2017

4.14 fri - 4.15 sat
初心者だから

チャレンジ！チャリティ入札会
ご自由に
お持ちく
だ さ い
F R E E

北原照久氏 寄稿

「街の様子は変わっても、
“温かさ”が残る京橋のまち」
特集

ア ー ト

生活の中に豊かさを
ワンランク上のおもてなし
コラム

プチっとアート鑑賞マナー講座

行きたいギャラリーが見つかる！

絵画

動物

w w w.tok yo a r t a ntiq ue s.c om

2017 年 4 月 14 日 ( 金 ) 15 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

「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。

2017 4.14(fri) 15(sat)
Open during gallery hours.
Free addmission

"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

イベントスケジュール
Event Schedule

14 日（金）
14:00 〜

《ギャラリートーク》渡邊木版美術画舗・ 三代目 渡邊章一郎
Gallery Talk by Shoichiro Watanabe from S. Watanabe Color Print Co.,
会場

15:00 〜

A

丸善 日本橋店 ３階ギャラリー
Maruzen, Nihonbashi, 3rd Floor Gallery

《ギャラリートーク》川島公之『 紀元前 —古代中国の美— 』
Gallery Talk by Tadashi Kawashima “Chinese Arts of Pre-era”
会場

19:00 〜

25 繭山龍泉堂 MAYUYAMA & CO.,LTD

京橋エドグラン スペシャルトークイベント
北原照久氏 『コレクションの愉しみ』
KYOBASHI EDOGRAND -Special Talk Eventby Mr. Teruhisa Kitahara
会場

京橋エドグラン KYOBASHI EDOGRAND（p.57）

15 日（金）
14:00 〜

《ギャラリートーク》渡邊木版美術画舗・ 三代目 渡邊章一郎
Gallery Talk by Shoichiro Watanabe from S. Watanabe Color Print Co.,
会場

13:00 〜

A

丸善 日本橋店 ３階ギャラリー
Maruzen, Nihonbashi, 3rd Floor Gallery

京橋エドグラン スペシャルトークイベント
永井龍之介氏・阿藤芳樹氏
KYOBASHI EDOGRAND -Special Talk Eventby Mr. Ryunosuke Nagai and Mr. Yoshiki Ato
会場

3 月上旬より
www.shouun.co.jp
に掲載

京橋エドグラン KYOBASHI EDOGRAND（p.57）

花人

川瀬敏郎氏レクチャー「古器 − 選ぶ・生ける」

Toshiro Kawase lecture "Ancient Vessels - Selecting and Arranging"
会場

03 祥雲 Shouun Oriental Art

3

企画展目次

Exhibition Index

古美術・茶道具

Antiques / Tea Ceremony Utensils

近・現代の漆蒔絵と江戸絵画の神髄展 …… 02 藤美術
「Orient Occident / 花」日本古代の器、銅器・漆、諸国の古美術品 …… 03 祥雲
古染付五寸皿展

Fifty Go-sun Kosometsuke Dishes …… 11 古美術 川﨑

美術品展示販売会「美祭 -BISAI-」Sales Exhibition of Japanese Art -BISAI- …… 13 加島美術
モノクロ－ムの世界

The Monochrome Principle …… 14 大聖寺屋
Chinese Arts of Pre-era …… 25 繭山龍泉堂

紀元前 —古代中国の美—

使って楽しむ酒器、茶碗、花器展 …… 34 骨董の店
古陶磁精選展

甲斐

Fine ceramics of The East Asia …… 37 古美術 京橋

古伊万里食器破格セール

Old Imari Tableware Special Sale …… 38 古美術いづみ

金工の茶道具展 …… 41 齋藤紫紅洞
江戸時代の漆芸展 …… 42 飯沼緑心堂
野の花のための花器展 …… 43 古美術 花徑
大藝術家

北大路魯山人展

Exhibition of Kitaoji Rosanjin …… 44 しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん

喜 寿のうつわ七十 七の七寸皿 七十 七撰七十 七趣～明古染付七寸皿を蒐める Seventy Seven of
Seven-sun Size Kosometsuke Dishes …… 45 井上オリエンタルアート 京橋店
Animals & Birds …… 53 去来
Life on this planet …… 54 木雞
古美術に見る動物たち , 谷中安規

版画展 …… 56 風招

「ー古陶磁を愉しむ Ⅷー」…… 59 つつみ美術
景色のよいもの …… 63 古美術 草友舎
樂歴代名碗展

Best Raku Ware Exhibition …… 65 下井美術

竹と木いろいろ …… 66 古美術 藤島
色とりどりの鳥たち …… 67 飯田好日堂
日本の古窯展 …… 69 古美術 東湖堂
北斎と南京赤絵 Hokusai and Chinese Late Ming porcelain with overglaze enamels (Nankinakae) …… 72 浦上蒼穹堂
普段使いの古伊万里展

Ko-Imari for Everyday Use …… 73 前坂晴天堂

古美術との出会い −盒− ENCOUNTER WITH ANTIQUES, 新宮さやか展
EXHIBITION …… 76 壺中居

SHINGU SAYAKA SOLO

袱紗展 100 Original Fukusas made by Valuable Antique cloths: Chintz of India, Persia and
more …… 77 花筥 -HANABAKO禅林墨蹟 展

Zen paintings …… 79 古美術 天宝堂

春 季 企 画 展「 初 期 伊 万 里 ～ようこそ、 最 初 の 染 付 ～」 Spring Exhibition 'Early Imari Ware' Welcome to The Beginning of Japanese Blue & White- …… 83 井上オリエンタルアート
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Exhibition Index

近・現代工芸
八木一夫

企画展目次

Modern / Contemporary Craft

ー 今野コレクション ー

Yagi Kazuo

- Konno Collection - …… 07 中長小西

吉川千香子 作陶展 …… 19 アートスペース繭
器とハナスミ（花炭） Pottery With HANASUMI（flower charcoal）…… 32 GALLERY 麟
−古代オリエントを身にまとう− ジュエリー作品展 …… 61 ギャラリーマリ
KINO Satoshi Exhibition …… 71 ギャラリーこちゅうきょ

木野智史展

Sake cups by Shiro Tsujimura …… 84 KAMIYA ART

辻村史朗 酒器展

近代絵画・現代美術

Modern Paintings / Contemporary Art

―新版画の美・没後 60 年― 川瀬巴水木版画展 Kawase Hasui Wood Print Exhibition …
… A 丸善 日本橋店 ３階ギャラリー
第２０回

木の会

新作展 …… 06 鈴木美術画廊

没後 40 年中村正義展

The sense of touch x sight …… 10 万画廊

触覚 × 視覚
第 22 回
朴 斗英

Masayoshi Nakamura Exhibition …… 09 森田画廊

彩樹会

No.22 Saiju-kai Exhibition …… 12 彩鳳堂画廊

パク・ドゥヨン

個展

Park Doo-Young Solo Exhibition …… 15 ギャラリーセラー

武田裕子 / 四宮義俊２人展 Hiroko Takeda Yoshitoshi Shinomiya Exhibition …
… 16 アートスペース羅針盤
ギィ・デサップ絵画展

Guy Dessapt Exhibition …… 17 翠波画廊

木之庄企畫コレクション展
神木佐知子

動不変展

The Collection of KINOSHOKIKAKU …… 21 木之庄企畫

Sachiko Kamiki Exhibition …… 22 孔雀画廊

文化庁新進芸術家海外研修成果報告作品展示「－ベンガル派に学ぶ－
片口 昇 展

－在るがままの世界を求めて－

新恵美佐子展」…… 23 林田画廊

Noboru Kataguchi Exhibition …… 24 エトワール画廊

♡ Animals …… 28 四季彩舎
SM という猫
中尾成新作展
徐承元展

cats the size of SM …… 33 Gallery Seek
AKIRA NAKAO EXHIBITION …… 40 金井画廊

Suh Seung-Won solo exhibition …… 46 ギャラリー戸村

笹本正明特集

Masaaki Sasamoto exhibition …… 48 千代春画廊

Life on this planet …… 55 メゾンドネコ
野田弘志展 …… 70 一番星画廊
森本純展

Jun Morimoto Solo Exhibition …… 75 春風洞画廊
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東京 アート アンティーク 2017 特別企画

チャリティ入札会
Tokyo Art & Antiques 2017 Charity Auction
美術品の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、より来場者の楽しみ方を増やしたいという思いから、初めての方で
も気軽に体験できるチャリティ入札会を企画いたしました。また、落札金額の一部を慈善団体へ寄
付することも目的の一つです。※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。
ちょっといつもと違うワクワク、ドキドキを体験してみませんか？

参加方法
３月中旬より、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：2017 年４月 14 日（金）

※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：2017 年４月 15 日（土）

※店舗により 16 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
17 翠波画廊

藤田嗣治「魅せられし河：サン・フィリップ教会」
（1951 年 銅版画）

祥雲

縄文土器

03

東京スクエア
ガーデン

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

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

IDC
大塚家具
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

読売中央
公論社

鍛治橋通り

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

こっとう通り
桃六

相鉄
フレッサイン

昭和通り

古美術 川﨑

どうぞお楽しみに

京橋
プラザ

11

アートスペース繭

鳥 インド コンド族 真鍮置物
( 脱漏法によるもの )120 年前

53 去来

不動明王摺仏東寺伝来
ルリスタン青銅靴形飾り金具
縄文土器陶片

北山美術店

酒器その他数々 52

東京スクエア
ガーデン

京橋駅

54

木雞

丸善 日本橋店

中央通り

中央通り

宝くじ
ドリーム館

読売中央
公論社

相鉄
フレッサイン

日本橋髙島屋

HSBC
東京本店

鍛治橋通り

こっとう通り

古美術 奈々八

どうぞお楽しみに

どうぞお楽しみに

コートヤード・バイ・
マリオット
東京ステーション

八重洲通り

東京国立
近代美術館
フィルム
センター

京橋エドグラン
明治屋

20

19

桃六

昭和通り

43

古美術 花徑
唐時代白釉犬

59

つつみ美術

どうぞお楽しみに

73

前坂晴天堂

どうぞお楽しみに
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入場無料

京橋エドグラン スペシャルトークイベント
KYOBASHI EDOGRAND -Special Talk Event2016 年 11月にオープンした京橋エドグラン。地域との密接な関わり、
文化貢献にも力を入れている施設として誕生しました。今回、東京
アート アンティークの期間に合わせて京橋エドグランでは、テレ
ビでもお馴染みの北原照久氏、永井龍之介氏、阿藤芳樹氏を迎え、
トークイベントを催します。コレクターとしての想い、美術商の裏話
など、どんな話が展開するでしょう！質問タイムもあります！

会場：京橋エドグラン ３階ラウンジ
会場住所：東京都中央区京橋 2-2-1

地図 p.57

お申し込み不要。直接ご来場ください。＊立ち見となる場合がございます。

４ 月 1 4 日 （ 金 ） 1 9 : 0 0 〜 （18:30

受付開始）

北原照久氏 「コレクションの愉しみ」

株式会社トーイズ代表取締役・横浜ブリキのおもちゃ博物館館長
1948 年東京・京橋生まれ。ブリキのおもちゃコレクターの第一人者として世界的に
知られている。骨董品店が多い京橋で、幼少期よりアンティークに親しむ。1986 年
4 月、横浜山手に「ブリキのおもちゃ博物館」を開館。現在、テレビ東京「開運！な
んでも鑑定団」に鑑定士として出演、全国各地の講演会、トークショー等でも活躍中。

