日本最大級の
アート密集地が

こ こ に あ る。
ご自由に

お持ちください

東京 アート アンティーク
日本橋・京橋美術まつり

TAKE FREE

Tokyo Art & Antiques: Nihonbashi / Kyobashi Art Festival

2018 4.26

4.28

certiﬁed project of
beyond 2020 program

2018 年 4 月 26 日 ( 木 ) 27 日 ( 金 ) 28 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。

2018 4.26(thu) 4.27(fri) 28(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
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イベントスケジュール
Event Schedule

22 日（日）〜 28 日（土）
10:30 〜 16:00
《ワークショップ》オリジナルだるまワークショップ
Original Daruma Workshop
入 場 小学生以下無料（中学生以上は材料費 300 円）
予 約 不要
会 場 24 林田画廊

Hayashida Gallery (p.23)

27 日（金）
15:00 〜
《ギャラリートーク》川島公之『 DOGU －土偶いろいろ－ 』
Gallery Talk by Tadashi Kawashima “DOGU − Clay Figures − ”
入 場 無料

予 約 不要

会 場 26 繭山龍泉堂

MAYUYAMA & CO.,LTD (p.24)

18:30 〜
東京 アート アンティーク 2018 スペシャルトークイベント
『陶磁器の研究とコレクション』（詳細 p.7）
2018 Tokyo Art & Antiques -Special Talk Event入 場 無料
会 場

予 約 不要

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション４階（地図 p.63）

28 日（土）
15:00 〜
《ギャラリートーク》川島公之『 DOGU －土偶いろいろ－ 』
Gallery Talk by Tadashi Kawashima “DOGU − Clay Figures − ”
入 場 無料

予 約 不要

会 場 26 繭山龍泉堂
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MAYUYAMA & CO.,LTD (p.24)

企画展目次

Exhibition Index

古美術・茶道具・古書
Antiques / Tea Ceremony Utensils / Antiquarian Books
ちょっとお 洒 落 な 江 戸 絵 画と蒔 絵 の 世 界 …………………………………………… 02 藤 美 術 (p.14)
見捨てがたきもの＆ Books …………………………………………………………… 03 古美術 祥雲 (p.14)
コプト裂 展 /Coptic textile/ 科普 特 織 物 ………………………………………… 11 古美 術 川﨑 (p.17)
美術品展示販売会「美祭 -BISAI-」………………………………………………………… 12 加島美術 (p.18)
茶碗展 ……………………………………………………………………………………… 14 宇野商店 (p.19)
DOGU－土偶いろいろ－ DOGU −Clay Figures− ………………………………… 26 繭山龍泉堂(p.24)
彫刻家 K・S 氏墨壷コレクション展 ………………………………………………… 34 骨董の店

甲斐 (p.27)

古伊万里破格値セール ……………………………………………………………… 38 古美術いづみ (p.28)
香の世界 ………………………………………………………………………………… 40 齋 藤 紫 紅 洞 (p.29)
小さな額と小さな花器 ………………………………………………………………… 42 古美術 花徑 (p.30)
ギャラリーコレクション特集展 春 2018
Recent Acquisitions Spring 2018 ……………………… 44 井上オリエンタルアート 京橋店 (p.31)
縄文の壺展 ……………………………………………………………………………………… 50 去来 (p.34)
Life on this planet …………………………………………………………………………… 51 木雞 (p.33)
金 工 小 品 展 ……………………………………………………………………………………… 53 風 招 (p.34)
「ー古陶磁を愉しむ IX ー」……………………………………………………………… 56 つつみ美術 (p.35)
樂歴代名碗展
『カゴ

籠

Best Raku Ware Exhibition ………………………………………… 62 下井美術 (p.37)

いろいろ』…………………………………………………………………… 63 古美術 藤島 (p.38)

わくわく文房具 ………………………………………………………………………… 65 飯田好日堂 (p.39)
奇妙な食卓 ………………………………………………………………………………… 66 書肆 逆光 (p.39)
李朝陶磁展 …………………………………………………………………………… 68 古美術 東湖堂 (p.40)
「漢の陶器」中国 2 千年前の雄渾
普段使いの古伊万里展
ー李朝ー

Chinese Ceramics of Han dynasty …… 71 浦上蒼穹堂 (p.41)

Ko-Imari for Everyday Use …………………………… 73 前坂晴天堂 (p.42)

Ceramics of Joseon Dynasty ……………………………………………… 76 壺中居 (p.43)

平安時代から現代まで ……………………………………………………… 79 松本松栄堂

東京店 (p.45)

大 熊 美 術 オープニング 展 − 今に届く過 去 の 光 − OKUMA GALLERY OPENING EXHIBITION −
THE PAST LIGHTS reaching to NOW− ………………………………………… 85 大 熊 美 術 (p.47)
春期特別展 古美術のススメ
-Spring Exhibition- THE INVITATION TO ANTIQUES … 86 井上オリエンタルアート 日本橋 (p.47)

近・現代工芸

Modern / Contemporary Craft

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.13)
クラシックコレクション 2018

KLASSIK KOLLEKTION 2018 ………… 05 ルカスカンジナビア (p.15)
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Exhibition Index

企画展目次

「 頂 点 を 極 め た お 椀 」 室 瀬 和 美 ＋目 白 漆 學 舎 Urushi (lacquar) Coated Wooden Bowl That
Reached the Summit Murose Kazumi + The Mejiro Urushi Studio ………… 08 中長小西 (p.16)
襤褸（ぼろ）BORO ………………………………………………………………… 20 アートスペース繭 (p.21)
白磁と墨と和紙 White porcelain & Sumi on Japanese Paper …………… 33 GALLERY 麟 (p.26)
大藝術家 北大路魯山人展

Exhibition of Kitaoji Rosanjin …… 43 しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん (p.30)

-Cirque de verre- …………………………………………… 58 ギャラリーマリ (p.36)

矢野太昭作品展

畠山耕治「聖なるもの：紙刀、ふたたび」 Koji Hatakeyama The Sacred forms: The bronze paper
knives, again ……………………………………………………………… 70 ギャラリーこちゅうきょ (p.41)
6 万円までの花籠展 その３ Exhibition of Flower baskets up to 60,000 yen or less :
Part 3…………………………………………………………………………… 78 花筥 -HANABAKO- (p.44)
辻村史朗「花の器と酒の器」………………………………………………………… 87 KAMIYA ART(p.48)

近代絵画・現代美術
第２１回

Modern Paintings / Contemporary Art

木の会 ……………………………………………………………………… 07 鈴木美術画廊 (p.16)

瓜南直子展 −面影 しのぶ− ………………………………………………………………… 10 森田画廊 (p.17)
柳田 補
ホリグチ

個展

Tasuku Yanagida Solo Exhibition …………………… 15 銀座かわうそ画廊 (p.19)

シンゴ

展 ……………………………………………………… 16 アートスペース羅針盤 (p.20)

ハンス・イヌメ絵画展

HANS INNEMÉE EXHIBITION …………………………… 17 翠波画廊 (p.20)

明 治 から昭 和を担った作 家 達 “True Japanese Art Exhibition” Exhibition of Japanese Artist
-Lived in the Meiji to the Showa period …………………………………………… 23 孔雀画廊 (p.22)
青木志子日本画展「だるまさんといっしょ」 Yukiko Aoki Exhibition …………… 24 林田画廊 (p.23)
長谷川資朗展 −古典文学を美人画へと昇華させて− …………………………… 25 エトワール画廊 (p.23)
♡ Animals …………………………………………………………………………………… 29 四季彩舎 (p.25)
作品で観る「広田

稔の変遷」………………………………………………………… 45 千代春画廊 (p.31)

Life on this planet ………………………………………………………………… 52 メゾンドネコ (p.33)
谷中安 規 版 画 展 ………………………………………………………………………………… 53 風 招 (p.34)
第3回

田嶋健太郎展

Kentaro TAJIMA 3rd Solo Exhibition …………… 64 白銅鞮画廊 (p.38)

野田弘志展 ………………………………………………………………………………… 69 一番星画廊 (p.40)
加来万周 × 川又聡 二人展（Ⅱ）展
常設 展

Banshu Kaku x Satoshi Kawamata (II) … 72 紫鴻画廊 (p.42)

Permanent Exhibitions ………………………………………………… 75 春風 洞画廊 (p.43)

「 銅 版 画 礼 賛！」 〜ムンクから池 田 俊 彦まで 100 作 品 Praise copperplate! -- From Munch to
Toshihiko Ikeda 100 Works …………………………………………………………… 77 不忍画廊 (p.44)
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東京 アート アンティーク 2018
スペシャルトークイベント

『陶 磁器の研究とコレ ク シ ョ ン 』
日本陶磁史を専門とする荒川正明氏をゲストに迎え、出光美術館での学芸員時代や現在の大学での
研究活動を振り返りながら、これまでの研究やコレクションに関するエピソードなど、美術品にまつ
わる楽しさをお話いただきます。司会進行には、東洋古美術を専門とする京橋の繭山龍泉堂代表取
締役 川島公之氏が努めます。
ゲスト：荒川正明氏（学習院大学 日本美術史教授）
司会：川島公之氏（繭山龍泉堂代表取締役）

荒川正明氏

あらかわ まさあき

1961 年、茨城県生まれ。学習院大学大学院人文科学専攻修士課程修了。専門は日本
陶磁史。出光美術館主任学芸員を経て、2008 年より学習院大学文学部哲学科教授（日
本美術史専攻）
。著書に『日本やきもの史』
（美術出版社、1998、共著）、
『板谷波山
の生涯』
（河出書房新社、2001）
、
『唐津やきものルネサンス』
（新潮社、2004、共著）、
『やきものの見方』
（角川書店、2004）、
『やきものの楽しみ方』( 池田書店、2009)、
『日
本美術全集 黄金とわび（桃山時代）』
（小学館、2013）などがある。
荒川正明氏

寄稿文「やきものとの出会い～京橋での図録制作」は p. 50 へ！

入場無料
4 月 27 日（金）18:30 〜 19:30（受付：18:00 より）
コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション４階

（京橋トラストタワー トラスト シティ カンファレンス）
※立ち見となる場合がございます。

会場住所：
東京都中央区京橋
2-1-3 京 橋トラスト
タワー 4 階
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東京 アート アンティーク 2018 特別企画

チャリティ入札会
Tokyo Art & Antiques 2018 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？

2017 年の入札会の様子

用紙に落札希望金額を
記入して入札箱へ！

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：2018 年４月 26 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：2018 年４月 28 日（土）

※店舗により 29 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
03 祥雲
どうぞお楽しみに！
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参加店マップ

