング シート

380 堀由樹子 drawing 08-06 20.5x19水彩、クレヨン、アクリル紙 シート

381 政田武史 作品 2点 25.3x35水彩・紙 シート ワコウ・ワークス・オ
ブ・アート

382 松永かの 秋果 / ささめく　版画2点 37x30/ 31x23木版画 シート3/15、
2/20

383 丸山貴美子 海綿9 / 海綿10 作品2点 30.5x18.5 / 24x17木版画 シート シミ有22/33 

384 山中潤 タイトル不明 19ｘ24.5写真 シート ヤケ、浪うち有

385 山本至 海馬 13.3x13.3木口木版画 シート3/35

386 山本麻友香 MAMA（2枚組作品） 36ｘ119（イメージ
サイズ）

版画 シート 張り合わせ用テープ有10/10

387 山本麻友香 Mother 30ｘ60版画 シート マット付、裏にテープ
跡 汚れ有

5/20
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388 山本麻友香 TWINS / mother 版画2点 21.5x20 / 32x62銅版画 シート4/10 / 
AP

389 山本容子 mama co / wina 版画2点 40x36.5/27x9.5銅版画 シート /マージンに若干シミ
有

58/100、
7/30

390 若木くるみ ぼくの顔をお食べよ 64ｘ90木版画 シートap

391 若林奮 52記-4 16x10.5銅版画 シート18/52

392 若林奮 作品 33.8ｘ52リトグラフ シート20/21

393 原田正路 (テーブル） 8.5x8.5写真 額付7/22

394 原田正路 （いかり） 11.5ｘ11.5写真 シート マット付

395 原田正路 (石畳） 13ｘ8写真 シート マット付

396 原田正路 （彫刻と傘） 8.5x8.5写真 シート マット付

397 原田正路 （椅子） 12.8ｘ8写真 シート マット付

398 原田正路 （レンガの壁） 12.8ｘ8写真 シート マット付

399 原田正路 （花） 8.5x8.5写真 シート マット付

400 原田正路 (マネキン） 8.5x8.5写真 シート マット付

401 原田正路 作品 2点組 各：8.5ｘ8.5写真 シート マット付

402 工藤 春香 新しい日/根と芽　作品2点 26.3ｘ37.5(S)/36.8
ｘ26(S)

油彩、紙 シート 四隅にピン跡有

403 重野克明 できないのはやらないから努力と信念が足りないから 32x24紙にペン シート

404 重野克明 ペンギンになるための設計図 36.5x28.5紙にペン シート

405 重野克明 うそつき 18.5x15銅版画 シート3/5

406 重野克明 肴 26ｘ20銅版画 シート 若干シミ有1/75

407 重野克明 河蟲 24x16木口木版画、手彩色 シート1/3

408 重野克明 泥酔 18x21銅版画 シート26/31

409 末松　見枝 小ねずみ夫婦 / Senga il corpo 32x36 / 17x23銅版画 シート3/10 / 
P D A

410 ハンス・ベルメール ウニカ・チュルン「Sombre printemps」版画2葉入 本 本23/150

411 駒井哲郎・埴谷雄高 闇の中の黒い馬（オリジナルエッチング2枚欠） 本 本 難あり、オリジナルエ
ッチング2枚欠

370

412 新宮さやか タイトル不明（花） h12x37x12.5ミクストメディア 立体

413 高木まどか unforgetable3 38x59ミクストメディア 立体
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414 高木まどか タイトル不明 h10.5x6.5x8.5粘土・彩色、木 立体