４ 月 1 5 日 （ 土 ） 1 3 : 0 0 〜 （12:30
永井龍之介氏

受付開始）

13:00 〜 13:45

永井画廊 代表取締役。

1956 年東京生れ。近・現代洋画、日本画を専門とし、特に無名、若手作家の展覧
会を多数開催。発掘、発信に努める。国立西洋美術館をはじめ全国各公立美術館へ
の納品、
「軽井沢千住博美術館」
（２０１１年開館）設立に関わり、テレビ出演や講演
会も多数。著書「知識ゼロからの名画入門」
（幻冬舎）

阿藤芳樹氏

14:00 〜 14:45

株式会社 阿藤ギャリー 代表取締役社長
1954 年東京生れ。1975 年に東京、南青山骨董通りの株式会社 阿藤ギャリー入社。
以来、日本における西洋アンティーク業者の草分けとして、ヨーロッパでの買付、輸入、
国内での啓蒙、販売に活躍。1992 年に代表取締役社長に就任。2004 年〜 2016
年までテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」のレギュラー鑑定士として活躍。
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街の様子は変わっても、“ 温かさ ” が残る京橋のまち
北原照久（株式会社トーイズ代表取締役・横浜ブリキのおもちゃ博物館館長）
僕は京橋生まれ、京橋育ちです。生まれてから

した。これから時代が流れても、今までのように

結婚して家を出るまで……30 年近く住んでいま

“ 京橋の温かさ ” は連綿と街に受け継がれていく

した。実家はスポーツ用品店と喫茶店。小学生時

と信じています。

代からずっと買い物のお手伝いをしていますか
ら、街のことはくまなく知っています。
京橋には当時から骨董品屋さん、アンティーク
ショップも多く、僕はそういうお店に入っては、
珍しいものを見せてもらっていたんです。なかで
も『古典屋』というお店によく遊びに行っていた

古いもの、伝統をとても大切にしている街であ
り、同時に新しいものも受け入れ、未来も大切に
する街だと思います。
誰かがではなく、街全体が新旧を上手く共存さ
せているようです。
京橋はまさに歴史と未来の交差点。

のですが、鳥カゴの時計、目玉時計、古いレコー

そんな京橋に、昨年 11 月、再開発によって京

ドなど、看板には生活骨董とあり、今でいうリサ

橋エドグランが誕生しました。京橋の魅力を受け

イクルショップのはしりですね。その他にも、京

継ぎながら新たな賑わいが生まれるまちづくりを

橋には骨董店、ギャラリーなどがたくさんあり、

行っています。実は僕のコレクションの一部も地

子ども時代の僕に様々な文化を教えてくれた気が

下とエレベーターホールのショーケースに展示し

します。

ています。３～４月には、ミニチュアコレクショ

結果的に “ ほんものを見る目 ” を育ててくれ
た。そんな場所です。
1950 ～ 1960 年代のことを少し話すと、京橋
から富士山が見えていたんです。東京駅から遠く、

ンを展示します。複数の作家の作品は、どれも細
部までこだわった作りで見応え充分。期待してく
ださい。
今回、東京 アート アンティークのイベントで、

夕日に輝く山影の美しさは今も目に焼き付いてい

１４日（土）１９時から「コレクションの愉し

ます。汽車のための石炭置場があったり、小学生

み」と題して僕が話し、１５日１３時から１３時

が伝書鳩を飼っていたり、都電が走っていたり、

４５分まで鑑定団でおなじみの洋画の永井龍之介

そんな時代もあったんですよ。

先生、引き続き１４時から１４時４５分までは西

街が変貌したのは「東京オリンピック」（1964

洋アンティークの阿藤芳樹先生がトークをしてく

年）あたりから。鉄筋のビルが立ち並び、小さな

ださいます。またその後はお二人同時に登壇頂き、

商店が姿を消し、ビジネス街へと変わっていきま

ご参加の皆様からの質問にも答えていただくよう

した。でも、京橋が特別だと感じるのは、時間の

な時間も作っています。楽しみにしてください。

流れがどこかのんびりしている、ということ。こ

これから京橋が中心となってさまざまな情報を

れはこの土地の持つ性格なのかもしれません。
近隣の街から京橋にくると、ホッとするような
感覚を覚えるはずですよ。街に勢いがあるのに、

発信することも増えるでしょう。僕の故郷でもあ
る京橋に興味を持ってくださったら、ぜひ足をお
運びください。

人に温かさがある、義理と人情が色濃く残ってい
ると感じます。僕は戦後復興期、高度経済成長、
バブル崩壊と、激変の時代を京橋で過ごしまし
た。そんな時代でも、街には “ 温かさ ” が残りま
9

B o o k s to r e s

参加店 - 書店

―新版画の美・没後 60 年―
川瀬巴水木版画展
Kawase Hasui Wood Print Exhibition

（※最終日は 17 時閉場）
4 月 12 日（水）- 4 月 18 日（火）
郷愁の日本風景を描いた最後の浮世絵師・川瀬巴水。近年人気
上昇中で、良質な作品が入手困難になりました。このたび世界中
から集められた作品の中から版元・渡邊版画店の目で厳選され
た 30 点余りの初期摺り版画と、在庫僅少となりました平成の後
摺り版画を展示即売いたします。初期摺りの中には貴重な大正期
の作品も含まれています。詳しくは、3 月末以降に渡邊木版美術
画舗ホームページ http://hangasw.com/ をご覧ください。

EVENT

《ギャラリートーク》渡邊木版美術画舗・三代目 渡邊章一郎
4 月 14 日（金）・４月１5 日（土）両日 14：00 ～ 無料
Gallery Talk by Shoichiro Watanabe from S. Watanabe Color Print Co., 4/14 and 4/15, both days from 2pm, Free

A 丸善 日本橋店 ３階ギャラリー

川瀬巴水

Maruzen, Nihonbashi, 3rd Floor Gallery

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

東京二十景

馬込の月 昭和 5 年作

English 古 茶 書 工 近 現

Art MapB 2-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。
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.

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。
売り物でないものを展示している場合や、コレク

01 渡邊三方堂

ターにお願いして展示しているもの、色々な事情

11:00-18:00 銀座 2-4-1 銀樂ビル 4 階
Ginraku bldg. 4F, 2-4-1 Ginza ☎ 03-3567-8382
FAX.03-3567-8382 mobile: 090-8770-4352

配慮が必要だったりするので、マナーとして一言こ

WATANABE-SANPODO & Co.,LTD.

English 古

Art MapA 1-A

があります。そういったものは、持ち主に対する
とわりを入れるのが大切ですね。

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

近・現代の漆蒔絵と江戸絵画の神髄展
4 月 13 日（木）- 4 月 16 日（日）

展示する工芸品は市井の名工による明治～昭和期の隠れた名作
ぞろい。いつの時代も色褪せない「Ａ級〈永久〉デザイン」です。
また、江戸時代の絵画はそれを見た瞬間から夜眠りに就くまで
一日中幸福感に浸れるような心温まる作品から、伝統的な技法
を忠実に守った繊細なタッチによる作品まで豊富にございます。
当店店主によるユニークなチョイスをお楽しみください。
“Exhibiting
obscure
lacquer gold makies
that you can feel those
design can be accepted today from Meiji,
Taisho, and Showa period”. We are exhibiting paintings that have
warmth like you can
feel happy all day you
saw it and crafts made
by traditional delicate
techniques.

蒔絵漆

百昆虫文様提げ四段重箱

02 藤美術

FUJI ANTIQUES

11:00-19:00 銀座 1-4-4 ギンザ 104 ビル 2 階
GInza104 bldg, 2F, 1-4-4 GInza
☎ 03-6263-0953
お多福鶴吉祥図

河鍋暁斎筆

English

古 書 工

Art MapA 1-A

03
Art MapA 1-A
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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。

チャリティ入札会
Charity Auction

Galleries Ginza

主に明治時代に製作された金工・七宝・蒔絵・印籠・京薩摩・
牙彫・根付などを取り扱っています。当時大部分が欧米
へ輸出され、目にする機会がありませんでしたが、近年
里帰りを果たし精緻な美しさが注目を集めています。
We exhibit art crafts with splendid techniques that
were extremely popular in the West around the Meiji era. We have metalwork, cloisonne, lacquer, inro,
Kyo-Satsuma pottery, ivory ornament, netsuke, etc.

04 長谷宝満堂

Houmando ltd,

10:30-18:00 土曜 (sat)11:00-18:00 銀座 1-9-1
1-9-1 Ginza ☎ 03-3561-6697 FAX.03-3561-5831
English

第２０回

古 工

木の会

Art MapA 2-B

新作展

4 月 14 日（金）- 4 月 27 日（木）

参加店 - 銀座

２０世紀に作られた北欧のヴィンテージ家具や照明な
どを現地にて買い付けております。北欧はヴァイキン
グの名残か海運業が強く、古くから南方などから良質
な木材を集めていました。現在は伐採規制された材
種が使われた家具も多く、現代の空間に映えることも
あり世界的に人気を集めています。

05 ルカスカンジナビア

Luca Scandinavia

12:00-19:00 銀座 1-9-6 / 1-9-6 Ginza
☎ 03-3535-3235 FAX.03-3535-3236
English

工 近 現 洋

Art MapA 2-A

茶道具、書画、工芸品、蒔絵。
呈茶をいたしております。
（無料）

出品作家：猪爪彦一、大場再生、塚本聰、鍋島正一、
三浦明範、湯山俊久 各３点出品

06 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

書 工 近 現

Art MapA 3-A

08 古美術 ささき

kobijutsu sasaki

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

古 茶 書 工 近 現 洋

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

Art MapA 3-A
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参加店 - 銀座

Ga l l er ies G i n z a

八木一夫
ー 今野コレクション ー

Yagi Kazuo - Konno Collection 4 月 14 日（金）- 4 月 22 日（土）

八木一夫の 作品に魅了され、初期オブ
ジェから日常愛用した器まで、自宅の一
部屋を宝物箱のように八木一夫作品で埋
め尽くしていた今野成氏の、永年未公開
だったコレクションを一同に展観。
This is the special exhibition for the
collection by Mr. Konno Shigeru,
which was unpublished for a long
time. He treasured works of Yagi Kazuo. And he filled his room with early
objects, vase and dishes etc of Yagi Kazuo. Please take a look at this precious
collection.

07 中長小西

NAKACHO KONISHI ARTS

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

English 古

書 工 近 現

没後 40 年中村正義展

Masayoshi Nakamura Exhibition
4 月 4 日（火）- 4 月 22 日（土）
日曜・祝日は休み 11:00 - 18:30
Closed on sunday and holiday

1924 年愛知県豊橋に生まれ、22 歳で中村岳陵に師
事し日展に入 選その後特選を２回受賞し 36 歳で 審
査員となりますが翌年日展を脱退。その後、人人展、
東京展を結成します。
強烈な個性、旺盛な作品制作で時代を駆け抜け 1977
年肺がんで永眠（52 歳）正義の没後４０年となる今年、
追悼展をいたします。
（協力：中村正義の美術館）

09 森田画廊

MORITA GALLERY

11:00-18:30 銀座 1-16-5 銀座三田ビル 2F
2F Ginza Mita bldg., 1-16-5 Ginza
☎ 03-3563-5935 FAX.03-3563-5936

近 現

14

Art MapA 3-B

中村正義「花」

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 3-B

Galleries Ginza

参加店 - 銀座

触覚 × 視覚

The sense of touch x sight

4 月 14 日（金）- 4 月 23 日（日）＊会期中無休
陶作家・中村公之と平面作家・松本侑也の二人展。
中村公之は陶土というプリミティブな素材で触覚的
なオブジェや手収まりが心地よい器を制作していま
す。イタリア・ファエンツア国立陶芸学校に学び、自
由でダイナミックな創造性と日本人としてのナイーブ
な造形は国内外で評価されています。
松本侑也はペンや墨を素材に使い、都市もしくは町
をモチーフに現在から未来思考のカタチを描いてい
ます。素材から紡ぎだされる無数の線は、視覚を最大限に生かした平
面作品といえます。都市のもつノイズや建物の形といったその線は、決
して感傷的なものでなくむしろ製図のような機械的な秩序を感じます。
触覚と視覚から生みだされた作品をご堪能ください。
Two man exhibition show of a ceramic artist Masayuki Nakamura
and artist Yuya Matsumoto.

