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「CAF （Contemporar y Ar t Foundation）賞」は、高校、大学、大学院、専門学校の学生を対象とした、

若手アーティスト育成を目的とするアートアワードとして2014 年より実施しています。4回目となる

今回は審査員に白石正美氏（SCAI THE BATHHOUSE）、藪前知子氏（東京都現代美術館）、齋藤精一氏

（Rhizomatiks） を新たに迎え、最優秀賞１名・審査員特別賞3名、海外渡航費授与者1名の学生を選出

いたしました。最優秀賞受賞者には賞金に加えて個展開催の機会を提供いたします。 

「第4回CAF賞作品展」は10月31日（火）～11月5日（日）の6日間、東京・代官山のヒルサイドフォーラムに

て開催され、本展では、集まった数百の応募作品の中から選ばれた絵画、彫刻、映像、インスタレーショ

ン、パフォーマンスなどあらゆるジャンルの入選作品を展示、11月3日（金・祝）には最終審査を行い表彰

式とレセプションを開催いたしました。

公益財団法人現代芸術振興財団は、2012年に、ファッションショッピングサイト「ZOZOTOWN（ゾゾタ

ウン）」を運営する株式会社スタートトゥデイ（本社：千葉県千葉市）代表取締役の前澤友作によって設

立。現代芸術に関する知識と教養の向上を図るため、現代アートの展覧会開催等による現代芸術の普

及活動を行うとともに、若手芸術家及び若手音楽家を支援することによる技能の向上を図ることで、現

代芸術の振興に寄与することを目的としています。

前澤友作は、1975年千葉県生まれ。早稲田実業学校卒業後、バンド活動の一環で渡米。帰国後、1998年

に輸入C D・レコードのカタログ販売を手がける有限会社スタート・トゥデイを立ち上げ、2 0 0 4年、

ファッションを中心としたインターネットショッピングサイト「ZOZOTOWN（ゾゾタウン）」を開設。2012

年、2月に東証一部上場（3092）。同年11月に現代芸術振興財団を設立、現代芸術を中心としたアートコ

レクターであるとともに、若手アーティストの支援に力を注いでいます。

現代芸術振興財団設立者の前澤友作について

第4回CAF賞 入選作品展覧会

公益財団法人 現代芸術振興財団
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木村 翔馬  Shoma KIMURA
京都市立芸術大学 

Aけん玉の神さま
2017 

木枠、ビニールキャンバス、ペンキ、

油絵具、マーカーペン、マジックペン

200×145×12cm

絵画のスライドショー
2017 

映像、タブレット、ドローイング帳、木材、人工芝

165×30×50cm

絵画ーCG技術ー感覚  について考える。

　
以前、3DCGの作品づくりをしたが、そこで従

来の美術に最も中心的だった課題が失われる

ことに気づいた。
 

それは、

A： マテリアルの特性のうち、

 色と質感と重量に表現の主体を置くこと 

B：絵画の構図を地球の重力に基づいて

 考えていること

C：時間のかかる行為や高度な技術が

 作品の質を高めること

　
であり、それらは3DCGの中では失われてしまう。

3つの発見は、絵画のフォトスキャンをした時、

それをCG空間に配置した時、3D技術発展とそ

の受け手の反応からである。

 
慣れや、デジタル映像にリアリティを感じなく

なったのか、作り込んだCG映像でも、観客が

感動できないと感じる。

　
その中で「シワのあるキャンバスの絵画シリー

ズ」は、上のA～Bに対になるようにa～cを設定

した。

a：物質性の欠陥と興味のなさ、

b：非重力下を想定する構図、

c：速度的価値を付加する、

　
という3つの態度から、未知の絵画を探求する。

白いペンキの塗られたキャンバスに、油絵具と

マーカーで描かれる軽い筆致は、油彩特有の

重厚な絵づくりを否定する。

歪めて張られたキャンバスは、壁から離されて

展示され浮遊する。

マーカーを用いた手数の少ない構造は、誰に

でもできる反面、画家の独自性を求めるのかも

しれない。

最優秀賞

B
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大久保 紗也  Saya OKUBO
京都造形芸術大学大学院 

