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                  や (YA)

248 山口源  木版賀状	
							12 通 （印刷 3通） 昭和 34-51 年

    （1959-76）      45,000 円

247 山口源　作品	
							木版 刷込サイン 35 × 23.5
   （画面サイズ） 額装 

                   50,000 円

251 山口進  大東亜会議列席代表像

    「汪兆銘（中国）」	
						木版 サイン 経年薄シミ 46
    × 38.5（紙サイズ） 昭和

    18 年（1943）    65,000 円

250 山口進  木版賀状	
							15 通 （1 通少切レ） 昭和 32-

    54 年（1957-79）   35,000 円

249 山高登  霧の軽井沢	
							木版 限 100 サイン 22 × 32.2 

                       20,000 円

252 山高登  村の秋	
							木版 限 100 サイン 22× 32.2

                      25,000 円

246 山下新太郎  京都通天橋雪景	
　　木版 加藤版 36.5 × 24 
　　昭和 25 年頃（C1950） 

　　　　　　　　　40,000 円

253 山本進  木口木版画集 夢の祝祭・魂の影

    全 9枚＋表紙 限 70 各サイン 帙 ボール箱（背に題字書込）

    形象ギャラリー 昭和 56 年（1981）            25,000 円 
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                 吉田勝彦 (YOSHIDA,Katsuhiko)

261 吉田勝彦  作品	
							銅版 限 50 サイン 21.5×36 

                      25,000 円

262 吉田勝彦  作品	
							銅版 限 50 サイン マージンに
    1 ヵ所薄い点シミ 20.8 × 35.5    

                        25,000 円

263 吉田勝彦  夜明けの越前海岸	
							銅版 限 70 サイン 19.5×

    35.5      25,000 円

265 吉田勝彦  夏	
							銅版 限 80 サイン マージンシミ 
     20.5 × 25.3 昭和 56 年（1981） 

                       15,000 円

264 吉田勝彦  小さな始まり	
							銅版 限 40 サイン マージン
    弱いアタリ 22.4 × 13 昭和 53

    年（1978）        10,000 円

266 吉田勝彦  牛舎のある風景

							銅版 限 80 サイン マージン
    少シミ 13.5 × 23.3 昭和 57

    年（1982）      10,000 円

268 吉田勝彦  颱風一過	
							銅版 限 80 サイン 9.5 × 23.2 

    昭和 57 年（1982） 8,000 円

269 吉田勝彦  早春	
							銅版 限 80 サイン マージン
     薄シミ 8.5 × 21 昭和 57 年

   （1982）    6,000 円

273 吉田勝彦  小野川の春	
							銅版 限 80 サイン 弱い
    アタリ マージン極少シミ 

    10 × 29.5 昭和 57 年

   （1982）    8,000 円

270 吉田勝彦  

    四獣視姦思考より	
							銅版 限 80 サイン 
    マージン極薄シミ 

    30.5 × 20 

             18,000 円

271 吉田勝彦  静物’80-1

							銅版 限 80 サイン 
    マージン極薄シミ 

    20 × 20.5 昭和 55 年

   （1980）   18,000 円

272 吉田勝彦  雑木林	
							銅版 限 80 サイン 
    シミ 23.6 × 20.3 

    昭和 57 年（1982） 

              5,000 円

267 吉田勝彦  小さな港	
							銅版 限 100 サイン マージン
    極少シミ 15.6 × 20.3 昭和 56

    年（1981）     12,000 円
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ゆ～よ (YU ～ YO)

259 由木礼  木版賀状	
							5通 昭和33-54年（1958-79）

                    18,000 円
260 由木礼  木版賀状	 							
							2 通 昭和 40・46 年

   （1965・71）      8,000 円

254 吉川観方  

    観方創作版画 第壹集 雛三	
							木版 雲母摺 限 200 佐藤竜太郎開
    版 37.8 × 29.8 大正 11 年（1922） 

                         120,000 円

255 吉田博 

    日本南アルプス集 駒ケ岳山頂より	
							木版 自摺 サイン マージン少薄シミ 24.7×37.8 
    昭和 3年（1928）                 280,000 円