415 高木まどか hacomushi h14.5x14.5x8ミクストメディア 立体

416 深井総一朗 タイトル不明 H22x15x15立体 立体 底面にサインあり

417 丸山貴美子 水母 60ｘ30ｘ17オブジェ 立体 AG環

418 丸山貴美子 水母 h10x16x17.5ミクストメディア 立体

419 Zelan タイトル不明 コラージュ 額付

420 宇佐美圭司 タイトル不明 12ｘ17版画 額付 額付・箱有438/1000

421 児島サコ 無題 23.5×33.5ドローイング シート 絵本原画

422 児島サコ ヌードモデル  230×330（ｼｰﾄ･ｻｲ
ｽﾞ）

紙にアクリル 額入り

423 藤田修 piano 20.2ｘ45フォトエッチング 額装27/50

424 北川健次 Ｍの文字のあるニジンスキーの肖像  19.8×12.5（ｲﾒｰ
ｼﾞ・ｻｲｽﾞ）

コラージュ・手彩 額付（作家
選）

箱無

425 馬塲稔郎 Nice　ｔｏ　ｍｅｅｔ　ｙｏｕ!  28.5×12.7＋Ｌ金
具

立体（棚にテントウムシ） 立体 箱無

426 小出ナオキ unknow(cloud) 30x30アクリル、ラッカー／パネル 額無

427 樋口佳絵 右と右と左 27.3x22テンペラ、油彩、鉛筆／パネル 額無

428 高木まどか post or part 20x20x3.2版画・ミクスドメディア／パネル 額無

429 秋葉生白 祈りの箱 27x6青墨、和紙 額付

430 秋葉生白 仏陀 32x23墨、和紙 額付

431 カジ・ギャスティン タイトル不明 22.5x45.3ミクスドメディア、紙 額付

432 宮澤男爵 wa-ga no.4 66x47.5Paper,Watercolors,Pen 額付

433 津島岳夫 タイトル不明 47.5x71.3印画紙 額無1/5

434 藤城凡子 Chapter 3 tightrope （その1） 6S(40.9x40.9)アクリル、キャンバス 額無

435 中村亮一 Meoto Iwa 84x89.5シナベニヤ、樹脂、油彩 額無

436 大月雄二郎 Sekai no Imi 3058 114ｘ75.5ﾀｲﾌﾟCﾌﾟﾘﾝﾄ 2/7

437 金田勝一 オーストラリア 額無

438 MASAKO MADE アクリル・キャンバス 額無

439 鈴木亘彦 オブジェ オブジェ
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440 作者不詳 作品 写真 額付

441 岡本啓 作品 写真

442 重野克明 となりのインド人 36.5x39.5銅版画 シート11/15

443 重野克明 サイン 23x16銅版画 シート7/31

444 横山貞二 作品2点 各：39x27木版画 シート 一点角に折れ有3/14、
8/20

445 島村達彦 タイトル不明 41x51.5リトグラフ シート21/85

446 馬場章 VIEW II 42x59銅版画 シート7/60

447 斉藤真一 タイトル不明 9.5x7.5版画 シート162/250

448 須永高広 眺めていた頃 26x24.5版画 シート ヤケ有7/20

449 須永高広 一日の季節 21x37.5版画 シート シミ有8/14

450 須永高広 昨日 15.5x13版画 シート シミ有8/13

451 須永高広 余色 26x24.5版画 シート シミ有13/23

452 須永高広 旅人 18.5x31.5版画 シート5/21

453 須永高広 日和のかたち 21x31.5版画 シート ヤケ有3/12

454 須永高広 小さき者のうた声 29x24.5版画 シート シミ有9/23

455 須永高広 古風な一日 29x24.5版画 シート シミ有13/22

456 須永高広 古風な一日 29x24.5版画 シート シミ有19/22

457 須永高広 迫間 17.5x35.5版画 シート シミ、マージンに折有14/20

458 須永高広 日々を紡ぐ頃 19x38版画 シート10/21

459 宮野友美 まなづるとダァリア 32.5x20版画 シート2/3

460 木村繁之 作品 木版画 シート

461 綿引明浩 作品 35.3x45.2銅板・インタリオ シート9/44

462 本田和久 作品 30.5ｘ45.5銅版画 シート56/75

463 石川悦子 無題 14x31x19紙紐による立体 立体

464 内林武史 D.L.C. 14.5x8.7x8.7木材、ガラス、鉱石、金属、LED,他 立体

465 間島領一 愛妻弁当 mixed media 立体
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466 寒河江智果 花火の夜 18x14(0号)日本画 額付

467 菅野静香 いろはにほ 2013 18x14(0号)油彩 額付

468 Kim Myung-sook Light Draws 33.4x53(M10)油彩 額付

469 イ ソルジュ Ambiquous(模倣) 20ｘ27写真 1/5

470 イ ソルジュ Ambiquous(模倣) 19.5ｘ19.5写真 1/5

471 森内 敬子 金次郎の背中 26ｘ18コラージュ(杉板、布、紙、アクリ
ル)