His drawing drawing
2017

パネル、綿布、アクリルペイント、オイルペイント

182.9×132×3.2cm

世界を平面に置き換えた時、私は何を重要と

するのか。輪郭線で表されるような記号的イ

メージなのか。それともフェノメラルな像のう

ねりなのか。

私の制作は、絵画の平面空間でのものの存在、

実体を探ることが主題となっています。

認識する前に立ち上がる印象と、やや記号的

なまでに抽象化されたドローイングの線とが

同等の価値でもってタブローの上に存在する

こと、それが私の絵画における現在の目的で

す。絵具のマチエールと、それを文字通り切り

裂くようにして現れる、マスキングテープを引

き剥がすことによってあらわとなる線描とが、

異なるレイヤー上にありながらもタブロー上で

重なり新たなイメージへと変容する。

「His drawing drawing」は「描く」という行為

そのものをモチーフとして捉え、レイヤーの重

なりは絵の外側へと続いていき描いている自

らも作品内部に組み込まれる構造となってい

ます。

白石正美賞
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小山 しおり  Shiori KOYAMA
京都造形芸術大学大学院

continued story
2017

ミクストメディア

68×56×7cm

STELE
2017 

コンクリート、アクリル絵具、紙

30×30×6cm

コンクリートという砂の塊の上に、インター

ネット上にある無数の情報としての絵画をコ

ラージュして作っている。私は普段、断絶され

た個人史と、史実に基づいた歴史を掛け合わ

せて製作しており、この作品は、人類の歴史が

あらゆる断絶をしながらも「今」に続いてきた

物語を象徴的に描いた。

タイトルの「S T E L E」は石碑を意味している。

石碑とは、人類が何らかの目的を持って銘文

を刻んで建立した総称である。そして石碑は、

墓石としてなどの目的を持たず刻むこと自体

を意味している。そしてこの作品も、印刷され

たただの情報が何層にも刻まれているだけの

作品である。

藪前知子賞

A B
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　 雄嗣  Yushi SUGA
東京藝術大学大学院
 

Scraped painting –black 3–

2017 

木製パネル、プライマリーサーフェサー、

油性ペンキ、油絵具、麻布

91×116.7×5cm

Scraped painting –black 2–

2017 

木製パネル、プライマリーサーフェサー、

油性ペンキ、油絵具、麻布

91×116.7×5cm

シリーズ化したこの作品は、描いたストローク

を削るという行為にルールを絞っています。

モチーフはいずれも首都高速道路を選び、首

都高のメガストラチャーが生み出す立体的な

構造を描いた作品と、川口jc tを俯瞰してみた

時その立体構造が記号的な平面図の様に見え

る様子を描いてます。

圧倒的な情報量を持つ都市風景を直線・曲

線・面の組み合わせとして再構成し、都市を重

厚なマチエールにおきかえ、削りとった際見え

てくる無機質な質感に首都高の軌道を重ねて

みています。

手法もモチーフもシンプルな要素で構成して

いますが、並列させる事で差異が生じ作品の

個体差が強調されるようにしています。

BA

齋藤精一賞

A

B
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大岩 雄典  Euske OIWA
東京藝術大学大学院
 

五階くらいからの高さから落ちても
（あの）猫は死なないという
–じゃあイエネコは？
2017

映像

19分30秒

猫をモチーフにした映像作品。プライベートで

撮影された猫の動画と、パブリックドメインの

猫の画像とが交互にあらわれる。それに重ね

て英語音声・日本語字幕で、「高さ height」「死 

d e a t h」「箱  b o x」「文法  g r a m m a r」「存在  

existence」などのテーマをもつレクチャーが

展開され、「パブリック／プライベート」「ある

／ない」「生／死」「内／外」「自己／他者」など

のイメージが、言葉のうえで交錯、転覆してい

く。猫といううつろな存在と、濫喩という修辞

法を用いた、こちらの世界とあちらの世界とを

貫くことについての映像作品。

海外渡航費授与
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大澤 晴美  Harumi OSAWA
東京藝術大学
 