10 万画廊
現

古染付五寸皿展

Art MapA 4-B

Yorozu Gallery

11:00-18:30 銀座 1-23-2 GINZA 上野ビル 1F
1F GINZA Ueno Bldg. 1-23-2 Ginza
☎ 03-5250-3667 FAX.03-5250-3667

Fifty Go-sun Kosometsuke Dishes

4 月 14 日（金）- 4 月 19 日（水） 16 日（日）は休み

様々な絵付がある古染付の皿の中でも五寸皿
だけ 50 枚程集めました。 五寸とは１５ｃｍく
らいの大きさです。 鑑賞としても十分お楽し
み頂ける大きさですが、実際食卓で取り皿とし
てもちょうどいい大きさです。兎、虎、馬など
の人気のある動物文様から花鳥図や風景、幾
何学文様まで幅広く取り揃えております。
是非遊びにいらして下さい。
A collection of about 50 of Go-sun (about
15 cm) dishes of kosometsuke. Go-sun is a
size you can enjoy for admiring, and to be
used for your actual dining table. The collection is widely selected from various designs, such as rabbit, tiger, horse, flowers
and birds (Kacho-zu), landscape, and geometric. Please come and enjoy the admiring unique characters of each dish.
中国話 古 茶 書 工 洋

Art MapA 4-A

11 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

チャリティ入札会
Charity Auction
mobile:090-5960-3156

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

第 22 回

Ga l l er ies Kyo b a sh i

彩樹会

No.22 Saiju-kai Exhibition 4 月 12 日（水）- 4 月 28 日（金）
「彩樹会展」は 22 年前から開催している当画廊で
活躍する中堅、若手作家のグループ展です。写実作
家が多いですが、日本画作家も参加しており、それ
ぞれ作家が持っている技術を小品から中・大作にて
制作。作家たちの次の時代へのステップとなる展覧
会である事を願い、ご高覧賜りますようご案内申し
上げます。

【出品作家】安達 博文、石黒 賢一郎、稲垣 考二、
榎 俊幸、小尾 修、加藤 良造、川口 起美雄、塩谷 亮、
瀧下 和之、水野 暁
[Artists]Fumihiro Adachi, Kenichiro Ishiguro, Koji
Inagaki, Toshiyuki Enoki, Osamu Obi, Ryozo Kato,
Kimio Kawaguchi, Ryo Shiotani, Kazuyuki Takishita, Akira Mizuno

“Saki-ju Exhibition” is a group exhibition, which
has been held for 22 years, of mid and young artists active in our gallery. Many of them are realist
painter, but Nihonga artist are also participating,
and they are producing artworks by small and
medium/large pieces of works. We hope that as
an exhibition it will be a step to the next era of
these artists.

12 彩鳳堂画廊

Saihodo Gallery

10:00-19:00 京橋 3-3-10 第 1 下村ビル 2F
H2F Shimomura Daiichi Building, 3-3-10 Kyobashi
☎ 03-6262-0985 FAX.03-6214-0418
English

現

Art MapA 1-B

美術品展示販売会「美祭-BISAI-」
Sales Exhibition of Japanese Art -BISAI4月22日(土) - 5月7日(日)

加島美術は、美術品展示販売会「美祭-BISAI-」を4月22日（土）〜
5月 7日（日）の期間で開催します。現代的な雰囲気のギャラリー
と、伝統的な茶室を備えた和の空間に、中世から現代までの日本
画、洋画、墨 蹟等を展示します。( 東京アートアンティークの
期間中は、プレセールを行なっております。)
【2017年春の美祭のみどころ】
1. 特別展「伊藤若冲展」： 江戸絵 画の中でも圧 倒的な人気を誇
る伊藤若冲の作品を、一挙に7点、別会場にて展示します！
2. トークイベント： 禅の文化、禅の美術ついて芳澤勝弘氏（花園
大学国際禅学研究所教授）に、分かりやすくお話ししていただき
ます。4月23日（日）14時から
（ 要予約。応募多数の場合は抽選。）
3. 美祭カタログ進呈！： 作品掲載点数400点超のカタログを無
料で進呈致します。
（初めてお申し込みのお客様に限ります。）
最新の情報は、当ギャラリーウェブサイトをご覧ください。
http://www.kashima-arts.co.jp/

13 加島美術 KASHIMA ARTS

10:00〜18:00 京橋3-3-2 / 3-3-2 Kyobashi
☎03-3276-0700 Fax. 03-3276-0701
MapAA-10
1-B
Art Map
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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

モノクロ－ムの世界

The Monochrome Principle

4 月 10 日（月）- 4 月 15 日（土）
陶磁器においてモノクローム（単色釉）に対
する美意識が芽生えたのは遅くとも唐時代の
頃だと考えられます。この時期から褐釉、緑
釉、藍釉など色を使い分けた単色釉陶器が制
作され始めました。その後、形と色調の美し
さを追求したモノクロームは宋時代において
完成の域に達し、汝窯などの五大名窯をはじ
め様々な単色釉陶器を誕生させました。その
世界観は後の明・清時代にも受け継がれ、今
もなお陶芸家の模範の対象となっています。
Monochrome, in the sense of painting practised without multiple colours, appeared surprisingly early,
as part of the pure landscape genre that developed in the Tang and the beginning of the Song dynasties.
The Monochrome landscapes were founded solely on the rich palette of values inherent in the brushand-ink technique and first came to maturity in the Song era. Song potters created a new standard of
ceramics wares that for centuries to come was to serve not only as the paragon of Song aesthetics but
also as a model for ceramic perfection and excellence. This cornucopia of ceramic masterpieces still
inspires potters today.

14 大聖寺屋
11:00 ～ 18:00

English

Daishojiya

京橋 3-3-4 / 3-3-4 Kyobashi

☎ 03-3527-9628

朴 斗英

FAX.03-3527-9628

パク・ドゥヨン

Park Doo-Young Solo Exhibition
4 月 6 日（木）- 4 月 27 日（木）

古 茶

Art MapA 1-B

個展

1992 年、パク・ドゥヨンの作品は、
「理性の図解」から「実践」へ
と劇的な変化を遂げた。それまでの 10 数年にわたる理性や概念
の解体と再構築という作業から一転、作品は補色とストライプで
構成される単調な形態となった。それが実存の誤謬を克服し、価
値を具現する道だと信じたからである。単純が故に、作品の根底
にある強い意識の重層性が際立つ。1958 年韓国生まれ。本展では、
新作を中心に約 20 点を展示。日本での初個展である。
In 1992, the work of Park Doo-Young achieved a dramatic
change to “practice” from “rational illustration”. His works has
become monotonous form which consists of a complementary
color and stripes. It’s because he believed that that is the way to
conquer the error of existence and to embody the value. His
works looks simple. So consciousness of the nature of the work
is even multiple and conspicuous. About 20 works will be exhibited, which will be the artist’s first exhibition in Japan.

15 ギャラリーセラー

GALLERY CELLAR

12:00-18:00 京橋 3-3-4 森ビル B1 階 / Mori bldg. B1, 3-3-4 Kyobashi
☎ 03-6225-2466 FAX.03-6225-2467

English

近 現

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

Art MapA 1-B
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

武田裕子 / 四宮義俊２人展

Hiroko Takeda Yoshitoshi Shinomiya Exhibition

4 月 10 日（月）- 4 月 15 日（土） 11:00-19:00 ※最終日 17:00 まで
梅の枝をくり返し描いてい
る武田裕子。
「写生をしてい
て枝振りや花の形に惹かれ
るのはもちろんですが、記
号のように見える時もあり、
また花が 空間に散らばって
視界を埋め尽くしているよう
に感じる時もあります。」と
語り、ポーラ美術振興財団
在外研 修員として中国で学
四宮義俊
んだ水墨の技法を取り入れ
た新作を発表する。アトリ
エから見える早朝の植物を丹念に描いた四宮義俊。徳川昭武の邸宅で
ある戸定邸にて展示された緑のシリーズの新作を発表する。2 人は東京
藝術大学大学院でそれぞれ保存修復と日本画を専攻し、博士号を取得。
類い稀な筆力の 2 人が秀逸な作品群で各々の世界観を披露する２人展。

16 アートスペース羅針盤

Art Space Rashinban

武田裕子「あわゆき」

11:00-19:00 最終日 (Last day) 11:00-17:00 京橋 3-5-3 京栄ビル 2F
2F Kyoei bldg., 3-5-3 Kyobashi ☎ 03-3538-0160 FAX.03-3538-0160

English 現

Art MapA 2-B

ギィ・デサップ絵画展
Guy Dessapt Exhibition
4 月 3 日（月）- 4 月 15 日（土）

現代フランス画壇を代表する画家ギィ・デサップ。
独自の点描技法で描き、" 現代の印象派 " と呼ば
れ世界中で多くのファンを獲得しています。情感
をもって描かれる風景画の数々は、繊細で温か
く、ひとときの小旅行へと誘います。ヨーロッパ、
日本での人気も高く、毎年全国の百貨店での来
日展は好評を博しています。当画廊ではデサップ
選りすぐりの油彩画を集め展示いたします。パリ
やベニス、ニューヨークなどの美しい風景を写し
取った、静謐で詩情あふれるデサップの世界を
お楽しみください。

ギィ・デサップ「パリ、ラ・バスティーユ」（油彩 10 号）

17 翠波画廊

Gallery SUIHA

10:00-18:00（日曜休廊）
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
チャリティ入札会
Charity Auction
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English

近 現

Art MapA 3-B

Guy Dessapt, as a “Modern Impressionists” is
highly prized by art connoisseurs worldwide.
His original technique of pointillism creates a
rich matiere and brilliant sense of color. We
will hold his solo-exhibition featuring an outstanding selection of works depicting the
town scenes and landscapes in Paris, Venice
and New York.