額付

472 森内 敬子 縷（Ru) 28x22(F3)アクリル 額付

473 森内 敬子 Lu 33.4ｘ24.3(F4)アクリル 額付

474 日下部 和俊 ピンク色のケーキ屋 31.8ｘ40.9(F6)油彩 額無

475 夏目 麻麦 ハイポジ HL 22.5ｘ22.5(SSM)キャンバスに油彩

476 夏目 麻麦 drawing キラキラ 41x32(F6)アクリル、色鉛筆、オイルパステル

477 門倉 直子 かごの中の小鳥4 45.5ｘ33(F8)キャンバスに油彩・木炭

478 堀込 幸枝 Bottles 14x18(F0)キャンバスに油彩

479 田中 千智 雨の前 41ｘ31.8(F6)キャンバスに油彩

480 秋山 泉 静物 Ⅹ 39ｘ41(S6)鉛筆 額付

481 川嶋 陽介 一つ 18.2ｘ14.2(F0)油彩 額付

482 吉井 宏平 夜行(街) 24x33.4（F4)アクリル

483 吉井 宏平 建物 42ｘ27(P6)アクリル

484 今林 明子 心解いて 31.8ｘ41(F6)油彩 額付

485 桃田 有加里 Time Slice 02 33.4x24.3(F4)油彩

486 岡村 智晴 陽だまり - コスモス 27.3ｘ27.3（S3)岩彩 額付

487 阪本 トクロウ 林 16ｘ25銅版画+石版画 額付1/7

488 吉岡 順一 緑の透過 33ｘ22(P4)岩絵具

489 吉岡 順一 黒い瓶 27.3x22（F3)岩絵具

490 　針生　卓治 shadow of mind Ⅱ 19ｘ24アクリル・ミクストメディア

491 　針生　卓治  a night 16ｘ16アクリル・ミクストメディア
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492 　山本　雄教  Blue mountain 24x33.4（F4)ブルーシート、銀箔、薄美濃紙 額付

493 　杉山　紅  小　菊 24.3ｘ33.4(F4)岩彩(綿布) 額付

494 　寒河江　智果  蛍　夜 38x45.5(F8)岩彩 額付

495 　谷保　玲奈  発生時 27.3x41(P6)岩彩 額付

496 　松谷　千夏子  drawing-black 1 15x43鉛筆、ドライポイント 額付

497 　田中　裕子  天体観測 22.8ｘ22.8(SSM)岩彩 額付

498 河内 成幸 翔べ(ⅩⅢ) 74.5x104.5木版画 シート7/39

499 原 陽子 家を壊す・4 27.5ｘ20エッチング シート1/30

500 ワタベ カズ drawing(逆立ちブタ) 14.8ｘ10アクリル シート

501 ワタベ カズ drawing 14.8ｘ10アクリル シート

502 　針生　卓治  drawing 12.3ｘ17.3水彩 シート

503 高星 秀明 白景色 30ｘ30ｘ30テラコッタ 立体

504 高星 秀明 器に住むとして 瓶子 13ｘ13ｘ34テラコッタ 立体

505 岸田 淳平 書けなかった日記 31.5×45.5紙にミクストメディア

506 綿引 明浩 不明 36.5ｘ36銅板画 AP

507 望月 通陽 ペテロの舟 ガラス絵 額付

508 ﾋﾗｷ　ﾑﾂﾐ やさしいウサギ ＳＭ油彩/キャンバス

509 鏑木昌弥 ざくろ 18.5x25.7グァッシュ・アクリル、和紙 額付

510 鏑木昌弥 玉のように 36.3x19.6グァッシュ・アクリル、和紙 額付

511 鏑木昌弥 人物- 2「不眠」 23.9x10.5グァッシュ・アクリル、和紙 額付

512 遠藤 まさかつ ORIGIN 10 35.5x23.7紙にデカルコマニー 額付

513 堀越 千秋 ロンダの空 52.5x19厚紙にアクリル 額付

514 涌田 利之 流れⅡ 6.7x4.7木口木版 額付11/51

515 涌田 利之 鏡花本古昔 5.5x35木口木版 額付EA

516 坂本 桂介 風のかたち 25x20.3木版画/和紙 額付6/100

517 坂本 桂介 ねぎの春 12.5ｘ7.5木版画/和紙 額付27/100
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518 坂本 桂介 だいこんの花 11.8x8.2木版画/和紙 額付17/80