Home sweet home
–Dining kitchen–

2016

キャンバスに油彩

162×162×3cm

本作は私が介護施設に訪れたことをきっかけ

にして描かれました。高齢者が一箇所に集めら

れたそこは擬似的な家庭を築いておりまるで

高齢者にとってのユートピアそのものでした。

そして普段は施設とは馴染みのない私だけが

異質な存在だったことが印象深く残っています。

Picnic
2017

円形パネル、キャンバスに油彩

130.3×162×3.2cm

私はごく私的な出来事から絵画を制作するこ

とが多いですがとりわけ「生」や「性」について

の矛盾や可笑しみそして人とは何者なのかと

いうことをテーマに取り扱っています。画中の

マレーグマというクマは仕草や表情がとても

人間らしくあるということから興味を強く持ち

描きました。

大成 哲  Tets OHNARI
ヤンエヴァンゲリスタプルキニェ大学院
 

base based on base No.2
2011

大理石、エポキシ樹脂

65×30×30cm

時と共に、ものはその形を変えていく。

何かの集積かの様にそれは生み出され、そし

てその有り様が終わる頃には原形は無くなっ

ていく。

石の塊から台座の形をつくり出し、角の欠けた

部分の破片から小さな台座をつくった。

その小さな台座の角の欠けた部分もどこかで

何かのかたちになっているだろう。

stones 2017
2017

石、木、エポキシ樹脂

124×55×7cm

事象は事象を生む。

素材は素材で在り続ける。

石に影が彫り込まれており、その彫った時の石

粉を樹脂と固めて、2センチ程の人をつくった。

つまり実質的に、この人は影の在からできている。

DB

A
C

A

B

C

D
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皆藤 齋  Itsuki K AITO
京都市立芸術大学大学院 

ジャングル–7,000,000
2017 

パネル、キャンバスに油彩

165×136.5×3cm

惨めさ、悲しさ、非道徳的な側面などネガティ

ブな要素をすべて包括した自己愛を基に制作

された。

題の数字は作者の負債している奨学金の返済

額を意味している。美術を勉強し、99％は低収

入者となるアーティストになるための借金地獄

に自己愛は私を陶酔させる。作品中札束に垂

れる大便は頻繁に使用するモチーフだが、農

業の発達、すなわち文明の取得と自然（楽園）

からの追放という神話的解釈を採用している。

セルフイリュージョン（虎）（帯）
2017 

クレヨン、キャンバスに油彩

148×192×1.5cm

人には他人に理解のできない行為によって快

楽を得ることがある。深層的欲求は意図の有

無を別に具体的な行為によって現れる。そして

それは時々通常的道徳心から逸脱したり、羞

恥心を刺激し自尊心を損なうものである。し

かしそれでも続けてしまうのは、その行為によ

る快を得られるだけではなく、傷つけられた

羞恥心や自尊心やその悲しみ、そしてその状

況を受け入れ愛でるナルシシズムに溢れたエ

ゴが存在するからである。

木村 有輝子  Yukiko KIMURA
多摩美術大学 

分裂
2017

木材、油絵具、ジェッソ、紙粘土

149×200×20cm

精神疾患が有る私は他人とは違う世界を見て

いるらしい。

それを「可視化」することを目的として今日絵

を描いてきた。

学部4年になったことで就職活動をしてみた

がどうにもうまくいかず

そんな時、捨てられた木材に出会い社会にう

まく適合できない自分を重ね合わせた。

作品として命を与えることは自分自身の命と

向き合うことでもあった。

ぜひ、再生された命の上に描かれた私の魂の

軌跡を見てほしい。
B

A

A

B
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日原 聖子  Seiko HIHARA
プラハ美術アカデミー