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

中国の古美術品を中心に、日本の古美術品、茶道具
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。

繊細で優美、小品でも力のあるものをと心掛け努力し
ております。

18 小川商店

20 古美術 奈々八

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

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 FAX.03-3561-8118

Art MapA 3-B

English

古 茶 書

チャリティ入札会
Charity Auction

Art MapA 3-B

吉川千香子 作陶展

4 月 6 日（木）- 4 月 15 日（土）
ユニークな作品で人気の高い吉川千香子の陶芸展。陶を素材と
した彫刻的表現は " 用 " の枠をこえて自由闊達、愛らしくユーモ
ラスで沢山のファ
ンがいます。パリ、
ベ ル ギ ーなど海
外で の 活 躍 も多
数 で す。 今 回 の
企 画 で は 吉川千
香 子 的 表 現の厨
子や小さな仏像、
思わずニッコリし
てしまうような愛
らしい 器 なども
多数並びます。

19 アートスペース繭

ARTSPACE MAYU

11:00-19:00 京橋 3-7-10 / 3-7-10 Kyobashi
☎ 03-3561-8225 FAX.03-3561-8225

English

古 工 近

Art MapA 3-B

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

チャリティ入札会
Charity Auction
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

木之庄企畫コレクション展

The Collection of KINOSHOKIKAKU
4 月 14 日（金）- 4 月 21 日（金）

木之庄企畫は世界に通じる若き有望なアーティスト達の
発掘に力を注ぐプライマリーギャラリーとして、実直に
“ 描く ” という行為に重きを置く作家を中心に据え活動
しています。祈りがあること。詩情があること。深く己
の世界を掘り下げていること。この３点を満たす作品を
所属作家は制作しています。
今回は、3 月 13 日〜 24 日に当ギャラリーで開催の「鶴
川勝一 朔 SAKU」個展の鶴川勝一を含む１０名の作家
の作品をご紹介いたします。
【出品作家】小谷真輔・佐々
木晴英・田中正・鶴川勝一・長澤郁美・長谷川友美・H・K・
堀越達人・森洋史・湯真藤子
Exhibition of ten artists: Shinsuke Kotani, Haruhide
Sasaki, Tadashi Tanaka , Shoichi Tsurukawa, Ikumi
Nagasawa, Tomomi Hasegawa, H/K, Tatsuhito
Horikoshi, Hiroshi Mori, Toko Yuma

21 木之庄企畫

KINOSHOKIKAKU CO.LTD

11:00-19:00 八重洲 2-7-4 清水ビル 202 号
Shimizu bldg. 202, 2-7-4 Yaesu ☎ 03 -6262-3558

神木佐知子

FAX.03-6262-3559

近 現

Art MapA 1-C

古 茶 書 工 近 現

Art MapA 2-C

English

動不変展

Sachiko Kamiki Exhibition
4 月 13 日（木）- 4 月 17 日（月）
私の描く窓を見て、鑑賞者は何を思うだろう。私の制作に人は
欠かせないピースの一つである。人間の気配を感じるのが好き
だ。そしてその気配に生かされてきたと言える。窓から覗く明
かりや笑い声、人の存在を感じられる瞬間。窓の中には数多の
物語がある。私の作品の中にある窓は、自身と他者との違いを
可視化する存在だ。不変的な存在の建物と、雪という刹那的な
存在を描くことで、動と不変の表現を投げかけたい。
右）SYMBOL 162 x 162 cm 油彩 / キャンバス
下）Hymn Dream 100 x 390 cm 油彩 / パネル / 胡粉

22 孔雀画廊

kujaku gallery

11:00-18:00 京橋 2-5-18 京橋創生館 1 階
Kyobashi Souseikan 1F, 2-5-8 Kyobashi ☎ 03-3535-3334
20

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

文化庁新進芸術家海外研修成果報告作品展示

「－ベンガル派に学ぶ－
新恵美佐子展」

4 月 1 日（土）- 4 月 15 日（土） 日曜休廊

今から約 100 年前、横山大観と菱田春草は岡倉天心の勧め
でインドを訪れ、制作、展観を行っています。当時のベンガ
ル地方では世間にあふれる西洋文化に反し、固有の伝統文
化への復帰を求める機運が高まっており、日本画家たちとの
深い交流の中でベンガル派の画家たちは「ウォッシュテクニッ
ク」を考案し新しい表現を展開しました。
今回平成 28 年度文化庁新進芸術家海外研修制度でインド
に渡った新恵は、ベンガル派の「ウォッシュテクニック」を学
び新たな表現を試みました。
昨年インド滞在中に制作された新作を日本で初めて公開いた
します。

23 林田画廊
firework (Ravan burning)

片口 昇 展

－在るがままの世界を求めて－

片口の作品は独創的である。紙に黒のアク
リルで円を塗り重ねるだけのものである。塗
り重ねるなかから浮かび上がるものが作品で、
作者自身の自画像でもある。
どういう風に見えるかは、見る人によってさ
まざまである。深遠にも単純にも、細菌の蠢
きにも宇宙生成のエネルギーにも見えてくる、
底知れぬ力を持っている。
最近では海外からの問い合わせも増えてい
る。
—柴原睦夫
Noboru Kataguchi's works are unique.
They are but circles painted on paper in
black acrylic. From the simple, repetitive
action emerges what is also the portrait of
the artist himself.
These paintings can be different things to
different people. Profound or simple? Are
they bacteria moving, or the burst of energy
at the inception of the universe? No wonder
there is an increasing interest in his art, especially overseas.
—Mutsuo Shibahara

Hayashida Gallery

10:30--8:00 京橋 2-6-16
2-6-16 Kyobashi
☎ 03-3567-7778 FAX.03-3564-5826

近

Art MapA 2-C

Noboru Kataguchi Exhibition

4 月 10 日（月）- 4 月 20 日（木） 日曜休廊

「痕跡」2017

紙、アクリル 139 × 180 cm

24 エトワール画廊
GALERIE ETOILE

11:00-18:00 京橋 2-6-13 / 2-6-13 Kyobashi
☎ 03-3561-2041 FAX.03-3564-3102

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

English

古 書 近 現
Art MapA 3-C
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

紀元前 —古代中国の美—
Chinese Arts of Pre-era

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）
中国陶磁の歴史は古く、紀元前 8000 年ほど
前から土器がつくられていたとされています。
新石器時 代には中国大陸の黄 河、長江流 域
の各地で個性豊かな土器がつくられ、その後、
王朝の誕生とともに、殷、西周、春秋、戦国、
前漢と、紀 元前には 陶 磁 器 はもちろん のこ
と、玉器、青銅器、金銀器、漆器などの優れ
た作品が次々に生まれました。今回の展観で
は、その紀元前につくられた文物に焦点を当て、
主に土器を中心としたやきものを陳列します。
特に新石器時代につくられた作品は、現代的
とも云える独創的な器形を成しており、またそ
こに驚くべき製陶技術の高さを見ることができ
ます。こうした紀元前の文物の魅力を堪能して
頂けましたら幸いです。

25 繭山龍泉堂
10:00-18:00

EVENT

《ギャラリートーク》川島公之『 紀元前 —古代中国の
美— 』4 月 14 日（金） 午後 3 時～

MAYUYAMA & CO.,LTD.

京橋 2-5-9 / 2-5-9 Kyobashi

無料

Gallery Talk by Tadashi Kawashima “Chinese Arts of
Pre-era” 14 Apr. at 3pm, Admission Free

☎ 03-3561-5146

FAX.03-3561-6716

English 古

Art MapA 3-C

古美術、茶道具。
２階蝸室にて呈茶をいたしております。

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。

26 池内美術

27 かどまつ誠心堂

IKEUCHI FINE ART CO.,LTD.

10:00-18:00 京橋 2-12-1
2-12-1 Kyobashi
☎ 03-3562-5080 FAX.03-3562-2194

古 茶
22

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
☎ 03-3567-7781
FAX.03-3567-7782

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。

古 工 現

Art MapA 3-C

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

参加店 - 京橋

28
Art MapA 3-C

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
メソポタミア文明の発祥の地周辺そして西アジア・エ
ジプト・中央アジアとシルクロードを往来した文化の
残した考古美術品などを中心に展示販売いたします。
We offer works of ancient art from Mesopotamia,
Western Asia, Egypt and Central Asia, majority of
which was created as a result of cultural exchange
along the Silk Road.

29 オリエント考古美術・太陽
11:00-18:00 京橋 2-11-9 / 2-11-9 Kyobashi
☎ 03-5524-6066 FAX.03-5524-6077

古

な違いは、作品が「商品」であるか、そうでない
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
ちよく作品を見て回りましょう！

Ancient Art Taiyo Ltd.

English

もあります。ですが、美術館とギャラリーの大き

Art MapA 3-C

「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。

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

東京京橋、骨董街の路地を少し入ったところにたたず
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。

東洋古陶磁、酒器。

30 古美術 凛

31 古美術 明成

Rin Art

Meisei Antiques Asian Ceramics & Art

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

10:00-18:00 京橋 2-12-5 2-12-5 Kyobashi
☎ 03-3561-6030 FAX.03-3561-6030

古

器とハナスミ（花炭）

Art MapA 3-C

古

Art MapA 3-C

Pottery With HANASUMI（flower charcoal）

4 月 14 日（金）- 4 月 27 日（木）

ハナスミ 93

縦 20 ×横 55 ×奥行 12cm

作宮隆のハナスミ（花炭）と様々な器の世界をご堪能ください。ハナスミ（花炭）とは種や木の実、葉、果物
など植物を炭化させることを言います。作宮隆が創る、ハナスミ（花炭）の小宇宙と器をご覧ください。
出品予定作家：作宮隆、山田晶、伊藤秀人など。
Please enjoy HANASUMI and other potteries made by
32 GALLERY 麟 GALLERY RIN
Takashi Sakumiya. HANASUMI is the Japanese word for a
11:30-18:00 京橋 2-6-10 宝照ビル 1 階
type of charcoal which is made from carbonizing plants
Houshou bldg. 1F, 2-6-10 Kyobashi
such as seed, nuts, leaves and fruits. Please take a look at
☎ 03-3566-5558
the unique variety of pottery’s created by Takashi SakuEnglish, 한국어
miya. Artists: Takashi Sakumiya, Akira Yamada, Hidehito
工 近 現 Art MapA 3-C
Ito, etc.
24

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

SM という猫

参加店 - 京橋

cats the size of SM

4 月 10 日（月）- 4 月 22 日（土） ＊最終日 17:00 閉場
田尾憲司
SM 蟹

疋田正章
「メイ」 SM

アンディー・ウォーホールの名作「サムという名の猫」にちなんで、
SM サイズの猫に限定した「SM（サム）という猫」を開催致します。
また、東京アートアンティークの開催に合わせ、来場者投票・ギャラ
リー投票による賞も設立致します。約 20 名の作家による可愛らしい
猫作品を、ぜひお楽しみくださいませ。
In association with Andy Warhol’s masterpiece “cats named
Sam”, we will hold “cats size of SM” limited to SM size cats. In
conjunction with the ‘Tokyo Art & Antiques’, we will also establish the prizes by visitor voting and gallery voting. Please enjoy
the cute works of cats made by about 20 artists.