519 木村 繁之 知恵の器 56x39木版画 額付6/30

520 合田 佐和子 Boris Karloff 15ｘ11銅板画（エッチング） 額付

521 梅木 英次 病める肖像 17.5ｘ13銅板画（メゾチント） 額付26/30

522 安井 健二 花 5.5ｘ3.5銅板画（エッチング） 額付

523 作者不詳 Jejus 16.5x13.5銅板画（エングレーヴィング） 額付 ヤケ有

524 廣瀬 忠司 生命の衣 36x37シルバープリント（'97print) 額付

525 廣瀬 忠司 DIMIMI1992「石の記憶」より 39ｘ39写真 額付5/25

526 廣瀬 忠司 マヤ 43ｘ34.5写真 額付7/25

527 廣瀬 忠司 花 35ｘ35写真 額付

528 安藤 博隆 UNTITLE(花） 39ｘ49写真 額付

529 作者不詳 仏像図集 木版画/A5判、和綴じ 本

530 川口 淳 ゾエア No.24 26ｘ17ｘ5ミクストメディア 立体 共箱

531 鈴木 亘彦 Flying Sesami 14.5x8x4.5ミクストメディア 立体

532 鈴木 亘彦 WET-21 19.3x15x2.9ミクストメディア 立体 ヒビ有

533 赤崎みま UNTITLE 14.3ｘ11.7ｘ3チバクロームプリント 立体1/20

534 菅野 昭子（Bee菅野） 幼い半獣神(頭部) 14ｘ12ｘ10フォルモ、着色 立体

535 作者不詳 不動明王立像 19ｘ9ｘ5木、着色 立体

536 作者不詳（ビルマ） マンダレー神 27ｘ14ｘ7.5ブロンズ 立体

537 脇田 和 硝子器収集 6号キャンバス、油彩 額付 裏書有、裏板無

538 脇田 和 向かい合う鳩 6号キャンバス、油彩 額付 裏書有、裏板無

539 脇田 和 温帯の鳥 34.5ｘ48.8リトグラフ 額付 若干のヤケ有97/150

540 脇田 和 夜の面会 33ｘ42シルクスクリーン 額付 若干のヤケ有27/50

541 熊谷 守一 果実 36.5ｘ45.5水彩 額付 保証無し

542 佐藤晨(昌美) 木の実 20x15日本画 額付

543 塚越仁慈 サントロペ 21ｘ14油彩 額付
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544 串田都美雄 椿 23ｘ32油彩 額付

545 上村淳之 爽秋 35ｘ26木版画 額付188/200

546 高木志朗 サルビアと少女 25ｘ36木版画 額付 経年によるシミ有31/200

547 並木一 星空 29ｘ29木版画 額付 経年によるシミ有40/120

548 橋本興家 牡丹 48ｘ60木版画 額付 経年によるシミ有34/80

549 石阪春生 紅い葉と〈女のいる風景〉 F４号キャンバスに油彩 額付

550 小浦昇 7th NIGHT 銅版画 額付5/50

551 横江逸美 展望台 F６キャンバスに油彩 額付

552 若藤政美 水辺 ０号キャンバスに油彩 額付

553 赤星孝 木立(むさし野) F４油彩 額付

554 都竹伸政 浴後 P10キャンバスに油彩 額付

555 城景都 葡萄の風船 / 芽 2点セット 銅版画 シートAP

556 城景都 女 24×18エッチング シート サイン有/若干シミ有/
若干ヤケ有

95/100

557 村井正誠 自家刷ポストカード『太陽と鳥』『顔』二点組 リトグラフ シート

558 やましたみか・田村和之 作品 2点組 ドローイング シート

559 青木月斗 俳句帖「雪天帖」 紙本 肉筆 画帳

560 向井久万 茶碗 陶器 陶磁器 共箱

561 山田光 渋紙手茶碗 陶器 陶磁器 共箱、共布

562 林虎男 黒織部茶碗 陶器 陶磁器 共箱、共布

563 須田青華 色絵祥瑞向付 5客 陶器 陶磁器 箱無

564 今泉今右衛門 鍋島写花筏文七寸飾皿 陶器 陶磁器 箱無

565 志村岳哉 スピリチュアル ドリーミー オブジェ 立体 箱無

566 皿谷善左衛門・皿谷緋沙子 茶碗二点組 陶器 陶磁器 共箱

567 岩田ルリ ガラス花器 ガラス ガラス器 共箱

568 浦口雅行 青磁茶碗 磁器 陶磁器 箱無

569 山本正年 刷毛目茶碗 陶器 陶磁器 共箱
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570 オールド香蘭社、館林源右衛門、他 全三組、計14点 陶磁器 陶磁器