Let's talk about
your mother and father.
2017 

映像、布、Tシャツ、鉛筆、針

サイズ可変

Talk about yourself –myself.
2015-2017 

映像、布、Tシャツ、鉛筆

サイズ可変

抗争
2017

人形、木枠、シリコン、セメント

173×130×17cm

現在の世界において、一見平和に見えるが、実

はさまざまな危険性が存在している。日本に

おいて、戦争の緊張感を感じられる。私たちは

同じ人間なのに、なぜ他の人を傷付けるのか。

兵士の存在意味は戦争のためだ。だから私に

とって兵士という職業の存在自体が問題ある

と思う。

また、この兵士の人形が子供の遊び道具とし

て作られているが、子供たちは戦争ゲームを

遊び、兵士の職業の機能がわかったら、人を傷

つけるという意識が生まれたら、非常に恐ろし

いことだと思う。この作品はこういったことを

意識しながら作った。

MA JIAHAO 
多摩美術大学 

交差点に生きる
2017

セメント、人形、アクリル

162×130×15cm

私は日本に来て、最初に人口密度に驚いた。多

くの人が人の団体を作り、団体で動く。これが

日本独特の感じ。その団体の中に生きること

は私にとって辛く感じた。

人間の見方は色々ある。上から、下から、宇宙

から、人間が点みたいなものである。その点と

点が重なり、抽象性が生まれた。そう見たら人

間は面白いかも。

この絵は私から見た人間であり、日本である。

A B

ごく個人的な会話・やり取りを可能にさせるよ

うな、親密な対面の場を設けること、物理的距

離のある相手と、どうしたら関われるかを考え

ることを起点に、人に何かを頼みながら制作し

ています。

a. 友人に15cmずつ線を紡いでもらう。

b. 私が着ている状態で、出会った人に、糸や 

 私の髪の毛でＴシャツに刺繍をしてもらう。

c. 自分で、自分のきているＴシャツに向かって、 

 赤い糸で形をおこしていく。

a. 遠くにいる母へ私の身体性を届けるため、

 毎朝体温を測り、その数字をその時の日時 

 とともにＴシャツに刺繍しながら記録していく。

b. 小さい布きれに、とある日の自分の体温と 

 日時を刺繍で記録する。

 母に、お母さんの体温と送り返してください

 と手紙を書いて、針と糸とともに、その小さ 

 な布切れを送る。

A

B
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What is your true happiness？
2017

石膏、木材、アクリル

180×182×90cm

人間は他人をどうでもいいと思ってはいけない。

安井 鷹之介  Takanosuke YASUI
東京藝術大学

Knock on me！
2016

石膏、木材、アクリル

200×65×75cm

人間は自分をどうでもいいと思ってはいけない。

You'll never know
how much I love you
2017 

キャンバスに油彩

サイズ可変

やました あつこ  Atsuko YAMASHITA

東京藝術大学

A

B

私の中には赤い髪をした少女と青い髪の天使が住んでいる。

　　　
彼女たちは私が作り上げた物語の人々です。

小さい頃お人形遊びをしていた私、少女漫画を読んでいた私。

昔からしていた空想の遊びは今も続いています。

たくさんの経験と感情をインプットして、

アウトプットした物語をキャンバスに描き起こしました。

　　　
私が絵画に対する気持ちは

彼女たちがお互いに思い合う感情ととても似ています。

　　　
見ているだけで、触っているだけで幸せ

好きだからこそ辛い、好きだから寂しい。

　　　
好きになる事で出てくる熱量は大きくて、素直で、

　　　
 何でもできると錯覚するくらいパワーがあって。

　　　
純粋に、グロテスクに、

　　　
惹かれあい、愛し合う二人を見ながら、

今日もキャンバスに向かおう。

　　　
同じくらい強い引力で、私も絵画とくっついて。

A

B
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楊 徒亞  Yang DOA
東京藝術大学大学院

remain
2017 

ガラス、鉄、水

60×36×30cm

現代社会の大きな災難や事故は、私たちに精

神的な外傷を残す。

長い時間がかかっていつか傷ついた内面が癒

されるとしても、

私たちが見たことから、完全に抜け出すことは

できないだろうと考えられる。

鉄は水と出会い錆びついていく。その変化は、

苦しみや悲しみが続いていくことをあらわす。

時間が経てば経つほど何も見えないくらいに

水は濁っていき、

鉄は闇の中でいつまでもなくならずにじっとし

て浸かっているだろう。

油野 愛子  Aiko YUNO
京都造形芸術大学大学院

viva la vida
2017

シュレッダー、アルミホイル

サイズ可変

私は自分の恵まれた環境と、ポジティブな性

格から、今は「Happiness」をテーマに制作し

ています。

この作品は、映画でよく雨をタイトルやワン

シーンに使っているのを観て、良い時も悪い時

も雨が降るとドラマチックであり、その刹那な

リズムを表現しました。
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審査員講評・プロフィール

綿貫 岳海  Takemi WATANUKI
情報科学芸術大学院大学 

node hands
2017 

iPod Touch、サーボモーター、ゴム手袋、

ホース、wifiルーター、など

40×200×200cm

“蠢き”とは、似たような物質が多方向に動き

回る様子のことを指し、蟻や魚などの群生物

によく見られる。私はこの目に見える蠢きとい

うものに強い興味をもちつつも、目に見えな

い”蠢き”がインターネット上から感じる瞬間

がある。情報が行き交う様子が群れのように

感じたからだ。本作品では目に見えない蠢き

を情報移動の表象として人の手をした機械と

モバイル端末のユニットを20台用いて制作し

たインスタレーション作品である。
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一見非常にそっけなくて、宙ぶらりんで、得体の