翠波画廊
草間彌生「金魚鉢」1984 年 シルクスクリーン

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

環状線

中長小西
どうぞお楽しみに！

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

鍛治橋通り

首都高速都心
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主婦と
生活社

ホテルモントレ
ラ・スールギンザ

読売中央
公論社

こっとう通り
相鉄
フレッサイン

桃六

昭和通り

京橋
プラザ
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古美術 川﨑
どうぞお楽しみに！

21

50
東京スクエア
ガーデン

京橋エドグラン
明治屋

京橋駅

去来
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

丸善 日本橋店

中央通り

中央通り

宝くじ
ドリーム館

相鉄
フレッサイン

読売中央
公論社

日本橋髙島屋

HSBC
東京本店

鍛治橋通り

こっとう通り

八重洲通り

東京国立
近代美術館
フィルム
センター

古美術 奈々八
どうぞお楽しみに！

桃六

昭和通り

42

古美術 花徑
阿蘭陀孔雀文皿

56

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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B o o k s to r e s

参加店 - 書店

丸善・数寄者の茶陶展
併催：近現代巨匠陶芸展
4 月 25 日（水）- 5 月 1 日（火）

9:30 〜 20:30（※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。どうぞ、この機会にご高覧
くださいますようご案内申し上げます。
《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

川喜田半泥子

灰釉手捻り茶盌（銘、水月）

A 丸善 日本橋店 ３階ギャラリー

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
English 古 茶 書 工 近 現

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

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 ☎ 03-3567-8382
FAX.03-3567-8382 mobile: 090-8770-4352
English 古

Art MapA 1-A

Art MapA 1-A

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.8
Galleries participating Charity
Auction. Detail and map at P.8
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

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

ちょっとお洒落な
江戸絵画と蒔絵の世界
4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）
粋な 動物、人物、山水、等々の江戸絵画
お洒落で斬新なデザインの重箱、お椀、等々の蒔絵工芸品

嵯峨蒔絵 四方会席膳
縦・横ともに 28.8cm
高さ 4cm

02 藤美術
森祖仙筆 1747 年（寛延元年）- 1821 年（文政 4 年）
猪図 墨絵淡彩 掛軸装

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
English

古 書 工

03

チャリティ入札会
Charity Auction
English

14

Art MapA 1-A

古 茶 書 工 近 現 本

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 1-B

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

古 工

参加店 - 銀座

東洋の古美術品を取り扱っております。特に中国古美
術に力を入れております。
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。
２６日 (木) は、出張の為、休業しております。
２７日・２８日は通常通り営業しております。

06 河井汲古堂

Kawai Kyukodo

11:00-18:00 銀座 1-9-5 池田ビル 1F
Ikeda Bldg. 1F, 1-9-5, Ginza
☎ 03-3567-3333 FAX.03-3567-3333

Art MapA 2-B

古 茶 書 工

Art MapA 2-B

05

English

工 近 現 洋

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

Art MapA 2-A
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参加店 - 銀座

第２１回

Ga l l er ies G i n z a

木の会

4 月 13 日（金）- 4 月 28 日（土） 会期中無休

茶道具、書画、工芸品、蒔絵。
呈茶をいたしております。
（無料）

猪爪彦一、大場再生、塚本聰、鍋島正一、三浦明範、
湯山俊久

07 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

09 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

「頂点を極めたお椀」室瀬和美＋目白漆學舎

Urushi (lacquar) Coated Wooden Bowl That Reached the Summit

Art MapA 3-A

チャリティ入札会
Charity Auction

Murose Kazumi + The Mejiro Urushi Studio
4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）

漆芸家(人間国宝)の室瀬和美は講演等で「漆椀でご
飯を」と話します。「熱伝導率が低く適度に水分を吸
うので、最後まで温かく美味しく食べられます」と。
2013年、三浦雄一郎の登頂隊がエベレスト(チョモラ
ンマ）に挑みました。極限状態での楽しみは食事です
が、通常使用する食器ではすぐに冷めてしまいます。
室瀬は「美味しい食事を摂って登頂に成功して欲し
い、そして漆椀の利点を極地で試したい」との思いか
ら、漆椀を作りはなむけとしました。
山頂付近は、昼は50度、夜はマイナス40度。この厳し
い環境下で登頂隊は漆椀を使い、いつも温かい食事
を摂ることができました。戻ってきたお椀には全く問
題が無く、美しい塗膜を保持していました。漆の強さ 撮影：大屋孝雄
も証明されたのです。まさに頂点を極めたお椀です。
この登頂隊と同形のお椀を目白漆學舎の協力で展観します。漆の強さと温かい感触を味わってください。

08 中長小西

NAKACHO KONISHI

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
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English 古

書 工 近 現

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

瓜南直子展
−面影 しのぶ−

4 月 16 日
（月）- 4 月 28 日（土）
＊日曜休廊

2012 年に亡くなった瓜南直子先生
の七回忌にあたる今年、作品にこ
められた思いを今一度ご覧いただ
きたいと思います。

10 森田画廊

【瓜南直子 かなんなおこ】
1955 年 石川県に生まれる
東京藝術大学工芸科鍛金専攻卒業、
1990 年に銀 座にて初個展、以後
個展グループ展で作品発表。
岩絵の具、アクリルなどを使い、
独特な物語世界を持ちその世界を
独特なマチエールで表現。2012 年
6 月 56 歳で永眠。

MORITA GALLERY

11:00-18:30 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

コプト裂展 /Coptic textile/ 科普特織物

チャリティ入札会
Charity Auction

4 月 24 日（火）- 4 月 28 日（土）

コプトとはキリスト教徒化したエジプトの人々
を表す言葉です。3 世紀から 12 世紀の間に
栄えた文化の中で綴織を主とした織物をコプ
ト裂と呼んでおり、人物や動植物図など種類
も多岐に渡り、海外でも人気があります。
今回はコプト裂を額装の物から残欠まで 100
点程集めました。残欠はその場で額装の提案
もさせて頂きます。迫力のある物から場所を
選ばず楽しめるものまで幅広く取り揃えてお
ります。是非遊びにいらしてください。
Exhibiting around 100 items of copt textiles and "zanketsu". The textiles produced
during the prospered cultures between 3 to
12th century are called "copt textiles", designed with figures, animals, plants, and
many other, which has become very popular in many countries.
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

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

Ga l l er ies Kyo b a sh i

美術品展示販売会「美祭 -BISAI-」
Sales Exhibition of Japanese Art -BISAI4 月 21 日（土）- 5 月 6 日（日）
加 島 美 術 は、 美 術 品 展 示 販 売 会「 美 祭
-BISAI-」を 4 月 21 日（日）～ 5 月 6 日（土）
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
400 点以上の作品を展示します。作品を直に
見る醍醐味こそが「美祭」の魅力です。
Kashima Arts is proud to present BISAI, a
sales exhibition of Japanese Painting and
Calligraphy, from April 21st through May 6,
2018.
Ranging from traditional scrolls, calligraphy to modern arts, we exhibit over 400 pieces of works in our
sophisticated gallery space including modern setting on the first floor, and more traditional atmosphere featuring tea ceremony space on the second floor.

12 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

English, 中国話

古 書 工 近 現

Art MapA 1-B

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
中国明時代の官窯磁器を中心に東洋陶磁器や玉
器を取り扱う
Oriental Ceramics and Works of Art

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

13 大聖寺屋

Daishojiya

11:00 ～ 18:00 京橋 3-3-4 / 3-3-4 Kyobashi
☎ 03-3527-9628 FAX.03-3527-9628
English 古 茶

18

Art MapA 1-B

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。

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

茶碗展

4 月 24 日（火）- 4 月 28 日（土）
宇野商店では「茶碗展」をいたします。
高麗茶碗・楽茶碗・和物茶碗を中心に、
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
traditional Japanese tea bowls.
旦入黒茶碗

14 宇野商店

南部伯爵家伝来 ノンカウ七種の内「獅子」写

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

柳田 補

古 茶
Art MapA 1-B

個展

Tasuku Yanagida Solo Exhibition
4 月 23 日（月）- 4 月 29 日（日）
独学で単身フランスに渡り、研鑽を積んだ写実の鬼
才 柳田補。
たぐいまれなる描写力にて描き出された、人物、静
物、風景画を約 20 点展観いたします。柳田補渾身
の都内では 3 年ぶりとなる個展です。ぜひご高覧く
ださいませ。
Tasuku Yanagida is a fabulous oil painter.
He studied oil painting in Paris.
We will be introducing his marvelous art works
-- portrait, still life and landscape paintings.
We hope you enjoy our lovely exhibition.
We are looking forward to welcoming you to
view his wonderful paintings.
F10

15 銀座かわうそ画廊

桔梗

油彩 キャンバス

Ginza Kawauso gallery

12:30-19:00 京橋 3-6-21 十合ビル 3 階 / 3F Sogou bldg., 3-6-21 Kyobashi
☎ 03-3535-3931 FAX.03-3535-3931

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

English

現

Art MapA 2-B
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

ホリグチ

シンゴ

展

4 月 23 日（月）- 4 月 28 日（土）
11:00-19:00 ※最終日 17:00 まで

僕は絵を描く上で、自分は３つの領域を常に感じなが
ら制作している。
画面の向こう側にある存在しないはずの仮想の空間性、
画面の表面上にある色と形の平面性、
画面のこちら側にある質量を持った素材の物質性、
これらが絡み合いながら予測出来ない方向に作品を転
がしていった先に、情報でも物質でもない、言語の外
側にある何かが自分の作る作品の上で生じるのではな
いかという錯覚。
−ホリグチ シンゴ

16 アートスペース羅針盤

Art Space Rashinban

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

ハンス・イヌメ絵画展

Art MapA 2-B

チャリティ入札会
Charity Auction

HANS INNEMÉE EXHIBITION
4 月 16 日（月）- 4 月 28 日（土） ※日祝休廊

これまでにない新しい現代アートとして、新聞や美術雑
誌で大きく取り上げられ、ヨーロッパを中心に注目を集
めているオランダの作家ハンス・イヌメ。マルベリー転写
法という独自の技法を駆使して描かれた作品は、抽象絵
画から出発したイヌメ独特の構図と、
「みんなが仲良く幸
せになれますように」というメッセージを体現するように
組み合わされた身近な生き物の姿が魅力です。本展では、
新作も含めた人気作品を展示いたします。ご家族みんな
が笑顔になれる現代アート「ハンス・イヌメの世界」をお
楽しみください。
Hans Innemee is a Dutch artist whose artworks have
gained many attention as a new type of contemporary
art. His artworks are created by his unique method called Mulberry
Paper Transfer Process. Combined with his own composition derived
from abstract art, the charm of his works lies in the mixed description
of the familiar animals, which embodies his message “May everybody become happy”. In this exhibition you can see a variety of his
popular artworks including the latest mixed-media paintings and
hand -colored prints.