33 Gallery Seek

10:30-19:00 京橋 2-6-10 宝照ビル 2 階 / Hosho bldg. 2F,2-6-10 Kyobashi
☎ 03-6228-6752 Fax. 03-6228-6819

English

近 現

Art MapA 3-C

使って楽しむ
酒器、茶碗、花器展
4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）

皆様、御愛蔵の酒器、茶碗、花器など、
毎日の 生 活の中で 使って楽しんでいらっ
しゃいますか？
この度の TAA 祭りでは､ 酒、茶、花など
を用意しておきますので､ 一緒に使ってお
楽しみ頂き、心豊かな２日間をお楽しみ頂
きたく存じます。
もちろん商品も種々御座いますのでどうぞ
お出かけ下さい。

34 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

（上）黒高麗徳利
初期伊万里 8 角盃
斑唐津盃 ( 西岡小十作）
（右）奥高麗茶碗
（左）革袋形須恵器

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

昭和５３年京橋で営業開始。日本の美術、特に天平
から鎌倉時代の古筆・古写経、江戸時代末期の冷泉
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。

日本、朝鮮の古陶磁器、古染付、根来塗などを中心
に展示しております。

35 五月堂

36 吉平美術店

Gogatsudo

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

古 書

Art MapA 3-C

Kippei ART GALLERY

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

古陶磁精選展

Fine ceramics of The East Asia
4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）
東アジアの古陶磁器を展示いたします。
東アジアとは中国、朝鮮半島、日本とその周辺の地
域のことを指します。
今回の展示は、縄文土器、弥生土器、須恵器、信楽、
唐津、美濃などの日本陶器と、高麗、李朝などの朝
鮮半島の陶磁器を中心に、中国の陶磁器を少々加え
たものと致しました。特にテーマは設けておりません
が、1 点 1 点その魅力を丁寧に吟味した古陶磁器を
ご紹介いたします。どうぞ宜しくお願い致します。

37 古美術 京橋

Kobijyutsu Kyobashi

12:00-18:00 京橋 2-6-5 京橋菊池ビル 1 階
Kyobashi Kikuchi bldg. 1F, 2-6-5 Kyobashi
☎ 03-3564-1036 FAX.03-3564-1036
English

26

古

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。

古 茶

Art MapA 3-C

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

古伊万里食器破格セール

参加店 - 京橋

Old Imari Tableware Special Sale

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）

古伊万里ブームが起きて以来、
日常の食器としては高価すぎた
古伊万里食器も不景気のためか
今 は 大 分お 求 め やす い 価 格 に
なってきました。こんなに美しい
物をそんなに安く売って良いの
だろうかと疑問を抱きながらも
本年もまた破格セールを致しま
す。数に限りがございますので
お早めにお越しください。
We sell Old Imari Tableware at
special price.

38 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

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

古 茶

Art MapA 3-D

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。
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。

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
は取手や耳は持ってはいけないんですよ。裏を

39 古美術 無門

見るときは、頭上へ持ち上げずに手元の位置で

Mumon

裏へ返してください。

11:30-18:00 京橋 2-6-8 孤松庵ビル 2 階
Koshoan bldg. 2F, 2-6-8 Kyobashi
☎ 03-3567-9151
中国話

古 茶 書 工

特殊なものもありますから、
わからない時はスタッ
Art MapA 3-D

フに聞いてくださいね！

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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中尾成新作展

AKIRA NAKAO EXHIBITION

4 月 13 日（木）- 4 月 22 日（土）

ドイツアウグスブルグ在住の作家、中尾成の
油絵新作展。 アウグスブルグ、ベルリンの教
会や街並みを中心にドイツ各地と東京の風景
を描いた油絵約 40 点を展示。鮮やかな色彩
と鋭角的な線で建物を中心に構築された独自
の空間描写はクラシカルな音楽性も漂わせる。
AKIRA NAKAO lives in Augsburg Germany. About 40 new oil paintings works of
landscapes, church and the streets in Augsburug, Berlin and other places of Germany
and Tokyo Japan will be exhibited. His inimitable portrayals of space centered
around the structures of bright color and
sharp lines even gives a sense of a classical
musicality.

40 金井画廊

Gallery KANAI

11:00-19:00
京橋 2-6-8 仲通りビル１階、３階
Nakadori bldg. 1F, 3F, 2-6-8 Kyobashi
☎ 03-5250-0860 FAX.03-5250-0877

中尾成「春の村．アウグスブルグ近郊」 ８F

近 現

Art MapA 3-D

金工の茶道具展

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）
茶釜を中心に茶の湯の周辺の金工品を紹介して
いきます。釜、蓋置、花入など多様な作品を紹介
し、また近代工芸作家の作品も展示していきます。
【出品作家】長谷川一望斎、魚住為楽、香取秀真

41 齋藤紫紅洞

SAITO SHIKODO

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

古 茶 書 工
芦屋霰真形釜切合風炉
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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 3-D

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

参加店 - 京橋

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

江戸時代の漆芸展

いることが多いもの。もともと一人ひとりのお客
様とじっくり作品について語り合い、吟味してい

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）
江戸時代に作られた蒔絵類を中心に展示いたします。

ただく場所として始まっているので、お客様を迎
える「応接間」のような雰囲気が残る所も少なく
ありません。大きな手荷物は、作品にあたったり、

42 飯沼緑心堂

Iinuma Ryokusindo

12:00-18:00 京橋 2-10-9
2-10-9 Kyobashi
☎ 03-3535-5773 FAX.03-3535-5773

古 書 本

43 古美術 花徑

他の方を通しづらくしてしまったり。ギャラリーに
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

Art MapA 3-D

品に対する配慮を歓迎してくれることでしょう。

KAKEI’s Fine Japanese & Asian Art

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

English

古 書 工

Art MapA 3-D

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

チャリティ入札会
Charity Auction
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大藝術家

北大路魯山人展

Exhibition of Kitaoji Rosanjin
4 月 10 日（月）- 4 月 22 日（土）
※４月１６日（日）定休

没 後５０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。この地にご縁を感じながら、魯山人
先生の作品を大事に扱わせていただいております。

44 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

特集展

Art MapA 3-D

井上オリエンタルアート開設二十二周年記念＋井上オリエンタルアート京橋店新規開設記念

喜寿のうつわ七十七の七寸皿
七十七撰七十七趣～明古染付七寸皿を蒐める
Seventy Seven of Seven-sun Size Kosometsuke Dishes
4 月 1 日（土）- 4 月 29 日（土） ＊会期中作品入れ替え有り
古染付には実に多種多様な器形があり、他の歴代中
国古陶磁にはない、如何にも茶人趣向から出た独特
の雅味、風合い溢れるデザインがあることも大きな
特徴として唯一無二の世界を創造しています。このた
び、この古染付磁器群のなかでも、俗に「中皿」と
も俗称される「七寸皿」だけにフォーカスし、店主自
らが永年の間、蒐集してまいりました同類異趣の七
寸皿コレクション全七十七件を一堂に展示即売をい
たします。この同形、異趣の七十七枚、七十七種の
それぞれが全て異なった趣をお楽しみ頂ければ幸い
です。どうぞ、ご高覧下さいませ。

45 井上オリエンタルアート

京橋店

T.EDO INOUYE & SON oriental art at Kyobashi

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

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。

古 茶

Art MapA 3-D

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

参加店 - 京橋

徐承元展

Suh Seung-Won
solo exhibition

4 月 1 日（土）- 4 月 29 日（土）
1941 年ソウル生まれ。弘益大学卒業。
近年、世界で注目されている韓国単色
絵画（Dansaekhwa）のアーティスト
の 1 人として、脚光を浴びている。日
本では 1999 年以来の個展。
80 年代のドローイングから、100 号
の新作まで約 15 点を展示予定。

同時性 (Simultaneity) 16-626, 90.5x116cm, Acrylic on canvas, 2016

46 ギャラリー戸村

Gallery Tomura

11:00-18:30 土曜 (sat)11:00-17:00 京橋 2-8-10
☎ 03-3564-0064 FAX.03-3564-0065

丸茶ビルＢ1 階 / B1 Marucha bldg., 2-8-10 Kyobashi
English

近 現

Art MapA 3-E

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。
名だたる茶人や目利きたちを魅了し、今もなお蒐集家に高
い人気を誇る李朝と唐津を特集いたします。

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
ない接客でてんやわんやのところも。絶対にほし

47 ギャラリー帝塚山

Gallery Tezukayama

10:00-18:00 京橋 2-9-11 吟雅堂ビル 1 階
Ginga-do bldg. 1F, 2-9-11 Kyobashi
☎ 03-5524-0830 FAX.03-5524-0829
English

古

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、

Art MapA 3-E

予約を入れたほうが無難でしょう）

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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笹本正明特集

Masaaki Sasamoto exhibition
4 月 1 日（土）- 4 月 28 日（金）
日曜・月曜は定休日

毎年開催される東京アートアンティークにて当画廊は笹本
正明作品を紹介しています。
本年は「女性と蝶」をテーマに絹本にて描いた新作を発
表致します。
絹本特有の素材を生かし裏彩色を駆使した透明感のある
新たな笹本正明の世界をご高覧ください。

48 千代春画廊

Chiyoharu gallery

11:00-18:00（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

近

羽根を抱く

Art MapA 2-E

中国骨董、書画、古家具、中国古美術全般を扱っております。

古陶磁、古書画、茶道具を幅広く取り扱っております。中
国古陶磁、中国古書画にも力を入れております。

49 嘉盛堂

50 薫匠堂

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
32

古 書 Art MapA 2-E

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

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-E

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

新古美術・茶道具を基軸に近年は人間国宝の作品も
取り扱っております。

中国・朝鮮・日本の古陶磁・金石を取り扱っております。

52 北山美術店
51 松森美術

Matsumori Art Co.,Ltd.

10:00-18:00 京橋 2-8-8 新京橋ビル 1 階
Shin Kyobashi bldg. 1F, 2-8-8 Kyobashi
☎ 03-3567-7653 FAX.03-3567-7655
English

古 茶

参加店 - 京橋

Kitayama Fine Arts

10:00-17:00 京橋 1-6-13 アサコ京橋ビル 1 階
Asako Kyobashi bldg. 1F, 1-6-13 Kyobashi
☎ 03-3567-6690 FAX.03-3567-6689
チャリティ入札会
Charity Auction

Art MapA 3-E

English, 中国話

古

Art MapA 3-E

Animals & Birds
オリエントや中国などのア
ミュレット、俑や金具など
に見られる古代の動物の
小品を展示販売いたしま
す。
その豊かな表現力から古
代の人達が身近に動物と
生きていたことが 想像さ
れます。

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）
pm12:00 〜 pm6:00
53 去来

Kyorai

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

English 古

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

チャリティ入札会
Charity Auction

Art MapA 3-E
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54

チャリティ入札会
Charity Auction

Art MapA 3-E

55

Art MapA 3-E
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参加店 - 京橋

会期中は４月１４日（金）のみ営業

（15 日は『目白コレクション』出店の為お休み）

古美術に見る動物たち
古美術の中には動物たちをモチーフにした彫刻や絵画 ( 絵付け ) が
数多く見られます。今回はそんなモノ達にスポットを当ててみました。

谷中安規
版画展

大正から昭和にかけて活躍
した鬼才 : 谷中安規の創作
版画を展示いたします。

加彩騎馬人物俑

56 風招

谷中安規「冥途」

Fu-shou

古 近 本

12:00 〜 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

東洋古美術。

57 古美術 木瓜

Art MapA 3-E

韓国、中国の古美術を主に扱っています。

Antiquary Boke

10:00-18:00
京橋 1-8-10 1-8-10 Kyobashi
☎ 03-3538-3228 FAX.03-6277-8166

古

58 青古堂

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
☎ 03-3535-4800
FAX.03-3535-4800

Art MapA 3-E

한국어

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

古

Art MapA 3-E
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—古陶磁を愉しむ VIII —

大変酒好きで、とうとう自分好みの酒まで作ってもらっ
ている店主が、手頃な価格の酒器を展示しています。

4 月 14 日（金）- 4 月 15 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、
今年で八回目になりました。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。
古

59 つつみ美術

Tsutsumi Fine Arts

Art MapA 3-E

11:00-18:00 京橋 1-6-7 1 階
1F, 1-6-7 Kyobashi ☎ 03-3535-0720

チャリティ入札会
Charity Auction

60 佗助

antique shop Wabisuke

11:00-19:00
京橋 1-8-10 三洋ビル 1 階
English 古 茶 工
Sanyo bldg. 1F, 1-8-10 Kyobashi
Art MapA 3-E
☎ 03-3563-3039 FAX.03-3563-3039

