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あ～い (A ～ I)

25 畦地梅太郎  泉岳寺墓所	
					木版 18 × 24.2 昭和 20 年（1945）  
                                18,000 円

26 畦地梅太郎  木版賀状	
					15 通 昭和 32-59 年（1957-84）            50,000 円

29 池部鈞  自筆画稿	
					紙 墨 サイン 折レ 角
   台紙に貼付 24.7 ×

   16.5        6,000 円

27 石井了介  木版賀状	
					19 通 昭和 27-57 年（1952-82） 30,000 円

30 石井柏亭  

   東京十二景 日本ばし	
					木版 弱い中折レ 端部
   少シワ・少汚レ 38 ×

   25.3 大正 4年頃

  （C1915）   25,000 円

31 石井柏亭  現代女人十二姿 途上	
					木版 中村版画社版 マージン台紙跡 共帙（土岐善
   麿題賛）38.5 × 24.5 昭和 8年（1933） 

                                       35,000 円

28 石崎重利  木版賀状	
						3 通 昭和 28・31・32 年（1953・56・57）   

                                        15,000 円
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           石渡庄一郎（江逸）(ISHIWATARI,Shoichiro/Koitsu)

32 石渡江逸  

   横浜神奈川町 浦島寺	
					木版 渡辺版 36.3 × 24.3 

   昭和 6年（1931） 150,000 円

33 石渡庄一郎（江逸） 

   日本温泉版画集 長野県渋温泉	
					木版 日本温泉版画会版 マー
   ジン薄シミ 36.9 × 25.6 昭和

   初期頃      80,000 円

34 石渡庄一郎（江逸） 

   東大寺二月堂（奈良）	
				木版 加藤版 36.5 × 24 昭和

   10 年（1935）     65,000 円

35 石渡庄一郎（江逸）  水郷の秋（江戸崎）	
					木版 加藤版 24 × 36.6 昭和 12 年（1937） 
                                  65,000 円

36 石渡庄一郎（江逸） 隅田川景集 両国船つき場	
					木版 加藤版 マージン右端ヤケ 24×36.5 昭
   和 10 年（1935）※近代日本版画大系第 3巻（毎

   日新聞社）所収            80,000 円

37 石渡庄一郎（江逸）  晩秋の羽田	
					木版 加藤版 画面右側に折レ・シワ マージン
   シワ 24 × 36.3 昭和 10 年（1935） 

                                    50,000 円

38 石渡庄一郎（江逸）  荒川	
					木版 加藤版 右下角折レ 24 × 36.3 昭和

   10 年（1935）                 60,000 円
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                                               い (I)

39 伊東深水  舞妓	
					木版 色紙 丹後縮緬同業組合版 少
   薄シミ 27 × 23.8 昭和 6年

  （1931）           45,000 円

40 市川禎男  木版賀状	
					6 通 昭和 33-46 年（1958-71）※版画家・
   童画家（東京生 1921-93）：初山滋に師事。

   日本童画会賞・日本版画協会展根市賞・

   サンケイ児童出版文化賞等を受賞。       

                               10,000 円

41 伊藤勉黄  賀状	
					21 通 昭和 34-63 年（1959-88）※版画家（静
   岡生 1917-92）：静岡県版画協会を結成、日本

   版画協会展・国画会展に作品を出品、根市賞・

   国画奨励賞等を受賞。またグレンヘン国際版画

   トリエンナーレなどの国際展にも数多く出品し

   た。                             10,000 円

42 稲垣知雄  木版賀状	
					11 通 昭和 33-54 年（1958-79）    25,000 円

43 岩田覚太郎  木版賀状	
					28 通 昭和 32-64 年（1957-89）    15,000 円

44 岩見禮花  木版賀状他	
					10 通 （印刷 1通・自筆賀状 1通） 昭和 34-63

   年（1959-88）             20,000 円
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               伊藤晴雨 (ITO,Seiu)

45 伊藤晴雨  自筆画稿 風俗十二ヶ月（仮題）	
					全 12 枚 紙 墨 サイン 各月の解説部分は別紙貼込 38.5×26.5   500,000 円
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猪熊弦一郎 (INOKUMA,Genichiro)

46 猪熊弦一郎  自筆画 複雑な角と丸の共存	
					紙 アクリル サイン ギャラリー MIKIMOTO シール 34×27 昭和 54 年（1979） 

   額装                                                       350,000 円
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               う～お (U ～ O)

