
project space KANDADA

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-9精興社1F
1F seikosha 3-9 kandanishikicho chiyoda-ku tokyo 101-0054

HP：http://www.commandn.net
E-mail：kandada@commandn.net

tel.03-3518-6176   fax.03-3518-6177

営団地下鉄東西線
竹橋駅 1b出口 
パレスサイドビル一橋口

千代田区神田錦町3-9精興社1F
TEL：03-3518-6176

都営新宿線
都営三田線
営団地下鉄半蔵門線
神保町駅 A9出口

Access  20mins on foot from "Ochanomizu station" on JR line.
3 mins on foot from "Takebashi station" on Eidan Tozai line.
3 mins on foot from "Jimbocho station" on Toei Mita line,
Toei Shinjuku line and Eidan Hanzomon line.

福田美蘭 Fukuda Miran 増子博子 Masuko Hiroko 藤浩志 Fuji Hiroshi

Heartbeat Drawing-SASAKI 佐野陽一 Sano Yoichi 松本力 Matsumoto Chikara

永岡大輔 Nagaoka Daisuke 安部岳史 Abe Takeshi その他参加者多数…

主催：アーティスト・イニシアティブ・コマンドN［http://www.commandn.net］

協賛：精興社［http://www.seikosha-p.co.jp］

シークレットオークション展 A5判フライヤー（表面）4色　140mm×210mm



シークレットオークション ＠ KANDADA

今年で活動10周年を迎えるコマンドＮの関連企画として、これまでコマンドＮのプロジェクトに関わってきたアーティストや、次世代の若

手アーティストが出品する『シークレットオークション＠KANDADA』を開催致します。

『シークレットオークション＠KANDADA』では、敷居が高いと思われがちなアートオークションをもっと身近に感じてもらえるよう、実際

に作品を鑑賞しながらアーティスト自身が提示した価格を吟味し、希望額を入札する形式で行います。中には、「1円」からスタートする作品

もあり、手の届きやすさも特徴です。作品に値をつけるという行為は、アートが持つ価値について考え向き合う機会となるでしょう。本企画

では絵画に限らず、彫刻（立体）、映像、ファッションなど、より幅広いジャンルの作品と出会うことができます。

この機会に是非、アート作品をより身近に感じられる『シークレットオークション＠KANDADA』へご来場ください。

■ 会期：2008年6月20日（金）～ 7月26日（土）　※入札締切：7月26日（土）18：00まで

■ 会場：プロジェクトスペースKANDADA　■ 開廊：12：00～19：00　■ 休廊：日、月、火、祝日

■ オープニングパーティー：6月20日（金）18：30～ 出展アーティスト多数来場予定！ Live：オルガノラウンジ 20：30～　入場料無料（ドリンクオーダー制）

■ オークション価格公開＋クロージングパーティー：7月26日（土）オークション価格公開 18：00～　クロージングパーティー 19：30～

　 出展参加アーティストトーク有り!!　入場料無料（ドリンクオーダー制）

参加作家

相沢奈美、阿部岳史、石山拓真、伊藤敦、稲垣真幸、井上実、開発好明、坂野充学、佐野陽一、さわひらき、宍戸遊美、末永史尚、鈴木真吾、

住吉明子、竹内スグル、千葉学、寺澤伸彦、遠山敦、十一、永岡大輔、中村政人、原三枝、福田美蘭、藤浩志、増子博子、松本力、村山修二郎、

元木孝美、和田昌弘、渡辺寛、Peter Bellars、Dan Hards、Heartbeat Drawing-SASAKI、SEMBL、Firoz Mahmud （他参加多数）
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入札カード 控え

■入札締切：7月26日（土）18：00まで

■オークション価格公開：7月26日（土）18：00～

■入札締切：7月26日（土）18：00まで

■オークション価格公開：7月26日（土）18：00～

全ての項目にご記入いただき、電話番号は確実に連絡の取れる番号をご明記

ください。このオークションに際して頂いた情報は、オークション実行のた

めにのみ用いさせて頂きます。他の目的では使用致しません。

こちらは入札者様の控えになりますので、大切に保管してください。

Secret Auction @ KANDADA

As one of the 10th anniversary commemoration events of the establishment of Command N, we are holding an exhibition and auction entitled;  "Secret Auction @ KANDADA".  The 

event will include art works by the next generation of young artists as well as by those who have been involved in the projects of Command N since its beginning. You may think 

that an art auction is only for the rich. Well, not one organized by Command N. You will be able to stop in front of the art works to admire and enjoy them, consider the asking price 

and then decide your own price for the ones you would like. "Secret Auction @ KANDADA" employs a unique bidding system; the starting price is decided by each artist  - and this 

could be as low as 1 Yen - so there will be a lot of affordable art works on offer. The highest bid offered will decide the winner, but nobody will know what or who that is until the end 

of the show. Deciding on a price for an artwork means having an opportunity to think of its true value.  The articles in the auction will include paintings, objects, film images, fashion 

items and more - a great diversity. Do come and participate in "Secret Auction @ KANDADA", and experience the art which could become yours.....and at a very reasonable price!

The Artist

Aizawa Nami, Abe takeshi, Ishiyama Takuma, Ito Atsushi, Inagaki Masayuki, Inoue Minoru, Kaihatsu Yoshiaki, Sakano Mitsunori, Sano Yoichi, Sawa Hiraki, Shishido Yuumi, 

Suenaga Fuminao, Suzuki Shingo, Sumiyoshi Akiko, Takeuchi Suguru, Chiba Manabu, Terasawa Nobuhiko, Toyama Atsushi, Too Hajimu, Nagaoka Daisuke, Nakamura Masato, 

Hara Mie, Fukuda Miran, Fuji Hiroshi, Masuko Hiroko, Matsumoto Chikara, Murayama Shujiro, Motoki Takami, Wada Masahiro, Watanabe Hiroshi,   and more!

Friday 20 June ~ Saturday 26 July, 2008. (Bidding closes 18:00, 26 July) 

Open: 12:00 ~ 19:00  Closed: Sun, Mon, Tues, Holidays 

Opening Party: Friday 20 June 18:30 ~  Many participating artists will be present! 20:30 ~ Live Concert: Organ-o-lounge / admission free 

Announcement of winning bids & Closing Party  Saturday 26 July 2008, 18: 00 ~   Party 19:30 ~ 

Talkshow by participating artists. / admission free

Bidding closes 18:00, 26 July
Announcement of winning bids  Saturday 26 July 2008, 18: 00 ~

Please complete the form. An incomplete form will render a bid null and void
Your information is secure. No information will be passed on to a third party.

シークレットオークション展 A5判フライヤー（裏面）4色　140mm×210mm