ハンス・イヌメ「聞くのは得意・・・・」
（ミクストメディア 40 × 40cm）

17 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
English

20

近 現

Art MapA 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 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。

オリジナリティーのある現代作家と戦後の現代美
術作家を中心に取り扱っております。
【取扱い作家】
岡本太郎・坂本善三・瑛九・吉仲太造・細川真希・
横山真理・鎌谷徹太郎
菩薩五尊像（唐時代）

18 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

ぼ

ろ

襤褸

English

古 茶 書

19 ギャラリーセラー

GALLERY CELLAR

12:00-18:00 京橋 3-9-2 宝国ビル B1 階
Hougoku bldg. B1, 3-9-2 Kyobashi
☎ 03-6225-2466 FAX.03-6225-2467

Art MapA 3-B

English

近 現

Art MapA 3-B

BORO

4 月 20 日（金）- 4 月 28 日（土）

襤褸と書いて " ぼろ " と呼びます。今 、襤褸は "BORO" と
表記されて世界の市場でも愛好家たちに求められています。
江戸時代以前、極寒の冬でも麻の衣服や寝具で過ごすしか
なかった北陸、東北地方の人々にとって暖かい南の木綿が北
前船によってもたらされました。藍で染められたこれらの綿
布は刺し子で強化されたり、穴があくと継ぎを当てたり、ボ
ロボロになるまで使い込まれ、なおかつ裂き織りという形で、
布の命が尽きるまで大切にされました。慎ましい生活の中で
育まれたこれら希少な布の奥深い心が見る人の胸を打ち、な
おかつ抽象絵画のような造形美が愛好家を増やしています。
Entering Edo priod, "KITAMAE" ships carried warm cotton cloths to the northern regions of Japan. These cloths
were preciously strengthened by "SASHIKO" or "SAKIORI" -- ways to embroid or recycle them. These artistic
cloths are called "BORO" and are being reevaluated.

20 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

English

古 工 近

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

Art MapA 3-B
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i
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

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。

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。

21 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 FAX.03-3561-8118
English, 中国話

古

チャリティ入札会
Charity Auction

Art MapA 3-B

明治から昭和を担った作家達

22 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 FAX.03-6262-3559
English

近 現

Art MapA 1-C

“True Japanese Art Exhibition”

Exhibition of Japanese Artist -Lived in the Meiji to the Showa period
4 月 23 日（月）- 4 月 28 日（土）
日本文化を担い今なお輝き続ける作家達ー
明治 大正 昭和を生きた 日本画 洋画 書の作
家をご案内申し上げます。どうぞこの機会に
ご来廊お待ちいたしております。
【出品作家】
杉山寧 藤田嗣治 郷倉千靱 郷倉 和子
荒木十畝 北原白秋 村田林蔵 その他
Holding an art exhibition of Japanese artists work from Meiji, Taisho and Showa period (1868〜1989). We wish you to visit our
exhibition and take opportunity to feel traditional Japanese art works.
[Artists] Yasushi Sugiyama, Tuguharu Fujita, Senjin Gokura, Kazuko Gokura, Jippo
Araki, Hakushu Kitahara, Rinzo Murata.

23 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
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古 茶 書 工 近 現

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-C

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

参加店 - 京橋

青木志子日本画展
「だるまさんといっしょ」
Yukiko Aoki Exhibition
4 月 22 日（日）- 4 月 28 日（土）

日展を中心に発表を続ける青木の 3 年ぶりの個展となりま
す。今回は「だるまさんといっしょ」と題し、今までの花
鳥画とはひと味違った作品を展示致します。
また会期中、作家の指導の下、オリジナルだるま制作体験
コーナーも設置します。皆様奮ってご参加ください。

EVENT《オリジナルだるまワークショップ》
受付：10時30分～16時 随時受付、予約不要
＊混みあっている場合はお断りする場合がございます
青木志子 あっぷっぷ 0 号

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

近

Art MapA 2-C

小学生以下無料
（中学生以上は材料費300円
頂戴いたします。）
無地のだるまに様々な絵の具
で絵付けをしていただきます。

長谷川資朗展 −古典文学を美人画へと昇華させて−

4 月 16 日（月）- 4 月 28 日（土） 11:00 〜 18:30 但し、日曜日は休廊
一昨年末から昨年初めにかけて、パリ
で「長谷川資朗展」が開催され、大好
評を博した。本年も、ベルギーより個
展の要請が来ている。

「磐瀬の杜」−万葉集より F4

油彩 キャンバス

25 エトワール画廊

GALERIE ETOILE

11:00-18:30 京橋 2-6-13 / 2-6-13 Kyobashi
☎ 03-3561-2041 FAX.03-3564-3102

「長谷川先生が目指しているものは、
洋画
（近代）の側からの日本画や工芸
（伝
統）の側への越境であり、分野の垣根
を取り払い、西洋で生まれた油彩の技
法を用いて、日本の美術史に連なる新
しい絵画を創造することである。」
「洋画と日本画と工芸の間の境界線も
ヒエラルキーも白紙還元し、近代美術
が切り捨てた職人的技法や装飾性を再
評価して、コンパクトな小宇宙的絵画
を作り出そうというものである。」
パリ展『長谷川資朗作品集』より抜粋
English

古 書 近 現

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

Art MapA 3-C
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

DOGU －土偶いろいろ－
DOGU −Clay Figures−
4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）

土で人物や動物の像をつくり焼 成した
「土偶」は、古代において様々な国で制
作されました。日本では、縄文時代の
「土偶」や古墳時代の「埴輪」が有名で、
中国では「俑」と呼ばれ、古代中国を
代表するやきものとして知られています。
この他にもアジアの広い地域でつくられ
ていますが、それぞれ土偶の持つ意味
は深く、それは当時の人々の宗教観や、
階級社会を背景とした死生観を反映して
います。此の度は、世界の各地でつくら
れた土偶の世界の一端をご紹介いたし
たく、その魅力を感じて頂けましたら幸
いです。

26 繭山龍泉堂
10:00-18:00

EVENT

《ギャラリートーク》川島公之『 ＤＯＧＵ －土偶いろいろ－』
4 月 27 日（金）・28 日（土） 午後 3 時～

Gallery Talk by Tadashi Kawashima “DOGU -Clay Figures-” 27 and 28 Apr. at 3pm, Admission Free

MAYUYAMA & CO.,LTD.

京橋 2-5-9 / 2-5-9 Kyobashi

☎ 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。

27 池内美術

28 かどまつ誠心堂

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

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

IKEUCHI FINE ART CO.,LTD.

古 茶
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無料

Art MapA 3-C

Kadomatsu Seishindo

古 工 現

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

新槇英美子
瀬戸 優
門田奈々

泉 東臣

丁子紅子

江森郁美

木原千春

長久保華子

松下大一

参加店 - 京橋

山根 旭

門田奈々「Read Me」S1

アクリル絵具

29
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。
Through perception of art from ancient Orient, a
cradle of Mesopotamian, Egyptian and Indus Valley civilizations, to deepening experience and a
chance or a turning point to collecting antiquities.

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

古

English
11:00-18:00 京橋 2-11-9 / 2-11-9 Kyobashi
☎ 03-5524-6066 FAX.03-5524-6077 Art MapA 3-C

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。

31 古美術 凛

Rin Art

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

古

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

Art MapA 3-C
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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。
②高く持ち上げず、低い位置で

東洋古美術、古陶磁。

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
見るときは、頭上へ持ち上げずに手元の位置で

32 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

白磁と墨と和紙

Art MapA 3-C

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！

White porcelain & Sumi on Japanese Paper

4 月 18 日（水）- 4 月 28 日（土）
タルハンアリ（満月壺）
、富本憲吉の白磁壺、
現代の白磁小品と荒井恵子の和紙に墨の作品
をご堪能ください。
【出品予定作家】
浅野弥衛、富本憲吉、伊藤秀人、白珍、
荒井恵子 他
Welcome to our exhibition of the white
porcelain and the Japanese paper with
Sumi collections created by the ceramic
artists.
[Artists]
Asano Yae, Kenkichi Tomimoto,
Hidehito Ito, Jin Baek, Keiko Arai etc

33 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

26

工 近 現

Art MapA 3-C

荒井恵子 日々刻々 w1

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。

49 × 53㎝

墨に和紙

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

参加店 - 京橋

彫刻家 K・S 氏墨壷コレクション展
4 月 18 日（水）- 4 月 28 日（土）
＊ 4 月 22 日 ( 日）は休み

彫刻家 K・S 氏が長年蒐集してきた個性豊かな墨壺のコレクショ
ン約３０点余を展示販売いたします。

（上）心字墨壷

江戸時代

長さ 18cm

（下）荷車墨壷

清朝時代

長さ 19.8cm

34 骨董の店

甲斐

鴨形墨壷

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

李朝時代

長さ 19cm

Art MapA 3-C

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 茶

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

Art MapA 3-C

27

参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

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。
今年は企画展を行いませんが、李朝白磁を中心に
展示いたします。

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。

37 古美術 京橋

39 古美術 無門

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
☎ 03-3564-1036 FAX.03-3564-1036
English

古

Art MapA 2-D

古伊万里破格値セール

Mumon

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

Art MapA 3-D

4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）

17世紀から19世紀にかけてヨー
ロッパの王侯貴族を魅了した古伊
万里。日本の高度成長と相まって
その多数が里帰りし驚くほど高価
格で売買されていました。ところ
が、バブル崩壊後の二十数年間価
格低迷し、やっと昨年から上昇し
始めました。
「鉄は熱いうちに打て。古美術は
安いうちに買え。」の言葉通りま
だまだ 価 格 の 安 い 今 が チャン
ス。
古伊万里ファンの皆様、是非古美
術いづみにお越しください。

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
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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。

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

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

香の世界

4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）

香りにまつわる茶道具を中心に香合、
香炉、香箱を展観します。
焼物から漆器など色とりどりな御道
具を御覧下さい。

菊桐蒔絵阿古陀小香炉

40 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

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
いることが多いもの。もともと一人ひとりのお客

古美術全般を取り扱っております。
＊ 28 日（土）お休みしております。
（２6 日・２7 日開店）

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
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、

41 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

Art MapA 3-D

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
品に対する配慮を歓迎してくれることでしょう。

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

42 古美術 花徑

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

大藝術家

古 書 工

Art MapA 3-D

北大路魯山人展

Exhibition of Kitaoji Rosanjin
4 月 16 日（月）- 4 月 28 日（土）
※ 4 月 22 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。

43 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

30

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。

チャリティ入札会
Charity Auction

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

参加店 - 京橋

ギャラリーコレクション特集展 春 2018
Recent Acquisitions Spring 2018

4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）
過去に数度の開催をいたしました、
ギャラリーコレクション展。今回は特
にコアなテーマはないのですが、主
に未発表の高麗・李朝を中心にモノ
クローム的な古陶磁器とその周辺的
古陶磁、工芸作品を展示即売します。
どうぞ、ご高覧下さいませ。

白磁染付陽刻牡丹文角瓶
李氏朝鮮王朝時代 18 世紀
H.21.7cm D.11.5cm
来歴：椿 貞夫 画伯 旧蔵
展覧会歴：山形県天童市（財）
出羽桜美術館 2016 年度
『高麗・李朝の陶磁展』出展

44 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

English

古 茶

Art MapA 3-D

作品で観る
「広田 稔の変遷」

4 月 17 日（火）- 4 月 28 日（土）
日曜・月曜は定休日
当画廊が長年取り扱ってきた作品の内
2005 年から現在までの作品を厳 選し
展覧いたします。
少年を題材とした抒情あふれる作品か
らバレリーナを題材とした作品に移り日
本風景の四季へと変遷していきます。