49 太田三郎  カフェーの女	
					木版 20.8 × 11 大正 3年（1914） 

                                  250,000円

47 上野誠  木版賀状他	
						12 通 （印刷 2通） 昭和 37-55 年

  （1962-80）            25,000 円

48 内田静馬  木版賀状他	
					17 通 （印刷 2通） 昭和 37-62 年
  （1962-87）            25,000 円

50 上野長雄  木版賀状他	
						7 通 （毛筆 1通） 昭和 37-49 年
  （1962-74） ※版画家（兵庫生 

   1904-75）              8,000 円

53 大坂良一  木版賀状	
					23 通 昭和 38-64 年（1963-89）※版
   画家（1915 ？ -2003）：版画作品「鳩

   笛」で日展入賞。棟方志功とも親交

   があった。             20,000 円

51 江端芳市  宮山風景	
					木版 新版画第 10 号（第 3回展覧会開催
   記年号）より 13.5 × 18 昭和 8年（1933）

                                5,000 円

52 大田耕士  木版賀状	
					手彩 サイン 昭和 32

   年（1957） 3,000 円
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               お (O)

58 小川龍彦  木版賀状	
					5 通 昭和 32-36 年（1957-61）   15,000 円

59 小原祥邨  金魚	
					木版 渡辺版 マージン 1ヵ所
   ピンホール 38.8 × 25.8（紙

   サイズ）昭和初期頃 

                      75,000 円

55 織田一磨  京都風景 鳥辺山	
					石版 限 30 28.5 × 43.5 大正 14 年（1925） 

                                  20,000 円

57 織田一磨  京都風景 大佛殿	
					石版 限 40 マージン少シミ 28×43.5 大正 14

   年（1925）                     20,000 円

56 織田一磨  京都風景 五條	
					石版 限 30 29.5 × 40.5 大正 14 年（1925） 

                                    30,000 円

54 織田一磨  石版画集新宿 第 4図 明治神宮表参道	
					石版 限 20 サイン 袋 17 × 28 昭和 5年（1930）                  100,000 円
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                  お (O)

61 岡村吉右衛門  木版賀状他	
					5通 （木版2通・水彩3通）
   昭和 37-45 年（1962-70） 

                  4,000 円

64 小河原俊彦  木版賀状他	
					17 通 （印刷 1通） 
   昭和 37-63 年

  （1962-88）※日本版

   画協会・新世紀美術

   協会所属  10,000 円

60 奥山儀八郎・義人  木版賀状	
						5 通 （儀八郎 4通／義人 1通） 

                           3,000 円

67 岡本よし美  

   写真館の窓より（その 2）	
					木版 限 350 サイン 

   30 × 21        8,000 円

66 岡本よし美 

   写真館の窓より（その 1）	
					木版 限 350 サイン 

　 30 × 21        8,000 円

62 奥山儀八郎  東京駅	
					木版 サイン マージ
   ン端部極薄ヤケ 45.5

   × 22       10,000 円

65 小野忠重  家	
					木版 限 50 サイン 12.5 × 16 昭和
   34 年（1959）      35,000 円

63 小野忠重  川	
						木版 限 30 サイン 22.3 ×
   15.6 昭和 47 年（1972） 

                   35,000 円

68 小野忠重  北の海	
					木版 限 50 サイン 14.8 × 22.5 昭和 49 年

  （1974）                  48,000 円
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恩地孝四郎 (ONCHI,Koshiro)

69 恩地孝四郎  今代婦人八態の内 鏡	
					木版 画面右上に空摺で「今代婦人八態のうち 孝 1929」 経年薄シミ マージン左角
   極少補修 36.5 × 28（紙サイズ） 昭和 4年（1929） ※近代日本版画大系第 2巻（毎

   日新聞社）所収                                             750,000 円



71 恩地孝四郎  新日本百景 由比ヶ浜	
					木版 18.8 × 28.2 昭和 13 年（1938） 額装 
                                      80,000 円

73 恩地孝四郎  自筆画 北京風景	
					紙 鉛筆 水彩 アトリエスタンプ印 恩地邦郎シール 

   18.7 × 24.4 昭和 14 年（1939） 額装 80,000 円

72 詩集 海の少年飛行兵 

   恩地孝四郎装・挿絵 與田準一：

   詩 初版 カバー 背少傷ミ 経年

   シミ 見返シ日付書込 大和書店 

   昭和 19 年（1944）   12,000 円

70 恩地孝四郎  磯（仮題）	
					木版 24 × 23 昭和 20 年（1945） 額装  80,000 円
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恩地孝四郎 (ONCHI,Koshiro)


