東京 アート アンティーク
日本橋・京橋美術まつり
Tokyo Art & Antiques
Nihonbashi / Kyobashi Art Festival

日本最大級の アート密集地

TAKE
FREE
certiﬁed project of
beyond 2020 program

2020 4.23

4.25

2020年 4 月 23 日 ( 木 ) 24 日 ( 金 ) 25 日 ( 土 )
営業時間：各店舗の営業時間に準ずる
入場・イベント参加費無料（一部有料のイベントがあります）

「東

京 アート アンティーク」は、ご家族、お友達との気軽なギャラリー巡りから
歴史好き、古美術愛好家の探索まで、幅広く楽しんでいただける地域に根ざ

したアートイベントです。東京都中央区の京橋・日本橋エリアは、終戦直後から約150の
多岐にわたる専門店が集積する、個性豊かなアート密集地。江戸・東京の歴史が息づく街
で、古美術品、骨董、書画、絵画、工芸など古今の芸術に触れていただく好機です。白洲正
子氏や川端康成氏ほか著名人が通った老舗の古美術店や画廊でも、ギャラリートークや
チャリティ入札会などの参加型のプログラム、普段使いの手頃な品物から若手作家の展示
会など、親しみやすいプログラムが企画され、敷居が高いと思われがちな美術店やギャラ
リーに気軽にお立ち寄りいただけます。お気に入りのアートを求めて、そぞろ歩きをお楽し
みください。

2020 4.23(thu) 4.24(fri) 4.25(sat)
Open during gallery hours.
Free addmission (some individual event may need participating fee)

"T

okyo Art & Antiques" is a gallery-based art festival in and around Tokyo's
Nihonbashi and Kyobashi district. The event will involve art dealers and

galleries, introducing a wide range of art, from antique to contemporary. Related
programs will be held to coincide with “Tokyo Art & Antiques.” Visitors will be
able to enjoy gallery talks, charity auction, reasonable sales, and many exhibits at
galleries, including long-established ones that were frequently visited by people
such as Masako Shirasu and Yasunari Kawabata. This event is scheduled in
Nihonbashi and Kyobashi ‒ places which are deeply connected with Japan's art
history. By providing an opportunity for everyone, regardless of age or nationality, to become better acquainted with Japanese art and antiques, we hope to
uphold the tradition of appreciating these works of arts in the future.

お問い合わせ先：info@tokyoartantiques.com
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Q どのギャラリーが参加しているの？

A このパンフレットの参加ギャラリーをご参照くださ
い。また、ウィンドウなどに出ている白いロゴの入っ
た赤い旗が目印です。

Q 見るだけでもいいの？

A もちろんかまいません。作品の由来、使い方、作家について聞くと、より一層見る楽し

みが増えます。普段はガラス越しにしか見ることのできないような作品をとことん間近
に見て、感じることができます。作品に触れてみたい場合は、店内のスタッフにお気軽
にお声かけください。

Q なんだか入りづらい…。

A そのための三日間です！ 敷居が高いと思われがちなギャラリーや美術店ですが、入って
みるとオーナーやスタッフは気さくな方が多く、話が弾めばお店の奥から普段は飾って
いない作品を出してくれることも。より多くの方に良い美術品を知って、楽しんでもら
いたい、このイベントには、オーナーたちのそんな思いが込められています。

Q 3 日間では回りきれない！

A 全てを見て回るのは難しいでしょう。ジャンルを絞って回られることをお勧めします。
ほとんどのギャラリーは通常も営業していますので、下見のつもりでギャラリーの雰囲

気を見て回るのもお勧めです。後日ゆっくり楽しむことができますし、オーナーともじっ
くりお話をすることができます。
また、ギャラリーによっては企画展の開催期間が長いものもありますので、時期をずら
して回ることもできます。

Q 何から見ていいかわからない。

A 開催期間中はギャラリーツアーやトークイベントなどの催しがあり、各店舗でもこの期

間に合わせて企画展やイベントを開催しているところがあります。イベントを通じて、
多くのジャンルから見てみたいものを絞っていくことができます。（企画展やイベントの
詳細は各店舗にお問合せください）
コンシェルジュデスクもご活用ください！

申し訳ございません！メールや sns 上で
お問い合わせいただければお答えいたします！
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イベントスケジュール

Event Schedule

23 日（木）〜 25 日（土）
TAA コンシェルジュデスク
10:00 〜 18:00
入 場 無料
会 場

i

TAA Concerge Desk

Admission Free

予 約 不要

no reservation

日本橋ガレリアコミュニティスペース ( 地図 p.72)
Nihombashi Galleria Comunity Space (Map p.72)

お探しのアートをご覧いただけるギャラリーをご案内いたします。
We will provide information on which gallery to visit in order to find your preferable art work.

中

白磁彩菓

止

限定販売

Hakuji Saika

３０個限定

有田焼・伊万里焼の絵柄をプリントしたやきもの風のクッキー。
2020 年４月現在、九州でしか手に入らないこの美しいクッキー
をコンシェルジュデスクにて 50 個限定販売いたします。
We will be selling these beautiful cookies with the pattern
particular to Arita and Imari Ware at the TAA Concierge
desk (limited to 50 boxes).
価 格 ５枚入り ￥2,000（税込）
Price 2,000 yen (tax included) 5 coockies in a box.

23 日（木）〜 25 日（土）
チャリティ入札会
参加費
会 場

無料

Charity Auction

Free

予 約 不要

no reservation

チャリティ入札会参加ギャラリー (p.11)
Galleries participating the Charity Auction (p.11)

3

イベントスケジュール

Event Schedule

23 日（木）
13:00 〜 トークイベント 佐藤由美子氏
『好きなものに囲まれて 〜
私にもできるアートのある素敵なコーディネート』
Talk event "Bringing art in your daily life" by Yumiko Sato
入 場 無料

中

止

Admission Free

予 約 不要

no reservation

日本橋ガレリアコミュニティスペース ( 地図 p.72)
Nihombashi Galleria Comunity Space (Map p.72)

会 場

ワークショップ『小袱紗の仕立て』
Workshop "Sewing up a silk cloth, Fukusa"
参加費

2,000 円 ( プラ型紙代付 ) ＋裂地（5,000 円〜）
中
止
2,000 yen + Price of cloth (from 5,000 yen)

予 約 事前申込制（定員あり） reservation is required
会 場 91 江戸仕覆

起秀

14:00 〜
越畑喜代美展ーお茶会風味
Tea Ceremony
入 場 無料

Kishu edo-shifuku (p.60)

添釜

Admission Free

会 場 04 柴田悦子画廊

表千家茶道

萩原宗季

予 約 予約制 r e s e r v a t i o n i s
required

Shibata Etsuko Gallery (p.22)

24 日（金）
ワークショップ『ふたなし札入れの仕立て』
Workshop "Sewing up a silk cloth, Wallet"
参加費

1,000 円＋生地代（3,000 円〜）
中
止
1,000 yen + Price of cloth (from 3,000 yen)

予 約 事前申込制（定員あり） reservation is required
会 場 91 江戸仕覆

起秀

Kishu edo-shifuku (p.60)

15:00 〜
《ギャラリートーク》川島公之『 中国陶磁の見方』
Gallery Talk by Tadashi Kawashima “How to Enjoy Chinese
中
止
Ceramics”
入 場 無料

Admission Free

会 場 26 繭山龍泉堂
4

予 約 不要

no reservation

MAYUYAMA & CO.,LTD (p.32)

イベントスケジュール

Event Schedule

25 日（土）
インフォメーション・パンフレット配布
（アート＆クラフト市＠東京スクエアガーデン）
Information
入 場

無料

Admission Free

予 約 不要

no reservation

東京スクエアガーデン ( 地図 p.70)
Tokyo Square Garden (Map p.70)

会 場

ワークショップ『小袱紗の仕立て』
Workshop "Sewing up a silk cloth, Fukusa"
参加費

2,000 円 ( プラ型紙代付 ) ＋裂地（5,000 円〜）
中
止
2,000 yen + Price of cloth (from 5,000 yen)

予 約 事前申込制（定員あり） reservation is required
会 場 91 江戸仕覆

起秀

14:00 〜
越畑喜代美展ーお茶会風味
Tea Ceremony
入 場 無料

Kishu edo-shifuku (p.60)

添釜

Admission Free

会 場 04 柴田悦子画廊

裏千家茶道

鈴木宗摂

予 約 予約制 r e s e r v a t i o n i s
required

Shibata Etsuko Gallery (p.22)

15:00 〜
《ギャラリートーク》川島公之『 中国陶磁の見方』
Gallery Talk by Tadashi Kawashima “How to Enjoy Chinese
中
止
Ceramics”
入 場 無料

Admission Free

会 場 26 繭山龍泉堂

予 約 不要

no reservation

MAYUYAMA & CO.,LTD (p.32)

26 日（日）
14:00 〜
越畑喜代美展ーお茶会風味
Tea Ceremony
入 場 無料

添釜

Admission Free

会 場 04 柴田悦子画廊

茶道藪内流

野口友美

予 約 予約制 r e s e r v a t i o n i s
required

Shibata Etsuko Gallery (p.22)
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企画展スケジュール

Exhibition Schedule

近・現代工芸
Modern / Contemporary Craft
4/18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

丸善・数寄者の茶陶展
併催：近現代巨匠陶芸展
A 丸善 日本橋店 ３階ギャラリー (p.20)
北欧デンマーク ２０世紀の家具デザイン
展 /Exhibition for Danish design from
20th century - 05 ルカスカンジナビア Luca
Scandinavia(p.22)
「掘りだされたときⅢ」小川待子 - 09 中長小西 NAKACHO KONISHI(p.24)
野の壺 野の花 野の仏 - 21 アートスペース繭 (p.30)
矢野 直人 唐津焼き作陶展 - 36 骨董の店

甲斐 (p.36)

← 4/16 〜 小林恭子展 /Kyoko Kobayashi Exhibition
- 47 シルバーシェル SILVER SHELL (p.40)
← 4/13 〜 大藝術家 北大路魯山人展と古美術展 /Exhibition of Kitaoji
Rosanjin and Antique Art - 49 しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん
Shibuya kurodatoen/Rokeian (p.41)
工芸今昔 - 54 松森美術 (p.43)

延期

矢野太昭 -good news-/Taiaki Yano -good news- 63 ギャラリーマリ Gallery MARI(p.47)

延期

木野智史展 /KINO Satoshi Exhibition - 74 ギャラリーこ
ちゅうきょ Gallery KOCHUKYO Co.,Ltd (p.52)
食器赤札市 Tableware Sale
- 79 作家もの陶器 三和堂
SANWADO(p.54)

おもてなしの籠と器 /Baskets of Omotenashi - 83 花筥
-HANABAKO- Japanese Bamboo Baskets: Hanabako(p.56)
辻村史朗

茶盌 50 撰 - 95 かみ屋

Kami Ya Co., Ltd. (p.62)

→ 5/7

古美術・茶道具・古書
Antiques / Tea Ceremony Utensils / Antiquarian Books
4/18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

奇異と繊細な江戸絵画展 - 02 藤美術 (p.21)
木・紙・石・布 - 03 古美術 祥雲 (p.21)
絵皿展 /Picturesque Plates
- 12 古美術 川﨑 art kawasaki(p.25)
美術品展示販売会「美祭 撰 -BISAI SEN- 」
15 加島美術 KASHIMAARTS(p.27) → 5/6
茶碗展 III/Tea Bowl - 16 宇野商店 Uno Shoten.co,ltd. (p.27)
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企画展スケジュール

Exhibition Schedule

古美術・茶道具・古書
Antiques / Tea Ceremony Utensils / Antiquarian Books
4/18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

『中国陶磁勉強会 －繭山龍泉堂篇－』
/Studies on Chinese Ceramics
presented by Mayuyama & Co.,
Ltd. - 26 繭山龍泉堂 MAYUYAMA
& CO.,LTD.(p.32)
青磁 - 37 平野古陶軒 (p.36)
仏教美術 精選展 - 41古美術 京橋 (p.38)
楽しい食器展 - 42 古美術いづみ (p.38)
漆工芸展 - 45 齋藤紫紅洞 (p.39)
「かわいい仏教美術」展 - 48 古美術 花徑 (p.41)
縄文展

石器 / 陶片 / 破れ壺 - 55 去来 (p.45)

Life on this planet - 56 木雞 MOKKEI CO.,LTD.(p.44)
ミニチュアと明器 - 58 風招 (p.45)
—古陶磁を愉しむ XI —
- 61 つつみ美術 (p.46)
ささやかに鍋島の染付展
- 62 佗助 (p.47)
樂歴代名碗展 2020 / Best Raku Ware Exhibition 2020
- 67 下井美術 Shimoi Art (p.49) → 5/31
古陶磁いろいろ - 68 古美術 藤島 (p.49)
粉青沙器展 /The Korean
Buncheong ceramics selected
by Toko-do - 72 古美術 東湖堂
ORIENTAL ART TOKO-DO(p.51)
磁州窯のやきもの /Attractive
Ceramics of Cizhou Kiln
- 75 浦上蒼穹堂 Uragami Sokyu-do
Co.,Ltd.(p.52)
普段使いの古伊万里展 /Ko-Imari
for Everyday Use - 78 前坂晴天
堂 Oriental Antiques Gallery
Maesaka Seitendo(p.54)
古美術との出会い ― 白と黒 ―/White and Black
- 81 壺中居 KOCHUKYO CO.,LTD. (p.55)
← 4/13 〜 中近世日本が愛した東アジア絵画 - 84 松本松栄堂
Matsumoto Shoeido Tokyo office (p.57)

東京オフィス

EXHIBITION II －石 stone －
- 85 GALERIE YUHEI SAKAMOTO(p.57)
大津絵展 /Ootsue - 88 古美術 天宝堂
Oriental Art Tenpo-Do(p.58)
「東と西」/EAST AND WEST
- 93 大熊美術 OKUMA
GALLERY(p.61)
蒐集家と古美術 /MY PRIVATE EYES
- 94 井上オリエンタルアート日本橋
INOUE ORIENTAL ART Nihonbashi(p.61)

→ 5/10
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企画展スケジュール

Exhibition Schedule

近代絵画・現代美術
Modern Paintings / Contemporary Art
4/18

19

20

21

22

越畑喜代美日本画展

23

24

← 4/13 〜 第２３回木の会「油彩新作６人展」
4/23 〜槐多に会える三日間 - 08 鈴木美術画廊 (p.23)
← 4/16 〜 コレクター所蔵による
- 11 森田画廊 (p.25)

25

26

27

28

29

30

お茶会風味 - 04 柴田悦子画廊 (p.22)

中村正義展

ー顔を中心にー

延期

平福 百穂展 /Hyakusui Hirafuku Exhibition
- 13 ギャラリーぐんじ Gallery Gunji Co.,Ltd (p.26)
樋口ひろ子個展「吉祥少女」/Hiroko Higuchi Solo
Exhibition- 14 獺画廊 Kawauso gallery(p.26)
← 4/13 〜 日本初ドウツ作品展 /Douts Exhibition
- 18 翠波画廊 Gallery SUIHA (p.28)
← 4/14 〜 ネオ・デロリ - 20 ギャラリーセラー (p.29)
明治から昭和を担った作家達 /"TheJapanese Art Exhibition" Exhibition of Japanese ArtistLived in the Meiji to the Showa period - 23 孔雀画廊 KUJAKU GALLERY(p.30)
きょうは晴れの日 竹原美也子 日本画展 /Miyoko
Takehara Solo Exhibition
- 24 林田画廊 Hayashida Gallery(p.31)
← 4/17 〜 立体・平面・焼物 石関芋平 展 自分を探す旅…時間切れかも /ISHIZEKI
IMOHEI EXHIBITION - 25 エトワール画廊 GALERIE ETOILE (p.31)
← 4/14 〜 松本敏裕絵画展～明末・清初の五彩磁器と果物～ /Matsumoto
Toshihiro Painting exhibition ～ Fruits on a dish in Ming-Qing
dinasty17th ～ - 27ギャルリーフロレゾン Galerie Floraison(p.32)
← 4/16 〜 ♡ Animals - 33 四季彩舎 SHIKISAISHA(p.34)
← 4/15 〜 前田正憲 個展「行雲流水」/Masanori Maeda
solo Exhibition "round and round"
- 34GALLERY 麟 GALLERY RIN(p.35)
松原亜実日本画展 - 35 酒井京清堂 (p.35)
大原立司展