61

Art MapA 3-E
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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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中国古美術の専門店です。陶磁器を中心に、漆器、茶道具、
文房具、仏像、と幅広く扱っています。

62 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., 1-6-10 Kyobashi
古
☎ 03-3561-2110

中国話

Art MapA 3-E

参加店 - 京橋

ガンダーラ中心の仏教美術。

64 古美術 清水

KOBIJUTSU SHIMIZU

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

古
Art MapA 3-E

景色のよいもの

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）
肌合いがよいもの、味わいぶかいもの、または、
こころの中にある風景が思い起こされるような古美
術品を集めてみます。
それぞれの景色をお楽しみいただければ幸いです。
＊同じ京橋内で移転しました。

63 古美術 草友舎

SOUYU-SYA

11:00-18:00 京橋 1-6-10 ミカタビル 2F
2F Mikata bldg., 1-6-10 Kyobashi
☎ 03-3561-7605
English

古

Art MapA 3-E

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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樂歴代名碗展

Best Raku Ware Exhibition

4 月 14 日（金）- 5 月 31 日（木）
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、展示販売いたします。

三代道入黒茶碗

65 下井美術

Shimoi Art

10:00-19:00 ( 土 ) 〜 18:00 京橋 1-14-6 京橋宏陽ビル 1 階
(sat) 〜 18:00 Kyobashi Koyo bldg. 1F, 1-14-6 Kyobashi
☎ 03-3535-2522 FAX.03-3535-2522

English

竹と木いろいろ

4 月 10 日（月）- 4 月 28 日（金）
竹の篭や花生。木のお盆大小など使える物を揃えました。
自然の素材の良さを手に取って感じて頂ければ幸いです。

66 古美術 藤島

KOBIJYUTU Fujishima

12:00-18:00 京橋 1-14-5 / 1-14-5 Kyobashi
☎ 03-3563-3529 FAX.03-3563-3529
English

38

古 茶

Art MapA 3-E
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古 茶

Art MapA 3-E
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参加店 - 日本橋

色とりどりの鳥たち

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）
鶏の声で目覚める朝。うぐいすは春を告げ、丹頂
鶴が飛来する冬。仲睦まじいおしどり。鳥に似た
コウモリは吉兆のしるし。幸せの青い鳥は意外と
近くにいるのかも。
掛物や茶器などにも鳥たちが描かれています。ビ
ルが多い京橋の森にバードウォッチングへお越し
下さい。

67 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 1-11-8 / 1-11-8 Kyobashi ☎ 03-3561-2033 FAX.03-3561-5590

古 茶 書

Art MapA 3-F

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う
と見る方もスタッフも安心なんですよ。
古美術・近代絵画から普段使いの器を扱っております。
小さなそば猪口に多彩な文様の世界が広がる店内に
は、柿右衛門はじめ古伊万里の愉しさがあふれていま
す。

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

68 古美術 花からくさ

HANAKARAKUSA

11:00-18:00 日本橋 3-5-8
3-5-8 Nihonbashi
☎ 03-5290-3141 FAX.03-5290-3142

古 近
Art MapB 3-A

ずに手に取られるより、きちんと知って扱ってもら
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。

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

日本の古窯展

4 月 14 日（金）- 4 月 22 日（土）
信楽、丹波、越前、備前、常滑、瀬戸の六古窯の壺を
30 点ほど展示即売いたします。
古窯のもつ温みある土の魅力を是非ご高覧下さい。

69 古美術 東湖堂

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

古

Art MapB 3-A

プチっと

アート観賞マナー講座

ついつい気になるお金の話
いいな、と思うものがあるとやはり気になるの
はそのお値段ですよね？値札があればわかります
が、たま〜に無いことも。そういうものは、びっく
りするほど高い！か、お客様と交渉中などの事情
で値段を伏せていることがあります。また、展示
に合わせてコレクターからお借りしている非売品を

野田弘志展

展示していることも。ですが、店内にあるものは
基本的には商品ですから、興味のあるものは遠慮
なく聞いてみてください。
ただし、過去に売れた作品の値段を聞くのはタ
ブーであることもあります。ギャラリーによってス

70 一番星画廊

11:00-17:00 日本橋 3-6-9 箔屋町ビル 1 階
Hakuyacho bldg. 1F, 3-6-9 Nihonbashi
☎ 03-3272-2525 FAX.03-3272-2526
40

タンスはまちまちですが、問題ないと判断すれば

Gallery Ichibanboshi
近
Art MapB 3-A

教えてくれますし、購入していただいたお客様への
配慮から、そうしているギャラリーもあります。

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

木野智史展

参加店 - 日本橋

KINO Satoshi Exhibition

4 月 10 日（月）- 4 月 15 日（土）

轆轤 ( ろくろ ) によって形成した
曲線をさらに独自の流線へと変
化させてゆく木野智史。
轆轤が線を作り、線が余白を生む。
磁土が与える緊張感や青白の釉
調に帯びる透明感、これらの相
乗 作用によって作品は静かな余
韻を残しつつ存在している。
ヨーロッパ・アジアなど国際コン
クールにも臆せず挑戦し、経 験
と結果を積み重ねてきた。
前進ある若き陶芸家の次なる試
みをぜひご高覧ください。

颪（おろし）

71 ギャラリーこちゅうきょ

English 工

Gallery KOCHUKYO Co.,Ltd

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

Art MapB 3-A

北斎と南京赤絵

Hokusai and Chinese Late Ming porcelain with overglaze enamels (Nankin-akae)

4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）

昨年は「古染付と北斎漫画」をテーマに陳列しましたが、
大へんご好評をいただきました。
今年は北斎の展覧会が日本、
イギリス、イタリア、オーストラ
リアで催され、北斎ブームが巻
き起こっています。浦上蒼穹堂
もそれぞれの展 覧会に出品協
力いたします。今回は北斎の版
画と南京赤絵をテーマに展示い
たしますので、ぜひお越しくだ
さい。
南京赤絵：中国明時代末期（17
世紀前半）に、景徳 鎮民窯で
焼成された五彩磁器。

72 浦上蒼穹堂

南京赤絵双魚文皿

葛飾北斎「北斎漫画」

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 FAX.03-3271-3784

English

古

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

Art MapB 3-A
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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 14 日（金）- 4 月 15 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 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

73 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

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。

74 作家もの陶器

三和堂

Art MapB 3-A

チャリティ入札会
Charity Auction

森本純展

Jun Morimoto Solo Exhibition
4 月 14 日（金）- 4 月 23 日（日） 会期中無休
寡作で知られる日本画家・森本純の待望の個展を
5 年振りに開催致します。

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

工 現
42

古

Art MapB 3-B

75 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
☎ 03-3281-5252（代）
近 現 Art MapB 3-B
FAX.03-3281-5250

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

古美術との出会い – 盒 –

ENCOUNTER WITH ANTIQUES
4 月 10 日（月）- 4 月 15 日（土）

今回の古美術との出会いは、蓋物（ふた
もの）に焦点を集めた展示をいたします。
各国の各時代に作られた様々な “ 蓋物 ”
を御覧下さい。

青磁牡丹鳳凰文盒子

五代 - 北宋時代

越州窯

H 6.7cm D 15.1cm

新宮さやか展

SHINGU SAYAKA SOLO EXHIBITION
4 月 10 日（月）- 4 月 15 日（土） 壺中居 3F ホール
この度東京アートアンティークに
際しまして新宮さやか展を開催
致します。
見るものに不思議な静寂を感じ
させる新宮さやかの作品には二
つの相反する世界が共生してい
ます。
優しく揺らめく無数の細い針状
の陶とそれを包む動きのある花
弁は、風のざわめきと空気のう
ねりを纏い強い生命の躍動感を
生み出しつつも、瞬間的に石化
したかのような鉱物的な不動の
美意識をも合わせもっています。
繊細な陶の技法で表現される、
触れれば指に沿うような優しく刹
那的な生命の蠢きと、黒と白の
モノクロームの色彩と独自の造
形が生む不変の静の世界観。是
非ご体感戴きたく皆様のご来場
をお待ち申し上げております。

「蝕花」H 23.6cm W 33.5cm

76 壺中居

KOCHUKYO CO.,LTD.

10:00-18:00 日本橋 3-8-5 / 3-8-5 Nihonbashi
☎ 03-3271-1835 FAX.03-3271-1839

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

English 古

Art MapB 2-B
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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

袱紗展

100 Original Fukusas

made by Valuable Antique
cloths: Chintz of India,
Persia and more

4 月 14 日 ( 金 ) 15 日 ( 土 )
17 日 ( 月 ) 18 日 ( 火 )
16 日 ( 日曜 ) 休業
＊ 12:00 - 18:00

茶席でお使いになる出袱 紗・古袱
紗を展示致します。
時代古裂や名物裂の写しで仕立て
た一点ものを取り揃えました。
１９世紀インド更紗、ペルシャ更紗、
インドネシア金モールなど希少な裂
を中心に、約１００点。
小ぶりな花籠、掛け花生けも合わ
せてご覧ください。

77 花筥 -HANABAKO-

Japanese Bamboo Baskets: Hanabako
-18:00 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

古 茶 工 現
Art MapB 3-B

芸 術と文 化 ゆ か り の 地

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。
古美術品、茶道具を扱っております。お気軽にどうぞ。

■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.57）
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

78 水戸忠

大路魯山人や多くの美術関係者も通っていた。

MITOCHU

11:00 〜 17:00 日本橋 3-8-9 / 3-8-9 Nihonbashi
☎ 03-3271-2200 FAX.03-3271-5653

古 茶
44

（地図 p.57）

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

禅林墨蹟 展
Zen paintings

4 月 14 日（金）4 月 15 日（土）
国立博物館で、
『禅』展が開催
され、大々的に白隠禅師も取り
上げられ、ますます人気の高ま
る白隠を中心とした墨蹟と墨画
の展示即売会を致します。白隠
の高弟の遂翁・東嶺や、仙厓、
慈雲など個性溢れる墨蹟もご紹
介致します。ご来店される方に、
少しでも身近に禅林墨蹟の魅力
を感じて頂ければと思います。
Hakuin was highly spotlighted in the ZEN Exibition held at the National Museum last year. During this
Art festival, we will hold an Exhibition and Sale of such popular Master Hakuin and his related Bokuseki (Calligraphiy) and Bokuga (Paintings). Moreover, we will show the works of his disciples; Suiou and
Tourei, also of well-known Master Sengai and Jiun. Their calligraphiy are, indeed, unique.

79 古美術 天宝堂

Oriental Art Tenpo-Do

10:00 〜 18:00 日本橋 2-9-7 / 2-9-7 Nihonbashi
☎ 03-6225-2575 FAX.03-6225-2575

古 茶 書 工 洋

Art MapB 3-B

＊期間中は江戸ガラス中心の展示をいたしますッ！！
日本橋ゆかりの品々やッ
ちょっと風変わりな骨董品をちょこちょこ並べてお待
ちいたしておりますッ！

洋画・日本画 現存 物故作品を扱い、特に須田剋太作
品は取扱いが多い。

80 海老屋美術店

81 秀山堂画廊

Ebiya Art

10:00 〜 18:00 日本橋室町 3-2-18
3-2-18 Nihonbashi-Muromachi
☎ 03-3241-6543 FAX.03-3241-1914

古 書

GALLERY SYUUZANDOU

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

Art MapC 1-A

English 近

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

Art MapC 1-A
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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

芸 術と文 化 ゆ か り の 地

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.57）
■奥村土牛生誕地……日本画家の奥村土牛の実
近・現代の日本画、洋画、彫刻、工芸品を中心に美
術品全般を取扱っております。

家はこの界隈には多かった印刷屋であった。また、
紙問屋もこの地域では多く商いをしていた。
（地
図 p.57）
■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

82 三溪洞

探幽、狩野尚信の弟。
（地図 p.51）

Sankeido Ltd.