知れないものに見えますが、そこに何か引っか

かるものを感じました。それはおそらく、彼がま

ずVRを使って絵を描き、これをベースにペイン

ティングを描く、という特異な手法をとってい

ることに起因するのだろうと思います。VR空間

では、たとえば線を引いても重力もなければ質

量も持たないといった、現実とはまったく異な

る世界が広がっています。 

シンプルな絵画に見えますが、コラージュやド

ローイング、写真技法などを駆使しながら、

フィギュラティブなイメージと抽象的なイメー

ジを行き来しつつ、3次元的な厚みを巧みに平

面上に表現しています。アカデミックに優れた

作品ですが、とても美しい絵を描いている、手

元に置いておきたいなと思わせる、あえてそう

いった視点から審査員賞に選ばせていただき

ました。（白石）

インターネット上で物質感のない浮遊した共

有物となっている絵画のイメージを、コンク

リートという物質そのものに還元し、再び絵画

に戻すといったような再価値化を試みている

作品です。データとしてのイメージと物質の往

復感に今の時代のリアリティーを感じました。

美術の社会における意味を問うようなスケー

ルの大きい作品をつくっている点も評価して賞

を差し上げたいと思いました。（藪前）

高速道路を黒を基調に描いた作品に初見から

ハッとしました。インターネットがあたりまえに

あって、衛星が打ち上がって真上からの視点で

街を見られるようになってという前提のもと、

東京がどんどんその形を変えようとしている

なかで、人間が創る人工物の美しさといったも

のが、陰影をつけながら表現されています。今

の時代を油画というアナログな表現の対比の

面白さもあり選ばせて頂きました。（齋藤）

ネコを題材とした3つのテレビモニターで構成

する作品で、発想が非常に面白いと感じました。

まだ荒削りではありますが、この機会に海外で

もっとたくさんのものを見ていただき、彼の

アーティスト性の中に様々な視点や情報、イン

スピレーションを入れてきていただくことで、

若手アーティストのなかでも稀有な存在に成

長するきっかけを掴んでもらえることを願いつ

つ選ばせていただきました。（齋藤）

最優秀賞

木村 翔馬 Shoma KIMURA

けん玉の神さま
絵画のスライドショー

白石正美賞

大久保 紗也 Saya OKUBO

His drawing drawing

海外渡航費授与

大岩 雄典 Euske OIWA

五階くらいからの高さから落ちても
（あの）猫は死なないという
ーじゃあイエネコは？

齋藤精一賞

　 雄嗣 Yushi SUGA

Scraped painting -black 2-
Scraped painting -black 3-

藪前知子賞

小山 しおり Shiori KOYAMA

continued stor y
STELE

齋藤 精一 Seiichi SAITO  |  Rhizomatiks

審査員講評

木村さんはそんな世界を描きたい、写真の登

場によって絵画が変わったように、VRの登場

によって変わる、新しい絵画をつくりたいのだ

と言いましたが、その言葉に強く惹かれました。

彼はまだ20歳です。今の感覚ではとらえられ

ない、新時代の絵画を見せてほしいと審査員3

人が一致し、期待も込めて最高賞を贈りたいと

思いました。（白石）
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SCAI THE BATHHOUSE代表。1947年東京生まれ。