－スペインの光－ - 44 金井画廊 (p.39)
高橋宣光 Solo Exhibition/Senko Takahashi Solo
Exhibition - 46TOMOHIKO YOSHINO GALLERY
| 吉野美術 (p.40)
開廊 35 周年記念 近代巨匠日本画
展 /35th Anniversary Exhibition:
Modern Japanese Paintings
（4/7 〜 18 プレセール /Pre-sale）
- 51 千代春画廊 (p.42)
Life on this planet - 57 メゾンドネコ
neko(p.44)

← 4/15 〜 丸尾康弘展 /YASUHIRO MARUO EXHIBITION
- 70 白銅鞮画廊 Gallery Hakudohtei(p.50)
← 4/14 〜「小さな絵の展覧会」/Exhibition of small creations
- 73 一番星画廊 Gallery Ichibanboshi(p.51)

延期
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奥村土牛素描展 2020『土牛素描』
- 76 紫鴻画廊 SHIKOU GALLERY(p.53)

Maison de

企画展スケジュール

Exhibition Schedule

近代絵画・現代美術
Modern Paintings / Contemporary Art
4/18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

← 4/4 〜 ベストフレンド /BEST FRIEND - 77Sansiao Gallery(p.53)
（ギャラリー併設の MASATAKA CONTEMPORARY ART で
同時併催：伊藤明日香個展）
ふるかはひでたか展 “ 江戸東京訪ね歩き ” 〜『月刊日本橋』のための原画を中心に〜
Hidetaka, FURUKAWA exhibition 'Walking to search Tokyo for the lost Edo'
→ 5/2
- 82 不忍画廊 SHINOBAZU GALLERY(p.56)
← 4/16 〜 加藤 恵 日本画展 /Kei Katou Exhibition - 90 秀山堂画廊
GALLERY SYUUZANDOU(p.59)

5 月以降の展示会やイベント
Exhibitions from May
（＊変更する可能性があります。ギャラリーへ直接お問い合わせください）

5月

6月

7月

49 しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん
Shibuya kurodatoen/Rokeian (p.41)
5/8 〜 5/12 織部 小山智徳展
5/15 〜 5/19 指物 菅原伸一展
5/22 〜 5/26 金工 長谷川清吉展
5/29 〜 6/2 おいしいうつわ
57 メゾンドネコ Maison de neko(p.44)
5/8 〜 12 高橋力写真展
5/15 〜 19 古賀友子絵画展
5/22 〜 31 細山田匡宏個展（＊ 27 日、28 日休廊）
74 ギャラリーこちゅうきょ

Gallery KOCHUKYO Co.,Ltd (p.52)
5/26 〜 5/30 細川護熙展（会場：壺中居）
6/29 〜 7/4

次代の金属

金沢から

6/5 〜 6/7
青花の会 骨董祭

延期

6/10 〜 6/14
東美特別展（会場：東京美術倶楽部）
Specila Treinnale Tobi Art Fair
7/4 〜 7/5
中元正札会（会場：東京美術倶楽部）

10 月

11 月

12 月

12/5 〜 12/6
歳末正札会（会場：東京美術倶楽部）

9

東京 アート アンティーク 2020 特別企画

チャリティ入札会
Tokyo Art & Antiques 2020 Charity Auction
毎年恒例となったチャリティ入札会！
ちょっとドキドキ、ワクワク体験してみませんか？
オークションや入札会というと、一般にはなかなか参加できないイメージがありませんか？
東京 アート アンティークでは、初めての方でも気軽に参加できるチャリティ入札会を体験
できます！落札金額の一部は慈善団体へ寄付されます。
※寄付金額はイベント終了後、ホームページにて発表いたします。

参加方法
３月 23 日より、ホームページで入札作品の写真をご覧いただくことができます。

※全ての作品が掲示されるわけではありません。また、ホームページからの入札は行っておりません。

東京アートアンティーク期間中に来店し、作品をじっくり吟味いただき、入札用紙に落札希
望金額を記入して入札箱へ投入します。後は待つのみ！
落札結果はイベント期間終了後、店舗より直接落札者のご連絡先へ発表されます。
【寄付先例】社会福祉法人 東京都共同募金会、公益財団法人 日本生態系協会 等
（寄付先は出品店舗にお尋ねください）

入札開始：４月 23 日（木）

※店舗により会期以前より入札を受け付ける場合があります。

入札締切：年４月 25 日（土）

※店舗により 26 日（日）まで入札を受け付ける場合があります。

※入札用紙の注意事項を良くお読みになり、同意の上ご入札ください。
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チャリティ入札会

参加店マップ

18 翠波画廊
草間彌生のリトグラフや
他にもたくん揃えております！
京橋エドグラン
明治屋

京橋駅

銀座一丁目駅

ギンザ
メルサ

・ 小杉放菴「芦と蟹」掛軸
・ 土田麦僊「和暖」掛軸
・ 大山忠作「遊鯉」日本画
・ 山口蓬春「首夏花」日本画
・ 大沢昌助「動物」リトグラフ
・ 林 武「虚実」書

中央通り

IDC
大塚家具
宝くじ
ドリーム館

鍛治橋通り

読売中央
公論社

八重洲通り

東京国立
近代美術館
フィルム
センター

環状線

首都高速都心

主婦と
生活社

ホテルモントレ
ラ・スールギンザ

コートヤード・バイ・

マリオット
23 孔雀画廊
東京ステーション

東京スクエア
ガーデン

こっとう通り
桃六

相鉄
フレッサイン

昭和通り

京橋
プラザ

12

古美術 川﨑
どうぞお楽しみに！

55 去来
・古九谷貝づくし紋皿
コートヤード・バイ・
京橋エドグラン
マリオット
・古伊万里兎紋鉢
明治屋 東京ステーション
土師器杯
・
中央通り
京橋駅
・須恵器長頸壺
・縄文浅鉢

東京スクエア
ガーデン

古美術 奈々八
どうぞお楽しみに！

56

丸善 日本橋店

82

相鉄
フレッサイン

読売中央
公論社

不忍画廊
どうぞお楽しみに！
日本橋髙島屋 日本橋髙島屋
新館

HSBC
東京本店

鍛治橋通り

こっとう通り

TOMOHIKO YOSHINO
GALLERY | 吉野美術
篠田桃紅「whisper」リトグラフ

中央通り

宝くじ
ドリーム館

古美術 花徑
48
南京赤絵皿２枚

46

木雞
どうぞお楽しみに！

八重洲通り

東京国立
近代美術館
フィルム
センター

22

桃六

昭和通り

78

前坂晴天堂
楽しい古伊万里
夕食セット

11

スペシャルトークイベント
アート

シリーズ「生活の中に豊かさを

－ワンランク上のおもてなし」

『好きなものに囲まれて 〜
私にもできるアートのある素 敵なコーディネート』
参加ギャラリーから作品を募り、どのように実際の生活空間に美術品を取り入れることができるのか、
空間コーディネーターの佐藤由美子氏にコーディネートを提案いただきました。
4 月 23 日（木）の初日は、コーディネートのポイントや組み合わせ方、選び方などを写真を見なが
らお話いただきます。実際に使用された作品をそれぞれのギャラリーで直接ご覧いただくことができ
るほか、会場では佐藤氏のテーブルコーディネート作品を展示いたします。 コ ミ ュ ニ テ ィ ス ペ ー ス で の
トークイベント、展示は中止
となります。
佐藤由美子 さとう ゆみこ
空間コーディネーター
食空間デザイン Studio Stråle 代表
水に浮かぶ花弁や、庭の落ち葉が美しいと感
じる日本人の美意識に関心があり、日本の伝
統文化、伝統工芸を研究するかたわら、伝統
工芸を広めるために活動中。
日本の物作り、西洋の物作りをテーブルを通
して美しく表現し、その世界を応援。
様式にとらわれない豊かな表現力をもって手
掛ける空間は、多くの人々を魅了しています。

@frogfrog1001

入場無料
4 月 23 日（木）13:00 〜 15:00（受付：12:45 より）
会場：日本橋ガレリア コミュニティスペース
丸善
日本橋店

※立ち見となる場合がございます。

B3

中央通り

日本橋郵便局
Nihonbashi
Post Ofﬁce

B0

日本橋駅 Nihombashi Sta.

B1 B2 B4

止

HSBC
東京本店

八重洲通り

日本橋ガレリア
コミュニティスペース
Galleria Community Space
FAUCHON
LE CAFE
Pokemon
Center

会場住所：東京都中央区日本橋 2-5-1
日本橋髙島屋三井ビルディング 1 階
コミュニティスペース
12

昭和通り

髙島屋 S.C.
新館
Takashimaya
S.C.
Annex

ガレリア

中

髙島屋 S.C.
本館
日本橋髙島屋
Nihombashi
Takashimaya

東京日本橋
タワー
Tokyo
Nihombashi
Tower

スペシャルトークイベント
アートのある素敵な空間
食卓に、サイドテーブルに、玄関に、
ちょこんと好きな作品を置いてみる。全
体の色を作品を使って統一してみる。そ
れだけで場が引き締まったり、エレガン
トになったり。毎日目にする空間だから
こそ、素敵だと思える演出をして一日一
日を大切にできたらいいですよね。
今回 TAA では、参加店に会場と作品
をお借りして、空間コーディネーターの
佐藤由美子氏に素敵なアートのある空
間をコーディネートしていただきまし
た。こちらではその一部をご紹介いたし
ます。
インスタグラムでも投稿していただ
いています。そちらもぜひ参考にしてみ
てください！

（上）折り返し花生 米沢二郎 / うさぎ図蒔絵銘々皿 戦前頃 83 花筥
ロイヤルコペンハーゲンタイル ”BACA” コンソールテーブル 1970 年代 / テーブルランプ 1950 年代 /
スツール ”Gold Hill”（チーク）ポール・フンネヴァッド 1950 年代 05 ルカスカンジナビア
（下）
「春梅銀座」川合玉堂 23 孔雀画廊
蒔絵花見重 桐に鳳凰図 江戸末期〜明治時代 / 菊模様秀衡椀 松田権六作 昭和 32 かどまつ誠心堂
マホガニーカンファレンステーブル ハンス・J・ウェグナー 1970 年代 / リュンビューベース
early model 1930 年代 05 ルカスカンジナビア
13

スペシャルトークイベント

「ペルセル・ユニテ 22」ドウツ 18 翠波画廊
江戸切子徳利 / 江戸硝子のグラス２点 / 無色の薩摩切子グラス 62 侘助
染付鎬蓋付菓子器 オランダ 18 世紀 / 染付鸚鵡 ( オウム ) 置物 オランダ 18 世紀 56 木雞
マホガニーダイニングセット（椅子はホースヘア張り） オーレ・ヴァンシャー 1960 年代 05 ルカスカンジナビア

「厨の朝」橋本関雪 23 孔雀画廊
柿右衛門色絵獅子置物 一対 江戸時代 17 世紀末 78 前坂晴天堂
白釉双耳壺 オランダ 18 世紀 / 染付銅板煎茶碗 オランダ 19 世紀 56 木雞
純銀 梅花式茶托 竹影堂栄真 昭和 32 かどまつ誠心堂
マホガニーカンファレンステーブル ハンス・J・ウェグナー 1970 年代 05 ルカスカンジナビア

会場、家具は 05 ルカスカンジナビアさんにご提供いただきました。
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写真：渡邉まり子

スペシャルトークイベント
コーディネートされた作品が見れるギャラリー

東京スクエア
ガーデン

京橋駅

銀座一丁目駅

ギンザ
メルサ

05 ルカスカンジナビア

京橋エドグラン
明治屋

コートヤード・バイ・
マリオット
東京ステーション

中央通り

23 孔雀画廊

18 翠波画廊

IDC
大塚家具

32 かどまつ誠心堂

読売中央
公論社

八重洲通り

鍛治橋通り

環状線

首都高速都心

宝くじ
ドリーム館

東京国立
近代美術館
フィルム
センター

主婦と
生活社

ホテルモントレ
ラ・スールギンザ

こっとう通り
桃六

相鉄
フレッサイン

昭和通り

京橋
プラザ

京橋エドグラン
明治屋

コートヤード・バイ・
マリオット
東京ステーション

丸善 日本橋店

中央通り

中央通り

83 花筥 -HANABAKO-

56 木雞

相鉄
フレッサイン

桃六

78 前坂晴天堂

HSBC
東京本店

こっとう通り

八重洲通り

62 侘助
読売中央
公論社

日本橋髙島屋 日本橋髙島屋
新館

日本橋ガレリア
コミュニティスペース
中
止
★
コーディネート写真の
展示とトークイベント

昭和通り
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京橋の新たなお立ち寄りスポット

アーティゾン美術館

平間理香

この冊子を手に取られるということは、当然な

覧会を開催しています。新しい建物になって、展

がらアート好き。とすれば、今年の 1 月、アーティ

示室が 3 層になって、早速フロアごとに異なる

ゾン美術館がオープンしたことはご存じでしょう

展覧会を企画しました。

し、すでにオープニング展をご覧いただいている

6 階では、当館のコレクションと鴻池朋子がど

方も多いのでは？と期待するのですが、いかがで

のように共鳴するのか、鴻池が新たに生み出した

しょう。

作品を含め、ご覧いただきます。5 階では、昨年

銀座と日本橋を結ぶ中央通りと、東京駅から東

ヴェネチアでおこなわれたビエンナーレ国際美術

にのびる八重洲通りがクロスする京橋 1 丁目に、

展の日本館展示を再現・アレンジするもので、ヴェ

建物も館名も一新したアートスポットが誕生しま

ネチアに飛ばずともその雰囲気を味わっていただ

した。
（念のため、その前身はブリヂストン美術

ける内容となっています。4 階には 2,800 点のコ

館です。）

レクションから選りすぐりの作品を展示するので

東京アートアンティークがおこなわれる 4 月

すが、その中でも新たに収蔵したパウル・クレー

23 日から 25 日の間、アーティゾン美術館では

の作品をまとめてご紹介。1 枚のチケットで、3

オープンイヤー第 2 弾として、下の図のような展

種の展覧会をお楽しみいただけるアーティゾン美
術館です。
そして、アンティーク好きの方にぜひご覧いた
だきたいのが、飛青磁の名前でおなじみの《青磁
鉄斑文瓶》。当館の飛青磁は、江戸時代に筑前の
地を治めていた黒田家の伝来で、重要文化財に指
定されているものです。その周りを飾るのは、因
陀羅《禅機図断簡 丹霞焼仏図》（国宝）に、雪舟
《四季山水図》（重要文化財）と、贅沢な顔ぶれと
なっています。
これらが並ぶのは 4 階のコレクション・エリ
アなのですが、作品単体でなく、空間に身を置く
ようにじっくりと味わっていただければと思いま
す。というのも、そんな鑑賞ができるようにと特
別にしつらえた空間だからです。種明かしをすれ
ば感動も薄れてしまうかもしれないので、ここで
は口を結びましょう。4 階展示室の入口を進むと、
右手にぽっかりと真っ暗な空間が見えてきますの
で、どうぞそちらへ。時折、気付かずに通り過ぎ
てしまう方もいらっしゃるようですので、お見逃
しなく。
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参加店 - 書店

B o o k s t o re s

丸善・数寄者の茶陶展
併催：近現代巨匠陶芸展
4 月 22 日（水）- 4 月 28 日（火）
※最終日は１５時閉場

丸善日本橋店では「丸善数寄者の茶陶
展」を開催致します。本展では、楽焼
などの茶陶作品をはじめ、近・現代を
代表する巨匠陶芸作家が作りあげた独
創的な茶陶の逸品、また、荒川豊 蔵・
加藤唐九郎などが魅せられ制作の原点
となった美濃桃山陶の名品を一堂にあ
つめ展観いたします。

黒織部茶碗

《出品予定作家》板谷波山・北大路魯山人・荒川豊蔵・加藤唐九郎・岡部嶺男・川喜田半泥子・金重陶陽・三
輪休和・中里無庵・河井寛次郎・加藤土師萌・藤本能道・今泉今右衛門・酒井田柿右衛門・濱田庄司・松井
康成・加藤卓男・清水卯一・金城次郎

他

A 丸善 日本橋店 ３階ギャラリー

English

Maruzen, Nihonbashi, 3rd Floor Gallery

古 茶 書 工 近 現

9:30-20:30 日本橋 2-3-10 / 2-3-10, Nihonbashi
☎ 03-6214-2001 FAX.03-6214-2002

Art MapB 2-B

参加店は
赤いフラッグが目印！
チャリティ入札会
Charity Auction

Art MapA 1-A

渡邊三方堂は大正 13 年創業。中国・朝鮮古陶磁・
金石を中心に扱っております。
Oriental works of art collection.