■歌 川広重住 居跡……歌 川広重（1797-1858）

10:00 〜 18:00 日本橋室町 4-3-15
4-3-15 Nihonbashi-Muromachi
☎ 03-3241-1003 FAX.03-3241-2023
English

工 近

が亡くなるまでのおよそ十年間を過ごした住居跡。
Art MapC 1-B

（地図 p.57）

春季企画展

「初期伊万里
～ようこそ、最初の染付～」
Spring Exhibition 'Early Imari Ware'
- Welcome to The Beginning of
Japanese Blue & White4 月 14 日（金）- 4 月 20 日（木）
11:00~18:00

会期中無休

佐賀・有田地域で 17 世紀はじめに誕生した、伊
万里焼。江戸時代、1640 年代までのこれら磁器
作品は「初期伊万里（しょきいまり）
」と呼ばれて
います。これら " 日本で最初の磁器製品 " はおお
らかで、ゆるやかな姿を持つものが多く、昔も今
も人々から愛されてきました。当時、世界を席巻し
ていた中国製の染付磁器へのあこがれも、野心も、
おおらかに発散されたやきもの。そんな初期伊万
里の特集展示です。
本展カタログ配布あり。ご希望の方はご連絡くだ
さい。

46

83 井上オリエンタルアート

T.EDO INOUYE & SON oriental art
11:00 〜 18:00 日本橋本町 4-1-12
4-1-12 Nihonbashi-Honcho
☎ 03-3275-2130 FAX.03-3275-2131

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。

English 古

Art MapC 2-B

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

参加店 - 日本橋

辻村史朗 酒器展

Sake cups by Shiro Tsujimura
4 月 14 日（金）- 4 月 15 日（土）

辻村史朗の酒の器。ぐい呑みや徳利等多彩な
ラインナップで紹介致します。
KAMIYA ART is pleased to present sakeware by the celebrated Japanese potter Shiro Tsujimura.

84 KAMIYA ART

11:00-19:00 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

現

Art MapC 2-B

芸 術と文 化 ゆ か り の 地

その 3

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.57）
■竹久夢二 港屋跡……1914 年から竹久夢二はこ
こに自身が制作した版画やハガキなどを販売する
日本の美は、日常のさまざまな場所に存在し、日本の物
心両面を形成してきました。
当ギャラリーは、こうした世界の一端を感じられる空間に
できるよう努めております。
どうぞ、
お気軽にお越しください。
清水卯一、金重陶陽、濱田庄司、三浦竹軒、靉嘔、横尾
忠則、織田廣喜 ほか

85 日本橋小伝馬町ギャラリー
Nihonbashi Kodenmacho gallery

English

11:00-18:00 日本橋小伝馬町 7-12 KD ビル 3F 古 書 近
KD bldg. 3F, 7-12 Nihonbashi
Art MapC 5-B
Kodenmacho ☎ 03-6661-9517

港屋絵草紙店を開店した。
（地図 p.58）
チャリティ入札会
Charity Auction

Art Map A-10

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.4
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。

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

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

生活の中に豊かさを

–– ワンランク上のおもてなし

器で迎える心遣い
誰にでも自分の美意識や目的に応じて柔軟にも
のや事柄を変容させて楽しむ豊かな想像力がある
ように思います。そこにはもてなす側の想いや粋
な遊び心があります。器が変わると、お茶菓子も
花も見え方が変わように、器ひとつで相手に対す
る心遣いや人柄が見えてくるような個性的な器の
使い方を中心にご紹介します。
たくさんの素敵な作品を参加店の方々にご紹介
いただき、全てをここに掲載することができない
事が残念です。ウェブサイトには全て掲載します
ので、ぜひそちらもご覧になってください。

お菓子の器
63

下は「草友舎」の 15,6 世紀のヨーロッパの教
会に使われていたタイルをお皿に見立てたもの。
通常は壁に掛けて楽しむことが多いようですが、
存在感があり、日本ではないかのよう。器が変わ
るだけでお菓子にも特別感を与えているようで
す。

ひだすき

44

葉の形をした備前の緋襷は「魯卿あん（しぶや
黒田陶苑）」に出していただいた北大路魯山人作。

皿の原点は葉である、とも言われるそうで、春風
を感じとれるような組み合わせになりました。お
菓子によって季節感をより引き出してくれるお皿
ではないでしょうか。洋菓子とコーヒーの組み合
わせにも合いそうな逸品です。一つとして同じ形、
模様がない個性豊かなお皿です。
49

20

「 花 筥 」 か ら は 竹 工 芸 作 家、 初 田 徹 の 作 品

には大きいかしらと思ってしまいそうですが、あ

で干菓子器と呼ばれるお茶席で使われる菓子器。

えて小さな白いおまんじゅうをちょこんと乗せ

来客が多い時にテーブルの真ん中に置いて取って

て。古いお皿は長い年月を経て変色し、シミがで

もらったり、皆で廻し合ったり。形も変わってい

き、自然な深い味わいが出るそう。小さなおまん

るのでちょっとイベント感覚で楽しめそうです。

じゅうを大きな時間の流れを感じながら、ゆっく
り味わいたくなりますね。

花の器
お花を素敵に生けるというのは、なかなか難し
いことではありますが、小スペースで個性を出せ
る器を意識して選んでいただきました。
71

「ギャラリーこちゅうきょ」では、なんと灰皿
に花を生けて出していただきました。昔はどの家
庭にもあった来客用の灰皿。中には陶器のものや
立派なものも多いのでは。今は使われることが少
なくなり、何か良い使い道がないかと考えていた
そうで、小さめの花を生けて花器として利用して
みたとのこと。お役目御免となった灰皿もお洒落
な花器に生まれ変わり、喜んでいるようです。
73

「前坂晴天堂」からは、染付の鉢に花を浮かべ
たもの。鉢は広がりがあり、大きな柄が華やかな
雰囲気に。大きめの鉢も今ではあまり使われなく
なってしまったものの一つかもしれません。食器
ということにとらわれず、目線を変えることで、
使い方の幅が広がるのではないでしょうか。
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77

「奈々八」からは李朝の白磁のお皿。お茶菓子

縄文土器に椿を生けていただ
03

いたのは「祥雲」。小さくても
土器が力強いだけに、シンプル
か つ 負 け な い 花 を。 古 美 品 に
花を生ける場合、土器や漆など
は 中 に 容 器（ オ ト シ ） を 入 れ
て、とアドバイスをいただきま
した。「祥雲」では、花人の川
瀬敏郎氏によるレクチャー「古
器—選ぶ・生ける」を行うので、
花生けに興味のある方はぜひ聞
きにいらしてください。
19

「アートスペース繭」は、古
民藝を専門に扱っているだけ
ちょうな

に、古い手 斧を花器として壁に
掛けました。花を生けるには工
夫が必要ですが、道具の素朴な
風化を野の花と合わせて古民家
風に。隣に置かれているのは、
蟲を祓うお札の版木。
33

「Gallery Seek」 で は、 若 手
作家、上中剛司の可愛い色合い
が特徴の花器。クレヨンのよう
に色がたくさん使われているの
で、どんな花でも楽しく良く合
いそう。
07

「中長小西」の八木一夫作品
は一つだけポツンと飾るのも
かっこいいですが、シリーズになっている作家も
のはオブジェのように並べて、そのうちの一つだ
け生けてみたりすると物語が生まれて面白くなり
そうです。

54

最後は「木雞」の小さな青磁に可愛らしいパン
45

ジー。「井上オリエンタルアート」京橋店の中国
の青磁 (p.49) も同様に青磁には意外にも赤やピ
ンクの洋花が良く合うようです。洋花を生けるこ
とで妖艶でどこかヨーロッパ的な趣が出て、洋風
やモダンなインテリアにも良く合いそうです。
51

スモールスペースに飾る絵画

せやすいそうです。また、巨匠の作品でも版画は
手の届きやすい価格帯なので気軽に取り替えて楽
ここでは小さいスペースに飾る絵を中心にご紹
介します。

55

上は「メゾンドネコ」の作家たちの小作品を並

しむことができるのではないでしょうか。
次にご紹介する作品は、いわゆる絵画ではなく、
絵画のように額に入れて楽しむ作品。

べたもの。小さくても作家の作品はエネルギッ
シュで新鮮。気に入った作家の小さい作品を集め
てギャラリーコーナーを作ったり、自分でテーマ
を絞って小さい作品を探すのも楽しいですね。
06

「鈴木美術画廊」からはパリの風景を描いたコ
タボの油彩画。絵の具のタッチが厚く特徴的でも、
軽やかな色使いで描かれた小さい作品は重厚感が
ありながらも飾りやすいもの。筆の跡が残る油彩
画は画家の息遣いを感じ取れるようです。
17

「翠波画廊」からはアンリ・マチスのリトグラ
フ。色彩が鮮やかで抽象的な絵は小さくても華や
かなので特に玄関のような小さいスペースに合わ

35

「五月堂」では、明時代末の古染付の皿を額装
して壁にかけたもの。お皿を皿立てに立てて飾る
ことは良くありますが、このように額装するのも
美しいもので、それを目的にお皿を探してみるの
も楽しいかもしれません。
他にもタイルや小布を額装した美しい作品があ
りますが、スペースの関係上、ウェブサイトへ掲
載しています。
壁に作品をかける場合、額装も大きな要素で
す。ギャラリーのオリジナル、作家自らが額を制
作したものもあります。作品をみる上でその点も
ぜひご覧になってください。
駆け足でご紹介しましたが、少しでもアートを
身近に置いていただくきっかけになれば幸いで
す。
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無料巡回バスの
新バスナビサービス
が開始されました！
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東京駅

Tokyo Sta.

東京国際フォーラム
Tokyo International Forum

有楽町駅

Yurakucho Sta.

東京ステーション
ギャラリー
Tokyo Station Gallery

東京駅

Tokyo Sta.

http://www.hinomaru.co.jp
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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

「茶の湯のうつわ

和漢の世界」

Utensils of Cha no yu
— The World of Japanese and Chinese Tastes
2017 年 4 月 15 日（土）～ 6 月 4 日（日）
2017/4/15(Sat) ～ 2017/6/4(Sun)
黒楽茶碗 銘 此花
道入（ノンコウ） 江戸時代前期
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：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

http://www.idemitsu.co.jp/museum/

三井記念美術館
特別展

Mitsui Memorial Museum

創建 1250 年記念

「奈良 西大寺展

叡尊と一門の名宝」

Celebrating the 1,250th Anniversary of the Founding of

Saidai-ji Temple, Nara The Treasures of Eison and his School
2017 年 4 月 15 日（土）〜 6 月 11 日（日）
2017/4/15(Sat) ～ 2017/6/11(Sun)
※会期中展示替えをいたします。
重文 文殊菩薩坐像 鎌倉時代 奈良・西大寺蔵
画像提供：奈良国立博物館（撮影 森村 欣司）

東京都中央区日本橋室町 2-1-1 三井本館 7 階
開館時間：10:00 ～ 17:00
休館：月曜日（５月 1 日をのぞく）
Mitsui Main Bldg., 7th Fl., 2-1-1 Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo
Open Hours: 10 am to 5 pm
Closed: Mondays (except for 5/1)
http://www.mitsui-museum.jp/
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。
※開館日、開館時間を変更する場合がございます。
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*Entrance up to 30 minutes before closing.
*We may be closed or change our opening and closing times.

