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1985 年創業以来、 設計 ・ 建築 ・ デザインなど各分野のデザイナー・コーディネーターにアートと
フレームのご提案をしてまいりました。
弊社は個人邸、 モデルハウス、 モデルルーム、 ホテル、病院、 商業施設等にアートを納品している
アートとフレーム専門店です。ショウルーム併設のギャラリーでは一般のお客様に対しても、
お部屋の美しさや豊かさを演出する為のトータルインテリアの最終仕上げとして、当社専属
アーティストによるオリジナルアートとオリジナルフレーミングのご提案を致しております。
サイト二番町での取り扱いアートとしましてはAUEオリジナル作品、ARTIHOオリジナル
スティールアート作品、海外アメリカ、ヨーロッパより5000種類以上の直輸入版画・アートポスター、
海外アーティストによるオリジナルオブジェに加え 2000 種類以上のフレームがございます。

AUE（Art Unlimited Edition）作家とAUE作品について
AUEとは 2002 年サイト二番町専属アーティストとして結成されたアーティストユニットの名称です。
現在 5名のAUEメンバーが在籍しております。本カタログにあるAUE作品は基本的に色変更、
サイズ変更が可能となっております。壁面の大きさやプロジェクトのコンセプトに合わせて
お選びいただいたものをご希望に沿う形で制作致します。
カタログ以外にも多くの作品がございます。ご希望のイメージに合わせてご提案させて頂きます。

SITE NIBANCHO
コーディネーターと選ぶアート専門店
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＊AUE オリジナルアートは色変更・サイズ変更可能
＊全てのアートはこれら参考画像の加工方法が可能

シングルマット額装：　
約2000種類のフレーム、
500種類のマットからアートと
お部屋のコンセプトイメージに
合うものをお選び頂けます。

パネルアート巻き込み仕上げ：
AUEオリジナルアートの
サイド立ち上がり部分まで
アートのイメージを
広げて制作致します。

L フレーム額装：
パネルアートをシンプルな
Lフレームに入れ、
アートのテクスチャーを
そのままお楽しみ頂けます

回り余白有パネル加工：
白い余白があることでアートに
空間とやさしさがが生まれます。
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品番：5075-emtⅡ-f
『Emotion II』
定価：¥178,000( 税別 )
サイズ：W500×H750mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5050-emt-f
『Emotion』
定価：¥128,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：11050-stw-f
『Silent Wall』
定価：¥228,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4010-Isn-f
『La Souvenance』
定価：¥203,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6565-Isn-p
『La Souvenance』
定価：¥245,000( 税別 )
サイズ：W650×H650mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：6565-crt-p
『Crest』
定価：¥245,000( 税別 )
サイズ：W650×H650mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：6565-stw-p
『Silent Wall』
定価：¥239,000( 税別 )
サイズ：W650×H650mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：5050-Isn-f
『La Souvenance』
定価：¥120,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・アルミ箔・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：5011-ctl-f
『City Light』
定価：¥214,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・アクリル・シェル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5011-ctw-f
『Silent Wall』
定価：¥228,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・アクリル・シェル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5011-mdp-f
『Melodia de la Primavera』
定価：¥198,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・アクリル・シェル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5011-psc-f
『Philosophycal Conection』
定価：¥226,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・アクリル・キャンバス・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5011-son-f
『Sonnets』
定価：¥176,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5011-psn-f
『Passione』
定価：¥160,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

A U ESITE NIBANCHO
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品番：5011-vsn-f
『Vision』
定価：¥168,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5011-epo-f
『Espace O』
定価：¥168,000( 税別 )
サイズ：W1100×H500mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4010-cps-f-a
『Composition A』
定価：¥168,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4010-cps-f-b
『Composition B』
定価：¥168,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4010-snt-f
『Sonata』
定価：¥154,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4010-grl-f
『Green Legend』
定価：¥118,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・パステル・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4010-atf-f
『Autumn Field』
定価：¥128,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4010-krw-f
『Korin Wave』
定価：¥130,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4010-rms-f
『Reminiscence』
定価：¥178,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・パステル・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4010-mrg-f
『Mirage』
定価：¥145,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

