






















2. 愛のガルディエンヌ
　La gardienne
　Horse Woman
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　650 × 500　1997



3. ラヴェニシエンヌ ( ヴェネチアの女 )
　La vénitienne
　Venetian
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　800 × 800　2000



4. レガッタ
　La régate
　The yacht race
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　600 × 730　1996



5. レトロワヴォワイヤージュ ( ３つの旅 )
　Les 3 voyages
　The 3 trips
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　650 × 810　1998



6. ノクターン
　Les damiers bleus
　The blue checkers
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　400 × 400　1997



6. ノクターン
　Les damiers bleus
　The blue checkers
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　400 × 400　1997

7. ファムソレイユ
　Femme soleil
　Sunshine
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　550 × 460　1998



8. ラガール ドニュイ ( 夜の駅 )
　La gare de nuit
　The night station
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　500 × 500　1997



8. ラガール ドニュイ ( 夜の駅 )
　La gare de nuit
　The night station
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　500 × 500　1997

9. ラガールアニヴェール ( 冬の駅 )
　La gare en hiver
　Winter station
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　810 × 1000　1997



10. レーダ
　Leda
　Leda
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　600 × 600　1998



11. エルフ
　Elfe
　Elf
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　500 × 500　1998



12. ラクレドファ
　La clé de fa
　The bass key
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　300 × 300　1995



13. アルページュ
　Arpège
　Arpeggio
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　550 × 460　2000



14. ダンレシャン
　Dans les champs
　In the fields
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　500 × 610　1998



15. ラマリエ ( 花嫁 )
　La mariée
　The bride
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　920 × 730　1998



16. セピア色の午後
　Paille et satin
　Straw and satin
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　410 × 330　1997



17. メヌエットノワール
　La danseuse noire
　The black dancer
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　400 × 400　1997





18. レゾルギデ ( 蘭の花 )
　Les orchidées
　The orchids
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　900 × 900　2000



19. レトロワローズ
　Les 3 roses
　The 3 roses
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　550 × 330　1997



20. フローラオトンナ ( 秋の花 )
　Flora Automna
　Flourishing Fall
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　600 × 600　2000



21. ルージュミモザ
　Rouge mimosa
　Mimosa red
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　920 × 650　1998



21. ルージュミモザ
　Rouge mimosa
　Mimosa red
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　920 × 650　1998

22. ルコクリコロゼ
　Le coquelicot rose
　Pink spring
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　600 × 600　1998



23. ルトゥールアラヴィ
　Retour à la vie
　Born again
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　460 × 380　1997





24. アターント
　Attente
　Attitude
　水彩　Aquarelle
　Watercolor
　410 × 320　1996



25. アンコニュ
　Inconnue
　Anonymous
　水彩　Aquarelle
　Watercolor
　410 × 320　1996



26. 青い帽子
　Le chapeau bleu
　The blue hat
　水彩　Aquarelle
　Watercolor
　320 × 270　1996



27. パドドゥ
　Le pas de deux
　Pas de deux
　水彩　Aquarelle
　Watercolor
　410 × 320　1997



28. メイユールヴ
　Meilleurs vœux
　Greetings
　水彩　Aquarelle
　Watercolor
　410 × 320　1996



29. エキリブリ
　Ex-libris
　Ex libris
　水彩　Aquarelle
　Watercolor
　410 × 320　1996



30. 黒と黄
　Jaune et noir
　Yellow and black
　水彩　Aquarelle
　Watercolor
　410 × 320　1997





31. ローリー
　Laurie
　Laurie
　イコン画　Icône
　Icon
　793 × 400　1996



32. セシール
　Cécile
　Cecile
　イコン画　Icône
　Icon
　500 × 497　1996



33. テーブル作品Ⅰ
　Table Ⅰ
　Coffee table Ⅰ
　1000 × 800 × 380　1996



34. テーブル作品Ⅱ
　Table Ⅱ
　Coffee table Ⅱ
　1000 × 1000 × 380　1996

テーブルはすべて作家の手作業で造られた作品で、
上面には油彩が描かれています。

Toutes les tables sont réalisées dans I'atelier: coupe
du bois, montage, ponçage et patine. Au centre du
plateau se trouve une peinture à I'huile sur bois.

The coffee tables are created in the studio:
woodworking, assembling, pumicing and patina.
There is an oil painting on wood on top of the
table.



35. ルトゥールドプロムナード
　Retour de promenade
　Back from a ride
　レリーフ　Bas relief
　Law relief
　675 × 486　1997





36. ルージュエオール
　Rouge et Or
　Red and gold
　エッチング・手彩 Techniques mixtes
　Mixed techniques
　453 × 297　ed.50　1998



37. フルールドフルーヴ
　Fleurs de fleuve
　River flowers
　エッチング他 Techniques mixtes
　Mixed techniques
　367 × 266　ed.50　1996



38. シャポブラン ( 白い帽子 )
　Le chapeau blanc
　The white hat
　エッチング・手彩 Techniques mixtes
　Mixed techniques
　395 × 395　ed.50　1997



39. オーテコル ( 乗馬 )
　Haute-Ecole
　Riding school
　ヴェルニム　Verni-mou
　Verni-mou
　418 × 445　ed.100　1990











47. モード作品 Ⅰ
　Mode Ⅰ
　2000



48. プラットフォーム
　Sur le quai
　Station
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　1000 × 1000　1997



49. ファムオヴァン
　Femme au vent
　The windward woman 
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　650 × 540　2000

50. モード作品 Ⅱ
　Mode Ⅱ
　2000



51. モード作品 Ⅲ
　Mode Ⅲ
　2000

52. 創造への回帰
　Silence et creation
　Silence and creation
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　600 × 600　1995



53. アンペリオド ( ある時代 )
　Un période
　An period
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　850 × 400　1996

54. モード作品 Ⅳ
　Mode Ⅳ
　2000



54. モード作品 Ⅳ
　Mode Ⅳ
　2000

55. モード作品 Ⅴ
　Mode Ⅴ
　2000

56. アイリスのバラード
　Ballade aux champs
　Summer promenade
　油彩　Huile sur toile
　Oil on canvas
　410 × 330　1995



57. モード作品 Ⅵ
　Mode Ⅵ
　2000

58. モード作品 Ⅶ
　Mode Ⅶ
　2000

59. モード作品 Ⅷ
　Mode Ⅷ
　2000

60. モード作品 Ⅸ
　Mode Ⅸ
　2000
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