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雪男（左）　200 x 600 x 35 mm 
oil on canvas ￥50,000
雪男（右）　200 x 600 x 35 mm 
oil on canvas 

飛び込み男　355 x 278 x40 mm
oil on canvas 

雷　553 x 550 x 30 mm（簡易額含）
oil on canvas 

人々は議論に夢中で誰も月に気づかない
627 x 930 x 30 mm（簡易額含）
oil on canvas 

始まり　洞窟から出ると決めた人
627 x 930 x 27 mm（簡易額含）oil on canvas 

彼方　920 x 457 x 40 mm 
oil on canvas 

山　418 x 220 x 40 mm　（簡易額含）
oil on canvas  

熊　415 x 220 x 40 mm（簡易額含）
oil on canvas 

川合朋郎 Tomoro Kawai

http://tomorokawai.com

1976 大阪出身

 

2001 東京藝術大学 美術学部絵画科油画専攻 卒業

2003 東京藝術大学大学院 美術研究科 修士課程 修了

 

主な個展

2015

  TOPOS Highland / 長野

  ニッチギャラリー / 銀座

  ギャルリーくさ笛 / 名古屋

2014

  さんしんギャラリー 善 / 静岡

  ウィリアム モリス 珈琲＆ギャラリー / 渋谷

  TOPOS Highland / 長野

2013

  ニッチギャラリー / 銀座

  TOPOS TERRASOW SOLO まちとしょテラソ 小布施町立図書館 / 長野

  TOPOS Highland / 長野

2012

  ギャルリーくさ笛 / 名古屋

  ニッチギャラリー / 銀座

  TOPOS TERRASOW SOLO まちとしょテラソ 小布施町立図書館 / 長野

2010

  ニッチギャラリー / 銀座

2008

  新潟絵屋 /新潟

  ウィリアム モリス 珈琲＆ギャラリー / 渋谷

  ニッチギャラリー / 銀座

2006

  ニッチギャラリー / 銀座

2005

  ギャラリーGAN/ 青山

2003

  ギャラリーGAN/ 青山

2002

  ギャラリー北村 / 南青山

 

主なグループ展

 

2015

  カンヴァセーションズ（スパイラルガーデン）/東京

2014

  マツシロオルタナティブ ( 池田満寿夫美術館 )/ 長野

  アートフェア東京 (Gallery エクリュの森 )/ 東京

2012

  アート京都 2012(Gallery エクリュの森 )/ 京都

2011

川奈神/ーリラャギ民市浜横」展いらみとなみAMAHOKOY「  

  AAF New York/ New York

2010

  アートアワードネクスト（東京美術倶楽部）/東京

座銀/ーリラャギチッニ 展流交コルト本日」Ⅱ子種たれらげ投にく遠「  

  Art Shanghai 出品 ( ニッチ ギャラリー )

2009

ルーブンタスイ /yrellaG trA gP」elbacilppA toN ecnatsiD「  

,京東 /OSROC」ちた家作の人4たっ会出がトーボU/展回1第gninnalP-U「  

神保町

川奈神 /ーリラャギ民市浜横」展いらみとなみAMAHOKOY「  

2008

  TAMA VIVANT 2008 / 多摩美術大学、横浜 , みなとみらい駅

  Art OSAKA 出品 ( 工房 親 )

2007

  Art Shanghai 出品 ( ニッチギャラリー )

川奈神 /ーリラャギ民市浜横」展いらみとなみAMAHOKOY「  

2006

)いらみとなみ浜横、学大術美摩多(」6002 TNAVIV AMAT「  

   Art Shanghai 出品 ( ニッチギャラリー )

2005

  二人展 ニッチギャラリー / 銀座

2003

知愛 /笛さくーリルャギ」evaW weN「  

阜岐 /ザラプ芸交知付アピトーア」展賞大一守谷熊「  

2002

葉千 /ーリラャギ民市柏 」展家作選入賞金基術芸口関「  

2001

媛愛 /館術美浦三」展賞大館術美浦三「  

」プッシラカスンイベルホ 回51第「  

潟新 /館術美舎梁雪」展賞大ェツンレィフ「  

 

パブリックコレクション

  東京藝術大学大学美術館

  小布施町立図書館まちとしょテラソ

虹を描く人　218 x 614 x 40 mm（簡易額含）
oil on canvas 