慶應義塾大学文学部美学美術史学専攻。89年より青山表参道の東高現代美術館副館長。

国際的なアートマーケットを視野に国内外の現代美術作家を取り扱う「白石コンテンポラリーアート」を設立。

92年にアートフェア東京の前身となるNICAFを立ち上げた。SCAI THE BATHHOUSEを台東区谷中に開設。

一方、谷中の地域の活性化を進め、「カヤバ珈琲」や「上野桜木あたり」を再生。 近年、若手アーティストのための

実験場として「駒込倉庫」や新しい視点のスペース「SCAI PARK」を天王洲アイルにオープン。

白石 正美 Masami SHIRAISHI  |  SCAI THE BATHHOUSE

東京都現代美術館学芸員。1974年、東京生まれ。

これまで企画担当した主な展覧会は、「大竹伸朗 全景1955-2006」（2006）、

「MOTコレクション 特集展示 岡﨑乾二郎」（2009）、「山口小夜子 未来を着る人」（2015）、

「おとなもこどもも考える ここはだれの場所?」（2015）、「MOTサテライト 2017春 往来往来」（2017）

（以上、東京都現代美術館）など。キュレーションの他に、雑誌等に日本の近現代美術についての寄稿多数。

札幌国際芸術祭（SIAF）2017にバンドメンバー（企画チーム）として参加。

藪前 知子 Tomoko YABUMAE  |  東京都現代美術館

ライゾマティクス代表取締役／クリエイティヴ&テクニカル・ディレクター。1975年神奈川県生まれ。

建築デザインをコロンビア大学（MSAAD）で学び、2000年からニューヨークで活動を開始。

06年にライゾマティクスを設立。建築で培ったロジカルな思考をもとに、

アートやコマーシャルの領域で立体作品やインタラクティヴ作品を制作する。

齋藤 精一 Seiichi SAITO  |  Rhizomatiks

作家プロフィール審査員プロフィール

大岩 雄典   Euske OIWA

東京藝術大学大学院

http://euskeoiwa.com/

大久保 紗也   Saya OKUBO

京都造形芸術大学大学院

https://www.sayaokubo.com/

大澤 晴美   Harumi OSAWA

東京藝術大学

http://www.bambinart.jp/artists
/harumi_osawa/index.html

大成 哲   Tets OHNARI

ヤンエヴァンゲリスタプルキニェ大学院

http://www.tetsohnari.com/

皆藤 齋   Itsuki K AITO

京都市立芸術大学大学院

http://kaito-itsuki.tumblr.com/

木村 翔馬   Shoma KIMUR A

京都市立芸術大学

小山 しおり   Shiori KOYAMA

京都造形芸術大学大学院

https://www.shio-taro.com/

木村 有輝子   Yukiko KIMUR A

多摩美術大学

https://twitter.com/chara_334466?lang=ja

　 雄嗣   Yushi SUGA

東京藝術大学大学院

https://yushisugalog6.tumblr.com/

日原 聖子   Seiko HIHAR A

プラハ美術アカデミー

https://seikohihara.wordpress.com/

MA JIAHAO 

多摩美術大学

080-9192-0922
毎日夜12時、僕に電話してください。詩を読みます。

安井 鷹之介   Takanosuke YASUI

東京藝術大学

https://tknsk1020.jimdo.com/

やました あつこ   Atsuko YAMASHITA

東京藝術大学

https://atat000x.wixsite.com
/siatsuko/statement

楊 徒亞   Yang DOA

東京藝術大学大学院

https://www.facebook.com/doa.yang.92

油野 愛子   Aiko YUNO

京都造形芸術大学大学院

http://aikoyuno.com/

綿貫 岳海   Takemi WATANUKI

情報科学芸術大学院大学

https://watakemi725.github.io/index
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第4回CAF賞 入選作品展覧会

2017年10月31日 |火|–11月5日 |日|

代官山ヒルサイドテラスF棟 ヒルサイドフォーラム

［入選作家］ 

大岩 雄典 東京藝術大学大学院

大久保 紗也 京都造形芸術大学大学院

大澤 晴美 東京藝術大学

大成 哲 ヤンエヴァンゲリスタプルキニェ大学院

皆藤 齋 京都市立芸術大学大学院

木村 翔馬 京都市立芸術大学

木村 有輝子 多摩美術大学

小山 しおり 京都造形芸術大学大学院

　 雄嗣 東京藝術大学大学院

日原 聖子 プラハ美術アカデミー

MA JIAHAO 多摩美術大学

安井 鷹之介 東京藝術大学

やました あつこ 東京藝術大学

楊 徒亞 東京藝術大学大学院

油野 愛子 京都造形芸術大学大学院

綿貫 岳海 情報科学芸術大学院大学

主催 公益財団法人 現代芸術振興財団

会場構成 HIGURE 17–15 cas

グラフィックデザイン Arata Takemoto Design

会場設営 HIGURE 17–15 cas／ヤマトロジスティクス株式会社

会場写真 木奥惠三

ポートレイト写真 西田香織

公益財団法人 現代芸術振興財団

〒106-0032 東京都港区六本木1-9-18

アークヒルズ仙石山レジデンス1102

Tel.03-6441-3264