01 渡邊三方堂

WATANABE-SANPODO & Co.,LTD.
11:00-18:00 銀座 2-4-1 銀樂ビル６階
Ginraku bldg. 6F,
2-4-1 Ginza
English
☎ 03-3567-8382
古
FAX.03-5579-9373
Art MapA 1-A
mobile: 090-8770-4352
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チャリティ入札会参加店
詳しい内容とルートマップは P.10
Galleries participating Charity
Auction. Detail and map at P.10
別紙 保存版「ART MAP」では、詳細な
地図で店舗の位置を確認できます。
Location of the gallery on "ART MAP".

古

古美術
Antiques

茶

茶道具
Tea Ceremony Utensils

書

書画
Calligraphy Painting

工

工芸
Craft

現

現代美術
Contemporary Art

近

近代絵画
Modern Art

本

古書
Antiquarian Books

洋

西洋アンティーク
Western Antiques

キャッシュレス決済対応店
Cashless payment available galleries
キャッシュレス・ポイント還元事業登録店
Cashless/point return participaiting galleries
詳しい決済方法はギャラリーに直接お問い合わせください。
Please check the gallery for detail payment methods

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

Galleries Ginza

参加店 - 銀座

奇異と繊細な江戸絵画展
4 月 23 日（木）- 4 月 26 日（日）
色々な画題より奇異と繊細な江戸絵画を展示いたします。
難しい理屈や理論は必要ありません。感覚でお楽しみ下さい。
狩野派、琳派、円山派、英派などの作品を展示いたします。

02 藤美術

FUJI ANTIQUES

11:00-18:00 銀座 1-4-4 ギンザ 104 ビル 2 階
GInza104 bldg, 2F, 1-4-4 GInza
☎ 03-6263-0953
English 古 書 工
FAX.03-6263-0953
Art MapA 1-A
mobile: 080-3265-1445

白鷺躍柳図 鈴木其一筆

「木・紙・石・布」
4 月 23 日（木）4 月 25 日（土）
木彫仏・石器・古筆・染織など
の 美 術品と、古 材、和 紙、古
裂や植物染などの美術品を飾る
ための素材や工芸を展示いたし
ます。
＊また、期間中には古裂で制作
した数寄屋袋も展示いたします
（制作

03 古美術 祥雲

Shouun Oriental Art

11:00-18:00 銀座 1-5-15 / 1-5-15 GInza
☎ 03-3535-1007 FAX.03-3535-1007

松村めぐみ：SUKI）

English

古 茶 書 工
Art MapA 1-A

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 銀座

Ga l l er ies G i n z a

越畑喜代美日本画展

4 月 20 日（月）- 4 月 26 日（日）

お茶会風味

※最終日は 17:00 まで

ほのぼのとした画風の日本画と普段
使いの品々でお気楽にお茶を楽しん
でいただく趣向です。
越 畑 喜 代 美 ( こしは たきよ み ) は
1984 に多摩美術大学日本画科堀文
子教室卒業後、1986 同大学院修了。
以後、個展やグループ展、美術館で
の企画展を中心に制作を続けている
日本画家。

EVENT

添釜 ( 要予約 ) 無料
4.23(木) 14:00 〜
表千家茶道 萩原宗季
4.25(土) 14:00 〜
裏千家茶道 鈴木宗摂
4.26(日) 14:00 〜
茶道藪内流 野口友美

04 柴田悦子画廊

Shibata Etsuko Gallery

12:00-19:00（日祭日〜 18:00）
銀座 1-5-1 第三太陽ビル 2 階
Daisan Taiyo bldg, 2F, 1-5-1 GInza
☎ 03-3563-1660

北欧デンマーク
２０世紀の家具デザイン展

English 現

Art MapA 1-B

Exhibition for
Danish design from
20th century

4 ／ 2 3 （木）− 4 ／ 26（日）
２０世紀中葉の北欧デンマークで作られた家具は素材
や工芸的に優れ、そのデザインは人間工学に基づいて
いるのも多数見受けられます。この機会に是非お試しく
ださい。
Danish Furniture from 20th century is crafts
made of excellent materials and its design is
often found to be ergonomic. Please take this
opportunity to try Danish design.

05

English

22

工 近 現 洋

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

Art MapA 2-A

Galleries Ginza

参加店 - 銀座

白磁水注

明治期に製作され、万国博覧会などを通して欧米
で大変な人気を博した、蒔絵・七宝・金工・印籠・
京薩摩などの細密な工芸品を展示しています。
We have art craft in Meiji period. Cloisonne, lacquer, metalwork, inro, Satsuma wear.

06 長谷宝満堂

Houmando ltd,

10:00-18:00( 月〜金 )(mon-fri)
English
10:0 -17:00( 土 )(sat)
古 工
銀座 1-9-1 / 1-9-1 Ginza
☎ 03-3561-6697
Art
MapA
2-B
FAX.03-3561-5831

第２３回木の会

徳化窯

清時代 18c

中国古美術を中心に吟味した東洋古美術品を取り
扱っております。店舗は、東京・銀座一丁目と名古屋・
主税町にございます。
皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

07 河井汲古堂

Kawai Kyukodo

11:00-18:00
古 茶
銀座 1-9-5 池田ビル 1F
Ikeda Bldg. 1F, 1-9-5, Ginza
書 工
☎ 03-3567-3333
Art MapA 2-B
FAX.03-3567-3333

槐多に会える三日間

4 月 13 日（月）- 4 月 25 日（土）
会期中無休

「木の会

油彩新作６人展」

猪爪 彦一、大場再生、塚本 聰、
鍋島正一、三浦明範、湯山俊久
TAA 会期中の三日間、槐多作品
の展示を通して 100 年後の作家
たちとの対話。

08 鈴木美術画廊

SUZUKI ART GALLERY

10:00-18:00 銀座 1-13-4 大和銀座ビル 1 階
Daiwa Ginza bldg. 1F, 1-13-4 Ginza
☎ 03-3567-1110
FAX.03-3567-1114

工 近 現
Art MapA 3-A

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 銀座

Ga l l er ies G i n z a

「掘りだされたときⅢ」
小川待子

赤土色・尖底の器が 3 本集まり
一体となる三連器の大作
新作 9 点を展観いたします

Time Unearthed N-2019

09 中長小西

English

NAKACHO KONISHI

工 近 現

11:00-19:00 銀座 1-15-14 水野ビル 4 階 / Mizuno bldg. 4F, 1-15-14 Ginza
☎ 03-3564-8225 FAX.03-3564-8225

Art MapA 3-B

プチっと

アート観賞マナー講座

作品の写真撮影は NG?
素敵な作品や気になる作品が見つかると、スマ
ホで写真をとっておきたいな、と思ったり、SNS
に投稿したくなったりしませんか？でも、ギャラ
リーで扱っている作品の中には、撮影が NG なモ
ノも。

茶道具、書画、工芸品、蒔絵。
呈茶をいたしております。
（無料）

ネットに流すのは NG だけど、個人的な思い出
として取っておくのは OK など、ギャラリーによっ
ても対応が違うので、写真を撮りたいときは必ず
スタッフに一言声をかけてくださいね。

10 古美術 ささき
11:00-18:00
銀座 1-14-7 吉澤ビル 1 階
Yoshizawa bldg. 1F,
1-14-7 Ginza
☎ 03-5524-3324
FAX.03-5524-3314

24

kobijutsu sasaki
古 茶 書
工 近 現 洋
Art MapA 3-A

売り物でないものを展示している場合や、コレク
ターにお願いして展示しているもの、色々な事情
があります。そういったものは、持ち主に対する
配慮が必要だったりするので、マナーとして一言こ
とわりを入れるのが大切ですね。

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

Galleries Ginza

コレクター所蔵による

中村正義展

参加店 - 銀座

ー顔を中心にー

4 月 16 日（木）- 4 月 25 日（土） ※ 19( 日 ) は休廊、最終日は 17 時まで 延期
日本 画 壇の風 雲 児と呼 ば
れ た 中 村 正 義（1977 年 4
月 16 日 52 歳 で 没 す ） が
1954 年 制 作 の ≪ 自 画 像
”ノイロ ー ゼ ” ≫ に 始 まり
生涯描き続けた『 顔 』を中
心に展示いたします。
正義は「人間の顔は 精神を
含めた肉体全体の縮図で無
限の創造への素材」と定義し、
400 点近く制作しています。
今回の展覧会は今まであま

「顔と顔」1976 年制作

32.8x65.0cm 岩絵具

個人蔵

り展示される機 会のない作
品を集めました。是非ご 覧
いただきたいと思います。

11 森田画廊

MORITA GALLERY

11:30-18:30 銀座 1-16-5 銀座三田ビル 2 階
2F Ginza Mita bldg., 1-16-5 Ginza
☎ 03-3563-5935 FAX.03-3563-5936

近 現
Art MapA 3-B

絵皿展

Picturesque
Plates

4 月 23 日（木）4 月 25 日（土）
初期伊万里、フランス、瀬戸、
古染付、ペルシャなど国籍を問わず、
染付、色絵皿を集めました。
料理を盛れる実用性のある物から
鑑賞用として空間に彩りを与えてく
れるものまで。
小皿から大皿まで沢山展示します。
是非遊びにいらしてください。
Early Imari, Seto, Kosometsuke
from various countries.
初期伊万里捻文皿

12 古美術 川﨑

art kawasaki

11:00-18:00 銀座 1-24-5 東ビル 1 階
Higashi bldg. 1F, 1-24-5 Ginza
☎ 03-6264-4150 FAX.03-6264-4150
mobile:090-5960-3156

最大径 14.2 cm

チャリティ入札会
Charity Auction

Instagram

中国話

古 茶 書 工 洋
Art MapA 4-A

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 新富

Ga l l er ies S h i n t o m i

平福

百穂展

Hyakusui Hirafuku Exhibition

4 月 20 日（月）- 4 月 25 日（土） ※最終日は 16 時まで
横山大観のライバルとして才能を開花させた秋田県出身の巨匠・平福
百穂の掛軸や小品などを展示いたします。
平福

百穂（ひらふく

ひゃくすい）

1877 年（明治 10 年）秋田県角館町に生まれ、17 歳で上京、川端玉
章に入門し、画家の道を歩み始める。その後東京美術学校の日本画
科に編入、文展にて特選を受賞し、文展・帝展・宮内庁に格調高い名
品を多数残した。東京美術学校の教授を務めるなど将来を嘱望されて
いたが、1933 年（昭和 8 年）55 歳で急逝。
ゆるぎなき画境の高み、全身全霊をかけて築き上げた真髄をご紹介い
たします。百穂の技巧をぜひともご高覧ください。

13 ギャラリーぐんじ

Gallery Gunji Co.,Ltd

10:00-18:00（土曜は 16:00 まで）
新富 2-2-13 新富太陽ビル 1 階
2-2-13 Shintomi
☎ 03-6280-5163 FAX. 03-6280-5164

近 現
Art MapA 4-A

樋口ひろ子個展「吉祥少女」
Hiroko Higuchi Solo Exhibition

4 月 22 日（水）- 4 月 26 日（日）
※土曜日は 19:30 時まで

最終日は午後 4 時閉場

少女の健やかな成長への祈りと一瞬の仮初めの
美を振袖に使われる長い歴史を経た、伝統の吉
祥紋様とともに華やかに描き出します。
ぜひこの機会に樋口ひろ子の吉祥少女たちをご
高覧ください。
（作家在廊いたします。）

English

14 獺画廊

Kawauso gallery
あまてらす P12、ｱｸﾘﾙｶﾞｯｼｭ、金箔 パンパステル キャンバス

26

12:30-19:00 新富 1-8-11 東新ビル４F
4F Toshin bldg, 1-8-11 Shintomi
☎ 03-3552-0550 FAX.03-3552-0550

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

現

Art MapA 4-B

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

美術品展示販売会「美祭 撰

-BISAI SEN-

参加店 - 京橋

」 4 月 25 日（土）- 5 月 6 日（水・祝）

伊藤若冲や菱田春草、猪熊弦一郎など、
中世から現代までの撰りすぐりの日本
美術の優品約 95 点が揃う至高の日本
美術の祭典「美祭 撰 -BISAI SEN-」。
会期中は出品作品をガラスケースなしで
展示いたします。この機会に是非、作
品の迫力を直に感じてみてください。
初めてのお客様はカタログ送付無料で
す。お気軽にお問い合わせください。
The premium sales exhibition of
Japanese art, "BISAI SEN", will offer
approximately 95 works. From the
medieval times to the present, works
by esteemed artists, such as Ito
Jakuchu, Hishida Shunso, and Inokuma Genichiro, will be featured. To allow our customers to directly
view and experience these works, works will be exhibited without glass casings.
For first time customers, we offer free catalogs to be delivered,
so please feel free to take this opportunity by contacting us.

15 加島美術
10:00-18:00

English, 中国話 古 書 工 近 現

KASHIMA ARTS

京橋 3-3-2 / 3-3-2 Kyobashi

☎ 03-3276-0700

FAX. 03-3276-0701

Art MapA 1-B

茶碗展 III
4 月 20 日（月）- 4 月 28 日（火）
※ただし、会期中 26 日（日）は休店

宇 野 商 店 で は「 茶 碗 展 III」 をいた
します。樂茶碗・高麗茶碗・国焼茶
碗を中心に、様々なお茶碗を一堂に
集め展示いたします。期間中は、正
座をせずにお入りいただけるお茶室
でお茶とお菓子を差し上げますので、
この機会に皆様どうぞお越し下さい
ませ。
Uno Shoten will be specially
exhibiting ‘’Tea Bowl’’.
This exhibition introduces various
tea-bowls, which have been
selected from “Raku”, “Korai”, and
Japanese tea bowls.

16 宇野商店

樂家九代了入黒茶碗

共箱・十五代直入極

Uno Shoten.co,ltd.

10:00-18:00 京橋 3-3-4 京橋日英ビル 1F
1F Kyobashi Nichiei Building, 3-3-4 Kyobashi
☎ 03-6225-2265 FAX.03-6225-2295

古 茶
Art MapA 1-B

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

プチっと

アート観賞マナー講座

展示作品は触ってもいい？その 1
美術館では、作品に触れてはいけないというの
が私たちの常識ですよね？ギャラリーに行っても、
基本的には許可なく作品に触れてはいけないもの
です。中には扱いにくいものやデリケートなもの
もあります。ですが、美術館とギャラリーの大き
な違いは、作品が「商品」であるか、そうでない

古美術・茶道具を扱っております。
Handles tea antiques and ceremony utensils.

か。じっくり観察し、感触を確かめることは、買
うために吟味する作業でもあります。見るだけで
はわからないこともたくさん発見できるのがギャ
ラリーの醍醐味。
作品を見て触れる上でのマナーを知って、気持

17 古美術 黒川

Kobijyutsu KUROKAWA

11:00-18:00 京橋 3-6-21 2 階
2F Sogou bldg., 3-6-21 Kyobashi
古 茶
☎ 03-6228-7888
Art MapA 2-B
FAX.03-6228-7888

日本初ドウツ作品展

Douts Exhibition

ちよく作品を見て回りましょう！
「触ってもいいですか？」と一言スタッフに声をか
けてくださいね。

4 月 13 日（月）- 4 月 25 日（土）
※ 19 日（日）は休み

今、世界のトレンドとも言われるアフリカ
の現代アートから、日本初上陸の作家ド
ウツをご紹介。ドウツは、美術界におい
て最注目のダカールビエンナーレでグラ
ンプリに輝いたことのある実力者。溢れ
る色彩と、夢のような世界観に満ちた作
品は、見る人を立ち止まらせずにはいら
れません。
Ndoye Douts is a popular modern artist born in 1973 in Senegal, Africa.
Gallery SUIHA is proud to display his
paintings for the first time in Japan.
チャリティ入札会
Charity Auction

ドウツ「ペルセル・ユニテ 22」アクリル・パステル・コラージュ

18 翠波画廊

Gallery SUIHA

10:00-18:00 京橋 3-6-12 正栄ビル 1 階 / Shouei bldg. 1F, 3-6-12 Kyobashi
☎ 03-3561-1152 FAX.03-3561-1151

28

English 近 現

Art MapA 2-B

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

参加店 - 京橋

ネオ・デロリ
4 月 14 日（火）- 4 月 25 日（土）

岸田劉生の造語である「デロリ」とは、日本美術に
脈々と受け継がれる独自の異形な人物表現を指す。
金子國義、鷲見麿、合田佐和子の作品、約 20 点
を展示し、昭和にも受け継がれている「デロリ」を
検証したい。

20 ギャラリーセラー
GALLERY CELLAR

12:00-18:00
English
京橋 3-9-2 宝国ビル B1 階
Hokoku bldg. B1, 3-9-2 Kyobashi
近 現
☎ 03-6225-2466
Art MapA 3-B
FAX.03-6225-2467

金子國義

繊細で優美、
小品でも
力のあるものを

北魏仏頭

と心掛け

中国の古美術品を中心に、日本の古美術品、茶道

努力しております。

具も取り扱っております。どうぞお気軽にお立ち寄
りください。皆様のお越しをお待ちしております。

19 小川商店

OGAWA CO., LTD.