A U ESITE NIBANCHO
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品番：3095-ksy-f
『Kaleidoscope』(yellow)
定価：¥136,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：和紙・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3095-vsn-f
『Vision』
定価：¥125,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3095-kso-f
『Kaleidoscope』(orange)
定価：¥136,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：和紙・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3095-ksb-f
『Kaleidoscope』（blue)
定価：¥136,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：和紙・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：3095-fgs-f
『Foggy Street』
定価：¥120,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3095-ann-f
『Another Night』
定価：¥136,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3095-asm-f
『Ancient Symphony』
定価：¥138,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：和紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3095-duf-f
『Du Fu』
定価：¥120,000( 税別 )
サイズ：W950×H300mm
材質：紙・アクリル・パステル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：50120-spⅢ-f
『Speculation Ⅲ』
定価：¥261,000( 税別 )
サイズ：W500×H1200mm
材質：和紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：50120-spⅣ-f
『Speculation Ⅳ』
定価：¥261,000( 税別 )
サイズ：W500×H1200mm
材質：和紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：1010-spⅡ-f
『Speculation Ⅱ』
定価：¥370,000( 税別 )
サイズ：W1000×H1000mm
材質：和紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：1010-spⅠ-f
『Speculation Ⅰ』
定価：¥370,000( 税別 )
サイズ：W1000×H1000mm
材質：和紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4252-ch-f-G
『ちとせ』
定価：¥99,500( 税別 )
サイズ：W420×H520mm
材質：和紙・アクリル
アルミフレーム・シングルマット加工

品番：4545-kazⅠ-f-G
『かぜひかるⅠ』
定価：¥83,300( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：和紙・アクリル・墨
アルミフレーム・シングルマット加工

品番：4545-kazⅡ-f-G
『かぜひかるⅡ』
定価：¥83,300( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：和紙・アクリル・墨
アルミフレーム・シングルマット加工

品番：4252-sesⅡ-f-G
『せせらぎⅡ』
定価：¥99,500( 税別 )
サイズ：W420×H520mm
材質：和紙・アクリル
アルミフレーム・シングルマット加工

品番：4252-han-f-G
『はなあかり』
定価：¥99,500( 税別 )
サイズ：W420×H520mm
材質：和紙・アクリル
アルミフレーム・シングルマット加工
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品番：3555-atr-p-G
『あたらよ』
定価：¥111,000( 税別 )
サイズ：W350×H550mm
材質：和紙・墨・ミクストメディア
木製パネル

品番：3555-shi-p-G
『しののめ』
定価：¥88,800( 税別 )
サイズ：W350×H550mm
材質：和紙・アクリル・墨
木製パネル

品番：4354-sho-p-G
『笑』
定価：¥90,000( 税別 )
サイズ：W430×H540mm
材質：和紙・アクリル・墨
木製パネル
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品番：5630-ses-p-F
『せせらぎⅠ』
定価：¥98,200( 税別 )
サイズ：W560×H300mm
材質：和紙・ミクストメディア
木製パネル

品番：5630-kazⅢ-p-D
『かぜひかるⅢ』
定価：¥83,900( 税別 )
サイズ：W560×H300mm
材質：和紙・墨・ミクストメディア
木製パネル



A U E SITE NIBANCHO

品番：11466-try-f
『Trajectry』
定価：¥386,000( 税別 )
サイズ：W1140×H660mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル・木製フレーム