571 作者不明 シュルレアリスム的トルソー 陶磁器３点組 陶磁器 陶磁器

572 広崎裕哉 白磁輪花湯呑 3客 磁器 陶磁器 箱無

573 玉置保夫窯 志野湯呑10客組 陶器 陶磁器 箱無

574 京都市陶磁器試験場 象牙磁彫文カップ 磁器 陶磁器 箱無

575 作者不詳 ショットグラス五点組

576 朝岡弘美 『桜と蘭の図酒盃』二客組 共箱　五箱セット 陶磁器 共箱

577 杉田祥平 色絵童子に牛絵茶碗 陶器 陶磁器 共箱

578 熊倉順吉 織部壷 陶器 陶磁器 共箱

579 陳岷 紅磁釉天目ぐい呑 陶器 陶磁器 共箱

580 小林 健二 風景の中の神々 16x13.5mixed media

581 小林 健二 Moon Will 18x14mixed media

582 土ヶ端 大介 Fall 22.7ｘ15.8mixed media

583 綿引 明浩 At gallery PR ACT 58 19.6ｘ36銅板画・インタリオ 額装2/5

584 菊池 史子 帰路 モノタイプ

585 塩澤 宏信 rabbit 陶 立体

586 松田 百合子 ドラ鉢 陶器 陶磁器 箱有

587 川崎 忠夫 染付皿 磁器 陶磁器 箱有

588 伊志良 光 釉裏紅 角鉢 磁器 陶磁器 箱有

589 伊志良 光 四十雀・桜文皿 磁器 陶磁器 箱有

590 末廣 学 備前 ぐい吞 備前焼 陶磁器 箱有

591 百田 輝 茶碗 陶器 陶磁器 箱有

592 金重 巌 伊部 盃 伊部焼 陶磁器 箱有

593 廣﨑 裕哉 青白磁 碗 青白磁 陶磁器 箱有

594 吉川 正道 刻線中皿 5枚組 磁器 陶磁器 箱有

595 加守田 太郎 碗 陶器 陶磁器 箱有
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596 吉川 水城 黒釉 水指 陶器 陶磁器 箱有、水指用フタ付

597 古川 俊子 蓼文花生 陶器 陶磁器 箱有

598 内藤 六郎 山葡萄(陶板) 陶板 陶磁器 箱有

599 藤平 寧 向付　5客 陶器 陶磁器 箱有

600 末廣 学 備前 茶碗 備前焼 陶磁器 箱有

601 舩木 倭帆 花器、汁次 2点組 ガラス ガラス器 箱無

602 伊藤 珠子 花器、皿 2点組 陶器 陶磁器 箱無

603 森 正 青白磁　長皿 陶器 陶磁器 箱無

604 加藤 委 長皿 青白磁 陶磁器 箱無

605 林 妙子 かけ花入 陶器 陶磁器 箱無

606 佐藤 和彦 かけ花入 陶器 陶磁器 箱無

607 望月 集 ボタン文鉢 陶器 陶磁器 箱無

608 加山 晴子 鉢 陶器 陶磁器 箱無

609 川崎 忠夫 染付鉢、一輪挿 2点組 磁器 陶磁器 箱無

610 杉浦 康益 彩文鉢 陶器 陶磁器 箱無

611 杉浦 康益 彩文陶板 陶器 陶磁器 箱無

612 市川 正子 皿 磁器 陶磁器 箱無

613 川口 淳 色絵磁器 鉢 色絵磁器 陶磁器 箱無

614 川口 淳 汁次、盃 2点組 色絵磁器 陶磁器 箱無

615 小野内 俊夫 花器、角皿 2点組 陶磁器 箱無

616 廣﨑 裕哉 コーヒーカップ 5客 陶磁器 箱無

617 古川 俊子 芒文皿 陶器 陶磁器 箱有

618 内藤 六郎 コスモス(皿) 陶器 陶磁器 箱有

619 伊藤 廣利 おでかけ  鍛金

620 アントニ・クラーベ untitled 17.8×25紙にドローイング･コラージュ 額装 中折れ有

621 カロリーヌ=スティーノン・デュプ Near Var-Snow 24×16ボードに油彩 額装 板に反り有
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622 曽宮 一念 ＴＯＬＥＤＯ 27×24色紙に水彩 額装 シミ有

