
田中綾子展「今日」 2022.7.10(sun) - 7.23(sat)
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galerieH 〠103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-13-2F  ☎ 03-3527-2545  ✉ info@galerie-h.jp

No 作品No 作品名 制作年 サイズ 素材/技法 価格(税抜) 価格(税込)

1 2206-01 さよなら、透明な僕たち 2022 460×950×100 写真 樹脂 木枠 ¥120,000 ¥132,000

2 2206-02 自意識の記録 no.1 2022 140×180 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

3 2206-03 自意識の記録 no.2 2022 140×180 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

4 2206-04 自意識の記録 no.3 2022 170×250 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

5 2206-05 自意識の記録 no.4 2022 140×180 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

6 2206-06 自意識の記録 no.5 2022 170×250 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

7 2206-07 自意識の記録 no.6 2022 350×250 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

8 2206-08 自意識の記録 no.7 2022 170×250 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

9 2206-09 自意識の記録 no.8 2022 250×350 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

10 2206-10 夜を往く 2022 950×860×150 写真 樹脂 窓枠 ¥150,000 ¥165,000

11 2206-11 自意識の記録 no.9 2022 250×170 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

12 2206-12 午前4時の幸せに満ちた空気を吸って 2022 1020×670×120 写真 樹脂 窓枠 ¥140,000 ¥154,000

13 2206-13 水道水を飲んでわずかに重たくなった体 2022 750×670×200 写真 樹脂 窓枠 ¥120,000 ¥132,000

14 2206-14 これから終わってゆく1日のために 2022 900×890×110 写真 樹脂 額 ¥150,000 ¥165,000

15 2206-15 線路のサビの一つひとつ 2022 1100×1040×120 写真 樹脂 木材 ¥200,000 ¥220,000

16 2206-16 自意識の記録 no.10 2022 140×180 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

17 2206-17 自意識の記録 no.11 2022 250×170 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

18 2206-18 自意識の記録 no.12 2022 250×170 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000

19 2206-19 自意識の記録 no.13 2022 140×180 写真 樹脂 紙 ¥20,000 ¥22,000



田中綾子  TANAKA ayako 

1993 大阪府生まれ 
2019 東京藝術大学美術学部彫刻科 卒業 
2021 東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻 修了 

［主な展覧会］ 
2022 
「田中綾子-今日-」展 galerieH/東京 
「grid」展 biscuit gallery/東京 
「作家をつくるものたち」展 ART TRACE GALLERY/東京 
「Introduction-作家が作るギャラリー-」展 ART TRACE GALLERY/東京 
2021 
「three」展　biscuit gallery/東京 
「田中綾子-知らない渚-」展 galerieH/東京 
「透明な毎日に 青木飴色・田中綾子」2人展 gallery fu/神奈川 
「旅展 ここではないどこかへ」 藝大アートプラザ/東京 
「第69回東京藝術大学卒業・修了作品」展 東京藝術大学構内/東京 
2020 
「Little Big Things-National Shoebox Sculpture Exhibition」 赤粒藝術/台北 
「記憶の交換 武蔵安里・田中綾子」2人展 gallery fu/神奈川 
2019 
「gift+Green Box」 gallery fu/神奈川 
「第10回国際シューズボックススカスカルプチャー」 国立台湾芸術大学/台湾 
「星に願いを」 gallery fu/神奈川 
「IAG AWARDS 2019 EXHIBITION」 東京芸術劇場/東京 
「平成の聖母子像」 gallery fu/神奈川 
「Livingに飾りたい1枚の絵・Bedroomに飾りたい1枚の絵」 gallery fu/神奈川 
「第67回東京藝術大学卒業・修了作品」展 東京都美術館/東京 
2018 
「gift+Green Box」 gallery fu/神奈川 
「ブルースカイ・ホール」 gallery fu/神奈川 
2017 
「gift」 gallery fu/神奈川 
「藝大アーツイン丸の内」 丸ビル/東京 

［主な受賞］ 
2021 
台東区長奨励賞 受賞                                               Online Store_田中綾子 
2019                                                                        https://bit.ly/3nQ3S84 
IAG AWARDS 2019 入選   
平山郁夫賞 受賞 
2018 
三菱商事アート・ゲート・プログラム 第39回 入選 
2017                                                                       Artist Page_田中綾子            
藝大アーツイン丸の内 GAM賞 受賞                                    https://bit.ly/37vcI3x