品番：12080-try-p
『Trajectry』
定価：¥394,000( 税別 )
サイズ：W1200×H800×D35mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル
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品番：6280-kkd-f
『Kafka's Dream』
定価：¥174,000( 税別 )
サイズ：W800×H620mm
材質：和紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6280-kkd-f
『Espacio』
定価：¥180,000( 税別 )
サイズ：W800×H620mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6280-arm-f
『Armonia Ⅰ』
定価：¥173,000( 税別 )
サイズ：W800×H620mm
材質：和紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6280-slm-f
『Silent Memories』
定価：¥186,000( 税別 )
サイズ：W800×H620mm
材質：和紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：6048-frs dbf-g
『French Suite DB』
定価：¥137,000( 税別 )
サイズ：W480×H600mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6048-asm-f
『Ancient Symphony』
定価：¥114,000( 税別 )
サイズ：W480×H600mm
材質：和紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6048-crn-f
『Corinth』
定価：¥125,000( 税別 )
サイズ：W480×H600mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6048-sld-f
『Silent Dream』
定価：¥155,000( 税別 )
サイズ：W480×H600mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4860-arc-f
『Arcadia』
定価：¥132,000( 税別 )
サイズ：W600×H480mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4860-rms-f
『Reminiscence』
定価：¥131,000( 税別 )
サイズ：W600×H480mm
材質：紙・パステル・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4860-srn-f
『Serene』
定価：¥131,000( 税別 )
サイズ：W600×H480mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4860-dbc-f
『Double Cloud』
定価：¥120,000( 税別 )
サイズ：W600×H480mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4350-ｄpn f-j
『Daphne』
定価：¥139,000( 税別 )
サイズ：W500×H430mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4350-sup-f-e
『Spin un son』
定価：¥116,000( 税別 )
サイズ：W500×H430mm
材質：和紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4350-pps-f
『Purple Shadow』
定価：¥119,000( 税別 )
サイズ：W500×H430mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4350-sct-f
『Sanctuary』
定価：¥98,000( 税別 )
サイズ：W500×H430mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4860-har-f-h
『Harvest』
定価：¥155,000( 税別 )
サイズ：W600×H480mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4860-frs-f-g
『French Suite W』
定価：¥137,000( 税別 )
サイズ：W600×H480mm
材質：紙・パステル・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：6060-slb-f
『Surface de l’ eau』(blue)
定価：¥119,000( 税別 )
サイズ：W600×H600mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6060-slr-f
『Surface de l’ eau』(rose)
定価：¥119,000( 税別 )
サイズ：W600×H600mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6060-ppp-f
『Purple Prism』
定価：¥119,000( 税別 )
サイズ：W600×H600mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：6060-grp-f
『Green Prism』
定価：¥119,000( 税別 )
サイズ：W600×H600mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：5050-tqd-f-L
『Tranquilidad』
定価：¥195,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製 Lフレーム・木製パネル

品番：6060-som-f
『Space of Mind』
定価：¥142,000( 税別 )
サイズ：W600×H600mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：5050-sps-f
『Stepping Stones』
定価：¥90,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5050-imr-f
『Impression』
定価：¥101,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5050-mgl-f
『Magical Leaf』
定価：¥105,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5050-sen-f
『Sueno Ⅰ』
定価：¥98,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工



A U ESITE NIBANCHO

23

品番：5050-sst-f
『Sehnsucht』
定価：¥105,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：5050-nnv-f
『Nineveh』
定価：¥128,000( 税別 )
サイズ：W500×H500mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4545-lci-f
『Luce Interna』
定価：¥102,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-dld-f
『Delta Dawn』
定価：¥101,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-iop-f
『Iliou Persis』
定価：¥92,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-son-f
『Sonnets』
定価：¥92,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4545-cps-f
『Composition』
定価：¥87,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-lcm-f
『Lyrical Moment』
定価：¥95,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・パステル・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4545-bim-f
『Blueish Memory』
定価：¥96,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・パステル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-tms-f
『Temps Stele』
定価：¥105,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・パステル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-rlt-f
『Relative』
定価：¥99,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・パステル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-mnd-f
『Moon Dance』
定価：¥105,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・パステル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4545-ari-f
『Abstract Inpression』
定価：¥92,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-adg-f
『Adagio』
定価：¥87,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4040-pan-f
『Piano』
定価：¥78,000( 税別 )
サイズ：W400×H400mm
材質：和紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4040-Vol-f
『Violin』
定価：¥78,000( 税別 )
サイズ：W400×H400mm
材質：和紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4545-ggl-f
『Grigio leggenda』
定価：¥113,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4545-slp-f
『Simpatia』
定価：¥99,000( 税別 )
サイズ：W450×H450mm
材質：紙・アクリル・キャンバス・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3530-ort y-f
『Cuole Orientare Y』
定価：¥56,000( 税別 )
サイズ：W300×H350mm
材質：和紙・アクリル・アルミ箔・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：3530-ort b-f
『Cuole Orientare B』
定価：¥56,000( 税別 )
サイズ：W300×H350mm
材質：和紙・アクリル・アルミ箔・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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品番：4010-krw s-p
『Kohrin Wave S』
定価：¥195,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400×D30mm
材質：ステンレス・木製パネル・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：4010-krw g -p
『Kohrin Wave G』
定価：¥195,000( 税別 )
サイズ：W1000×H400×D30mm
材質：ステンレス・木製パネル・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2080-mds -p
『Modello seven』
定価：¥217,000( 税別 )
サイズ：W805×H220×D30mm
材質：ステンレス・木製パネル・アクリル・ミクストメディア
木製パネル
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品番：1210-pre-P
『Preghiera』
定価：¥460,000( 税別 )
サイズ：W1000×H1200mm
材質：キャンバス・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：8010-psn-P
『Passione』
定価：¥350,000( 税別 )
サイズ：W1000×H800mm
材質：紙・アクリル
木製パネル