彼は海まで線を引く 15.8 × 22.7cm

45 千代春画廊

2005 年作

その時代のテーマと共に並行し描き続
けた静 物・花の作品を加え秀 作 18 点
を展覧致します。

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

近

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

Art MapA 2-E
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参加店 - 京橋

Ga l l er ies Kyo b a sh i

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。

46 嘉盛堂

47 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

古 書

Art MapA 2-E

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。

48 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

32

古 茶

Art MapA 3-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

Art MapA 2-E

中国・朝鮮・日本の古陶磁・金石を取り扱っており
ます。

49 北山美術店

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
English 古

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-E

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

参加店 - 京橋

51

Art MapA 3-E

52

Art MapA 3-E

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

Ga l l er ies Kyo b a sh i

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

チャリティ入札会
Charity Auction

English 古

Art MapA 3-E

通常営業は不定休となりますので、
お問い合わせくださいませ。
4 月 25 日（水）- 4 月 28 日（土）

金工小品展
日本、そしてその源流となった中国大陸や朝鮮半島の金
工小品を集めて展示します。

谷中安規
版画展
青銅方壺

大 正から昭和初期に活
躍した 鬼 才、谷 中安 規
の創 作版 画を展示しま
す。

高さ 9.2cm

53 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

34

Art MapA 3-E

谷中安規

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。

媽祖より童子圖

S.12 年

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

東洋古美術。

参加店 - 京橋

韓国、中国の古美術を主に扱っています。

54 古美術 木瓜

55 青古堂

Antiquary Boke

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

古

Art MapA 3-E

—古陶磁を愉しむ IX —

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、
今年で九回目になりました。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。

56 つつみ美術

Tsutsumi Fine Arts

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

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

古

Art MapA 3-E
チャリティ入札会
Charity Auction

한국어

古

Art MapA 3-E

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。

57 佗助

antique shop Wabisuke

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

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

Art MapA 3-E
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58
Art MapA 3-E

日本に古くから伝来した中国の古美術品を幅広く取り
扱っております。

おもに日本の古美術を扱っております。

59 古美術 大谷

60 古美術 草友舎

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
☎ 03-3561-2110
中国話 古
Art MapA 3-E

36

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

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

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。
ただ、期間中は店内がとても混み合います。ギャ

ガンダーラ中心の仏教美術。

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

61 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

樂歴代名碗展

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）

Best Raku Ware Exhibition

4 月 26 日（木）- 6 月 26 日（火）
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。

初代長次郎

黒茶碗

62 下井美術

三代道入

黒茶碗

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

古 茶

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

Art MapA 3-E
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『カゴ

Ga l l er ies Kyo b a sh i

籠

いろいろ』

4 月 24 日（火）- 4 月 28 日（土）

和一斉の大きな竹花籠、唐物茶籠、掛花生、籠地のタバコ入れ等
いろいろ集めました。掛花用の鉄鎖も多数あります。

和一斉作

63 古美術 藤島
12:00-18:00

English

KOBIJYUTU Fujishima

京橋 1-14-5 / 1-14-5 Kyobashi

☎ 03-3563-3529

古

FAX.03-3563-3529

第3回

Art MapA 3-E

田嶋健太郎展

Kentaro TAJIMA 3rd Solo Exhibition
4 月 16 日（月）- 4 月 28 日（土）
新しくも古くもなく。
絵が語りかけてくる、そのひそやかな声に
耳をすまして。
【田嶋健太郎】
1984 年東京生まれ。
2011 年東京藝術大学絵画科日本画専攻卒業
2016 年個展「芽」
（白銅鞮画廊）
2017 年個展「結い」
（白銅鞮画廊）
2017 年個展（大塚美術）
It is a solo exhibition of the young Japanese
style painting artist Kentaro Tajima.

64 白銅鞮画廊

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
☎ 03-6262-1283 FAX.03-6262-1284
「兆し」 P3 号

38

墨 , 岩絵具 , 金泥 , 天然染料 , 楮紙

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。

近 現

Art MapA 2-F

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

参加店 - 京橋

わくわく文房具

4 月 26 日（木）- 4 月 28 日
（土）

文房具とは…
日々の生活になくてはならないもの
です。実用的なものから、眺めて
いるだけで楽しいものまで。時に、
筆で署名をしたり、お茶会の床脇
に飾ってあったり。ただ持っている
だけでわくわくするものです。
いろいろな文房具の世界をお楽し
み下さい。

65 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

奇妙な食卓

4 月 26 日（木）
- 4 月 28 日（土）
京橋・日本橋から昭和通り
を東に越えた八丁堀に密や
かに佇む雑居ビルに小さな
店を構えています。詩 歌を
中心とした古書と考古遺物
や漆器、かつての暮らしに
使われていた民具、李朝の
陶器などを扱っています。
本展は、古い陶器や漆器、
古民具などを使ってふだん
の食卓の風景を一変させる
試みです。

66 書肆 逆光

Gyakko

12:00-19:00 八丁堀 2-3-3 2F
2F, 2-3-3 Hacchobori
☎ 03-6280-3800 FAX.03-6280-3800

書

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

Art MapA 4-F
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李朝陶磁展

4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）
朝鮮王朝（１５〜１９世紀）の陶磁器を展示即売致します。
李朝染付、辰砂、粉青沙器など、３０点ぐらいを展示い
たします。

李朝染付鎬壺
高さ 18cm

李朝辰砂面取花鳥文壺
梅沢記念館 旧蔵
高さ 15.5cm

68 古美術 東湖堂

李朝白磁透し蓮花文筆筒
高さ 13cm

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

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
の古伊万里を豊富に取り揃え、皆様のお越しをお
待ち申し上げます。

野田弘志展

67 古美術 花からくさ

69 一番星画廊

HANAKARAKUSA

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

古 近

40

古

Art MapB 3-A

4 月 23 日（月）- 4 月 28 日（土）

Gallery Ichibanboshi

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

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。

近

Art MapB 3-A
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参加店 - 日本橋

畠山耕治「聖なるもの：紙刀、ふたたび」

Koji Hatakeyama The Sacred forms: The bronze paper knives, again
4 月 23 日（月）- 4 月 28 日（土）
現代を代 表する金工＝ブロンズ造
形 芸 術 の 大 家、 畠 山 耕 治 (1956
年生まれ ) による最新コンセプト作
品群「聖なるもの」を展示する。ま
た、2013 年に初めて公けにした紙
刀 ( ペーパーナイフ )、内外から大
きな反響を呼んだ紙刀を、さらに
ハイセンス & ハイクオリティに発展・
進化させて、5 年ぶりに再び 世に
問う。ネオ・ジャポニスムともいう
べき、現代の青銅鋳金芸術の精華
と美の結晶をぜひ、ご高覧ください。

70 ギャラリーこちゅうきょ

畠山耕治 紙刀 2013

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

現

Art MapB 3-A

「漢の陶器」
中国 2 千年前の雄渾

Chinese Ceramics of Han dynasty

4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）

漢 時 代（BC206 〜 AD220） の 陶 器 は
多岐にわたります。高火度で焼成され、
地味で実用性が重視された灰陶や灰釉。
一方、美しい色合いの緑釉や褐釉があり、
これらは低火度で焼成された鉛釉陶で
副葬用に用いられました。古代中国では
霊魂は不滅であって、生前と死後の生活
は同様のものと考えられていました。前
漢と後漢、400 年近く栄えた漢王朝の
陶器の特徴は造形が力強く、雄大で堂々
とした姿を現代にも伝えています。
漢 緑釉奩 H. 28.9 cm

71 浦上蒼穹堂

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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加来万周 × 川又聡

二人展（Ⅱ）

Banshu Kaku x Satoshi Kawamata (II)
4 月 20 日（金）- 4 月 28 日（土）※日曜休廊

若手人気作家の加来万周、川又聡による二人展「加来万周×
川又聡 二人展（Ⅱ）」を開催致します。
2011 年に開催の第 1 回展から暫くの時間を経まして、各々が
研鑽を重ね、個性的な作品による競演となります。本来の日本
画としての伝統的な表現と鮮やかな色彩表現が特徴の加来万
周、精緻なデッサンを礎に独自の世界観を動物を通して描く
川又聡、対照的な作品を醸し出す画家による二人展となります。

加来万周「昇炎」10 号

72 紫鴻画廊

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

普段使いの古伊万里展

川又聡「七色」6 号

Ko-Imari for Everyday Use

チャリティ入札会
Charity Auction

4 月 26 日（木）- 4 月 28 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！
To thank our customers, we will
provide Ko-imari for everyday use
at an affordable price only during
the Tokyo Art & Antiques.
Don't miss this chance!
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

42

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

Art MapB 3-A

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

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。

常設展

74 作家もの陶器

75 春風洞画廊

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

工 現

Art MapB 3-B

参加店 - 日本橋

Permanent Exhibitions
4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）

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） FAX.03-3281-5250

工 近 現

Art MapB 3-B

― 李朝 ―

Ceramics of Joseon Dynasty
4 月 23 日（月）- 4 月 28 日（土）
東京アートアンティークに際して企画展示
を行います。この度のテーマは李朝。
時代を超えて愛されてきた作品と現代を
生きる我々との出会いの場となりましたな
ら幸いです。

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
English 古

Art MapB 2-B

For more information about the events and exhibitions, please contact the gallery directly.
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「銅版画礼賛！」〜ムンクから
池田俊彦まで 100 作品

Praise copperplate! -- From Munch to
Toshihiko Ikeda 100 Works
4 月 17 日（火）- 4 月 28 日（土）※日曜休廊
ムンク、ルオー、駒井哲郎、浜田知明、池田満寿夫な
ど国内外著名アーティストの（主にモノクロームの）
銅版画作品と、池田俊彦、山田純嗣等の若手・中堅
現代作家たちの美大時代の最初期作品をまとめて展
示します。
銅版画ならではの [黒いインクのマチエールの魅力]
が伝わるよう一部作品はガラス（アクリル）を外し拡
大レンズでご覧頂けるようにいたします。また、浮世
絵サイズの作品を手にとって見られるよう、シート状
態でも展示します。

77 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
☎ 03-3271-3810 FAX.03-3275-0391
ジョルジュ・ルオー「ミセレーレ XX 見捨てられた十字架のイエスの下で」
1926 銅版画 ED. 450, 57.7 x 41.5 cm

工 近 現 本

Art MapB 3-B

古 茶 工 現

Art MapB 3-B

6 万円までの花籠展 その３

Exhibition of Flower baskets up
to 60,000yen or less :Part 3
4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）
＊ 12:00 - 18:00

ご自身で愛でる普段使いに。大切なお客様
のために。
どちらにもお使いいただける竹の花籠を、
お手頃な値段で揃えました。
力強さの中のしなやかさ、涼しげで繊細な
編目をお楽しみください。
竹ならではのやさしさと温度を、心を込め
たプレゼントにもどうぞ。

78 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
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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 ri e s N i h o n b a s h i