623 滝澤 具幸 二つの像 45.3×37.5紙本･彩色 額装 印、共シール

624 中路 融人 岸部 18×13.8紙本･彩色 額装 印、共シール

625 出品取り消し

626 パブロ・ピカソ Ｌａ　Ｃｏｌｏｂｅ 51.5×65リトグラフ `額装 ヤケ・シミ有、額に傷
有

ＨＣ

627 宮崎　進 少女 53×33.3キャンバスに油彩 `額装

628 山本 容子 ＢａｓｅＢａｌｌ 18.5×57.5紙にパステル 額装 若干シミ・ヤケ有、額
に傷有

629 レオノール・フィニ 作品 28×18.5(Ｍ）紙に水彩 `額装 若干ヤケ有、額に傷有

630 鈴木 良治 黒ネコと鍵 16×23板に油彩 額装 裏書有

631 森田 りえ子 柊野五色椿 36×98シルクスクリーン `額装27/150

632 金守 世士夫 家 5×7ガラス絵 `額装

633 金守 世士夫 寺 4×7ガラス絵 `額装

634 金守 世士夫 松 4×7ガラス絵 `額装

635 浜口 陽三 びんとレモン 62×47.5メゾチント `額装4/150

636 棟方志功 倭桜の柵 32X39cm木版に手彩 額付 委員会鑑定

637 長谷川潔 シャンペングラスのある静物 22X17cmビュラン 額付 裏にクラーベらの３人
の素描あり

110部

638 滝口修造 作品 31X23cmドローイング 額付

639 山下菊二 作品 27X17.5cmミクストメディア 額付

640 山下菊二 作品 18.5X27cmミクストメディア 額付

641 荒木経惟 ポラロイド 8X7cm写真 額付

642 森山大道 ハーレーダヴィットソン 34X53cmシルクスクリーン 額付100部

643 ルオー サルタンバンクより 33X25cmリトグラフ 額付50部

644 ピカソ 女性の顔 8X6cm銅版画 額付50部

645 ピカソ 想像の中の肖像 54X40cmリトグラフ 額付250部

646 Ｊ・ポロック 無題 60X47cmシルクスクリーン 額付 来歴：東京画廊50部

647 清水 久江 アリス 51.5×36.5(S)紙に水彩･鉛筆 額付 箱無
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648 高橋 幸彦 オブジェ 29.5×20.5オブジェ 額付

649 掛井 五郎 女とニワトリ 21.6×14.2エッチング 額付 ヤケ有ED11

650 太田 宗平 作品 28×20.5ミクストメディア 額付

651 米山 由美子 おりがみの舟にのって 24.5×19.5紙にテンペラ･油彩 額付

652 作者不詳 作品 -2点組み- 10号油彩 額無

653 庄田 常章 作品 33×23リトグラフ 額付ED28

654 富岡 惣一郎 雪国 6号油彩 額付 ヒビ割れ

655 上野 憲男 漂流 28×37銅版画 額付EP

656 瑛九、吉田勝彦 波のたわむれ、他　版画2点 12.9×9.1銅版画 額付 1点シートED60

657 青島 千穂 髑髏の泉 68×74.1(S)オフセット シートED300

658 三栖 右嗣 渚･祭の日に-2枚組み- 50×60(S)リトグラフ シートED175

659 勝野 正則 Line Scape 29.5×17銅版画 シートED20

660 イワン･ラブジン 作品 40×48リトグラフ シートED180

661 増田 博哉 一輪挿し 25×12陶器 陶器

662 呉本 俊松 空の下を歩く ｱｸﾘﾙ/ｷｬﾝﾊﾞｽ

663 有元　利夫 雲の誕生-15 版画 額付19/155

664 有元　利夫 雲の誕生-17 版画 額付19/155

665 有元　利夫 雲の誕生-19 版画 額付19/155

666 有元　利夫 雲の誕生-20 版画 額付19/155

667 有元　利夫 雲の誕生-22 版画 額付19/155

668 伊庭靖子 Untitled(器) 26×32紙に水彩 額付 裏にサイン・年代有

669 ハンス・ベルメール 「枝状に刻まれた流し目」挿絵 39×28.5フォトグラヴュール 額付116/150

670 中村　宏 作品 22.5×14麻布に油彩 額付

671 竹久夢二 雪の夜の伝説 38×29木版画 額付99/250

672 竹久夢二 冬 26.5×34.5リトグラフ 額付250/250

673 竹久夢二 青い酒 35×25.7リトグラフﾌ 額付99/250
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674 阿部幸洋 五月の夕暮 60.6×91キャンバスに油彩 額付Ｍ３０号