9:30-18:00
京橋 3-9-7 鈴木ビル 1 階
Suzuki bldg. 1F,
3-9-7 Kyobashi
☎ 03-5524-1131
FAX.03-5524-1132

English

古 茶 書
Art MapA 3-B

22 古美術 奈々八
NANAYA

12:00-19:00
京橋 3-7-10 東宣ビル 1 階
Tosen bldg. 1F,
3-7-10 Kyobashi
☎ 03-3561-8118
古
FAX.03-3561-8118

チャリティ入札会
Charity Auction

English, 中国話

Art MapA 3-B

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

野の壺 野の花 野の仏
4 月 20 日（月）- 4 月 28 日（火）
※日曜休廊

九州や種子島の素朴で力強い陶や神仏な
どにインドネシア、中国他の造形なども加
えて花の春を設えようと思います。

チモール島の精霊神と九州の陶枕

21 アートスペース繭

ARTSPACE MAYU

11:00-19:00 京橋 3-7-10 東宣ビル 1 階 / Tosen bldg. 1F,
3-7-10 Kyobashi
☎ 03-3561-8225 FAX.03-3561-8225

古 工 近
Art MapA 3-B

チャリティ入札会
Charity Auction

23
Art MapA 2-C

30

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

きょうは晴れの日

参加店 - 京橋

竹原美也子 日本画展

Miyoko Takehara Solo Exhibition

1988 年富山県生まれ。富山大学芸術文化学部卒。

4 月 20 日（月）- 4 月 25 日（土）

武蔵野美術大学修了。
院展で入選を重ねる竹原美也子の個展。
独特のタッチで描かれる日常の風景や犬や猫の動物
たちは作家の愛情が溢れ、観る人を笑顔にさせます。
富山での初個展の描きおろし作品の東京でのお披露
目となります。
Takehara's paintings often centralize on day-today sceneries and domestic animals, using a
unique technique combining brush with palette
knives and much more. The painting is layered
with many colours, partially sharpening with a
palette knife. When you see her pieces, you can
feel her affection toward animals, gives you a
sense of joy.

24 林田画廊

Hayashida Gallery

10:30-18:00 京橋 2-6-16 / 2-6-16 Kyobashi
☎ 03-3567-7778
FAX.03-3564-5826

竹原美也子 ボス ３号ｓ

English 近

Art MapA 2-C

立体・平面・焼物

石関芋平 展
自分を探す旅…時間切れかも
ISHIZEKI IMOHEI EXHIBITION

4 月 17 日（金）- 4 月 27 日（土）
※日曜休廊

1945 年（核 後 元 年）浦 和生まれ、東
京芸大彫刻科卒の無所属の造形作家で
す。本人は「先祖はイモでも、猿でもい
い」と云ってのける傑物です。
作品は焼物から立体と平面に及びます。

陶彫 「増殖なのか集結なのか」

特に、今回の焼物には、前回展（2016

年）では現れなかった、ぼつぼつ、にょきにょきと蠢くような物体が特徴的です。微生物の集合体と思われる
ものの出現と消長です。先生の作品は、全て、人間世界と自然・宇宙へのするどい観察とヒューマニスティッ
クな哲学的思索によって産み出され、強烈なインパクトを与えます。菅平の原野を闇歩し、下界に投げつけら
れるつぶては、新鮮かつ痛烈です。どうぞ、ご高覧下さい。

25 エトワール画廊
11:00-18:00

GALERIE ETOILE

京橋 2-6-13 / 2-6-13 Kyobashi

☎ 03-3561-2041

English

FAX.03-3564-3102

古 書 近 現
Art MapA 2-C

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.

31

参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

『中国陶磁勉強会
－繭山龍泉堂篇－』
Studies on Chinese Ceramics
presented by Mayuyama & Co., Ltd.

4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）
中国陶 磁は、その歴史の如く悠久で 長
大である。様々な国々が興り時には統一
し時には分裂しながら、ただ、やきもの
の生産は途絶えることがなかった。何故
か？そして中国陶磁の本質とは？一端で
あるが、その溢れる魅力を味わって頂き

EVENT 《ギャラリートーク》

川島公之『 中国陶磁の見方』
4 月 24 日（金）・25 日（土）
中
止 無料
午後 3 時～

Gallery Talk by Tadashi Kawashima
“How to Enjoy Chinese Ceramics”
＊当日は混み合いますので、 24 and 25 Apr. at 3pm,
お早めにお越しください。
Admission Free

たいと思います。

26 繭山龍泉堂

MAYUYAMA & CO.,LTD.

10:00-18:00 京橋 2-5-9 / 2-5-9 Kyobashi
☎ 03-3561-5146
FAX.03-3561-6716
English 古

Art MapA 3-C

松本敏裕絵画展
～明末・清初の五彩磁器と果物～

Matsumoto Toshihiro Painting exhibition
～ Fruits on a dish in Ming-Qing dinasty17th ～

4 月 14 日（火）- 4 月 26 日（日）
「明末・清初の五彩磁器」を蒐集し
ている画家松本敏裕。果物をのせた
五彩磁器の静物画を展示販売します。
また、モチーフとなった五彩磁器も
同時に展示しますのでお楽しみくだ
さい。
These dishes (Nankin-Akae Koki
-gosai)are collected over 25 years
at antique shops in Nihonbashi,
Kyobashi .
The collection is also displayed.

27 ギャルリーフロレゾン

Galerie Floraison

11:00-18:30 京橋 2-12-9 55-1 京橋ビル 101 / 101 Kyoabshi bldg. 2-12-9 Kyobashi
☎ 03-6228-6152

32

茶 工 現
Art MapA 3-C

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

参加店 - 京橋

東京京橋、骨董街の路地を少し入ったところにた

茶道具・古美術。

たずむ隠れ家的な店です。美濃、唐津など桃山
古陶を中心に扱っております。

28 池内美術

IKEUCHI FINE ART CO.,LTD.

10:00-18:00 京橋 2-12-1
2-12-1 Kyobashi
古 茶
☎ 03-3562-5080
Art MapA 3-C
FAX.03-3562-2194

29 古美術 凛

Rin Art

11:00-18:00
京橋 2-12-5
2-12-5 Kyobashi
☎ 03-3564-4344

Art MapA 3-C

メソポタミア・エジプト・
インダス文明の発祥地
古代オリエントは太古か
ら人々が冒険や商いを目
的に旅をし、心に余る
思考や感情の行き場を
創作に求めました。商
品や思想が交換されて
いた広大な地域が新た
な文化を育み、東西の
要素が影響し合う美術
が生まれました。展示
は美術に触れる場、コ
レクションのきっかけや
展開の場になっています。

東洋古美術、古陶磁。

Through perception of
art from ancient Orient, a
cradle of Mesopotamian,
Egyptian and Indus

30 古美術 明成

Meisei Antiques Asian Ceramics & Art
10:00-18:00
京橋 2-12-5
2-12-5 Kyobashi
☎ 03-3561-6030
FAX.03-3561-6030

古

古
Art MapA 3-C

シュメールの少女像 メソポタミア
紀元前 2450 年頃 青銅 高さ 16 cm

Valley civilizations, to deepening
experience and a chance or a turning point
to collecting antiquities.

English 古

Art MapA 3-C

31 オリエント考古美術・太陽
Ancient Art Taiyo Ltd.

11:00-18:00 京橋 2-11-9 / 2-11-9 Kyobashi
☎ 03-5524-6066 FAX.03-5524-6077

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

プチっと

アート観賞マナー講座

展示作品は触ってもいい？その 2
さて、許可を得て作品を拝見できることになったら、
①アクセサリー類を手から外す
指輪やブレスレット、腕時計など、作品に当たっ
てしまいそうなもの、長いネックレスなどでも
基本的に外します。

棟方志功、河井寛次郎の作品を中心に扱っており
ます。その他蒔絵・明治金工の作品・古陶磁器等
扱っております。

②高く持ち上げず、低い位置で
作品が置かれている台や案内されたテーブルに、
両肘か両腕を安定させて両手で作品の下の方
を持って低い位置で少しだけ持ち上げます。実

32 かどまつ誠心堂

Kadomatsu Seishindo

11:00-18:00
京橋 2-11-9 西堀 11 番地ビル 1 階
Nishibori 11banchi bldg. 1F,
2-11-9 Kyobashi
古 工 現
☎ 03-3567-7781
Art MapA 3-C
FAX.03-3567-7782

は取手や耳は持ってはいけないんですよ。裏を
見るときは、頭上へ持ち上げずに手元の位置で
裏へ返してください。
特殊なものもありますから、
わからない時はスタッ
フに聞いてくださいね！

2020.4.16-25

2020.4.16-25

33

瀬戸優 風を知る - メンフクロウ テラコッタ、彩色、玉眼 H15 W18

English

34

D15cm

Art MapA 3-C

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

参加店 - 京橋

前田正憲 個展「行雲流水」
Masanori Maeda solo Exhibition
"round and round"

4 月 15 日（水）- 4 月 25 日（土）
禅語の「行雲流水」
（雲や、流れる水の様に
一定の形をもたず自然に移り変わり、深く物
事に執着せずに淡々と自然のままに任せるこ
と）をテーマに、生死、苦楽など相対的な
対立を忘れ去り二次元的な考えから脱し静
寂また無になり、無になる境目に東洋的な
宇宙観、命を宿すことを日本画の技法を使っ
て表現している前田正憲の新シリーズ。
Maeda Masanori's new series of work is
based on the word of Zen “Kouunryusui”

「 行雲流水 / round and round 」
35.0 × 34.0cm
岩絵具、顔料、墨、金属泥、アルミニウム貼和紙  
mineral pigments, japaneseink, metalmud,
aluminum on washi

34 GALLERY 麟

GALLERY RIN

11:30-18:00 京橋 2-6-10 宝照ビル 1 階
Houshou bldg. 1F, 2-6-10 Kyobashi
☎ 03-3566-5558

English, 한국어

工 近 現
Art MapA 3-C

松原亜実日本画展
4 月 20 日（月）- 4 月 26 日（日）
東京藝大出身、実力派院展若手作家による個展。
繊細な筆致と、絹本を用いたなめらかなマチエー
ルで描いた美しい花々の作品を展覧いたします。

35 酒井京清堂
Sakai Kyouseido

「春麗」 6 号

11:00-18:00
京橋 2-11-10 京清堂ビル 1 階
Kyoseido bldg. 1F,
2-11-10 Kyobashi
近
☎ 03-3561-3994
Art MapA 3-C
FAX.03-3561-0623

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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矢野 直人 唐津焼き作陶展
4 月 20 日（月）- 4 月 25 日（土）
矢野直人氏は、現代唐津焼き作家の
中でも気鋭の作家として、多くのフア
ンを獲得しておられます。
その真摯な唐津焼きに対する取り組
みが作品の中に現れて、人々の心を魅
了するのでしょう。
アメリカで 5 年絵を勉強し、帰国した
後、唐津焼きの素晴らしさに目覚め、
猛勉強が開花して今日に至ります。短
期間にして、造形の正確さ、達者な絵
付、釉薬の美しさには目を見はるもの
があります。
今回の展覧会には、酒器を中心に、
茶碗、向付け食器等 45、6 点程展示
します。
どうぞお楽しみにお出かけくださいま
せ。

36 骨董の店

甲斐

Kottounomise Kai

11:00 - 19:00 京橋 2-11-10 京清堂ビル 2 階
Kyoseido bldg. 2F, 2-11-10 Kyobashi
☎ 03-6228-7540
FAX.03-6228-7540

English

古

Art MapA 3-C

青磁
4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）
自然の力を借りながら、深遠で品格のある粉
青色に達した「青磁」は、碧玉を目指すとされ、
空の色にも例えられます。また日本においても
大変親しみ深く、伝世とよばれる長きに渡って
伝えられた作品が存在し、今もその蒼古として
幽玄な美を讃えています。今回の展覧会ではそ
のごく一部を紹介し、青磁に対する興味を深め
ていただければと願うものです。

37 平野古陶軒

HIRANO KOTOKEN

11:00 - 18:00 京橋 2-11-10 京清堂ビル 4 階
Kyoseido bldg. 4F, 2-11-10 Kyobashi
☎ 03-3535-2587

36

English

古 近

Art MapA 3-C

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

参加店 - 京橋

昭和５３年京橋で営業開始。日本の美術、特に天

日本、朝鮮の古陶磁器、古染付、根来塗などを

平から鎌 倉時 代の古筆・古写経、江戸時 代 末期

中心に展示しております。

の冷泉為恭をはじめとした復古大和絵を得意とし、
扱っております。

38 五月堂

Gogatsudo

10:00-18:00
京橋 2-11-11 田中ビル 1 階
Tanaka bldg. 1F,
2-11-11 Kyobashi
古 書
☎ 03-3567-5654
Art MapA 3-C
FAX.03-3567-5654

39 吉平美術店

Kippei ART GALLERY

11:00-18:00
京橋 2-11-11 宝永ビル 1 階
English
Hoei bldg. 1F,
2-11-11 Kyobashi
古 茶
☎ 03-3561-6636
Art MapA 3-C
FAX.03-3561-6636

中国鑑賞陶磁器を中心に東 洋陶磁器全般を取り
扱っております。
東洋古美術・現代美術
Oriental Antiques・Contemporary Art

40 MATSUDA Art & Antiques
12:00-17:00
京橋 2-6-5 京橋菊池ビル 1 階
English
Kyobashi Kikuchi bldg. 1F,
古 現
2-6-5 Kyobashi
☎ 03-6263-2411
Art MapA 2-D
FAX.03-6263-2411

43 古美術 無門

Mumon

11:30-18:00
中国話
京橋 2-6-8 孤松庵ビル 2 階
Koshoan bldg. 2F,
古 茶 書 工
2-6-8 Kyobashi
Art MapA 3-D
☎ 03-3567-9151

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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仏教美術 精選展
4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）

仏教美術や東アジア（日本・中国・韓国）の
古陶磁などをとりあつかっております。
今年は仏教美術を中心に展示いたします。

41 古美術 京橋

Kobijyutsu Kyobashi

12:00-18:00 京橋 2-6-5 京橋菊池ビル２階
Kyobashi Kikuchi bldg. 2F,
2-6-5 Kyobashi
English 古
☎ 03-3564-1036
Art MapA 2-D
FAX.03-3564-1036

楽しい食器展
4 月 23 日（木）4 月 25 日（土）
「冷奴一つ食べるのに器がち
がえば味覚も変わる」と魯山
人先生が仰ったとか。
豊かな 食 生 活を 楽しんで い
ただけますよう古染付、祥瑞、
古伊万里等の５客組食器を
販売致します。

42 古美術いづみ

GALLERY IZUMI

12:00-18:00 京橋 2-6-8 孤松庵ビル 1 階 / Koshoan bldg. 1F, 2-6-8 Kyobashi
☎ 03-3567-1034 FAX.03-3567-1034

38

English, 中国話, 廣東話,
Tagalog, Hindi, Urdu

古 茶

Art MapA 3-D

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

大原立司展

参加店 - 京橋

－スペインの光－

4 月 18 日（土）- 4 月 28 日（火）
会期中無休

スペインに移住して 47 年．まばゆいばかりの光の下、
生命感あふれる色彩で油絵を描き続ける大原立司
画伯の新作展を開催いたします。
今回はイビサ島を中心とした風景やオリーブやアー
モンドの木々、人物など、紙に描いた油絵、アキー
ラ、パステルの力作約 50 点を展示いたします。観
る人を元気にさせるいのちのワールドを是非ご堪能
下さい。
Tatsuji Ohara has been painting oil paintings
under the bright glaring sunlight of Spain, for
47years, using vivid colors.
We will exhibit about 50 great works of oil,
aqyla, pastel on paper, landscape with a
『漁船（シタウデーラ港）』46 × 38cm

44 金井画廊

focus on Iviza island, trees of olive or
almond, and figures.