参加店 - 日本橋

平安時代から現代まで

4 月 14 日（土）- 4 月 28 日（土）

日本美術の掛軸（古画、新画）を中心に、中国美術、
朝鮮美術など豊富な品揃えを心がけております。
日本美術史で欠かすことのできない作家達の作品
を取り扱っております。
本展では、平安時代から現代までの掛軸の優品
を展示いたします。

79 松本松栄堂

東京店

Matsumoto Shoeido Tokyo Store

10:00 - 18:00（通常は毎週木曜・金曜開廊）
日本橋 3-8-7 坂本ビル 3 階
Sakamoto bldg. 3F, 3-8-7 Nihonbashi
☎ 080-9608-7598
English, 中国話

香紙切 平安時代 11c

古 書 近 現

Art MapB 3-B

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
古美術品、茶道具を扱っております。お気軽にどうぞ。

に合わせてコレクターからお借りしている非売品を
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

80 水戸忠

MITOCHU

タンスはまちまちですが、問題ないと判断すれば

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

教えてくれますし、購入していただいたお客様への

古 茶

Art MapB 3-B

配慮から、そうしているギャラリーもあります。

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

鎌倉時代の仏画、如意輪観音の掛け仏、愛染明王
の掛け仏、火中の蔵王権現の金銅仏、不動明王の金
銅仏、瓦経、狛犬などなど平安時代から鎌倉時代の
仏教美術を中心に、味わい深い物を展示致します。

81 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

82 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
☎ 03-3241-6543 FAX.03-3241-1914

古 書

Art MapB 3-B

Art MapC 1-A

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。

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。

83 秀山堂画廊

84 三溪洞

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
English 近
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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！

Art MapC 1-A

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
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。

工 近

Art MapC 1-B

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

大熊美術オープニング展

参加店 - 日本橋

−今に届く過去の光−

OKUMA GALLERY OPENING EXHIBITION −THE PAST LIGHTS reaching to NOW−
4 月 26 日（木）- 4 月 29 日（日）
大熊美術では、オープニング展示
即売会として中国陶磁器を中心と
した 東 洋と西洋の古美 術品を展
示いたします。
また、定窯や龍 泉窯など中国古
窯の陶片も並べさせていただきま
す。
普段使いの品物から古美術品まで
心ときめく品物を集めております
ので、日本橋の少々遠い場所です
が、お立ち寄りただければこの上
ない喜びです。

85 大熊美術

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

春期特別展

English, 中国話

古 茶

Art MapC 1-B

古美術のススメ

-Spring Exhibition-

THE INVITATION TO ANTIQUES
4 月 26 日（木）- 5 月 10 日（木）
10:00~18:00 会期中無休

＊日本橋店での企画展示第三弾。
＊日本・中国・朝鮮の「古陶磁」と、クリエイター
亀井紀彦の「前衛花」のコラボレーション展示即売会。
（ 生け花の展示は 4 月 26、27、28 日の三日間のみ）
＊わかりやすくて、うつくしい。すべてがオススメ。
＊特別カタログ制作、無料配布
＊手頃な価格の品物から、名品まで。古美術をとにかく
無邪気に楽しんで頂こう！という企画です。

86 井上オリエンタルアート

T.EDO INOUYE & SON oriental art
[ 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

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

Art MapC 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

辻村史朗「花の器と酒の器」
Shiro Tsujimura
“Flower Vessels and Sake Vessels”
4 月 26 日（木）- 4 月 28 日（土）
本展では、辻村史朗の「花の器と酒の器」を
展示致します。
花の器は、粉引の大きいものから小さいもの
まで取り揃えております。
酒の器は、ウィスキーや焼酎を召し上がるの
に丁度良い粉引の新シリーズから、織部・伊賀・
信楽等多彩なバリエーションでご用意してお
ります。是非ご高覧くださいませ。
Various sizes from small to big in “Kohiki” Flower Vessels are assorted.
For Sake Vessels line up includes new series “Kohiki”, also popular “Oribe”, “Iga”, and “Shigaraki”.
Variety of different kinds of Sake Vessels suitable for whisky and Shochu. We hope you enjoy the works.

87 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

書 工 現

Art MapC 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。
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

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

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
ターにお願いして展示しているもの、色々な事情

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
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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

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。

芸 術と文 化 ゆ か り の 地
日本橋、京橋、銀座界隈は、多くの著名人や文化人

■奥村土牛生誕地……日本画家の奥村土牛の実家

が入り浸り、美術愛好家や美食家たちを満足させて

はこの界隈には多かった印刷屋であった。また、紙

（地図 p.63）
きました。歌川広重、狩野安信、狩野探幽、鈴木其一、 問屋もこの地域では多く商いをしていた。
奥村土牛などの画家が住み、美術と縁の深い街です。

■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、

■鍛冶橋狩野家……江戸時代の狩野派の絵師、狩

狩野尚信の弟。
（地図 p.63）

野探幽は本家を弟安信に継がせ、鍛冶橋狩野家を

■歌 川広重住 居跡…… 歌 川広重（1797-1858）が

興した。
（地図 p.63）

亡くなるまでのおよそ十年間を過ごした住居跡。
（地

こ う の す

■メイゾン鴻 之巣……多くの文芸家に愛された名店。 図 p.63）
文芸史にもその名が登場することは多い。北大路魯

■岡本可亭旧住居……書道家である岡本太郎の祖

山人や多くの美術関係者も通っていた。

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、

（地図 p.63）
■大雅堂藝術店・美食倶楽部……現在の「しぶや黒

家屋は現在の昭和通り上にあった。
（地図 p.63）

田陶苑 / 魯卿あん」には北大路魯山人が創設した古

■竹久夢二 港屋跡……1914 年から竹久夢二はここ

美術店「大雅堂藝術店」と、２階に会員制の「美食

に自身が制作した版画やハガキなどを販売する港屋

倶楽部」があった。ここで魯山人は選び集めた古美

絵草紙店を開店した。
（地図 p.64）

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.63）

創業１５８６年

技術・信用・伝統・新しい力へ･･･

本㻌 㻌 㻌 社㻌㻌：㻌㻌東京都中央区新川１丁目㻝㻣－㻞㻞㻌 㻌 㼀㻱㻸㻌 㻔㻜㻟㻕㻟㻡㻡㻟㻙㻝㻝㻡㻜㻌 㻌
東京支店㻌㻌：㻌㻌東京都中央区新川１丁目㻝㻣－㻞㻞㻌 㻌 㼀㻱㻸㻌㻌㻔㻜㻟㻕㻟㻡㻡㻟㻙㻝㻝㻣㻝㻌
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やき も の と の 出 会い～京橋での図録制 作
荒川正明
私がやきものに興味を持ちだしたのは、学生時

時代の充実した日本のやきもののコレクション

代からです。大学で専門にやきものを学んだこと

が、あまり精査されずに、倉庫の中に眠っていた

はなく、単に大学のサークル活動がきっかけで、

のでした。なかでも、古唐津や古九谷、京焼など

あくまで遊び半分でした。史学部というサークル

は国内屈指の内容で、これは学芸員冥利に尽きる

は、当時、根津美術館の奥田直栄先生が顧問をさ

状況でした。自分がその未踏の宝の山に分け入る

れ、戦国時代の城郭跡などの発掘調査を中心に活

ことを許され、頂上を目指し登っていくことを課

動していました。茶道史や陶磁史に詳しい奥田先

せられたわけです。私にやきものの魅力を教えて

生は、中世から桃山時代にかけての陶磁器の年代

くれ、そして研究者としての道を歩ませてくれた

観を確立するために、中世城郭跡などを積極的に

のは、この出光コレクションの名品群なのです。

調査、そこから出た陶磁器を研究対象にされてい

そして、出光で最初に担当させられたのは、近

たのです。
なんだかよく知らないうちに、私も城跡の考古
学調査に参加したのですが、土の中から次々に出

あまり波山に興味のない先輩方から私へと、単に
お鉢が回ってきただけなのでした。

土する陶磁器類に、徐々に関心が向くようになり

さて、この板谷波山の最初の図録は、京橋の

ました。陶磁器のカケラが土中から顔を出します

印象社で制作していただきました。没後 30 年の

と、クラブの先輩たちが「これは中国産だ」「い

記念展を波山の故郷・茨城（茨城県近代美術館

や国産の瀬戸窯だろう」などと議論を始めます。

1994 ）で開催したもので、印象社社長の中島唯

その様子を見て、なるほどこれはなかなか面白い

一さんは職人気質で、なによりも波山芸術に心酔

ものだな、と思うようになっていきました。この

し、「私に波山の図録をつくらせてくれ」と茨城

史学部の先輩には伊万里焼研究の大橋康二さん、

県に直談判されたということでした。

鎌倉考古学の手塚直樹さん、蒔絵研究の小松大秀
さんなどがいらっしゃいます。
卒業後、いきなり有楽町にある出光美術館に入
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現代の陶芸家・板谷波山の展覧会。この仕事も、

中島さんと出会い、その時以来、今度は私が中
島さんに弟子入りし、図録制作のイロハを学ぶこ
ととなりました。中島さんの図録作りへの姿勢、

ることとなりました。小山冨士夫先生が顧問役

そのセンスに、大変感銘を受けました。これ見よ

を務めていらした出光美術館の収蔵庫は、まさに

がしの派手な装丁を嫌う中島さんは、あくまでも

宝の山でした。理事の三上次男先生、先輩学芸員

作品を主役に据えた、外連味のない図録作りが定

の弓場紀知さん、金沢陽さんなどは、主に中国陶

評で、ご自身が書家でもあり、文字の選び方やそ

磁を専門とし、日本陶磁をやる方はいませんでし

の配置にも細心の注意をされました。

た。そこで自然に、私の担当は日本ということに

波山の図録以来、自分の担当する展覧会が近づ

なりました。古代から中世、さらに桃山から江戸

いてくると、私は決まって京橋詣でをして、中島

さんとの図録作りに没頭しました。展覧会開幕の
直前ギリギリまで印象社でカンヅメになり、消え
ていってしまう展覧会の代わりとして、記録とし
て残る図録制作に全力を注いだつもりです。『板
谷波山』から始まり、『古唐津』・『古九谷』
・『志
野と織部』・『柿右衛門と鍋島』等々、私の関わっ
た出光コレクションの図録は、ほとんどが京橋の
地から生まれました。
最後に、じつは京橋では仕事のみに没頭して
いたわけではありません。図録の原稿を書くのに
行き詰った時は、いつもブラブラ散歩をしていま
した。当然のように京橋～日本橋界隈の骨董屋・
ギャラリー巡り。あるいはイナックスのギャラ
リーや本屋さんを覗き、たまには印象社の１階に
あるイデミ・スギノでお茶とケーキも御馳走にな
りました。昼には明治屋のハンバーグや、美々卯
の鳥南蛮ウドン、京橋きむらのロールキャベツも
美味しかった。
現在の京橋はどんどん新しく生まれ変わり、モ
ダンな空間に様変わりです。印象社さんも今は日
本橋の方に移ってしまい、私はじつは今の京橋に
は一抹の寂しさを感じています。
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BGM 夜話

