
  
 

 
 

 

 

蟹江杏絵画展 作品カタログ　（名古屋栄三越特選画廊) 

作品番号 01 
タイトル　「花」 
サイズ　　　SM 
技法　　　　アクリル 
価格　　　　¥80,000-

作品番号 02 
タイトル　「豹柄ねこ」 
サイズ　　　SM 
技法　　　　アクリル・コラージュ 
価格　　　　¥80,000-

作品番号 03 
タイトル　「うさことうさお」 
サイズ　　　SM 
技法　　　　アクリル・コラージュ 
価格　　　　¥80,000-

作品番号 04 
タイトル　「鳥を呼ぶピアノ曲」 
サイズ　　  SM 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥80,000-

作品番号 05 
タイトル　「ぶちねこ」 
サイズ　     SM 
技法　        アクリル 
価格　        ¥80,000-

作品番号 06 
タイトル　「先を見る」 
サイズ　     SM 
技法　        アクリル 
価格　        ¥80,000-

作品番号 08 
タイトル　「水玉とへび」 
サイズ　     SM 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥80,000-

作品番号 07 
タイトル　「白い鳥を見上げる」 
サイズ　     SM 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥80,000-

作品番号 09 
タイトル　「飛ぶ」 
サイズ　     SM 
技法        　アクリル 
価格        　¥80,000-



 

作品番号 11 
タイトル　「黒い馬の上のピエロ」 
サイズ　     SM 
技法　        アクリル 
価格　        ¥80,000-

作品番号 10 
タイトル　「水玉猫」 
サイズ　     SM 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥80,000-

作品番号 12 
タイトル　「GO」 
サイズ　     F４号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥115,000-

作品番号 13 
タイトル　「花のある棚」 
サイズ　     F４号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥115,000-

作品番号 14 
タイトル　「王冠と象」 
サイズ　     F４号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥115,000-

作品番号 15 
タイトル　「一緒に飛ぶ」 
サイズ　     F４号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥115,000-

作品番号 16 
タイトル　「冬の約束」 
サイズ　     F4号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥115,000-

作品番号 17 
タイトル　「青い綿毛」 
サイズ　     F4号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥115,000-

作品番号 18 
タイトル　「青いひょうねこ」 
サイズ　     F4号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥115,000-



 

作品番号 19 
タイトル　「ブチネコ」 
サイズ　     F4号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥115,000-

作品番号 20 
タイトル　「夜空のバランス」 
サイズ　     F4号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥115,000-

作品番号 21 
タイトル　「青い馬の跡」 
サイズ　     F6号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥164,000-

作品番号 22 
タイトル　「赤いブーツのピエロ」 
サイズ　     F6号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥164,000-

作品番号 23 
タイトル　「白兎の夢」 
サイズ　     F6号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥164,000-

作品番号 27 
タイトル　「色を食べるヘビ」 
サイズ　     F8号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥210,000-

作品番号 25 
タイトル　「自慢のツノ」 
サイズ　     F8号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥210,000-

作品番号 26 
タイトル　「夜空にかける絵」 
サイズ　     F8号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥210,000-

作品番号 24 
タイトル　「色をえらぶキツネ」 
サイズ　     F6号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥164,000-



 

作品番号 28 
タイトル　「うさぎりす」 
サイズ　     S10号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥257,000-

作品番号　29 
タイトル　「太陽を抱える」 
サイズ　     F10号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥257,000-

作品番号　30 
タイトル　「little red riding hood 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　with snow」 
イメージサイズ　F10号  
技法　アクリル・スクラッチ 
価格　¥257,000- 

作品番号　31 
タイトル　「大きなツノ」 
イメージサイズ　F10号  
技法　アクリル・スクラッチ 
価格　¥257,000- 

作品番号　32 
タイトル　「羽根と少女」 
サイズ　     F10号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥257,000-

作品番号　33 
タイトル　「黒猫のワルツ」 
サイズ　     F10号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥257,000-

作品番号　34 
タイトル　「共に祈る」 
サイズ     　F10号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥257,000-

作品番号　36 
タイトル　「蝶と一角」 
イメージサイズ　F10号　 
技法　アクリル・コラージュ 
価格　¥257,000- 

作品番号　35 
タイトル　「ぶちねことブーケ」 
サイズ     　F10号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格        　¥257,000-



 

作品番号　38 
タイトル　「カンパネラ」 
サイズ     　F15号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥365,000-

作品番号　39 
タイトル　「ピューマ」 
サイズ     　F15号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥365,000-

作品番号　40 
タイトル　「ひょうねこあられ」 
サイズ     　F15号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥365,000-

作品番号　41 
タイトル　「風の羽根」 
サイズ     　F20号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥450,000-

作品番号　42 
タイトル　「夜空につかまる」 
サイズ     　F20号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥450,000-

作品番号　43 
タイトル　「くまの女王」 
サイズ     　F20号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥450,000-

作品番号　44 
タイトル　「旅する３人」 
サイズ     　F25号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥547,000-

作品番号　45 
タイトル　「街が見える」 
サイズ     　F25号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥547,000-

作品番号　37 
タイトル　「幸せの青い鳥」 
イメージサイズ　F10号　 
技法　アクリル・コラージュ 
価格　¥257,000- 



 

