
第２回10×10版画展 ネット掲載作品価格表
作家名 作品１ 価格１ 作品２ 価格２ 作品３ 価格３ 作品４ 価格４

アオイアツシ スズメ(1) 7,000 スズメ(2) 7,000
Apatheia  Mii See ya! 2,500 See ya! 2,500 So be ・・・ ¥2,500 So be ・・・ ¥2,500
荒川圭子 Printemps 3,000 Balloon 2,000 植物園 ¥2,000 並木道 ¥2,000
岩本かおり ちらり 2,500 mixture 3,000 きゃ！ ¥2,500 ぎゅーしてちゅー ¥2,500
 L.Ballate カラス 1,500 龍ドラゴン 1,500 子猫 ¥1,500 トカゲ ¥1,500
太田由美子 老眼鏡 3,000 私は私 3,000 言わずもがな ¥3,000 ときめき ¥3,000
大野きこ 日々 5,000 家遊び 5,000 Only One ¥5,000 Mile Stone ¥5,000
大橋裕子 ほんのりと 1,000 前を向く 1,000 花ごよみ ¥1,000 ずっと友達 ¥1,000
小倉直美 からすの赤ちゃんなぜ泣くの 4,000 さーんは魚が泳ぎ出す 4,000 老⽝ギーは⻄へ向かう ¥4,000 ふるさともとめて花いちもんめ ¥4,000
北野 さほ 無題１ 1,500 無題2 1,500 無題3 ¥1,500 無題4 ¥1,500
清村みどり No.1 3,000 No.2 3,000 No.3 ¥3,000 No.4 ¥3,000
古口由美子 伽羅 6,000 清祥 5,000 月桃 ¥6,000 茉莉 ¥6,000
Kozue U Snake & Butterfly 2,900 Snake & Flower 3,600 Cat ¥2,900 花のしか ¥4,600
汐 だれがコマドリ殺したの？ 非売品 傘の日 5,000 泣きたいの ¥5,000 chopiniana ¥5,000
清水佳奈 魚の夢 1,200 素顔 1,500 寿命 ¥2,000 告げ口 ¥2,000
Takako Oho Diary 8,000 Luce 10,000 Turning Space ¥10,000 Circulation ¥10,000
竹内七枝 アンプロンプチュ 4,000 夏庭の暁 4,000 後から2枚来る
橘良子 喰いしんぼう 5,000 ボス 5,000 真夜中のフラフープ ¥5,000 夜逃げ ¥5,000
辻村紀子 カーニバルgirl 4,000 フラワーgirl 4,000 帽子girl ¥4,000 オシャレgirl ¥4,000
常見丈二 tide 3,000 seeds 3,000 Fall ¥3,000 Bottle ¥3,000
寺口 肇 昔の話しを３ 4,000 昔の話しを４ 4,000 うまれいづるⅠ ¥3,000 うまれいづるⅣ ¥3,000
徳永静子 無限のかなたにⅠ 2,000 work Ⅰ 2,000 無限のかなたにⅡ ¥2,000 What？ ¥2,000
Toshiko Matsumoto 雨のにおい 5,000 悲しみのあとに 5,000 だんらん ¥5,000 春のきざし ¥5,000
伴野加代子 ください 1,600 マーガレット 3,500 ねむれぬ星 ¥4,000 ヴァルト ー雨ー ¥4,500
中村静子 春がきた(販売用有り) 2,500 春がきた(販売用有り) 2,500 春だ！(販売用有り) ¥2,500 春よ(販売用有り) ¥2,500
Brendan Sarsfield 冠series 10,000 冠series 10,000 冠series ¥10,000 冠series ¥10,000
堀悦子 Space Burger(宇宙バーガー) 4,000 Cloud Burger(雲バーガー) 4,000 Aucient Stone-Egypt(古代の石・エジプト) ¥4,000 Aucient Stone-Nautilus(古代の石・オウム貝) ¥4,000
松本哲実 無言の対話 10,000 海童子 8,000 道標 ¥8,000 道標 ¥8,000
三木かず子 One day 3,000 Found it ! 3,000 far away ¥3,000 Blessings ¥3,000
水瓶座 廃薔薇 5,000 卵踊り 5,000 街の灯 ¥5,000 真珠針 ¥5,000
水口智彦 FLOWER 7,000 FLOWER 7,000 JAZZ ¥7,000 JAZZ ¥7,000
水野里美 Scenery Ⅰ 7,000 Scenery Ⅱ 7,000 Scenery Ⅲ ¥7,000 Scenery Ⅳ ¥7,000
三橋しのぶ さくら１ 2,500 さくら2 2,500 さくら3 ¥2,500 さくら4 ¥2,500
美帆子 おめかし 1,200 おドーナツの時間 1,000 春宵 ¥1,000 アマビコ ¥1,200
三村真季 ひょっこりⅠ 5,000 ひょっこりⅡ 5,000 Say cheese ! ¥5,000 forest green tree ¥5,000
宮澤俊司 たそがれどき 2,000
ミユキ シロヤ 10×10 Ⅰ 5,000 10×10 Ⅱ 5,000 10×10 Ⅲ ¥5,000 10×10 Ⅳ ¥5,000
山本久美子 テーブル 5,000 ことり 5,000 どこ？ ¥5,000 草に立つ ¥5,000
山本和夏 進行する覚醒の幾何学 5,000 ニンフェット試論 5,000 覗き見られた統治 ¥5,000
渡辺 エツコ まなざし2020 Spring 3,000 まなざし2020 Summer 3,000 まなざし2020 Autumn ¥3,000 まなざし2020 Winter ¥3,000
渡辺美弥 hiver 5,000 Parfum 4,500 airly ¥4,500 Clip ¥4,500