Gallery KANAI

11:00-19:00 京橋 2-6-8 仲通りビル 1 階
Nakadori bldg. 1F, 2-6-8 Kyobashi ☎ 03-5250-0860

近 現
Art MapA 3-D

FAX.03-5250-0877

漆工芸展
4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）

日本の伝統的な技法の
漆、蒔絵。
茶道具を中心に様々な用途の
御道具を紹介していきます。

秋草蒔絵阿古陀香炉
松田権六箱書あり

45 齋藤紫紅洞

SAITO SHIKODO

11:00-18:00 京橋 2-6-8 仲通りビル 2 階
☎ 03-3561-5583 FAX.03-3561-5598

/ Nakadori bldg. 2F, 2-6-8 Kyobashi

古 茶 書 工
Art MapA 3-D

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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高橋宣光 Solo Exhibition

チャリティ入札会
Charity Auction

4 月 21 日（火）- 4 月 25 日（土）※会期中無休
高橋宣光は日本的な要素と幻想的な要素を重ね合わせた美人画
を得意とする。 彼の描いたディズニーアートは本国からも評価さ
れ、公認された経験を持つ数少ないアーティスト。 彼の美人画
はアメリカだけでなく、フランスをはじめとした欧州でも高い評
価を得ています。 東京では 10 年ぶりとなる個展。 世界に認め
られた独自の世界観で表現した美人画を中心に展示します。
Senko Takahashi is good at creating beautiful women's
paintings that combine Japanese and fantastic elements,
and his Disney art is one of the few artists who have received
recognition from their home countries.
This is the first private exhibition in 10 years in Tokyo.

46 TOMOHIKO YOSHINO GALLERY | 吉野美術
TOMOHIKO YOSHINO GALLERY | Yoshino Bijutsu
11:00-19:00 京橋 2-7-11
2-7-11 Kyobashi
☎ 03-6663-9796
『hitotoki』72.8x51.5(cm) イラストレーションボードにアクリル 1999 年

近 現
Art MapA 3-D

小林恭子展

Kyoko Kobayashi Exhibition

4 月 16 日（木）- 4 月 28 日（火）
美術学校卒業後、絵付師の道を歩むユニークな女
性です。常は定番の古典画を描いているわけですが、
やはり現代に生きる若者、自分流の絵も描きたくて。
そこで出てくるのが時代のミックスタイプ。これが
なかなかおかしいのです。食卓が急に楽しくなるし、
使い勝手も良くて。
Kobayashi is a unique artist who walks the path
of a pottery painter. She usually draw classical
paintings, but also wanted to draw her own
picture, as a young person living in modern times.
Then comes the mix type period of her works.
These are quite funny. The dining table will
suddenly become fun and easy to use.

47 シルバーシェル

SILVER SHELL

11:30-18:30 京橋 2-10-10 KC ビル / KC bldg., 2-10-10 Kyobashi
☎ 03-3535-0677 FAX.03-3535-0677

40

近 現
Art MapA 3-D

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。
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「かわいい仏教美 術 」 展

４月
日（水）ー

22

日（土） 時 ー

25
12

時

18

チャリティ入札会
Charity Auction

48 古美術 花徑

English

KAKEI’s Fine Japanese & Asian Art

古 書 工

11:00-18:00 京橋 2-10-1 / 2-10-1 Kyobashi
☎ 03-3535-0733
FAX.03-3535-0733

Art MapA 3-D

路魯山人展と古美術展

Exhibition of Kitaoji Rosanjin and Antique Art

4 月 13 日（月）- 4 月 25 日（土）
※ 4 月 19 日（日）定休日

没後 60 年以上経ちながら、未だ多くの人を魅了してやまない
北大路魯山人先生。その芸術活動は、陶芸、漆芸、篆刻、書画、
絵画と多彩であり、生涯残された作品は 30 万点とも言われて
います。しぶや黒田陶苑では、そうした膨大な魯山人先生の
作品の中から、逸品を選び皆様にご紹介しております。
京橋店である『魯卿あん』は、
かつて魯山人先生が店主であっ
た『大雅堂藝術店』
、
『美食倶楽部』の跡地でもあります。
「温故知新」を製作のモットーとしていた北大路魯山人先生。
今回は先生の作品と共に古美術作品を併せて展示いたします。
北大路魯山人

志埜茶碗

共箱

10.6/H8.2

49 しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん
Shibuya kurodatoen/Rokeian

11:00-18:00 京橋 2-9-9 AS ビルディング 1 階
AS Bldg. 1F, 2-9-9 Kyobashi ☎ 03-6228-7704

English 古 茶 書 近 現

Art MapA 3-D

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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プチっと

アート観賞マナー講座

初歩的な質問でもいいの？
もちろん！そのためのお祭りです。展示されて
いる作品は、オーナーが吟味した自信の品々。逆
にあなたがどの段階にいるのかがわかり、説明の
仕方にも気をつけることができるでしょう。話し出
すと止まらない方も多いんですよ。

日本・中国・朝鮮の東洋古陶磁器を中心に古いモ
ノ・新しいモノなど、ひとつのジャンルにとらわれず、
奥深い古美術をご紹介いたします。

50 井上オリエンタルアート
INOUYE oriental art Ltd.

ただ、期間中は店内がとても混み合います。ギャ
ラリーでは、一人ひとりにじっくり丁寧に対応する
ことを普段の仕事としています。一度に多くのお
客様をお迎えすることがないものですから、慣れ

京橋店

11:00-18:00
English
京橋 2-9-9 AS ビル 3 階
AS Bldg. 3F, 2-9-9 Kyobashi
古 茶
☎ 03-6263-0727
Art MapA 3-D
FAX.03-6263-0730

ない接客でてんやわんやのところも。絶対にほし
い！というものがある場合は別ですが、後日見に
来たいことを告げ、ゆっくり見に来るのも一つで
す。
（一人で切り盛りしているギャラリーもあるので、
予約を入れたほうが無難でしょう）

開廊 35 周年記念

近代巨匠日本画展

35th Anniversary Exhibition:
Modern Japanese Paintings

4 月 23 日（木）- 25 日（土）
東 京 京 橋の千 代 春画 廊では「開廊
35 周年記念

近代巨匠日本画展」

を東京アートアンティーク期間中の
間開催いたします。明治・大正・昭
和の美 術画壇に足 跡を残した横山
大観作品ほか 10 作品余を展覧いた
します。現代美術が主流傾向の中で
近代日本美術の原点を探ってみます。
酒井三良「鵙」64.5 × 80.0㎝、昭和 6 年

第 18 回院展出品作品

プレセール：4 月 7 日（火）- 18 日（土）当画廊別室にて開催（日曜・月曜は定休日）

51 千代春画廊

Chiyoharu gallery

10:00-17:00（土曜は 16:00 まで）
京橋 2-8-2 京橋 MK ビル / Kyobashi MK bldg. 2-8-2 Kyobashi
☎ 03-3561-4501 FAX.03-3561-4501

42

近
Art MapA 2-E

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

参加店 - 京橋

中国骨董、書画、古家具、中国古美術全般を扱っ

古陶磁、古書画、茶道具を幅広く取り扱っており

ております。

ます。中国古陶磁、中国古書画にも力を入れてお
ります。

52 嘉盛堂

KASEIDOU

11:00 - 18:00
京橋 2-8-4
オックスフォードビル 1 階
Oxford bldg. 1F,
2-8-4 Kyobashi
☎ 03-3564-3318

中国話 古 書

Art MapA 2-E

53 薫匠堂

Oriental Art Kunsyodo

11:00-18:00
京橋 2-8-4 佐野ビル 1 階
Sano bldg. 1F,
2-8-4 Kyobashi
☎ 03-3563-0821
FAX.03-3563-0821

English 古 書

Art MapA 2-E

54

Art MapA 3-E

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

56

English

44

57

古

Art MapA 2-E

English

現

Art MapA 2-E

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

参加店 - 京橋

チャリティ入札会
Charity Auction

55 去来

Kyorai

古

Art MapA 2-E

13:00-18:00 会期中 (during exhibition) 12:00-18:00
京橋 1-6-14 佐伯ビル 1 階 / Saeki bldg. 1F, 1-6-14 Kyobashi
☎ 03-3564-9370 FAX.03-3564-9370

ミニチュアと明器
4 月 22 日（水）- 4 月 26 日（日）

古瀬戸灰釉小瓶子・鎌倉時代
灰陶加彩駱駝俑・六朝時代

明器とは来世でも生前と同様の暮らしが出来るよう墳墓 / 陵墓に埋納した副葬品。
始皇帝陵の兵馬俑など一部のモノを除いてはほとんどの場合がミニチュアです。
@kobijutsu_fushou
58 風招 Fu-shou
13:00 〜 19:00（平常営業日は不定休となりますので、お問い合わせくださいませ。）
京橋 1-6-6 ハラダビル / Harada bldg., 1-6-6 Kyobashi ☎ 03-3563-5311

古 近 本 工 洋
Art MapA 2-E

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

東洋古美術。

韓国、中国の古美術を主に扱っています。

60 青古堂
59 古美術 木瓜

Antiquary Boke

11:00-17:00
京橋 1-8-10 1-8-10 Kyobashi
古
☎ 03-3538-3228
Art MapA 3-E
FAX.03-6277-8166

Oriental Art Seikodo

10:00-18:00
京橋 1-6-7 京橋高野ビル 1 階
Kyobashi Takano bldg. 1F,
1-6-7 Kyobashi
한국어 古
☎ 03-3535-4800
Art MapA 3-E
FAX.03-3535-4800

プチっと

アート観賞マナー講座

あるある

スタッフハラハラ

ついつい細かく書かれた絵の筆跡を追って顔を
近づけてしまったり、お友達とお話ししながら顔
を近づけてしまうこともあるかもしれません。作
品に顔を近づける時は、ハンカチなどで口元を覆

—古陶磁を愉しむ XI —
4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）

東京アートアンティーク期間中の「古陶磁を愉しむ」
も、今年で十一回目になりました。イベントに合わ
せて少し珍しい焼き物も並べるように心がけます。
どうぞお気軽にお立ち寄りください。

61 つつみ美術

Tsutsumi Fine Arts

また、どこで覚えてしまったか、焼き物をコン
コン指で 叩いている方を見たことはありません
か？薄手のものや、直しが入っているデリケートな
ものもあり、実はお勧めできる行為ではないんです。
作品の中には、非常に古く繊細なものがたくさ
んあります。扱いが難しいものもあります。わか
らずに手に取られるより、きちんと知って扱っても

11:00-18:00 京橋 1-6-7 1 階
古
1F, 1-6-7 Kyobashi
Art
MapA
3-E
☎ 03-3535-0720

46

うと見る方もスタッフも安心なんですよ。

らえるとスタッフも安心して説明ができ、お互いに
気持ち良く過ごすことができますよね。

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

参加店 - 京橋

ささやかに鍋島の染付展
4 月 23 日（木）- 4 月 26 日（日）
「侘助お好み」のお酒のの話の続きです
が、念 願叶って、遂におととし、精米
歩 合 95%（ということは、コメをわず
か５％しか捨てない）で非常においしい
酒が出来ました。
吟醸系のお酒は、どんな蔵でもマニュ
アル通りに造れば出来ますが、ほとん
ど磨かないで酒を作るのは、杜氏の才
能と経験が大変物を言います。
その点、素晴らしい米と杜氏に出会え
たことは、私にとって大変幸せなことで
した。
そういう意味では、酒にまつわる企画
も考えましたが、あえて今回は、ささや
かに鍋島の染付展を行うことにしました。
どうぞ、ご高覧の程、お願い申し上げます。

62 佗助

antique shop Wabisuke

11:00-19:00（日・祝日 17:00 まで）年中無休
English
京橋 1-8-10 三洋ビル 1 階
Sanyo bldg. 1F, 1-8-10 Kyobashi
古 茶 工
☎ 03-3563-3039
Art MapA 2-E
FAX.03-3563-3039

延期

63

Art MapA 2-E

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

日本に古くから伝来した中国の古美術品を幅広く

おもに日本の古美術を扱っております。展示企画

取り扱っております。

はございませんが、皆様にお楽しみいただけるよ
う品物を取り揃えたく思っております。

64 古美術 大谷

Chinese Antique Otani

10:30-17:30
京橋 1-6-10 ミカタビル 1F
1F Mikata bldg.,
中国話 古
1-6-10 Kyobashi
Art MapA 3-E
☎ 03-3561-2110

11:00-18:00
京橋 1-14-10
1-14-10 Kyobashi
☎ 03-3567-3939
FAX.03-3567-3939

48

SOUYU-SYA

12:00-18:00
京橋 1-6-10 ミカタビル 2F
2F Mikata bldg.,
古
1-6-10 Kyobashi
Art MapA 3-E
☎ 03-3561-7605

令和元年 10 月に長年過ごした店舗より道２本銀座
側に移転しました。狭いところですが、ようやく慣
れて参りました。古美術・茶道具・茶箱・近代の数
寄者の品を扱っております。期間中はお手頃な品も
多数出品しております。どうぞお立ち寄りください。

ガンダーラ中心の仏教美術。

66 古美術 清水

65 古美術 草友舎

KOBIJUTSU SHIMIZU
古
Art MapA 3-E

69 飯田好日堂

Iidakojitsudo

9:00-17:00（東京アートアンティーク期間中は 18:00 まで営業）
京橋 1-14-2 京橋アインスビル 1 階
Kyobashi Eins Bldg. 1F,
1-14-2 Kyobashi
古 茶 書
☎ 03-3561-2033
Art MapA 3-F
FAX.03-3561-5590

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e r i e s Ky o b a s h i

樂歴代名碗展

2020

参加店 - 京橋

Best Raku Ware Exhibition 2020

4 月 23 日（木）５月３１日（日）
樂 茶 碗は桃山時 代、千利休に
指導された 樂 家初 代長次 郎に
よって作り始められました。歴
代が手探りの技法を継承しつつ
も、独自の意匠、釉薬を研究開
発し、当代の１５代樂吉左衛門
に至るまで、４００年以上の長
期にわたり私達を魅了し続けて
おります。
当店では、初代長次郎から１５
代樂吉左衛門までの黒・赤茶碗
と茶 道 具 の 逸 品を揃え、展示
初代長次郎

販売いたします。

黒茶碗

67 下井美術

Shimoi Art

10:00-19:00 ( 土・日・祝は〜 18:00) 京橋 1-14-6 京橋宏陽ビル 1 階
(sat, sun and holiday closes at 18:00) Kyobashi Koyo bldg. 1F, 1-14-6 Kyobashi
☎ 03-3535-2522 FAX.03-3535-2522

English

古 茶

Art MapA 3-E

古陶磁
いろいろ
〜

4 月 20 日（月）
4 月 25 日（土）

4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）

68 古美術 藤島
12:00-18:00

English

KOBIJYUTU Fujishima

京橋 1-14-5 / 1-14-5 Kyobashi

☎ 03-3563-3529

FAX.03-3563-3529

古

Art MapA 3-E

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

丸尾康弘展

YASUHIRO MARUO EXHIBITION
4 月 15 日（水）- 4 月 25 日（土）

（4/19 は休廊）

熊本と群馬という二つの場所を行き来しながら思うこと。
変化して行く自然環境や社会の中で何が作れるのだろうか。
－丸尾康弘－
彫刻家
1956 年熊本県山鹿市生まれ 1982 年東京造形大学彫刻
科卒業 熊本県と群馬県にアトリエを構え、自然と人間の共
生をテーマに作品を制作

70 白銅鞮画廊

「それでも僕は」樟

彩色  2019

Gallery Hakudohtei

11:00-18:00 京橋 1-1-10 西勘本店ビル 3 階
3F Nishikan Honten bldg.,1-1-10 Kyobashi 近 現
☎ 03-6262-1283
Art MapA 1-F
FAX.03-6262-1284

プチっと

アート観賞マナー講座

大きな手荷物どうしていますか？
ギャラリー巡りをしながら、デパートで買物を
したり、人気のあのお菓子をお土産に♪、と手荷
物が増えてしまった経験はありませんか？
ギャラリーの中には、小さいスペースに作品が
並んでいたり、ケースを使わずそのまま展示して

近代絵画から普段使いの器を中心に、古美術を幅
広く扱っております。
店内には、多彩な文様のそば猪口や皿等、江戸期

様とじっくり作品について語り合い、吟味してい
ただく場所として始まっているので、お客様を迎

の古伊万里を豊富に取り揃え、皆様のお越しをお

える「応接間」のような雰囲気が残る所も少なく

待ち申し上げます。

ありません。大きな手荷物は、作品にあたったり、

71 古美術 花からくさ

他の方を通しづらくしてしまったり。ギャラリーに

HANAKARAKUSA

11:00-18:00 日本橋 3-5-8
3-5-8 Nihonbashi
古 近
☎ 03-5290-3141
Art MapB 3-A
FAX.03-5290-3142
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いることが多いもの。もともと一人ひとりのお客

入ったら、大きな手荷物を置いておける場所がな
いか聞いてみましょう。スタッフもその一言で作
品に対する配慮を歓迎してくれることでしょう。

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e ri e s N i h o n b a s h i

参加店 - 日本橋

粉青沙器展

The Korean Buncheong ceramics
selected by Toko-do
4 月 23 日（木）4 月 25 日（土）

15、16 世紀の朝鮮半島は李朝初
期に当ります。この時代の陶磁器
は「粉 青 沙 器 ( ふんせいさき )」
が開花し、日本でも三島手の名で
古来大いに愛好され現在に至って
います。彫文、象嵌、粉引、刷毛
目など技法も色々と発達し、現代
陶芸界でも盛んに応用されていま
す。今回の特集企画は粉青沙器を
20 点ほど精 選して、その無限の
魅力を再発見出来る好機といえま
しょう。

72 古美術 東湖堂

三島白黒象嵌扁壺

高さ 19cm

鶏龍山徳利

ORIENTAL ART TOKO-DO

10:00-18:30 日本橋 3-6-13 ABE ビル 1 階 / 1F ABE Building,3-6-13, Nihonbashi
☎ 03-3272-8700 FAX.03-3272-8700

高さ 16cm

古
Art MapB 3-A

「小さな絵の展覧会」
Exhibition of small creations

4 月 14 日（火）- 4 月 25 日（土）
小さな空間を豊かにする小さな作品を集めた展覧会
です。近現代の日本人作家の作品の中から、小さな
空間に合う作品を集めて展示します。
Are you looking for a small artwork to fit your
cozy space? if so, come visit our exhibition, we
offer carefully selected small pieces from established Japanese artists, just for that purpose!