ギャラリーこちゅうきょ

伊藤 潔史

当ギャラリーでは、1991 年～ 2006 年の間に

例えば、年末には巷ではベートーヴェンの第 9

有線放送 ( ！ ) によるクラシカル音楽番組を、営

が氾濫しますが、私的には NG。弊社では一味違

業時間中ずっと BGM として採用していました。

う「第 9」、ブルックナーやシューベルト、ヴォー

当時を懐かしむ向きは少なくありません。現今で

ン・ウィリアムズのそれを選択します。これはそ

も BGM を活用する同業者は多くはありませんが、

のホンノ一端。シベリウスの第 6 番あたりも厳

たまに店主の趣向と芸術的感性を反映した、素晴

冬に向かう年末に相当ふさわしいかとみるもので

らしい「音楽空間」に出合うことも皆無ではあり

す。大バッハのカンタータも場合によって悪くは

ません。

ありません。

有線放送自体が廃止された 2006 年に、折角の

幸いにして、お客様や作家の諸先生、そして同

BGM を継続すべく、奮発して BOSE 社のオール

業の各位様には、クラシカル音楽愛好家が少なく

インワン型コンポを導入し、いまに至っておりま

なく、日ごろ、その博学多識を拝聴・享受してい

す。

ます。

私が社内でひとり留守番をする折には、出社一

例えば、商談中に、再生中の BGM の曲に話題

番、今日一日にふさわしい選曲を腕組みして考え

が向いて、話に花が咲き、シリアスな緊張感が自

るのが毎回のよう。結局、本来の仕事が等閑にな

ずと解けて、円満に商談成立となった事例が過

りますので、これは中毒目前かとも自覚します。

去沢山あります。これも BGM の賜物のひとつで

専ら私有するクラシカル音楽の CD を再生する

しょう。

のが、小社スタッフの日課となっていまして、ご

一方で、わが乏しくも不甲斐ない、音楽のデタ

来駕される向きからも、幸い概ね好評をいただい

ラメ知識も暴露されますので要注意。趣味と教養

ております。

の一環とはいえ、この方面の予習・復習そして感

基本的には、季節感から外れず、品位を損なわ
ず、奇をてらわず、そして何よりも聴き手＝お客

性の磨きに、一層ちからを注ぎ込む努力が求めら
れます。

様の不快にならないように留意します。それでも

TAA2018 の会期中、わが企画展示の空間にふ

大抵は自己流すなわち自分の聴きたい曲を選曲し

さわしい BGM ＝ CD の選曲に、足りない知恵を

ますから、自分の音楽センスが疑われる危険も大

絞る、悩ましくも楽しい宿題に目下取り組んでお

いに伴うものです。

ります。さあ、どう組み立てましょうか…。
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－

箱の中身はなんじゃろなぁ～

－

古美術 奈々八

上畝 文吾

「今日は此れをお見せしようかとおもってね、
あなたに来てもらったんですよ」と長年に亘って
磨き込まれた小振りな反物机の上に桐箱が置かれ
た。
その箱を見た瞬間胸が高まり、ムムッと喉の奥
で息を呑む。
稀に「ほぉ～」と感嘆のため息がもれる “ 美し
い箱 ” というのがある。そういう所謂 “ 格のある
箱 ” に収まっているものは、中身も「ほぉ～」で
ある。
更紗の風呂敷に包まれ、時代の内箱、中箱、外

蔵という来歴の証となる日本の箱が付いていれば

箱、総箱と三重！四重！の箱に収まり箱書、次第、

付加価値を増すなどという話しも聞こえてくるの

伝来云々と『喜左衛門井戸』に代表されるような

である。

お茶道具のはなしではなく鑑賞古陶磁の世界での
はなしである。

目の前に置かれた箱は昭和？

いや平成の作か

もしれないが、滑らかな木肌に美しく山を盛った

お茶道具のなかの【やきもの】から独立した鑑

天板の柾目、ほぞ組みや隅の取り方、艶々と丁寧

賞古陶磁の歴史は、古くは大正初期頃より収集を

に組まれた正絹の真田紐、箱全体から千代の富士

開始し東京国立博物館の横河コレクションで有名

の背中のような静謐な空気が放たれる。

な横河民輔や、大河内正敏をはじめとした彩壺会
の面々などから続き世界屈指の中国・朝鮮陶磁コ

（（↑ここまで数秒たらず））

レクションを築いた安宅英一などなど現在まで百

期待に思わず膝がズイっと出る。

数十年あまりと云われ、（もちろんその数々の名

それを横目にとらえた蒐集家は「まぁまぁ慌て

品の取引には日本橋・京橋の美術街が深く関わっ

ないで、ちょっとお茶を淹れるから少しお待ちな

ているのである。その流れの中で海外からの招来

さいな」と瓶掛けからゆったりとした所作で湯を

品や里帰り品であったり元々の組み物が一客ずつ

取りあげるのである。

に分かれたり、はだかで出てきたものに、古くか

じりっ・・・じりっ・・・。

らの伝世箱以外に多くの箱が新たに作られるので

こころを見透かされているのであった・・・・。

ある。伝世箱があればそれに越したことはない
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が・・・、分りやすい例を挙げると古い箱が皆無

っというわけで、中身本位と云われる鑑賞美術

に近い出土品、鍋島、李朝の白磁他等々の箱）け

では脇役の “ 箱 ” ですが、よく見てみると保護箱

して長いわけではない。しかし昨今の中国美術

という観点以外に、それに秘められた人々の想い

ブームでは近現代の日本のコレクター、美術商の

や継承されてきた時代の空気が感じられるかもし

審美眼における国際的評価の高さからか、日本所

れません。

三溪洞

日本画の装い

現在「日本画」と呼ばれている絵画の定義は、

三谷 晴弘

洋では絵画に合わせた収納箱を用意する習慣があ

絹や和紙に岩絵具を使って描かれた絵画をいうの

りません。絵画は建築装飾の一部として壁画から

が一般的です。この絵画技法は中国で生まれ、敦

額装絵画になっても掛けっぱなしでした。数多く

煌の壁画などにも使われていて鮮やかな色彩を今

の美術品を持っていた王侯貴族は絵画・彫刻を問

に伝えています。その後技法は日本にも伝わり大

わず全て飾っていました。（日本は季節ごとに床

和絵など通して発展しましたが、中国では時代が

の絵を掛け替えた）

下るにしたがって水墨画が主流になりました。

日本美術では作家による箱書・シールの価値が

戦前までの主な日本画の形態には軸装（掛軸）
・

大きく、有ると無しでは経済的価値が倍近く違っ

巻物・屏風などがあります。中でも軸装は日本画

てきます。皆さんも箱がかさばるからといって処

の主流でした。軸は巻いて保管するため絵具を厚

分せず、作品同様大切に保管してほしいと思いま

く塗るには適しません。絵具が割れてしまうから

す。

です。戦後、油彩画の影響なども含め新しい日本
画を作り上げていった作家たちによって厚塗りの
表現が生まれました。同時に家の造りが西洋化し、
和室の床（床の間）に掛ける軸装から壁に掛ける
額装の需要がでてきました。新しい表現と住宅の
洋風化が重なり額装が日本画の主流になったので
す。
額装の日本画では額の裏に作家直筆のシールが
貼られていることが多いです。作家が画題と名前
を書き入れ、この作品は確かに自分が描いたもの
だという証明になります。これは日本画が掛軸で
描かれてきたことと関係があります。古くから掛
軸は桐箱に入れて保管されてきました。桐箱は湿
度を一定に保つ機能があり、絵画だけでなく茶碗
など美術工芸品も含め大切なものはすべて桐箱に
納められてきました。その際中に入っている作品
を明示する目的で箱書きが書かれました。作家や
所蔵者が題名、作家名を桐箱の蓋に墨書きしたの
です。現代日本画のシールはこの箱書きの名残で
す。額装しほとんど桐箱に納めなくなったので、
代わりにシールに書いて額裏に張り付けるように

写真：安田靭彦「初春」

なったのです。（額装で桐箱入りもあります）西
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い き

この 街 と 共に 粋 る ︒

変わる風景、変わらない伝統。

創業135年を超える戸田建設は、今からおよそ120年前に、現在の京橋一丁目に本社を構えました。
その頃から、日本が急成長し、この街が変貌していく姿を見守ってきました。
共に歩んで来た歴史を大切にしながら、当社は今新しい京橋の街づくりとして
京橋一丁目東地区開発事業に取り組んでいます。
古くから文化と伝統が育まれてきたこの地にふさわしく、
芸術と文化を発信する新たな拠点へと大きく変貌を遂げてまいります。

www.toda.co.jp/

2023年度、戸田建設 本社が
生まれ変わる。
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Free bus transportation is available in Nihonbashi, Kyobashi and Marunouchi.
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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

「宋磁

Idemitsu Museum of Arts

神秘のやきもの」

Song Ceramics

Utensils of Sublime Beauty

2018 年 4 月 21 日（土）～ 6 月 10 日（日）
2018/4/21(Sat) ～ 2018/6/10(Sun)

青磁浮牡丹不遊環耳瓶
龍泉窯 出光美術館蔵

中国

南宋時代

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（4 月 30 日をのぞく）
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 4/30)

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

三井記念美術館
没後 200 年

Mitsui Memorial Museum

特別展

「大名茶人・松平不昧

お殿さまの審美眼

」

SPECIAL EXHIBITION ON THE 200TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH

MATSUDAIRA FUMAI: DAIMYO, TEA MASTER, AESTHETE

国宝 大井戸茶碗 喜左衛門井戸
朝鮮時代 16 世紀 孤篷庵蔵
展示期間：4 月 21 日～ 5 月 22 日
5 月 29 日～ 6 月 17 日

2018 年 4 月 21 日（土）〜 6 月 17 日（日）
2018/4/21(Sat) ～ 2018/6/17(Sun)

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（4 月 30 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 4/30)
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。
*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

「ルドン

秘密の花園」

Flore d’Odilon Redon
2018 年 2 月 8 日（木）～ 5 月 20 日（日）
2018/2/8(Thu) ～ 2018/5/20(Sun)

オディロン・ルドン《眼をとじて》
1900 年以降 油彩／カンヴァス
65.0 × 50.0cm 岐阜県美術館蔵

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
〜 21:00）
休館：月曜日（4 月 30 日、５月 14 日、トークフリーデーの 3 月 26 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 5/14-5/18 10 am to 9 pm)
http://mimt.jp/
Closed: Mondays (except for 3/26, 4/30, 5/14)

東京ステーションギャラリー

Tokyo Station Gallery

「くまのもの 隈研吾とささやく物質、かたる物質」
Kengo Kuma: a LAB for materials
2018 年 3 月 3 日（土）～ 5 月 6 日（日）
2018/3/3(Sat) ～ 2018/5/6(Sun）
Great (Bamboo) Wall 2002
Photo: Satoshi Asakawa

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：4 月 30 日をのぞく月曜日
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
Open Hours: 10 am to 6 pm, Fridays 10 am to 8 pm Closed: Mondays (except for 4/30)

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

ブリヂストン美術館

Bridgestone Museum of Art

長期休館中（2019 年秋オープン予定）
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 reconstruction.

