
蟹江杏展　（仙台三越）作品カタログ

作品番号 01
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　　　　¥58,000-

作品番号 02
タイトル　「水玉猫」
サイズ SM
技法 アクリル・スクラッチ

価格　　　　¥58,000-

作品番号 03
タイトル　「飛ぶ」
サイズ SM
技法 アクリル

価格　　　　¥58,000-

作品番号 04
タイトル　「花瓶の花」
サイズ SM
技法 アクリル

価格　        ¥58,000-

作品番号 05
タイトル　「林檎と犬」
サイズ SM
技法 アクリル

価格　        ¥58,000-

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　        ¥58,000-

作品番号 08
タイトル　「白い鳥見上げる」
サイズ SM
技法 アクリル

価格　        ¥58,000-

作品番号 07
タイトル　「へびと王冠」
サイズ SM
技法 アクリル・スクラッチ

価格　        ¥58,000-

作品番号 09
タイトル　「鳥を呼ぶピアニスト」
サイズ SM
技法 アクリル・スクラッチ

価格        　¥58,000-

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT



作品番号 11
タイトル　「ブチネコ」
サイズ F４号
技法 アクリル

価格　        ¥88,000-

作品番号 10
タイトル　「蜂ともじゃもじゃ」
サイズ SM
技法 アクリル・スクラッチ

価格　        ¥58,000-

作品番号 12
タイトル　「青いひょうねこ」
サイズ F４号
技法 アクリル・スクラッチ

価格　        ¥88,000-

作品番号 13
タイトル　「青い花畑で。」
サイズ F４号
技法 アクリル・コラージュ

価格　        ¥88,000-

作品番号 14
タイトル　「水差しの花」
サイズ F４号
技法 アクリル

価格　        ¥88,000-

作品番号 15
タイトル　「太陽と蝶」
サイズ F４号
技法 アクリル・スクラッチ

価格　        ¥88,000-

作品番号 16
タイトル　「鳥の来る木々」
サイズ F6号
技法 アクリル

価格　        ¥130,000-

作品番号 17
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　        ¥130,000-

作品番号 18
タイトル　「青い馬の跡」
サイズ F6号
技法 アクリル

価格　        ¥130,000-

SOLD OUT

SOLD OUT

SOLD OUT SOLD OUT



作品番号 19
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　        ¥130,000-

作品番号 20
タイトル　「ともに祈る」
サイズ F8号
技法 アクリル

価格　        ¥158,400-

作品番号 21
タイトル　「夜空にかける絵」
サイズ F8号
技法 アクリル・スクラッチ

価格　        ¥158,400-

作品番号 22
タイトル　「木漏れ日と風」
サイズ F10号
技法 アクリル・スクラッチ

価格　        ¥198,000-

作品番号 23
タイトル　「大きなツノ」
サイズ F10号
技法 アクリル・スクラッチ

価格　        ¥198,000-

作品番号 24
タイトル　「一角と蝶々」
サイズ F10号
技法 アクリル・コラージュ

価格　        ¥198,000-

作品番号 25
タイトル　「ぶちねことブーケ」
サイズ F10号
技法 アクリル

価格　        ¥198,000-

作品番号 27
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　        ¥280,000-

作品番号 26
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　        ¥280,000-

SOLD OUT

SOLD OUTSOLD OUT



作品番号28 
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　        ¥280,000-

作品番号29 
タイトル　「風の羽根」 
イメージサイズ　F20号  
技法　アクリル・スクラッチ 
価格　¥374,000- 

作品番号30 
タイトル　「夜空につかまる」 
イメージサイズ　F20号  
技法　アクリル・スクラッチ 
価格　¥374,000- 

作品番号31 
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　        ¥467,000-

作品番号32 
タイトル　「蝶と太陽」 
サイズ　     F30号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥561,000-

作品番号33 
タイトル　「朴の木」 
サイズ     　F30号 
技法　        アクリル 
価格　        ¥561,000-

作品番号35 
タイトル　「雨とひずめ」 
イメージサイズ　F50号　 
技法　アクリル 
価格　¥935,000- 

作品番号34 
タイトル　「一番星とピエロ」 
サイズ     　F40号 
技法　        アクリル・スクラッチ 
価格        　¥748,000-

※表示価格は作品代金のみです。（額代別途）