73 一番星画廊

Gallery Ichibanboshi

12:30-18:00
日本橋 3-6-9 箔屋町ビル 1 階
Hakuyacho bldg. 1F, 3-6-9 Nihonbashi
近 現
☎ 03-3272-2525
Art
MapB
3-A
FAX.03-3272-2526

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 八丁堀・日本橋

G a l l e ri e s H a c c h o b o ri ・ Ni h o n b a s h i

木野智史展

KINO Satoshi Exhibition

4 月 20 日（月）- 4 月 25 日（土） 延期
会場：壺中居 3F ホール 81

※ご注意ください

Exhibition will be held at
KOCHUKYO CO. LTD
三度目となる当個展では会場を壺中居３F ホールに
設定し、より広いスペースにて新作展示を致します。
空間に余韻を残す造形を模索し制作に取り組んで
きた作家の世界観をぜひ会場で感じて頂きたくご
案内申し上げます。

74 ギャラリーこちゅうきょ
Gallery KOCHUKYO Co.,Ltd

木野智史 颪「螺旋」
W：40.8cm D：39.6cm

10:00-18:00
日本橋 3-6-9 箔屋町ビル 2 階
Hakuyacho bldg. 2F,
3-6-9 Nihonbashi
English 工 現
☎ 03-3273-1051
Art MapB 3-A
FAX.03-3273-1052

H：23.0cm

磁州窯のやきもの

Attractive Ceramics of Cizhou Kiln

4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）

今からおよそ 100 年前、河北省南部の町「鉅鹿」で磁州窯の
陶磁器が発見されました。活力にあふれた自由で明快な文様と
力強い造形に多くの人々が魅せられ、宋磁の代表的な窯となり
ました。 磁 州 窯 は 灰 色 の
素 地に白化 粧し透 明 釉な
どをかけて焼成します。民
窯 独 特 の やわらかく暖 か
い 作風ですが、多 彩 な 装
飾 技 法による多様な器 形
を楽しむことができます。
どうぞこの機会にご高覧く
ださい。

75 浦上蒼穹堂

黒釉掻落花文小壺 中国 宋時代（960 ～ 1279）
D.10.4cm

磁州窯白瓷瓶 中国 北宋時代（960 ～ 1127）
H.28.5cm

Uragami Sokyu-do Co.,Ltd.

10:00-18:00 日本橋 3-6-9 箔屋町ビル 3 階
Hakuyacho bldg. 3F, 3-6-9 Nihonbashi ☎ 03-3271-3931
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English

FAX.03-3271-3784

古

Art MapB 3-A

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e ri e s N i h o n b a s h i

参加店 - 日本橋

奥村土牛素描展 2020『土牛素描』
（最終日は 17 時迄）
4 月 20 日（月）- 4 月 25 日（土）

延期

明治・大正・昭和・平成と画業一筋に時代を駆け抜けた
日本画家・奥村土牛。
土牛が生涯を通じて本画制作以上に時間を費やし、
鍛錬を重ねたのが「素描・デッサン」をする事だった。

「視る」ことが画家としての基本と考えたその素描は、
たった一本の線とほんの僅かな色で、形態といい、
内実といい、見事に捉え表現してしまっている。
こんなに暖かく、無心で、しかも適確な線を引ける画家
がどれほどいるだろうか。
主に八十代前半から九十代前半にかけての最も良い
時代の素描を初公開作品や書も含めて約 12 点による
展覧会。

76 紫鴻画廊

奥村土牛『舞妓』素描

39.5 cm x 30.5 cm

SHIKOU GALLERY

11:00-18:00
日本橋 3-6-9 箔屋町ビル 4 階
Hakuyacho bldg. 4F,
3-6-9 Nihonbashi
☎ 03-3242-2598

書 工 近 現
Art MapB 3-A

ベストフレンド BEST FRIEND
4 月 4 日（土）- 4 月 25 日（土）

生きていく上で大切なもののひとつはベスト・フレンド。ギャ
ラリー内に一歩足を踏み入れると、思わず微笑んでしまうよ
うな、ベストフレンドと呼ぶに相応しい生き物たちの作品群、
お楽しみください。
展示作家 : MAYA MAXX、LUCKY THIEF、WILLIAM
WEGMAN、ELLIOT ERWITT、NIKI DE SAINT
PHALLE、JOHN LURIE、籔内佐斗司 、他
Artwork featuring animals,
humans` best friends.
When you walk into the
gallery and look at the
artwork on the wall, you
will find a smile on your
face. This exhibition is just
like that.

77 Sansiao Gallery

12:00-19:00 日本橋 3-2-9 三晶ビル B1
Sansho Bldg. B1,
3-2-9 Nihonbashi
English 近 現
☎ 03-3275-1008
Art MapB 2-A
FAX.03-3273-9309

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 日本橋

Ga l l er ie s N i h o n b a sh i

普段使いの古伊万里展
Ko-Imari for Everyday Use

4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）
東京アートアンティーク期間のみ、
日常お使いいただける江戸期の古伊
万里食器を大好評につき SALE 価格
にて、品数も豊富に展示・販売いた
します。
ぜひ、あなたの暮らしを彩る器をお
選び下さいませ。
年に一度の機会です。どうぞお見逃
しなく！
古伊万里食器 数々 江戸時代〜明治時代

We exhibit Koｰimari for everyday use at sale price in our shop during the
Tokyo Art & Antiques.
Don't miss this chance!

78 前坂晴天堂

Oriental Antiques Gallery Maesaka Seitendo

11:00-18:00 日本橋 3-7-10 内藤ビル 1F / Naito bldg. 1F, 3-7-10 Nihonbashi
☎ 03-3527-9595 FAX.03-3527-9559

食器赤札市

チャリティ入札会
Charity Auction

Tableware Sale

古
Art MapB 3-A

4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）
ご家庭向き、料理屋向きに取り揃えてお待ち
しております。食器ファンの皆様、ぜひお立
ち寄りください。
平常は、人間国宝から若手作家まで作家物
とよばれる陶磁器を中心に扱っております。
特に「ぐい呑」は幅広く取り揃えており、ぐ
い呑コレクターの皆様に好評頂いております。
お店は「吉野鮨」さんの角を曲がってすぐ。
小さなお店ですが、日本橋にふらりと来られ
た方にもお気軽にお立ち寄りいただいていま
す。
時代が進化していく中で、令和の時代にも愛
される「作家もの陶器 三和堂」でありたい
と思っています。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

79 作家もの陶器

三和堂

SANWADO

11:30-18:00 日本橋 3-8-12 第一田中ビル １階
Daiichi Tanaka bldg. 1F, 3-8-12 Nihonbashi
☎ 03-3272-3131 FAX.03-3272-3131
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工 現
Art MapB 3-B

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e ri e s N i h o n b a s h i

芸 術と文 化 ゆ か り の 地

参加店 - 日本橋

そ の１

日本橋、京橋、銀 座界隈は、多くの著名人や文
化人が入り浸り、美術愛好家や美食家たちを満足
させてきました。歌川広重、狩野安信、狩野探幽、
鈴木其一、奥村土牛などの画家が住み、美術と
縁の深い街です。
■鍛冶橋狩野家……江戸時代の狩野派の絵師、
狩野探幽は本家を弟安信に継がせ、鍛冶橋狩野
家を興した。
（地図 p.71）

1913 年創業の画廊です。取り扱い分野は日本画
と油彩画です。現代作家から巨匠作家まで幅広く
紹介しております。

こ う の す

■メイゾン鴻之巣……多くの文芸家に愛された名
店。文芸史にもその名が登場することは多い。北
大路魯山人や多くの美術関係者も通っていた。
（地図 p.71）

80 春風洞画廊

Shunpudo Gallery

10:00-18:30 土曜 (sat)10:00-17:30
日本橋 3-8-10
3-8-10 Nihonbashi
近
☎ 03-3281-5252（代）
Art MapB 3-B
FAX.03-3281-5250

古美術との出会い
― 白と黒 ―
White and Black

4 月 20 日（月）- 4 月 25 日（土）

81 壺中居

English 古

KOCHUKYO CO.,LTD.

10:00-18:00 日本橋 3-8-5 / 3-8-5 Nihonbashi

☎ 03-3271-1835

FAX.03-3271-1839

Art MapB 2-B

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 日本橋

Ga l l er ie s N i h o n b a sh i
チャリティ入札会
Charity Auction

ふるかはひでたか展 “ 江戸東京訪ね歩き ”
〜『月刊日本橋』のための原画を中心に〜

Hidetaka, FURUKAWA exhibition 'Walking to search Tokyo for the lost Edo'

4 月 20 日（月）- 5 月 2 日（土）※日曜・祝日休

“ 文献を紐解きながら東京を歩くと地続きの江戸が
見えてくる ”…古い資料に残る記録を現代の街に訪ね
作品化する美術作家ふるかはひでたか。今展はタウ
ン誌
『月刊日本橋』に昨年 12 月まで２年半連載した
『江
戸東京訪子歩記・えどとうきょうたずねあるき』のた
めに描かれた原画を中心に展観いたします。
Furukawa is the artist, who in charged texts and
illustrations of the “Walking to search Tokyo for
the lost Edo” in the “monthly NIHOMBASHI” for
two and half years. The show will be first occasion
to check these original paintings on this series.

82 不忍画廊

SHINOBAZU GALLERY

11:00-18:30 日本橋 3-8-6 第二中央ビル 4 階
Dai-ni Chuo bldg. 4F,
3-8-6 Nihonbashi
工 近 現 本
☎ 03-3271-3810
Art
MapB 3-B
FAX.03-3275-0391

「名所絵考」『月刊日本橋』2019.8 月号

おもてなしの籠と器

Baskets of Omotenashi

4 月 19 日（日）- 4 月 25 日（土）
＊ 12:00 - 18:00

昨年大好評だった「おも
てなしの 籠 展 」に、今
年 は 器も取り入れて開
催 致します。 個 性 的 な
ものから、味 わい深い
ものまで。染 付や 竹の
おしぼり置きなど。 大
切な方との時間を彩る、
多種多様な籠と器を御
紹介致します。

83 花筥 -HANABAKO-

Japanese Bamboo Baskets: Hanabako

通常は事前連絡制（会期中は無休）日本橋 3-8-7 坂本ビル 2 階
Sakamoto bldg. 2F, 3-8-7 Nihonbashi
☎ 03-3272-0505 FAX.03-3272-0505 mobile: 090-3060-3783
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古 茶 工 現
Art MapB 3-B

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e ri e s N i h o n b a s h i

参加店 - 日本橋

中近世日本が愛した
東アジア絵画
4 月 13 日 ( 月 ) - 4 月 26 日 ( 日 )
会期中無休

伝梁楷

東方朔図

紙本

南宋

84 松本松栄堂

東京オフィス

Matsumoto Shoeido Tokyo office

10:00-18:00（通常は毎週木曜・金曜開廊 要予約）
日本橋 3-8-7 坂本ビル 3 階 / Sakamoto bldg. 3F, 3-8-7 Nihonbashi

85 GALERIE YUHEI SAKAMOTO

（通常は要予約）日本橋 3-8-7 坂本ビル 8 階
Sakamoto bldg. 8F, 3-8-7 Nihonbashi
☎ 03-3271-6671
yuhei1012@hotmail.com

☎ 080-9608-7598

EXHIBITION II
2020.4.22

English 古

English, 中国話

古 書 近 現
Art MapB 3-B

－石 stone －

4.25 11:00-18:00
書 工

会期中無休

Art MapB 3-B

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 日本橋

Ga l l er ie s N i h o n b a sh i

古美術品、茶道具を扱っております。お気軽にどうぞ。
※ TAA では 25 日（木）、26 日（金）のみ営業して
おります。

86 上原 永山堂

87 水戸忠

11:00-18:00 日本橋 3-8-9
3-8-9 Nihonbashi
古 茶
☎ 03-3281-7501
Art
MapB
3-B
FAX.03-3281-7501

11:00-17:00 日本橋 3-8-9
3-8-9 Nihonbashi
古 茶
☎ 03-3271-2200
Art
MapB
3-B
FAX.03-3271-5653

UEHARA EIZANDO

MITOCHU

大津絵展
Ootsue

4 月 23（木）- 4 月 26 日（日）
昨年の春にフランスに於いて初めて
大津絵展が開かれました。
当店からも複数点貸し出し、そして大津市
歴史博物館で帰国展が開催されました。
今年の９月には、東京ステーションギャラ
リーで大津絵展が開催されます。
ますます人気の高まる大津絵の魅力を、
当店にてご堪能下さい。

88 古美術 天宝堂

Oriental Art Tenpo-Do

11:00 〜 19:00
日本橋 2-9-7
2-9-7 Nihonbashi
☎ 03-6225-2575
FAX.03-6225-2575
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古 茶
書 工 洋
Art MapB 3-B

大津絵

鐘持弁慶

江戸前期

大津絵

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

金太郎

江戸前期

G a l l e ri e s N i h o n b a s h i

芸 術と文 化 ゆ か り の 地

参加店 - 日本橋

その 2

■大雅堂藝術店・美食倶楽部……現在の「しぶや
黒田陶苑 / 魯卿あん」には北大路魯山人が創設
した古美術店「大雅堂藝術店」と、２階に会員制
の「美食倶楽部」があった。ここで魯山人は選び
集めた古美術品を販売し、自ら作った料理を盛り
付け供していた。
（地図 p.71）
■奥村土牛生誕地……日本画家の奥村土牛の実
家はこの界隈には多かった印刷屋であった。また、

日本橋ゆかりの品々やッ

紙問屋もこの地域では多く商いをしていた。
（地

ちょっと風変わりな骨董品をちょこちょこ並べて

図 p.71）

お待ちいたしておりますッ！

■本家中橋狩野家……江戸時代の狩野派の絵師、
狩野安信を祖とする中橋狩野家の元住居。狩野
探幽、狩野尚信の弟。
（地図 p.71）
■歌 川広重住 居跡……歌 川広重（1797-1858）
が亡くなるまでのおよそ十年間を過ごした住居跡。
（地図 p.71）

89 海老屋美術店
Ebiya Art

10:00 〜 18:00 日本橋室町 3-2-18
3-2-18 Nihonbashi-Muromachi
古 書
☎ 03-3241-6543
Art MapC 1-A
FAX.03-3241-1914

加藤 恵 日本画展
Kei Katou Exhibition

4 月 16 日（木）- 4 月 25 日（土）
会期中無休

2011 年 3 月 11 日以来、父の故 郷でもある福島県に
毎春桜を訪ねそれを川俣シルクに制作するようになり
ました。
また様々な想いを載せて描いた小さな命達も併せて御
高覧頂ければ嬉しく思います。
( 大作から小品 0 号迄約 30 点 )
加藤 恵
＊（作品）2018 年 Ronin | Globus Artist-in-Residence Program
ファイナリスト選出作品