新ブリヂストン美術館

外観イメージ

We look forward to your understanding and support during this
extended closure.
Museum reopening: Tentatively scheduled for Autumn, 2019

http://www.bridgestone-museum.gr.jp/
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Otemachi Sta.

線
丸ノ内 hi Line
線
丸ノ内 h
ouec
Lin
in
ru
c
a
u
M
o
n
Maru

大手町駅
大手町駅

Otemachi
Otemachi
Sta. Sta.

神田駅
神田駅

Nihonbashi
Exit
Nihonbashi
Exit

3

銀
座
線

日本橋口
日本橋口

銀
座
線

江
江
戸
戸
通
通
り
り
Ed
Ed
o
o
ホテルメトロポリタン丸の内
ホテルメトロポリタン丸の内
Av
Av
Hotel Metropolitan
Tokyo Marunouchi
Hotel Metropolitan
Tokyo Marunouchi
e
e

Gi
nz
aL
ine
Gi
nz
aL
ine

KandaKanda
Sta. Sta.

丸ノ内ホテル
丸ノ内ホテル
Marunouchi
Hotel Hotel
Marunouchi

3

新日本橋駅
新日本橋駅

日本橋三井タワー
日本橋三井タワー
Nihonbashi
Nihonbashi
Shin-Nihombashi
Sta.
Mitsui Tower
Mitsui Tower Shin-Nihombashi

シャングリ・ラ
ホテル 東京
シャングリ・ラ
ホテル 東京
Shangri-la
Hotel Tokyo
Shangri-la
Hotel Tokyo

Sta.

永代通り

永代通り

マンダリン
オリエンタル
オリエンタル
東京 東京
三井記念美術館 マンダリン
三井記念美術館
Mandarin
Mandarin
Oriental,
Oriental,
Tokyo Tokyo
Memorial
Museum
MitsuiMitsui
Memorial
Museum

Eitai Ave

Eitai Ave

丸善 丸善
MARUZEN
MARUZEN

A7 三越前駅
A7 三越前駅

Mitsukoshimae
Mitsukoshimae
Sta.
日本橋三越本店
日本橋三越本店
Mitsukoshi
Mitsukoshi
COREDO
COREDO
室町
室町
Main Store
Main Store
COREDO
室町 2 室町 2
COREDO

Sta.

A3 A3

3

3 2

小伝馬町駅
小伝馬町駅

COREDO
室町 3 室町 3
COREDO

2

Kodenmacho
Kodenmacho
Sta. Sta.

日本橋駅
日本橋駅日本橋 日本橋

Nihonbashi
Nihombashi
Sta.
Nihombashi
Sta. Nihonbashi
Bridge Bridge

COREDO
COREDO
日本橋 日本橋
日本橋髙島屋
日本橋髙島屋
Takashimaya
Takashimaya
Nihombashi
Nihombashi

線 ne
門 Li
蔵 n
半omo
nz 線 ne
Ha
門 Li
蔵 n
半omo
nz
Ha

B1 B1

東西線
Tozai Line

東西線
Tozai Line

人形町駅
人形町駅

Ningyo-cho
Ningyo-cho
Sta. Sta.
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交通
2

1

4

3

INZʼ S3

外堀通り Sotobori Ave

02

01

03

古美術祥雲

Namiki Dori St.

銀座一丁目駅

Ginza ichome Sta.
5
6

８

加島美術 12

大聖寺屋 13

MIZUHO

７

９

ハンドメイドマルシェ

ブラザー
Brother

交番
MUFJ Police

ギンザ
メルサ
Ginza
MELSA

東京スクエアガーデン
Tokyo Square Garden

宇野商店 14

LIXIL

京橋駅

2
1

15

銀座かわうそ画廊

Kyobashi Sta.
4
孔雀画廊

23

長谷宝満堂

04

IDC Otsuka Kagu

11

ホテル
モントレ
銀座
Hotel
Monterey
Ginza

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

10

アートスペース
羅針盤 16

06

ルカスカンジナビア 05

メルキュール
ホテル
銀座東京
Mercure
Tokyo
Ginza

〒
Post Office

河井汲古堂

ダイワロイネット
ホテル銀座
Daiwa Roynet
Hotels GInza

工事中
under
construction

主婦と生活社
Shufu to 翠波画廊
seikatsu sha

17

アパホテル
銀座・京橋
Apa Hotel
Ginza
Kyobashi

10

新京橋駐車場
Shinkyobashi Parking
城南
信用金庫
Jyonan
Bank

Seiko

銀座
ブロッサム 音響ビル
Onkyo
Ginza
Blossom

62

古美術 川﨑

11

ギャラリー
セラー 19

公園
Park

京橋プラザ
Kyobashi
Plaza

アパホテル
銀座・宝町
Apa Hotel
Ginza
Takaracho

25

ドリーム館
東京国立近代美術館
Takarakuji
フィルムセンター
National Film Center
ホテルインターゲート
GALLERY 麟
東京 京橋（４月オープン）
Hotel Intergate Tokyo
繭山龍泉堂
古美術 奈々八 Kyobashi(Open April)

A4

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

森田画廊

24

エトワール
画廊

20 21

08

林田画廊

宝くじ

18 小川商店
09

工事中
under construction

アートスペース繭

中長小西

古美術 ささき

てんぷら
深町

美々卯

07 鈴木美術画廊

ホテル
サンルート銀座
Hotel
Sunrout Ginza

21

5

3

警察博物館

ホテル ユニゾ
銀座一丁目
Hotel Unizo Tokyo
Ginza-itchome

木之庄企畫

Kajibashi Ave

並木通り

渡邊三方堂

鍛冶橋通り

線
都心環状
首都高速

藤美術

工事中
under construction

常陽銀行
三井
ビルディング Joyo Bank
Mitsui Bldg.

東信商事ビル
Toshin
Shouji
Bldg.

秋田銀行
Akita Bank

30

オリエント
考古美術・
太陽

SMBC

古美術 明成

A6
Takaracho Sta.
A1
A2

宝町駅

31

32

33

27

池内美術

古美術 凛

信金中央金庫
Shinkin Chuo
Kinko

A3

26

紳士服の レストラン
A5キタハマ サカキ

A7

A8
2F 四季彩舎 29

1F かどまつ誠心堂 28

Ac c e ss
八重洲西駐車場
東京駅
Yaesu West Parking lot
JR line Tokyo Sta.
八重洲南口
八重洲中央口
Yaesu South Exit
Yaesu
Chuo Exit

Four Seasons Hotel Tokyo
at Marunouchi

鍛冶橋狩野家跡

八重洲ブックセンター
Yaesu Book Center

スーパーホテル Lohas
東京駅八重洲中央口
Super Hotel Lohas
Tokyo-eki Yaesu Chuo

柳通り

7

工事中
under construction

ホテルプレッソイン
東京駅八重洲
Hotel Presso Inn
Tokyo Station Yaesu

4F トラストシティ
カンファレンス
トークイベント

明治屋
MEIDI-YA

西勘本店
Nishikan Honten

みずほ銀行
MIZUHO

千代春画廊 45

去来 50

34 35 36 吉平美術店
五月堂

相鉄
フレッサイン
骨董の店 甲斐 Sotetsu
Fresa Inn

昭和通り

古美術 草友舎 2F

松森美術 48

飯沼緑心堂

41
古美術 花徑 42

Showa Ave

清水建設
Shimizu Kensetsu

62

55 56

61

古美術 大谷 1F

大雅堂藝術店・
美食倶楽部跡

53
58

59

しぶや黒田陶苑 /
43 魯卿あん
井上オリエンタル
44 アート
京橋店

風招

つつみ美術

60

桃六

本家中橋狩野家跡
工事中
under
construction

54 古美術 木瓜

奥村土牛生誕地

57 佗助

ギャラリー
マリ

こっとう通り Kottou Ave

65

古美術 清水

古美術 藤島

63

下井美術

飯田好日堂

西日本
シティ
銀行
Nishi
Nippon
City
Bank

Yaesu Ave

齋藤紫紅洞 40

読売中央公論社 北山美術店
ChuokoronShinsha, Inc.
青古堂

八重洲通り

51 1F 木雞

49

ファースト
キャビン京橋
First Cabin
Kyobashi

Bridgestone
Museum of Art
(currently closed
for reconstruction)

52 2F メゾンドネコ

鮨 藤山

古美術 1F
38
いづみ

越前屋
Echizen-ya

ブリヂストン
美術館
（長期休館中）

TODA ビルディング
TODA BUILDING

薫匠堂 47

古美術
2F 39
無門

64

Chuo Ave

浦島館
Urashimakan

37

白銅鞮画廊

工事中
under construction

嘉盛堂 46

古美術 京橋

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

Yanagi Ave

コートヤード・バイ・
マリオット
東京ステーション
Courtyard by Marriott
Tokyo Station

京橋エドグラン
KYOBASHI EDOGRAND

八重洲東
駐車場
Yaesu East
Parking lot

歌川広重住居跡

宝町駐車場
Takaracho Parking

岡本可亭旧住居

東洋紡
Toyobo

味の素
Ajinomoto

三菱東京 UFJ 銀行
MUFJ Bank

工事中
under construction

小林歯科

書肆 逆光 66
〒
Post Office

東京建設會館
Tokyo Kensetsu
山口封筒店 Kaikan
大垣共立銀行
Ogaki Kyoritsu
Bank

63

交通

シャングリ･ラ ホテル
Shangri-La Hotels

大丸
DAIMARU

72

浦上蒼穹堂 3F

71

一番星画廊 1F

domani

A6
日本橋郵便局
Nihonbashi
Post Office

B0

B3

壺中居 76

日本橋駅

Nihombashi Sta.
B6
B8

作家もの陶器
三和堂

68

B10

73

オンワード
ONWARD

74

水戸忠

79 3F 松本松栄堂 東京店
78 2F 花筥 -HANABAKO-

75 80

髙島屋 SC 東館
Takashimaya
SC West Building

古美術 天宝堂

81

C2

工事中
under
construction

たいめいけん

工事中
under
construction

D4
D1

首都高速都心環状線

COREDO
日本橋

C4

春風洞画廊

MUFJ
日本橋西川 Bank
Nishikawa

C1

東京日本橋
タワー
Tokyo
Nihombashi
Tower

Eitai Ave

Yaesu Ave

前坂晴天堂

工事中
under
construction

日本橋駐車場
Nihonbashi Public Parking lot

64

B9a
B9b

B5 B7

B2

日本橋髙島屋
Takashimaya
Nihombashi

不忍画廊 77

古美術 東湖堂

HSBC 東京本店
HSBC JAPAN

A

丸善 日本橋店
Maruzen
Nihonbashi

東京日本橋 BAY HOTEL
Tokyo Nihonbashi
Bay Hotel

69

67

丸善 日本橋店
３階ギャラリー

B1

70

古美術 花からくさ

A4

永代通り

八重洲通り

ギャラリー
こちゅうきょ2F

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

A1
パールホテル
八重洲
Pearl Hotels
Yaesu

線

紫鴻画廊 4F

Yaesunaka Ave

Sakura Ave

あおぞら
銀行
Aozora
Bank
MUFJ

ホテル SMBC
龍名館東京
Hotel
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

都心環状

八重洲北口
Yaesu North Exit

鉄鋼ビルディング
Tekko Building

首都高速

東京駅

JR line Tokyo Sta.

