
作品リスト website old→new

作品タイトル title 制作年 素材・技法 material サイズ 参考価格 備考

1 チャンス 2014

2 みえる き こえる the belly button 2015 ⽯膏 plaster 300×200×50 mm

3 はてしない帰り道

4 なまえのない場所

5 呼吸する愛 breathing love 2015 テラコッタ terracotta 1200×1000×1100 mm

6 愛をひとめぐり

7 fukushima usuiso

8 わたしの、新しい、だれかの家

9 double single bed

10 はなむけ farewell gift 2016 樟 camphor 700×1000×530 mm to the story と同作

11 とけてかえる⽇まで melt return… 2016 砂 他 sand, other 400×400×700 mm (砂像部分)

12 花嫁 hanayome 2016 樟 蝋 camphor, paraffin 1060×550×350 mm (⽊彫部分)

13 to the story 2017 樟 真鍮 アクリル板 camphor, brass, acrylic plate 1000×1000×530 mm

14 呼吸する愛について

15 ⿎膜 film/eardrum 2017 ⼟ 漆喰 clay, stucco 写真ないかも

16 ⽪膜 film/skin 2017 ⼟ 漆喰 clay, stucco 写真ないかも

17 nameless people 2018 カルサイト・セメント ⽊ Calcite cement, wood 2000×1960×450 mm

18 ひみつ secret 2018 銀杏 蝋 ginkgo, wax 2100×700×650 mm

19 私達はゼロ距離、そして誰もがバターに。 We are zero distance,and everyone becomes butter. 2018 LEDネオンライト 他 LED neon light, other サイズ可変

20 Siam

21 遠くを

22 プリーツの器 pleated pottery 2018 陶 pottery 30×100×70 mm ⾬の展⽰の時の価格忘れた・・・

23 ランドスケープエスケープ landscape escape 2018 樟 銀杏 他 camphor, ginkgo, other サイズ可変 \350,000

24 ⾵に吹かれて Blowin' in the Wind 2019 樟 ⻘桐 他 camphor, Chinese parasol tree, other サイズ可変

25 箱 the box 2019 樟 camphor 250×150×200 mm \70,000 写真撮り直し

26 ふれあえない can't touch 2019 樟 栂 camphor, southern Japanese hemlock 300×400×200 mm

27 彼誰の部屋 the room at down 2019 樟 真鍮 camphor, brass 570×500×250 mm \300,000

28 ⼈景−gemini Our body transforms into Gemini 2020 樟 camphor 700×800×1000 mm

29 ⼈景−lake Our body transforms into lake 2020 銀杏 ginkgo 1200×600×450 mm \600,000 着彩（ジェッソ 柿渋 アクリル 岩絵具 ⽔彩）

30 ⼈景−waterfall Our body transforms into waterfall 2020 樟 camphor 750×600×1000 mm \700,000 着彩（ジェッソ 柿渋 アクリル 岩絵具 ⽔彩）

31 ⽔⾯ water surface 2020 栗 chestnut 550×500×400 mm

32 I,I,I 2020 パラフィン paraffin 200×400×200 mm \140,000

33 ⼼を持ってかれちゃうよ heart flying to the south 2020 榧 樟 persimmon, camphor \200,000

34 Dear 2020 樟 camphor 250×180×10 mm \40,000

35 us 2020 ⼟ 釉薬 ceramic, glaze 90×130×10 mm \25,000

36 Jet'aime Ⅳ 2020 陶紙 便箋 釉薬 シルクスクリーン ceramic paper, letter, glaze, silkscreen 100×135×20 mm \15,000

37 Jet'aime Ⅱ 2020 陶紙 釉薬 シルクスクリーン ceramic paper, glaze, silkscreen 200×145×40 mm \10,000

38 愚者の旅 The Fool 2021 樟 camphor 70×10×120 mm \40,000 完売

39 悪夢

40 満ちている⽔はかつてのわたし

41 presence

42 present
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