品番：8010-djv-P
『Deja vu』
定価：¥420,000( 税別 )
サイズ：W1000×H800mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル
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品番：3326-wwh-p
『Wave』(white)
定価：¥138,000( 税別 )
サイズ：W260×H330×D25mm×3点
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-sl-p
『Silenzio』
定価：¥28,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-dn-p
『Duna』
定価：¥35,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：3326-wbk-p
『Wave』(black)
定価：¥138,000( 税別 )
サイズ：W260×H330×D25mm×3点
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：4040-ｗbg -p
『Wave』(beige)
定価：¥81,000( 税別 )
サイズ：W400×H400×D25mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル
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品番：2318-sg1-P
『SognoⅠ』
定価：¥38,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20 mm
材質：パステル・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-sg4-P
『SognoⅣ』
定価：¥38,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20 mm
材質：パステル・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-sg2-P
『SognoⅡ』
定価：¥38,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20 mm
材質：パステル・アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-sg3-P
『SognoⅢ』
定価：¥38,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20 mm
材質：パステル・アクリル・ミクストメディア
木製パネル
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品番：2318-gl-p
『Galassia』
定価：¥38,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-mm1-p
『Impressione Ⅰ』
定価：¥30,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-mmwh-p
『Memoria』
定価：¥39,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：3030-mmbl-p
『Memoria』
定価：¥46,000( 税別 )
サイズ：W300×H300×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：3030-mmgr-p
『Memoria』
定価：¥46,000( 税別 )
サイズ：W300×H300×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-br1-p
『Brezza Ⅰ』
定価：¥38,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-br2-p
『Brezza Ⅱ』
定価：¥38,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-mm1-p
『Memoria Ⅱ』
定価：¥30,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル

品番：2318-im2-p
『Impressione Ⅱ』
定価：¥30,000( 税別 )
サイズ：W180×H230×D20mm
材質：アクリル・ミクストメディア
木製パネル
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品番：4535-son1-P
『Sonnets I』
定価：¥92,000( 税別 )
サイズ：W450×H350
材質：紙・パステル・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工

品番：4535-son2-P
『Sonnets II』
定価：¥92,000( 税別 )
サイズ：W450×H350
材質：紙・パステル・アクリル・ミクストメディア
木製フレーム・シングルマット加工
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KFM 1F 6-9 Koyochonaka,Higashinada-ku
           Kobe 658-0032,Japan
Phone.078-811-7676   FAX.078-811-7678
E-mail:info@site-nibancho.co.jp
https://www.site-nibancho.co.jp/

SITE NIBANCHO

有限会社サイト二番町
〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中 6-9  KFM1F
TEL.078-811-7676   FAX.078-811-7678
E-mail: info@site-nibancho.co.jp
https://www.site-nibancho.co.jp/