三菱一号館美術館 Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo

「オルセーのナビ派展：美の預言者たち
ささやきとざわめき」
Murmur and tumult.
Masterpieces of Nabis from the Musée d’Orsay

エドゥアール・ヴュイヤール《八角形の自画像》1890 年頃
油彩／厚紙 35.9 × 28.1㎝
パリ、オルセー美術館
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice
Schmidt / distributed by AMF

2017 年 2 月４日（土）～ 5 月 21 日（日）
2017/2/4(Sat) ～ 2017/5/21(Sun)

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、会期最終週平日は 10:00
〜 20:00）
休館：月曜日（3 月 20 日、５月 1 日、５月1 5日は開館）
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 and 5/15-5/19 10 am to 8 pm)
http://mimt.jp/nabis
Closed: Mondays (except for 3/20, 5/1, 5/15)

東京ステーションギャラリー

「パロディ、二重の声

Tokyo Station Gallery

日本の1970年代前後左右」

Parody and Intertextuality:
Visual Culture in Japan around the 1970s
2017 年 2 月 18 日（土）～ 4 月 16 日（日）
2017/2/18(Sat) ～ 2017/4/16(Sun）
吉村益信《豚；Pig Lib》1994 年
大分市美術館蔵

東京都千代田区丸の内 1-9-1
開館時間：10:00 ～ 18:00（金曜日は 20:00 まで）
休館：3 月２0 日をのぞく月曜日、3 月 21日
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Open Hours: 10 am to 6 pm, Fridays 10 am to 8 pm Closed: Mondays (except for 3/20) and 3/21

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

ブリヂストン美術館

Bridgestone Museum of Art

長期休館中
ブリヂストン美術館はビルの建て替えに伴う新築工事のため現在休館中です。
長期にわたる休館となりますが、
より豊かで快適な空間を目指し、
新たな時代に向けた美術館へと生まれ変わりますので、
ご期待下さい。

The museum is currently closed for renovation.
We look forward to your understanding and support during this extended closure.

http://www.bridgestone-museum.gr.jp/
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ア ン ケ ー ト に ご 協 力 く だ さい
■ご来場日

１４日（金）

■年代

１０代

２０代

■性別

女性

男性

１５日（土）
３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

８０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

イベント会場

チラシ

インターネットの広告・記事

新聞（朝日新聞・東京新聞）

知人

雑誌（雑誌名

）

その他（

）

■どの駅のポスターをご覧になりましたか？
銀座駅

京橋駅

日本橋駅

三越前駅

どれも見ていない

■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

古美術店や画廊に入りやすくなった

気に入った店が見つかった

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。

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
加島美術
13
12 彩鳳堂画廊
京橋駅

日本橋駅

中央通り

壺中居 76
花筥 77

ギャラリー
こちゅうきょ
71
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35 43 古美術
花徑
五月堂
飯田好日堂

永代通り

齋藤紫紅洞
繭山龍泉堂 25
41
こっとう通り

三渓洞
82
新日本橋駅
江戸通り

23 林田画廊

八重洲通り

鍛治橋通り

千代春画廊 48

古美術京橋 37
17
翠波画廊

設置店

ホテルを お 探 し で す か ？
L ooki ng fo r a Ho te l?
【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

☎ 0120-348-288

【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

パレスホテル東京
Palace Hotel Tokyo
☎ 03-3211-5211
丸ノ内ホテル
Marunouchi Hotel

☎ 03-3217-1111

ホテルメトロポリタン丸の内
Hotel Metropolitan Tokyo
Marunouchi
☎ 03-3211-2233（代表）

☎ 03-3231-3131
アパホテル〈銀座 京橋〉
Apa Hotel Ginza Kyobashi

☎ 03-5159-5311

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

☎ 03-5250-2031

浦島館
Urashimakan

☎ 03-3563-0588

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

☎ 03-5220-1112

マンダリンオリエンタル東京
Mandarin Oriental Tokyo

☎ 03-3270-8950

Four Seasons Hotel Tokyo
At Marunouchi

☎ 03-5222-7222

日本橋 神田 ホテルかずさや
Hotel Kazusaya

☎ 03-3241-1045

東急ステイ日本橋
Tokyu Stay Nihombashi

☎ 03-3231-0109

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

【日本橋エリア】

八重洲ターミナルホテル
Yaesu Terminal Hotel

☎ 03-3281-3771

日本橋室町 BAY HOTEL

ホテル龍名館東京
Hotel Ryumeikan Tokyo

☎ 03-3271-0971

☎ 03-3242-2777

パールホテル八重洲
Pearl Hotels Yaesu

☎ 03-3246-8080

Nihonbashi Muromachi Bay Hotel

東横 INN 東京日本橋
Toyoko Inn Tokyo Nihonbashi

☎ 03-3661-1045

【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

ホテルモントレ銀座
Hotel Monterey Ginza

☎ 03-3544-7111

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

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
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Gallery INDEX

Maruzen, Nihonbashi, 3rd Floor Gallery p.11

Iidakojitsudo p.39

NANAYA p.7, 19, 50

Ancient Art Taiyo Ltd. p.23

Iinuma Ryokusindo p.29

Nihonbashi Kodenmacho gallery p.47

art kawasaki p.7, 15

IKEUCHI FINE ART CO.,LTD. p.22

OGAWA CO., LTD. p.19

antique shop Wabisuke p.36

Japanese Bamboo Baskets: Hanabako p.44, 50

Oriental Art Kunsyodo p.32

Artspace MAYU p.7, 19, 51

Kadomatsu Seishindo p.22

Art Space Rashinban p.18

KAKEI's Fine Japanese & Asian Art p.7, 29

Oriental Antiques
Gallery Maesaka Seitendo p.7, 42, 50

Antiquary Boke p.35

KAMIYA ART p.47

Chinese antique Otani p.37

KASEIDOU p.32

Chiyoharu gallery p.32

KASHIMA ARTS p.16

Daishojiya p.17

KINOSHOKIKAKU CO.LTD p.20

Ebiya Art p.45

Kippei ART GALLERY p.26

FUJI ANTIQUES p.12

Kitayama Fine Arts p.7, 33

Fu-shou p.35

kobijutsu sasaki p.13

GALLERY CELLAR p.17

KOBIJUTSU SHIMIZU p.37

GALERIE ETOILE p.21

Kobijyutsu Kyobashi p.26

Gallery Ichibanboshi p.40

KOBIJYUTU Fujishima p.38

GALLERY IZUMI p.27

KOCHUKYO CO.,LTD p.43

Gallery KANAI p.28

Kottounomise Kai p.25

Gallery KOCHUKYO Co.,Ltd. p.41, 50

kujaku gallery p.20

Gallery MARI p.36

Kyorai p.7, 33

GALLERY RIN p.24

Luca Scandinavia p.13

Gallery Seek p.25, 51

Maison de neko p.34, 52

Gallery SUIHA p.7, 18, 52

Matsumori Art Co.,Ltd. p.33

GALLERY SYUUZANDOU p.45

MAYUYAMA & CO.,LTD. p.22

Gallery Tezukayama p.31

Meisei Antiques Asian Ceramics & Art p.24

Gallery Tomura p.31

MITOCHU p.44

Gogatsudo p.26, 52

MOKKEI Co.,Ltd. p.7, 34, 51

HANAKARAKUSA p.39

MORITA GALLERY P.14

Hayashida Gallery p.21

Mumon p.27

Houmando ltd, p.13

NAKACHO KONISHI ARTS p.14, 51

Oriental Art Seikodo p.35
Oriental Art Tenpo-Do p.45
ORIENTAL ART TOKO-DO p.40
Rin Art p.24
Saihodo Gallery p.16
SAITO SHIKODO p.28
Sankeido Ltd. p.46
SANWADO p.42
Shibuya kurodatoen/Rokeian p.30, 49
SHIKISAISHA p.23
Shimoi Art p.38
Shouun Oriental Art p.7, 12, 51
Shunpudo Gallery p.42
SOUYU-SYA p.37, 49
SUZUKI ART GALLERY p.13, 52
T.EDO INOUYE & SON oriental art
at Kyobashi p.30, 51
T.EDO INOUYE & SON oriental art
Nihonbashi p.46
Tsutsumi Fine Arts p.7, 36
Uragami Sokyu-do Co.,Ltd. p.41
WATANABE-SANPODO & Co.,LTD. p.11
Yorozu Gallery p.15

参加店インデックス
丸善 日本橋店 ３階ギャラリー p.11

古美術 川﨑 p.7, 15

秀山堂画廊 p.45

古美術 藤島 p.38

アートスペース繭 p.7, 19, 51

北山美術店 p.7, 33

春風洞画廊 p.42

藤美術 p.12

アートスペース羅針盤 p.18

吉平美術店 p.26

祥雲 p.7, 12, 51

長谷宝満堂 p.13

飯田好日堂 p.39

木之庄企畫 p.20

翠波画廊 p.7, 18, 52

古美術 木瓜 p.35

飯沼緑心堂 p.29

古美術 京橋 p.26

鈴木美術画廊 p.13, 52

前坂晴天堂 p.7, 42, 50

池内美術 p.22

去来 p.7, 33

青古堂 p.35

松森美術 p.33

一番星画廊 p.40

孔雀画廊 p.20

ギャラリーセラー p.17

繭山龍泉堂 p.22

古美術いづみ p.27

薫匠堂 p.32

古美術 草友舎 p.37, 49

ギャラリーマリ p.36

井上オリエンタルアート 京橋店 p.30, 51

五月堂 p.26, 52

大聖寺屋 p.17

水戸忠 P.44

井上オリエンタルアート 日本橋店 p.46

ギャラリーこちゅうきょ p.41, 50

千代春画廊 p.32

古美術 無門 p.27

浦上蒼穹堂 p.41

壺中居 p.43

つつみ美術 p.7, 36

古美術 明成 p.24

エトワール画廊 p.21

骨董の店 甲斐 p.25

ギャラリー帝塚山 p.31

メゾンドネコ p.34, 52

海老屋美術店 p.45

齋藤紫紅洞 p.28

古美術 天宝堂 p.45

木雞 p.7, 34, 51

古美術 大谷 p.37

彩鳳堂画廊 p.16

古美術 東湖堂 p.40

森田画廊 p.14

小川商店 p.19

古美術 ささき p.13

ギャラリー戸村 p.31

万画廊 p.15

オリエント考古美術・太陽 p.23

三溪洞 p.46

中長小西 p.14, 51

GALLERY 麟 p.24

古美術 花徑 p.7, 29

作家もの陶器 三和堂 p.42

古美術 奈々八 p.7, 19, 50

古美術 凛 p.24

加島美術 p.16

Gallery Seek p.25, 51

日本橋小伝馬町ギャラリー p.47

ルカスカンジナビア p.13

嘉盛堂 p.32

四季彩舎 p.23

古美術 花からくさ p.39

渡邊三方堂 p.11

かどまつ誠心堂 p.22

しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん p.30, 49

花筥 -HANABAKO- p.44, 50

古美術 侘助 p.36

金井画廊 p.28

古美術 清水 p.37

林田画廊 p.21

KAMIYA ART p.47

下井美術 p.38

2017 年 3 月 発行
発行者：東京 アート アンティーク 実行委員会
Ⓒ Tokyo Art & Antiques 2017
http://www.tokyoartantiques.com

風招 p.35
デザイン：Studio Hart
info@tokyoartantiques.com