675 Pierre-Auguste Renoir 羽飾りの帽子（リトグラフ集） 27.5×22.7リトグラフ 額付/3000

676 Pierre-Auguste Renoir 玉遊び（リトグラフ集） 26.5×22.5リトグラフ 額付/3000

677 Pierre-Auguste Renoir ビスケットを食べる子（リトグラフ集） 25.5×21.8リトグラフ 額付/3000

678 森洋史 Jeanne d'Arc#2 45.5×38acrylic,urethane,sliver 
coating Uvshilk screen printing

額付Ｆ８号

679 杉全　直 作品 41×31キャンバスに油彩 額付Ｆ６号

680 小磯 良平 黒いショールの女 38×28リトグラフ 額付145/150

681 ﾏﾘｰ･ﾛｰﾗﾝｻﾝ マンドリンを持つ女性 55.5×46.5リトグラフ 額付 刷師サイン99/250

682 小川信治 STATE MACHINE 50.3×27.5紙、ミクストメディア、アクリル箱

683 小川信治 パーカーシリーズ No.5 ある公務員… 3点組 額付 3点組

684 大沢 昌助 夜明け 72.7×91キャンバスに油彩 額付 ヒビ、剥落有Ｆ３０号

685 大沢 昌助 （人物） 45.5×53キャンバスに油彩 額付Ｆ１０号

686 脇田 和 赤い壁 30.5×45.5シルクスクリーン 額付 ヤケ有、箱無27/70

687 斎藤カオル （婦人像） 13.9×10メゾチント 額付71/100

688 ゾンネンシュターン 月の道徳的な射手王 102×73色鉛筆、紙ボード 額付

689 杉全　直 untitled 65.2×90.9キャンバス、油彩 額付 作品証明書付、ワレ、
縮み有 キャンバスた

Ｐ３０号

690 杉全　直 間…埋めようとして 72.7×90.9キャンバス、油彩 額付 作品証明書付、若干ワ
レ 縮み有

Ｆ３０号

691 ﾊﾟﾌﾞﾛ･ﾋﾟｶｿ 花束 20.5×14.5版画 額付

692 アンリ・マチス 「テーマ&ヴァリエーション」より 版画 額付 ヤケ有

693 アンリ・マチス 「テーマ&ヴァリエーション」より 版画 額付 ヤケ有

694 アンリ・マチス 「テーマ&ヴァリエーション」より 版画 額付 ヤケ有

695 小浦 昇 ウィンターナイトストーリー(Ⅱ) 銅版画 シート

696 小浦 昇 Moon Company 銅版画 シート23/88

697 山本 麻友香 West2 銅版画 シート

698 芹沢 銈介 玉日姫 13×20版画 シート

699 複数作家（S.A.BOISECQ他） 版画 作品5点セット 銅版画、オフセット、他 シート シミ・ヤケ有
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700 吉原英雄 版画集『ペットショップ』より　ランチ・タイム 37×48リトグラフ シート35/65

701 吉原英雄 版画集『ペットショップ』より　白いとまり木 46.5×38リトグラフ シート35/65

702 吉原英雄 版画集『ペットショップ』より　プチペット 35.7×29エッチング・アクアチント・メゾチ
ント

シート35/65

703 吉原英雄 版画集『ペットショップ』より　ブルドックの朝食 18×42.5エッチング・アクアチント・メゾチ
ント

シート54/65

704 吉原英雄 20歳の肖像 41.5×33リトグラフ シート42/100

705 木村 秀樹 off the wall 91×63シルクスクリーン シート1/9

706 木村 秀樹 off the wall 2 90×63シルクスクリーン シート2/7

707 安東 奈々 Work H-25 57.5×77ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ シート シミ有、裏にテープ跡
有

7/12

708 加山　又造 ひじをつく裸婦 13.5×23.2銅版画 シートP.P.