D2

Ac c e ss

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

工事中
under construction

A7
A８
三越前駅 Mitsukoshimae Sta.

A4

A6

A９

COREDO 室町 1

COREDO 室町 2

みずほ銀行

三溪洞

84

2 MIZUHO

1F 海老屋美術店

JR 新日本橋駅

Shin-Nihombashi Sta.
JR line
4
3

A10

工事中
under construction

YUITO

福徳の森
Fukutoku
Garden

神田
ステーション
ホテル
Station
Hotel Kanda

カメラの
キタムラ

中央通り Chuo Ave

Edo Ave

COREDO
室町 3

82

地方
銀行

室町砂場

83 6F 秀山堂画廊

日本橋三井タワー
Nihonbashi
Mitsui Tower

A5

A3

花藤
ビル

八十二銀行
Hachijuni
Bank

三井本館
Mitsui Main
Building

85

大熊美術会館

工事中
under construction

日本橋
三越本店
Mitsukoshi
Main Store

公園
Park

ENEOS

江戸通り

Sotobori Ave

外堀通り

〒
Post Office

86 井上オリエンタルアート
6

十六銀行
Jyuroku Bank

87

KAMIYA ART

8

日本橋室町 Bay Hotel
Nihonbashi Muromachi
Bay Hotel

昭和通り

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

ホテルかずさや
Hotel Kazusaya

〒
Post Office
橋本総業
Hashimoto
Sogyo

88 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

65

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

□２６日（木）

□２７日（金）

□１０代

□２０代

□３０代

□６０代

□７０代

□８０代

□女性

□男性

□２７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。
67

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
12
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 76

古美術京橋 37

ギャラリー
こちゅうきょ
70
75 春風洞画廊

65
35 42 古美術
花徑
五月堂
飯田好日堂
68

86
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
40
こっとう通り

花筥 78

永代通り

17
翠波画廊

三渓洞
84
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

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

☎ 03-3562-7111

ザ・ペニンシュラ東京
The Peninsula Tokyo

☎ 0120-348-288

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

パレスホテル東京
Palace Hotel Tokyo
☎ 03-3211-5211

【京橋エリア】

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

Super Hotel Lohas Tokyo-eki Yaesu Chuo ☎ 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

☎ 03-3246-8080

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（4 月オープン）
Hotel Intergate Tokyo Kyobashi (Opens in April)
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

浦島館
Urashimakan

☎ 03-3563-0588

【日本橋エリア】
マンダリン オリエンタル 東京
Mandarin Oriental, Tokyo

☎ 03-3270-8800
( ホテル代表 )

東京日本橋 BAY HOTEL
Tokyo Nihonbashi Bay Hotel

☎ 03-3548-3030

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

日本橋室町 BAY HOTEL
Nihonbashi Muromachi Bay Hotel

【銀座１丁目エリア】

☎ 03-3242-2777

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

ドーミーイン PREMIUM 東京小伝馬町 ☎ 03-5614-5489
dormy inn PREMIUM Tokyo Kodenmacho

メルキュールホテル銀座東京
Mercure Tokyo Ginza

☎ 03-4335-1111

東横 INN 東京日本橋
Toyoko Inn Tokyo Nihonbashi

☎ 03-3661-1045
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参加店 INDEX
（先頭の「古美術」または「ギャラリー」を除いた五十音順）

70

丸善 日本橋店 …… ３階ギャラリー p.13

三溪洞 …… p.46, 55

古美術 明成 …… p.26

アートスペース繭 …… p.21

作家もの陶器 三和堂 …… p.43

メゾンドネコ …… p.33

アートスペース羅針盤 …… p.20

四季彩舎 …… p.25

木雞 …… p.33

飯田好日堂 …… p.39

紫鴻画廊 …… p.42

森田画廊 …… p.17

飯沼緑心堂 …… p.29

不忍画廊 …… p.44

GALLERY 麟 …… p.26

池内美術 …… p.24

しぶや黒田陶苑 / 魯卿あん …… p.30

古美術 凛 …… p.25

一番星画廊 …… p.40

古美術 清水 …… p.37

ルカスカンジナビア…… p.15

古美術いづみ …… p.28

下井美術 …… p.37

渡邊三方堂 …… p.13

井上オリエンタルアート 京橋店 …… p.31

秀山堂画廊 …… p.46

古美術 侘助 …… p.35

井上オリエンタルアート 日本橋店 …… p.47

春風洞画廊 …… p.43

宇野商店 …… p.19

古美術 祥雲 …… p.9, 14

浦上蒼穹堂 …… p.41

翠波画廊 …… p.9, 20

エトワール画廊 …… p.23

鈴木美術画廊 …… p.16

海老屋美術店 …… p.46

青古堂 …… p.35

大熊美術 …… p.47

ギャラリーセラー …… p.21

古美術 大谷 …… p.36

古美術 草友舎 …… p.36

小川商店 …… p.21

大聖寺屋 …… p.18

オリエント考古美術・太陽 …… p.25

千代春画廊 …… p.31

古美術 花徑 …… p.9, 30

つつみ美術 …… p.9, 35

加島美術 …… p.18

古美術 天宝堂 …… p.46

嘉盛堂 …… p.32

古美術 東湖堂 …… p.40

かどまつ誠心堂 …… p.24

中長小西 …… p.9, 16

KAMIYA ART …… p.48

古美術 奈々八 …… p.9, 22, 54

河井汲古堂 …… p.15

日本橋小伝馬町ギャラリー …… p.48

書肆 逆光 …… p.39

白銅鞮画廊 …… p.38

古美術 川﨑 …… p.9, 17

古美術 花からくさ …… p.40

北山美術店 …… p.32

花筥 -HANABAKO- …… p.44

吉平美術店 …… p.27

林田画廊 …… p.4, 23

木之庄企畫 …… p.22

風招 …… p.34

古美術 京橋 …… p.28

古美術 藤島 …… p.38

去来 …… p.9, 34

藤美術 …… p.14

銀座かわうそ画廊 …… p.19

長谷宝満堂 …… p.15

孔雀画廊 …… p.22

古美術 木瓜 …… p.35

薫匠堂 …… p.32

前坂晴天堂 …… p.9, 42

五月堂 …… p.27

松本松栄堂 東京店 …… p.45

ギャラリーこちゅうきょ …… p.41, 53

松森美術 …… p.32

壺中居 …… p.43

繭山龍泉堂 …… p.4, 24

骨董の店 甲斐 …… p.27

ギャラリーマリ…… p.36

齋藤紫紅洞 …… p.29

水戸忠 …… P.45

古美術 ささき …… p.16

古美術 無門 …… p.28

GALLERY INDEX
Maruzen, Nihonbashi, 3rd Floor Gallery …… p.13

KOBIJYUTU Fujishima …… p.38

Ancient Art Taiyo Ltd. …… p.25

KOCHUKYO CO.,LTD …… p.43

art kawasaki …… p.9, 17

Kottounomise Kai …… p.27

antique shop Wabisuke …… p.35

kujaku gallery …… p.22

Artspace MAYU …… p.21

Kyorai …… p.9, 34

Art Space Rashinban …… p.20

Luca Scandinavia …… p.15

Antiquary Boke …… p.35

Maison de neko …… p.33

Chinese antique Otani …… p.36

Matsumori Art Co.,Ltd. …… p.32

Chiyoharu gallery …… p.31

Matsumoto Shoeido Tokyo Store …… p.45

Daishojiya …… p.18

MAYUYAMA & CO.,LTD. …… p.4, 24

Ebiya Art …… p.46

Meisei Antiques Asian Ceramics & Art …… p.26

FUJI ANTIQUES …… p.14

MITOCHU …… p.45

Fu-shou …… p.34

MOKKEI Co.,Ltd. …… p.33

GALLERY CELLAR …… p.21

MORITA GALLERY …… P.17

GALERIE ETOILE …… p.23

Mumon …… p.28

Gallery Hakudohtei …… p.38

NAKACHO KONISHI …… p.9, 16

Gallery Ichibanboshi …… p.40

NANAYA …… p.9, 22, 54

GALLERY IZUMI …… p.28

Nihonbashi Kodenmacho gallery …… p.48

Gallery KOCHUKYO Co.,Ltd. …… p.41, 53

OGAWA CO., LTD. …… p.21

Gallery MARI …… p.36

OKUMA GALLERY …… p.47

GALLERY RIN …… p.26

Oriental Art Kunsyodo …… p.32

Gallery SUIHA …… p.9, 20

Oriental Antiques Gallery Maesaka Seitendo … p.9, 42

GALLERY SYUUZANDOU …… p.46

Oriental Art Seikodo …… p.35

Ginza Kawauso gallery …… p.19

Oriental Art Tenpo-Do …… p.46

Gogatsudo …… p.27

ORIENTAL ART TOKO-DO …… p.40

Gyakko …… p.39

Rin Art …… p.25

HANAKARAKUSA …… p.40

SAITO SHIKODO …… p.29

Hayashida Gallery …… p.4, 23

Sankeido Ltd. …… p.46, 55

Houmando ltd, …… p.15

SANWADO …… p.43

Iidakojitsudo …… p.39

Shibuya kurodatoen/Rokeian …… p.30

Iinuma Ryokusindo …… p.29

SHIKISAISHA …… p.25

IKEUCHI FINE ART CO.,LTD. …… p.24

SHIKOU GALLERY …… p.42

Japanese Bamboo Baskets: Hanabako …… p.44

Shimoi Art …… p.37

Kadomatsu Seishindo …… p.24

SHINOBAZU GALLERY …… p.44

KAKEI's Fine Japanese & Asian Art …… p.9, 30

Shouun Oriental Art …… p.9, 14

KAMIYA ART …… p.48

Shunpudo Gallery …… p.43

KASEIDOU …… p.32

SOUYU-SYA …… p.36

KASHIMA ARTS …… p.18

SUZUKI ART GALLERY …… p.16

Kawai Kyukodo …… p.15

T.EDO INOUYE & SON oriental art at Kyobashi … p.31

KINOSHOKIKAKU CO.LTD …… p.22

T.EDO INOUYE & SON oriental art Nihonbashi … p.47

Kippei ART GALLERY …… p.27

Tsutsumi Fine Arts …… p.9, 35

Kitayama Fine Arts …… p.32

Uno Shoten.co,ltd. …… p.19

kobijutsu sasaki …… p.16

Uragami Sokyu-do Co.,Ltd. …… p.41

KOBIJUTSU SHIMIZU …… p.37

WATANABE-SANPODO & Co.,LTD. …… p.13

Kobijyutsu Kyobashi …… p.28

数奇です、美術の街
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