English 工

90 秀山堂画廊

近

Art MapC 1-A

GALLERY SYUUZANDOU

「花昴」（はなすばる）絹本彩色

P50 号

10:30-18:00
日本橋室町 3-2-18 海老屋ビル ６階
Ebiya bldg. 6F, 3-2-18 Nihonbashi-Muromachi
☎ 03-3245-1340 FAX.03-3245-1223

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 日本橋

Ga l l er ie s N i h o n b a sh i

ワークショップ『小袱紗の仕立て』と
『ふたなし札入れの仕立て』

Workshop "Sewing up a silk cloth, Fukusa or Wallet"
仕覆制作の入り口として、小袱紗または、ふたなし札入れの
仕立てを体験して頂くワークショップを開催します。
小袱紗の仕立て

4 月 23 日（木）・25 日（土）

参加費：2,000 円 ( プラ型紙代付 )+ 裂地代 (5,000 円〜 )

中

止

ふたなし札入れの仕立て

4 月 24 日（金）

参加費：1,000 円 + 生地代 (3,000 円〜 )
所要時間約３時間。
事前申込制。
（定員あり）
【お申し込み方法】
随時受け付けております。

91 江戸仕覆

03-6225-2939

起秀

茶

Kishu edo-shifuku

Art MapC 2-A

芸 術と文 化 ゆ か り の 地

その 3

までお電話ください。
＊新型コロナウイルスの状況如何によりやむなく中止する場合が
ございます。予めご了承ください。

11:00-18:00（通常は要予約）
日本橋本町 3-1-6 日本橋永谷ビル 309
309 Nihonbashi Nagatani bldg.
3-1-6 Nihonbashi Honcho
古 書 Art MapC 1-A
☎ 03-6225-2939

かてい

■岡本可 亭旧住居……書道家である岡本太郎の
祖父の住居。北大路魯山人は岡本可亭の弟子で
もあったことから、岡本太郎の代まで親交が続
いた。当時、家屋は現在の昭和通り上にあった。
（地図 p.71）
■竹久夢二 港屋跡……1914 年から竹久夢二は
山口蓬春「椿」扇面

近・現代の日本画、洋画、彫刻、工芸中心に美術

する港屋絵草紙店を開店した。
（地図 p.72）

品全般を取り扱っております。

■十軒店跡……江戸時代より正月の羽子板・破

各作家の優品を取り揃えるよう心掛けております。

魔弓、雛人形、武者人形などを商う店が軒を連

期間中は、日本画・洋画の

ねて時季には盛大な市が立った。原舟月や川端

物故作家を中心に常設展示を
行っております。

92 三溪洞

English

工 近

Art MapC 1-B

Sankeido Ltd.

10:00-18:00 日本橋室町 4-3-15
4-3-15 Nihonbashi-Muromachi
☎ 03-3241-1003 FAX.03-3241-2023
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ここに自身が制作した版画やハガキなどを販売

玉山などの江戸の人形師に加え、近代には永徳齋、
玉翁などが名工として知られたが、関東大震災と
戦災により多くの店が焼失。最後まで残った玉
貞人形店も平成十年代に閉店した。
（地図 p.73）

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

G a l l e ri e s N i h o n b a s h i

「東と西」 EAST AND WEST

参加店 - 日本橋

4 月 23 日（木）- 4 月 25 日（土）

「東」は中国陶磁器を、
「西」
は古代ギリシアの陶磁器を
展示即売いたします。普段
あまり同時に並べられるこ
とのないカテゴリーですが、
地域の異なる作品たちの魅
力が際立つような展示にし
たいと考えております。
We will display Chinese
ceramics and ancient
Greek art.

93 大熊美術

English, 中国話

OKUMA GALLERY

11:00-18:00 日本橋本石町 4-2-2 US ビル 101
US Bldg. 1F, 4-2-2 Nihonbashi-Hongoku cho ☎ 03-6875-6271

蒐集家と古美術

MY PRIVATE EYES

古 茶
Art MapC 1-B

4 月 23 日（木）- 5 月 10 日（日） 会期中無休

「わかりやすくて、うつくしい。」
ある蒐集家の「東洋古陶磁」
コレクションを中心に。
いにしえの魅力、出逢いを
あなたに。
＊特別カタログ無料配布
＊来場者に
" 福引イベント " あり！
“Beauty and Wonder”.
Property from some Japanese Private collections. Selected of Asian Art Exhibition.

94 井上オリエンタルアート日本橋
INOUE ORIENTAL ART Nihonbashi

[ 通常営業 ]11:00-18:00
日本橋本町 4-1-12
4-1-12 Nihonbashi-Honcho
☎ 03-3275-2130
FAX.03-3275-2131

English

古

Art MapC 2-B

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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参加店 - 日本橋

Ga l l er ie s N i h o n b a sh i

辻村史朗

茶盌 50 撰

4 月 23 日（木）- 5 月 7 日（木）
月曜ー土曜 11:00-18:30

日曜休廊

辻村史朗が自ら選んだ 50 盌。
45 年ほど前に作られた茶盌から、
最新作まで多種多様な作品を展示する。

95 かみ屋

Kami Ya Co., Ltd.

11:00-18:30
日本橋本町 4-7-1 三恵日本橋ビル 1 階
Sankei Nihonbashi bldg. 1F, 4-7-1 Nihonbashi-Honcho
☎ 03-3231-2886
FAX.03-3231-2882
English, 中国話

書 工 現

Art MapC 2-B

赤茶盌

参加店は
赤いフラッグが目印！
チャリティ入札会
Charity Auction

Art MapA 1-A

開廊をしまして早 5 年が経ちました。濱田庄司を始め古
美術、陶芸品を主に扱っております。
皆様のお越しをこころよりお待ちしております。
Five years have passed since the gallery was opened.
We deal mainly with antiques and ceramics, including
Shoji Hamada. We look forward to your visit.

96 日本橋小伝馬町ギャラリー
Nihonbashi Kodenmacho gallery
11:00-18:00
日本橋小伝馬町 7-12 KD ビル 3F
KD bldg. 3F, 7-12 Nihonbashi
Kodenmacho
☎ 03-6661-9517
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English

古 書 近
Art MapD

チャリティ入札会参加店
詳しい内容とルートマップは P.10
Galleries participating Charity
Auction. Detail and map at P.10
別紙 保存版「ART MAP」では、詳細な
地図で店舗の位置を確認できます。
Location of the gallery on "ART MAP".

古

古美術
Antiques

茶

茶道具
Tea Ceremony Utensils

書

書画
Calligraphy Painting

工

工芸
Craft

現

現代美術
Contemporary Art

近

近代絵画
Modern Art

本

古書
Antiquarian Books

洋

西洋アンティーク
Western Antiques

キャッシュレス決済対応店
Cashless payment available galleries
キャッシュレス・ポイント還元事業登録店
Cashless/point return participaiting galleries
詳しい決済方法はギャラリーに直接お問い合わせください。
Please check the gallery for detail payment methods

イベントや展覧会のお問合せは各ギャラリー・美術店へお願いいたします。

延期

必ず美術館のホームページで

開館状況をご確認ください

美術館に行こう！

東京でアートを満喫！近隣の美術館で開催中の展覧会をご紹介いたします。
Enjoy more art in Tokyo! These are exhibitions held at nearby museums.

出光美術館

Idemitsu Museum of Arts

「茶の湯の美」
The Esthetics of Cha no Yu
2020 年 4 月 4 日（土）～ 5 月 24 日（日） 中止
2020/4/4(Sat) ～ 5/24(Sun)
Cancelled
奥高麗茶碗 銘 秋夜
桃山時代 出光美術館蔵

東京都千代田区丸の内 3-1-1 帝劇ビル 9 階（出光専用エレベーター 9 階）
開館時間：10:00 〜 17:00（金曜日は 10:00 〜 19:00）
休館：5 月 4 日をのぞく月曜日
Teigeki Bldg., 9th Fl., 3-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Open Hours: 10 am to 5 pm, Fridays 10 am to 7pm
Closed: Mondays (except for 5/4)

http://idemitsu-museum.or.jp/

三井記念美術館

Mitsui Memorial Museum

「知られざる芸術と文化のオリンピック展」
Discovering the Arts & Culture of the Olympic Games
2020 年 4 月 24 日（金）〜 6 月 16 日（火） 「東京2020オリンピック
2020/4/24(Fri) ～ 6/16(Tue)
競技大会」延期に伴い、

開催見送りとなりました。

主催 オリンピック文化遺産財団
三井不動産株式会社（OLYMPIC AGORA OFFICIAL PARTNER）
協力 三井記念美術館
In line with the

postponement of the

東京都中央区日本橋室町 2-1-1 三井本館 7 階（入り口は日本橋三井タワー１階アトリウム）Olympic Games Tokyo 2020,
開館時間：10:00 ～ 20:00
休館：会期中無休
Exhibition is suspended
Mitsui Main Bldg., 7th Fl., 2-1-1 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo
until further notice.
Open Hours: 10 am to 8 pm
Closed: Open every day during the exhibition period

http://www.mitsui-museum.jp/exhibition/agora/

各館の詳細についてのお問い合せはこちらまで
03-5777-8600（NTT ハローダイヤル） 03-3212-2485（東京ステーションギャラリーのみ）
※全館入館は閉館の 30 分前までです。
*Entrance up to 30 minutes before closing.
※開館日、開館時間を変更する場合がございます。 *We may be closed or change our opening and closing times.
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三菱一号館美術館 Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo
開館１０周年記念

「画家が見たこども展」
ゴッホ、ボナール、ヴィヤール、ドニ、ヴァロットン
10th Anniversary Exhibition

Dreamed childhoods

Bonnard, the Nabis and childhood

2020 年 2 月 15 日（土）～ 6 月 7 日（日）
2020/2/15(Sat) ～ 6/7(Sun)
フィンセント・ファン・ゴッホ《マルセル・ルーランの肖像》
1888 年油彩／カンヴァス ファン・ゴッホ美術館蔵
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

当面の間臨時休館
temporarily closed
until further notice

東京都千代田区丸の内 2-6-2
開館時間：10:00 ～ 18:00（祝日を除く金曜、第２水曜、4/6 と会期最終週平日は
21:00 まで）
休館：月曜日（開館記念日 4/6、会期最終週 6/1 と、トークフリーデーの 3/30、4/27、5/25 は開館 )
2-6-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Open Hours: 10 am to 6 pm (Fridays except national holidays
and on the second Wednesday of the month, 4/6 and 6/1-6/7 10 am to 9 pm)
https://mimt.jp/
Closed: Mondays (except for 3/30, 4/6, 4/27, 5/25 and 6/1)

東京ステーションギャラリー

Tokyo Station Gallery

「神田日勝 大地への筆触」
Kanda Nissho : A Retrospective

当面の間臨時休館

2020 年 4 月 18 日（土）～ 6 月 28 日（日）
temporarily closed
2020/4/18(Sat) ～ 6/28(Sun）

until further notice

《馬（絶筆・未完）》1970 年

神田日勝記念美術館

東京都千代田区丸の内 1-9-1 JR 東京駅丸の内北口改札前
開館時間：10:00 ～ 18:00（金曜日は 20:00 まで）
休館：5 月 4日、 6 月 2 2日をのぞく月曜日
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo [Entrance is located by the Marunouchi North Exit of JR Tokyo Station]
Open Hours: 10 am to 6 pm, Fridays 10 am to 8 pm Closed: Mondays (except for 5/4 and 6/22)

http://www.ejrcf.or.jp/gallery/

アーティゾン美術館

Artizon Museum

6F ジャム・セッション 石橋財団コレクション × 鴻池朋子

「鴻池朋子 ちゅうがえり」

Jam Session: The Ishibashi Foundation Collection x Tomoko Konoike
Tomoko Konoike: FLIP

5F 第 58 回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示帰国展

「Cosmo- Eggs ｜ 宇宙の卵」

Exhibition in Japan of the Japan Pavilion at the 58th International Art Exhibition
La Biennale di Venezia, Cosmo-Eggs

4F「コレクション選

新収蔵作品特別展示：パウル・クレー」

Selections from the Ishibashi Foundation Collection
Special Section New Acquisitions: The Paul Klee Collection

2020 年 4 月 18 日（土）～ 6 月 21 日（日）
2020/4/18(Sat) ～ 6/21(Sun）
東京都中央区京橋 1-7-2
開館時間：10:00 ～ 18:00（祝日を除く金曜日は 20:00 まで）
休館：5 月 4日をのぞく月曜日
1-7-2 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo Open Hours: 10 am to 6 pm, Fridays 10 am to 8 pm, except national
holidays Closed: Mondays (except for 5/4)
https://www.artizon.museum/
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アートと文 化 が 誰 にも近 い 街 。
2024 年、グランドオープン
2020 年 8 月15 – 29 日
「アートスクエア 2 0 2 0 」を 開 催 します 。
東京都中央区京橋 1-7-1

www.kyobashi-saiku.tokyo

無料巡回バス

メトロリンクと丸の内シャトルを利用してたくさん見て回ろう！
Free bus transportation is available in Nihonbashi, Kyobashi and Marunouchi.

メトロリンク日本橋

Metro Link Nihonbashi

通常ルート 10:00 - 20:00（10 分〜 15 分間隔） Regular route 10:00-20:00（10-15min）
E ライン 平日 8:00 - 18:00 休日 10:00 - 20:00（22 分間隔）
E Line Weekdays 8:00-18:00
Weekends and Holiday 10:00-20:00（22min）
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http://www.hinomaru.co.jp
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日比谷公園
Hibiya Park

皇居
Imperial Palace

有楽町線 Yurakucho Line

日比谷線 Hibiya Line
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首都高速都心環状線
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読売中央公論社
ChuokoronShinsha, Inc.

シルバーシェル

相鉄フレッサイン
Sotetsu Fresa Inn
ぬ利彦ビル
Nurihiko Bldg

70

Yaesu Ave

吉平
38 39 美術店

浦島館
Urashimakan

ファースト
キャビン京橋
First Cabin
Kyobashi

44

五月堂

古美術
2F 無門
古美術
1F
いづみ

戸田ビルディング
TODA BUILDING
工事中
under construction

57 2F メゾンドネコ

薫匠堂 53

古美術
2F 41
京橋

白銅鞮画廊

Chuo Ave

DaiwaRoynet
Hotel

みずほ銀行
MIZUHO

MATSUDA 1F
40
Art & Antiques

三井ガーデンホテル京橋
Mitsui Garden Hotel
Kyobashi

メイゾン鴻之巣跡

中央通り

6

八重洲東
駐車場
Yaesu East
Parking lot

Yanagi Ave

八重洲通り

4

Ac c e ss

宝町駐車場
Takaracho Parking

岡本可亭旧住居
味の素
Ajinomoto

東洋紡
Toyobo

三菱東京 UFJ 銀行
MUFJ Bank

71

交通
東京駅

JR line Tokyo Sta.

シャングリ･ラ ホテル
Shangri-La Hotels

大丸
DAIMARU

線

タカシマヤ
ウオッチメゾン
Takashimaya
Watch Maison

Sakura Ave

77

A4
丸善 日本橋店
３階ギャラリー

A

八重洲通り

壺中居 81

不忍画廊 82
作家もの陶器
三和堂

72

78

オンワード
ONWARD

79

工事中
under
construction

B6
B8

髙島屋 SC 新館
Takashimaya SC
Annex

GALERIE

85 8F YUHEI SAKAMOTO

88

天宝堂

たいめいけん

工事中
under
construction

D4

日本橋駐車場
Nihonbashi Public Parking lot

D1

72

COREDO
日本橋

C2

日本橋ガレリア
コミュニティスペース

工事中
髙島屋 SC 東館
under
Takashimaya SC
construction
West Building
古美術

MUFJ
日本橋西川 Bank
Nishikawa

C1

C4

上原永山堂

首都高速都心環状線

B10

東京日本橋
タワー
Tokyo
Nihombashi
Tower

84 3F 松本松栄堂 東京オフィス
83 2F 花筥 -HANABAKO-

86
80 87 水戸忠

春風洞画廊

Nihombashi Sta.