709 加山　又造 白衣の裸婦 12.7×19.1銅版画 シートP.P.

710 東谷武美 光彩 26×40.5リトグラフ シート5/50

711 木村茂 鉄道 B 24.5×18.5銅版画 シート6/20

712 佐久間 嘉明 TULIP MACHINE 35×35銅版画 シート2/20

713 中林 忠良 転位'85-地-Ⅳ 25.5×24銅版画 シート51/60

714 渡辺 達正 黒い花瓶 34.5×27.3ｴｯﾁﾝｸﾞ、ｱｸｱﾁﾝﾄ、ﾄﾞﾗｲﾎﾟｲﾝﾄ シート 過度のシミ、ヤケ有、
裏にテープ跡有 折れ

19/30

715 渡辺 達正 魚 Ⅲ 8.8×23.2ｴｯﾁﾝｸﾞ、ｱｸｱﾁﾝﾄ シート 過度のシミ、ヤケ有、
裏にテープ跡有

21/30

716 竹田和子 aquarius 36×31.7メゾチント シート 過度のシミ、ヤケ有、
裏にテープ後有 全体

2/10

717 山野辺義雄 インドゾウ 22.3×30銅版画 シート シミ、ヤケ有13/40

718 山野辺義雄 オカピ 18.3×22.3銅版画 シート シミ、ヤケ有13/40

719 山野辺義雄 ヨークシャー 22.3×17.5銅版画 シート シミ、ヤケ有13/40

720 山野辺義雄 バークシャー 18.2×22.3銅版画 シート シミ、ヤケ有13/40

721 山野辺義雄 エルク 18.2×19.2銅版画 シート シミ、ヤケ有13/40

722 山野辺義雄 サラブレット 18×22銅版画 シート シミ、ヤケ有13/40

723 山野辺義雄 アフリカゾウ 17.5×22銅版画 シート シミ、ヤケ有13/40

724 北川 民次 タイトル不明 銅版画 シート

725 佐々木あさ子 黄色い髪かざり リトグラフ シート3/40
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726 広田釗子 Flower in red シルクスクリーン シート19/85

727 岡田露愁 1990シルクシリーズ No.11 シルクスクリーン シート2/100

728 岡井　睦明 眼 ｼﾙｸｽｸﾘｰﾝ シート

729 岡田露愁 1990シルクシリーズ No.9 シルクスクリーン シート85/100

730 木村光佑 THE SYMPHONY No6 シルクスクリーン シート

731 辻憲 タイトル不明 カラーメゾチント シート2/35

732 岩井康賴 タイトル不明 銅版画 シート

733 小浦昇 月からの便り4 版画 シート

734 中島淳一 タイトル不明 版画 シート

735 作者不詳 風景 水彩 シート

736 清水百 morning No.7 シート102/130

737 呉本俊松 pitcher 木版画 シート11/20

738 岸田 淳平 春の涙腺 版画集 本

739 間島 領一 日の丸弁当 125×93×33mixedmedia 立体5/9

740 大屋和代 隠層 立体 立体

741 菅木志雄 （平面) 木

742 市野雅彦 線文器 陶器

743 杢田たけを 86w-5 41x33.5水彩 額付

744 堀口守 #232 13.7ｘ10.9写真 額付1/20

745 Hisako・T そらの音をきく 97x62版画 パネル 傷有2/5

746 清原明生 石の花 27.5ｘ45.5板にミクストメディア 額付

747 舟山 一男 街角 37.5ｘ25.5油彩/紙 額付

748 渡辺 貞一 津軽の冬 18.7ｘ15油彩/ｷｬﾝﾊﾞｽ 額付

749 小林敬生 漂白 NO.6 62.5ｘ48.5木版画 額付

750 ｳﾞｨﾝﾀﾞｰﾘｯﾋ タイトル不明 50×65.5（Ｓ）ﾘﾄｸﾞﾗﾌ シート4/200

751 古沢 岩美 タイトル不明 36×21.8銅版画 シート6/50
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出品番号 作家名 作品名 サイズ素材・技法 体裁 備考エディション

752 ラーブル 作品 22.2ｘ17.5銅版画 シートＥＡ

753 三岸 節子 花(大磯にて) 45.5x38キャンバスに油彩 額付 鑑定書有、シミ、ヒビ
有

754 浜田 知明 後晴 浜田知明銅版画集 版画集 10点
セット

44/50
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