作品番号　46 
タイトル　「雲と鳥」 
サイズ     　F30号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥645,000-

作品番号　47 
タイトル　「蝶と太陽」 
サイズ     　F30号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥645,000-

作品番号　48 
タイトル　「朴の木」 
サイズ     　F30号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥645,000-

作品番号　49 
タイトル　「一番星とピエロ」 
サイズ     　F40号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥880,000-

作品番号　50 
タイトル　「馬に乗る少女」 
サイズ     　F50号 
技法　        アクリル・コラージュ 
価格　        ¥1,100,000-

作品番号　51 
タイトル　「雨とひずめ」 
サイズ     　F50号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥1,100,000-

作品番号　52 
タイトル　「夜の開幕」 
サイズ     　F80号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格　        ¥1,600,000-



 

作品番号　54 
タイトル　「君に会いにいく」 
イメージサイズ   550x1,380mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数   　1 
価格　¥1,200,000- 

作品番号 55 
タイトル　「ミモザの森」　　　　
イメージサイズ　770x530mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    5 
価格　¥390,000- 

作品番号　53 
タイトル　「美しきティターニア」 
イメージサイズ   810x530mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数   　1 
価格　¥420,000- 

作品番号 56 
タイトル　「ロンド」 
イメージサイズ　590x570mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    5 
価格　¥280,000- 

作品番号 57 
タイトル　「月と蜻蛉」 
イメージサイズ　630x480mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ
限定部数    5 
価格　¥290,000- 

作品番号 58 
タイトル　「演奏会のはじまり」 
イメージサイズ　450x600mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    5 
価格　¥250,000-

作品番号　59 
タイトル　「珈琲にしましょう」　 　
イメージサイズ　330x470mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    15 
価格　¥190,000-

作品番号 60 
タイトル　「ハレの窓辺」 
イメージサイズ　310x235mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    15 
価格　¥68,000-



 

作品番号 61 
タイトル　「5つ子のお出かけ」 
イメージサイズ　75x400mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    15 
価格　¥60,000-

作品番号　62 
タイトル　「チューリップ畑の午後」 
イメージサイズ　220x210mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    15 
価格　¥55,000- 

作品番号　63 
タイトル　「みつめる」 
イメージサイズ　φ180mm 
技法　ドライポイント・手彩色 
限定部数    15 
価格　¥39,000- 

作品番号　64 
タイトル　「犬と綿毛」 
イメージサイズ　160x140mm 
技法　ドライポイント・手彩色 
限定部数    15 
価格　¥29,000- 

作品番号　65 
タイトル　「みみずくと赤ずきん」 
イメージサイズ　120x170mm 
技法　ドライポイント・手彩色 
限定部数    15 
価格　¥29,000- 

作品番号　66 
タイトル　「ワインの時間」 
イメージサイズ　210x105mm 
技法　ドライポイント・手彩色 
限定部数    15 
価格　¥40,000- 

作品番号　67 
タイトル　「ぶつぶつこうかん」 
イメージサイズ　120x160mm 
技法　ドライポイント・手彩色 
限定部数    15 
価格　¥29,000- 

作品番号　68 
タイトル　「呑んで春を待つ」 
イメージサイズ　120x160mm 
技法　ドライポイント・手彩色 
限定部数    15 
価格　¥27,000- 

作品番号　69 
タイトル　「ぶち犬ダンス」 
イメージサイズ　700x400mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    5 
価格　¥260,000- 



 

作品番号　71 
タイトル　「雪の温度」 
イメージサイズ　　240x200mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    5 
価格　¥65,000- 

作品番号　73 
タイトル　「太陽とてのひら」 
イメージサイズ　350x260mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  5 
価格　¥150,000-

作品番号 70 
タイトル　「４人の音楽家」 
イメージサイズ　　150x130mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    5 
価格　¥110,000- 

作品番号　72 
タイトル　「青い突風」 
イメージサイズ　　280x480mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数    5 
価格　¥220,000- 

作品番号　 74 
タイトル　「うたえ　ほえろ」 
イメージサイズ　690x850mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  5 
価格　¥420,000-

作品番号　75 
タイトル　「星の子」 
イメージサイズ　840x420mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  5 
価格　¥300,000-

作品番号　76 
タイトル　                                     
 「夜空をかかえるーわしばなのピエロー」 
イメージサイズ　230x250mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  5 
価格　¥80,000-

作品番号　77 
タイトル　 
「夜空をかかえるー音楽を愛する少女ー」 
イメージサイズ　230x250mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  5 
価格　¥80,000-

作品番号　78 
タイトル　 
「夜空をかかえるー緑のオオカミ紳士ー」 
イメージサイズ　230x250mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  5 
価格　¥80,000-



作品番号　79 
タイトル　「やさしいライオン」 
イメージサイズ　385x460mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  15 
価格　¥150,000-

作品番号　80 
タイトル　「スカートとじゃじゃ馬」 
イメージサイズ　170x210mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  15 
価格　¥44,000-

作品番号　81 
タイトル　「赤ずきんとオオカミ」 
イメージサイズ　170x210mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  15 
価格　¥44,000-

作品番号　82 
タイトル　「私と涙を食べる犬」 
イメージサイズ　210x270mm 
技法　ドライポイント・手彩色・コラージュ 
限定部数  15 
価格　¥55,000-