B2 B4

Eitai Ave

Yaesu Ave

HSBC 東京本店
HSBC JAPAN

前坂晴天堂

B9a
B9b

B5

日本橋駅

東京日本橋 BAY HOTEL 髙島屋 SC 本館
Tokyo Nihonbashi
日本橋髙島屋
Bay Hotel
Nihombashi
Takashimaya

古美術 東湖堂

71

B0

永代通り

76
75
ギャラリー
2F
74
こちゅうきょ
一番星画廊 1F 73

日本橋郵便局
Nihonbashi
Post Office

B3

紫鴻画廊 4F

A3

A6

丸善 日本橋店
Maruzen
Nihonbashi

B1
浦上蒼穹堂 3F

A1
パールホテル
八重洲
Pearl Hotels
Yaesu

都心環状

Yaesunaka Ave

あおぞら
銀行
Sansiao Gallery
Aozora
Bank
MUFJ
domani

古美術 花からくさ

ホテル SMBC
龍名館東京
Hotel A3
Ryumeikan
Tokyo

東横 INN
八重洲
東京駅
ターミナルホテル 八重洲北口
Yaesu
Toyoko Inn
Terminal Hotel
Tokyo-eki
Yaesu
Kita-guchi

さくら通り

八重洲仲通り

竹久夢二 港屋跡

首都高速

八重洲北口
Yaesu North Exit

鉄鋼ビルディング
Tekko Building

D2

Ac c e ss
公園
Park

ENEOS

江戸通り

Sotobori Ave

外堀通り

93

神田
ステーション
ホテル
Station
Hotel Kanda

花藤
ビル
八十二銀行
Hachijuni
Bank

三井本館
Mitsui Main
Building

日本橋
三越本店
Mitsukoshi
Main Store

マンダリン
オリエンタル 東京
Mandarin Oriental,
Tokyo

三井記念
美術館
Mitsui
Memorial
Museum

COREDO 室町テラス

A5

89 1F 海老屋美術店

A7
A８
三越前駅 Mitsukoshimae Sta.

A4

A6

JR 新日本橋駅

A９

COREDO 室町 1

みずほ銀行

2 MIZUHO

A10
十軒店跡

YUITO

日本橋プレミア

（じっけんだな） Mitsui Garden Hotel

お江戸日本橋亭
Oedo
Nihonbashi-tei

福徳の森
Fukutoku
Garden

江戸仕覆
3F
起秀

92

Shin-Nihombashi Sta.
1
JR line
4
三井ガーデンホテル 3
Nihonbashi Premier

COREDO 室町 2

三溪洞

〒
Post Office

91

カメラの
キタムラ

中央通り Chuo Ave

Edo Ave

COREDO
室町 3

室町砂場

90 6F 秀山堂画廊

日本橋三井タワー
Nihonbashi
Mitsui Tower

地方
銀行

大熊美術会館

94 井上オリエンタルアート
6

十六銀行
Jyuroku Bank

かみ屋

8

日本橋室町 Bay Hotel
Nihonbashi Muromachi
Bay Hotel

昭和通り

工事中
under
construction
東急ステイ日本橋
Tokyu Stay Nihombashi

Showa Ave

ドーミーイン PREMIUM
東京小伝馬町
dormy inn PREMIUM
Tokyo Kodenmacho

3

三井住友銀行
SMBC
三菱東京 UFJ
MUFJ Bank

十思スクエア
Jissi Square

4

小伝馬町駅

卍

5

Kodenmacho Sta.
2
1

古賀オール
Koga All

江戸通り

Edo Ave

〒
Post Office

95

〒
Post Office
橋本総業
Hashimoto
Sogyo

96 日本橋小伝馬町ギャラリー
宮喜
Miyaki

さわやか信用金庫
Sawayaka Shinkin
東横 INN 東京日本橋
Toyoko Inn
Tokyo Nihonbashi
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ア ン ケ ー ト に ご 協 力 く ださい
キリトリ

■ご来場日
■年代

■性別

□２3 日（木）

□２4 日（金）

□１０代

□２０代

□３０代

□６０代

□７０代

□８０代

□女性

□男性

□２5 日（金）
□４０代

□５０代

■東京アートアンティークは何で知りましたか？
□ DM 案内状

□ポスター

□インターネット検索
□新聞

□イベント会場

□インターネットの広告・記事

□雑誌（雑誌名

）

□知人

□その他（

）

■東京アートアンティークにお越しいただくのは何回目ですか？
□初めて

□２回目

□３回以上

■お住まいはどちらですか？
□東京都

□（

）道・府・県

■東京アートアンティークの印象を教えてください
□また来ようと思う

□美術品を購入してみたいと思った

□気に入った店が見つかった

□古美術店や画廊に入りやすくなった

□期待はずれだった
■パンフレット・マップについてお聞かせください
□便利

□どこを廻るか決めるのに役立った

□面白い記事があった（
□店舗を探しにくい

）
□読みにくい

□情報を増やしてほしい

■今回、特に探していたものがありましたら教えてください。

■こんな企画や特集があるといいな、と思うものがありましたら教えてください。

ご意見・ご要望・ご感想などございましたら裏面にご自由にお書きください
アンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました
お答えいただいた方に、粗品を贈呈いたします（※なくなり次第終了）

ホームページからも
アンケートの回答を
受け付けております。
75

ご感想・ご意見

ご協力ありがとうございました。

アン ケ ー ト 回 収 ボ ッ ク ス

設置店

加島美術
15
京橋駅

日本橋駅

中央通り
八重洲通り

鍛治橋通り

24 林田画廊

壺中居 81

古美術京橋 41

ギャラリー
こちゅうきょ
74
80 春風洞画廊

38 48 古美術 66
花徑 飯田好日堂
五月堂
76

94
井上オリエンタル
アート 日本橋
江戸通り

齋藤紫紅洞
繭山龍泉堂 26
45
こっとう通り

花筥 83

永代通り

18
翠波画廊

三渓洞
92
新日本橋駅

ホテルを お 探 し で す か ？

Looking for a Hotel?

【内幸町・有楽町・丸の内・八重洲エリア】
帝国ホテル東京
Imperial Hotel Tokyo

☎ 03-3504-1251

ザ・ペニンシュラ東京
The Peninsula Tokyo

☎ 03-6270-2888

パレスホテル東京
Palace Hotel Tokyo
☎ 03-3211-5211（代表）
丸ノ内ホテル
Marunouchi Hotel
☎ 03-3217-1111（代表）
ホテルメトロポリタン丸の内
Hotel Metropolitan Tokyo
Marunouchi
☎ 03-3211-2233（代表）
シャングリ・ラ ホテル 東京
Shangri-la Hotel Tokyo

☎ 03-6739-7888

東京ステーションホテル
The Tokyo Station Hotel
☎ 03-5220-1111（代表）
Four Seasons Hotel Tokyo
At Marunouchi

☎ 03-5222-7222

スーパーホテル Lohas 東京駅八重洲中央口
Super Hotel Lohas Tokyo-eki Yaesu Chuo ☎ 03-3241-9000
ホテルプレッソイン東京駅八重洲

Keio PressoInn Tokyo Staion Yaesu

☎ 03-3279-0202

八重洲ターミナルホテル
Yaesu Terminal Hotel

☎ 03-3281-3771

東横 INN 東京駅八重洲北口
☎ 03-6854-1045
Toyoko Inn Tokyo-eki Yaesu Kita-guchi

ホテル龍名館東京
Hotel Ryumeikan Tokyo
☎ 03-3271-0971
パールホテル八重洲
Pearl Hotels Yaesu

ダイワロイネットホテル銀座
Daiwa Roynet Hotel Ginza

☎ 03-5159-1380

ホテルサンルート銀座
Hotel Sunroute Ginza

☎ 03-5579-9733

【新富町エリア】
アパホテル〈新富町駅北〉
Apa Hotel Shintomicho-eki Kita

☎ 03-5117-2711

【京橋エリア】
コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション
☎ 03-5488-3923
Courtyard by Marriott Tokyo Station
三井ガーデンホテル京橋
Mitsui Garden Hotel Kyobashi

☎ 03-3231-3131

アパホテル〈銀座 京橋〉
Apa Hotel Ginza Kyobashi

☎ 03-5159-5311

ホテルアベスト銀座京橋
Hotel Abest Ginza Kyobashi

☎ 03-3563-9933

アパホテル〈銀座 宝町〉
Apa Hotel Ginza Takaracho

☎ 03-5524-3911

ホテルインターゲート東京 京橋
Hotel Intergate Tokyo Kyobashi

☎ 03-5524-2929

an/other TOKYO
(Opens in May)
レム東京 京橋
REMM Tokyo Kyobashi

☎ 03-6685-4123

相鉄フレッサイン東京京橋
Sotetsu Fresa Inn Tokyo Kyobashi

☎ 03-5250-2031

ファーストキャビン京橋
First Cabin Kyobashi

☎ 03-5159-4126

ダイワロイネットホテル東京京橋
☎ 03-5579-5850
Daiwa Roynet Hotel Tokyo Kyobashi
浦島館
Urashimakan

☎ 03-3563-0588

【日本橋エリア】
☎ 03-3246-8080

マンダリン オリエンタル 東京
Mandarin Oriental, Tokyo

☎ 03-3270-8800
( ホテル代表 )

三井ガーデンホテル日本橋プレミア
☎ 03-3270-1131
Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier

【銀座１丁目エリア】
ホテル ユニゾ 銀座一丁目
Hotel Unizo Tokyo Ginza-itchome

☎ 03-3562-8212

東京日本橋 BAY HOTEL
Tokyo Nihonbashi Bay Hotel

☎ 03-3548-3030

ホテルモントレ銀座
Hotel Monterey Ginza

☎ 03-3544-7111

東急ステイ日本橋
Tokyu Stay Nihombashi

☎ 03-3231-0109

メルキュールホテル銀座東京
Mercure Tokyo Ginza

☎ 03-4335-1111

ホテルモントレ ラ・スール ギンザ
Hotel Monterey La Soeur

☎ 03-3562-7111

ザ・スクエアホテル銀座
the square hotel GINZA

☎ 03-3544-6811

日本橋室町 BAY HOTEL
Nihonbashi Muromachi Bay Hotel

☎ 03-3242-2777
神田ステーションホテル
Kanda Station Hotel

☎ 03-3256-3221
（代表）
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TAA 特集・寄稿バックナンバー
Tokyo Art & Antiques Articles Backnumbers
東京アートアンティークのウェブサイトでは、
今まで冊子でも掲載してきた記事や様々な方からいただいた
エッセイを掲載しています。
また、店主インタビューもご覧いただけます。

79

参加店 INDEX
（名称の「古美術」または「ギャラリー」を除いた五十音順）

80

アートスペース繭 …… p.30

三溪洞 …… p.60

松森美術 …… p.43

飯田好日堂 …… p.48

Sansiao Gallery …… p.53

繭山龍泉堂 …… p.4, 5, 32

池内美術 …… p.33

作家もの陶器 三和堂 …… p.54

ギャラリーマリ…… p.47

一番星画廊…… p.51

四季彩舎 …… p.34

丸善 日本橋店 ３階ギャラリー …… p.20

古美術いづみ …… p.38

紫鴻画廊…… p.53

水戸忠 …… P.58

井上オリエンタルアート 京橋店 …… p.42

不忍画廊 …… p.11, 56

古美術 無門 …… p.37

井上オリエンタルアート日本橋 …… p.61

柴田悦子画廊 …… p.4, 5, 22

古美術 明成 …… p.33

上原永山堂…… p.58

しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん …… p.41

メゾンドネコ …… p.44

宇野商店 …… p.27

古美術 清水 …… p.48

木雞 …… p.11, 14, 44

浦上蒼穹堂 …… p.52

下井美術 …… p.49

森田画廊 …… p.25

江戸仕覆 起秀 …… p.4, 5, 60

秀山堂画廊 …… p.59

GALERIE YUHEI SAKAMOTO … p.57

エトワール画廊 …… p.31

春風洞画廊 …… p.55

海老屋美術店 …… p.59

古美術 祥雲 … p.21

TOMOHIKO YOSHINO GALLERY |
吉野美術 … p.11, 40

大熊美術 …… p.61

シルバーシェル …… p.40

古美術 大谷 …… p.48

翠波画廊 …… p.11, 14, 28

小川商店 …… p.29

鈴木美術画廊 …… p.23

オリエント考古美術・太陽 …… p.33

青古堂 …… p.46

古美術 花徑 …… p.11, 41

ギャラリーセラー …… p.29

加島美術 …… p.27

古美術 草友舎 …… p.48

嘉盛堂 …… p.43

千代春画廊 …… p.42

かどまつ誠心堂 …… p.13, 14, 34

つつみ美術 …… p.46

金井画廊 …… p.39

古美術 天宝堂…… p.58

かみ屋 …… p.62

古美術 東湖堂 …… p.51

河井汲古堂 …… p.23

中長小西 …… p.24

獺画廊 …… p.26

古美術 奈々八 …… p.11, 29

古美術 川﨑 …… p.11, 25

日本橋小伝馬町ギャラリー…… p.62

吉平美術店 …… p.37

白銅鞮画廊 …… p.50

古美術 京橋 …… p.38

長谷宝満堂 …… p.23

去来 …… p.11, 45

古美術 花からくさ …… p.50

孔雀画廊 …… p.11, 13, 14, 30

花筥 -HANABAKO- …… p.13, 56

古美術 黒川 …… p.28

林田画廊 …… p.31

ギャラリーぐんじ …… p.26

平野古陶軒…… p.36

薫匠堂 …… p.43

風招 …… p.45

五月堂 …… p.37

古美術 藤島 …… p.49

ギャラリーこちゅうきょ …… p.52

藤美術 …… p.21

壺中居 …… p.55

ギャルリーフロレゾン…… p.32

骨董の店 甲斐 …… p.36

古美術 木瓜 …… p.46

齋藤紫紅洞 …… p.39

前坂晴天堂 …… p.11, 14, 54

酒井京清堂 …… p.35

MATSUDA Art & Antiques …… p.37

古美術 ささき …… p.24

松本松栄堂 東京オフィス …… p.57

GALLERY 麟 …… p.35
古美術 凛 …… p.33
ルカスカンジナビア…… p.13, 14, 22
渡邊三方堂 …… p.20
古美術 侘助 …… p.14, 47

GALLERY INDEX
Ancient Art Taiyo Ltd. …… p.33

Kottounomise Kai …… p.36

art kawasaki …… p.11, 25

kujaku gallery …… p.11, 13, 14, 30

antique shop Wabisuke …… p.14, 47

Kyorai …… p.11, 45

Artspace MAYU …… p.30

Luca Scandinavia …… p.13, 14, 22

Antiquary Boke …… p.46

Maison de neko …… p.44

Chinese antique Otani …… p.48

Maruzen, Nihonbashi, 3rd Floor Gallery …… p.20

Chiyoharu gallery …… p.42

MATSUDA Art & Antiques …… p.37

Ebiya Art …… p.59

Matsumori-Arts …… p.43

FUJI ANTIQUES …… p.21

Matsumoto Shoeido Tokyo Ofﬁce …… p.57

Fu-shou …… p.45

MAYUYAMA & CO.,LTD. …… p.4, 5, 32

GALERIE YUHEI SAKAMOTO …… p.57

Meisei Antiques Asian Ceramics & Art …… p.33

GALERIE ETOILE …… p.31

MITOCHU …… p.58

Galerie Floraison …… p.32

MOKKEI Co.,Ltd. …… p.11, 14, 44

GALLERY CELLAR …… p.29

MORITA GALLERY …… P.25

Gallery Gunji Co.,Ltd …… p.26

Mumon …… p.37

Gallery Hakudohtei …… p.50

NAKACHO KONISHI …… p.24

Gallery Ichibanboshi …… p.51

NANAYA …… p.11, 29

GALLERY IZUMI …… p.38

Nihonbashi Kodenmacho gallery …… p.62

Gallery KANAI …… p.39

OGAWA CO., LTD. …… p.29

Gallery KOCHUKYO Co.,Ltd. …… p.52

OKUMA GALLERY …… p.61

Gallery MARI …… p.47

Oriental Art Kunsyodo …… p.43

GALLERY RIN …… p.35

Oriental Antiques Gallery Maesaka Seitendo … p.11, 14, 54

Gallery SUIHA …… p.11, 14, 28

Oriental Art Seikodo …… p.46

GALLERY SYUUZANDOU …… p.59

Oriental Art Tenpo-Do …… p.58

Gogatsudo …… p.37

ORIENTAL ART TOKO-DO …… p.51

HANAKARAKUSA …… p.50

Rin Art …… p.33

Hayashida Gallery …… p.31

SAITO SHIKODO …… p.39

HIRANO KOTOKEN …… p.36

Sakai Kyouseido …… p.35

Houmando ltd, …… p.23

Sankeido Ltd. …… p.60

Iidakojitsudo …… p.48

Sansiao Gallery …… p.53

IKEUCHI FINE ART CO.,LTD. …… p.33

SANWADO …… p.54

INOUE ORIENTAL ART Nihonbashi …… p.61

Shibata Etsuko Gallery …… p.4, 5, 22

INOUYE oriental art Ltd. …… p.42

Shibuya kurodatoen/Rokeian …… p.41
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