257 吉田遠志  木版賀状

								1 通 昭和 40 年

   （1965） 3,000 円

258 吉田遠志  浦安	
							木版 サイン 37 × 24.2 
    昭和 26 年（1951）           

                 25,000 円

256 吉田正三  ほおづき   

    木版 新版画第 10 号

   （第 3回展覧会開催

    記年号）より 少シミ 

    17 × 14.7 昭和 8年

   （1933） 5,000 円
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よ～わ (YO ～ WA)

274 萬鉄五郎  木版賀状	
							ペン書 11 行 菅野尚一宛 角 2ヵ所傷ミ ※同図柄所収
    作品集付 大正 8年（1919）            180,000 円

277 若山八十氏  孔版賀状	
							11 通 昭和 36-56 年（1961-81）  

                                 15,000 円

275 若山八十氏 粧	
							孔版 限 12 サイン マージン少シワ・
    薄シミ 38 × 30 昭和 45 年（1970） 

                             20,000 円

278 渡辺禎雄  木版賀状	
							3 通 （手彩 1通） 昭和 36・39・40 年（1961・
    64・65）                  12,000 円

276 横尾忠則  MON CHERI	
							リトグラフ 限 100 サイン 
    21 × 14 昭和 58 年（1983） 

                     12,000 円

279 吉田政次  木版賀状	
							5 通 昭和 33-38 年（1958-63）
                      3,000 円
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    バーナード・リーチ（Bernard  Leach）

280 バーナード・リーチ 北京天壇	
							銅版 渡辺六郎宛署名入 マージン折レ・端部傷ミ 経年シミ 27.5×29.8（紙 51×38）

　  大正 5年（1916）                                                            850,000 円
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風俗・開化 (Fuzoku・Westernizatison)

300 周延  新吉原仁和賀の賑
    3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治期 

                                        25,000 円

301 芳幾  江戸町二丁目甲子屋浴室之図

							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 端部傷ミ 少シミ    
    明治 3年 (1870)                     50,000 円

303 貞秀  五箇国人物図会 阿蘭陀国

    刷良 保存並 シワ 虫穴補修 

    ※犬・望遠鏡の図 文久元年 

    (1861)       35,000 円

302 芳員  横濱異人屋敷之図

							3 枚続 刷良 保存並 中折レ 左図上部傷ミ補修 一部少汚レ文久元年   
    (1861)                                                  95,000 円

305 国輝  東京銀座要路煉瓦石造真図  

    3 枚続 刷良 保存並 トリミング 

   端部傷ミ シミ 左図少汚レ 

   ※犬の図 明治 6年 (1873)

                       45,000 円

304 国政  横浜鉄道蒸気出車之図

    3 枚続 刷良 保存並 

    トリミング 端部傷ミ シミ 

    中図少汚レ 明治 6年 (1873) 

                     65,000 円



開化 (Westernizatison)
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306 広重三代  東海名所改正道中記

							全 59 枚＋目録 刷良 保存良 裏打 帖仕立 目録のみ重房画 ※日本橋から京都までの 59 枚に目録を加え    
    た全 60 枚の大錦揃物。文明開化を象徴するような、電線・洋傘・洋服などが多く描かれ、明治前期の世

    相や風俗を知る上で、歴史的・文化的価値が高い。 明治 8年 (1875)                       700,000 円



開化 (Westernizatison)
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307 亀井至一  日光八景
    全 8 枚  刷良 保存良 （瀧ノ尾社景／含満ヶ淵ノ景／外山ノ景／山菅之橋景／歌ヶ濱之景／霧  

    降瀑ノ景／華厳之瀧ノ景／裏見ヶ瀧ノ景） 裏面に解説 松木平吉版 袋（折レ目部分切レ補修） 

    17 × 22（紙サイズ） 明治 13-14 年 (1880-81)                                  65,000 円

308 周延  鬘附束髪図会

						3 枚 刷良 保存良 裏打
   トリミング 銀ヤケシミ

   ※洋装の図 明治 20 年 (1887) 

                   100,000 円

310 周延  高貴納涼ノ図

						3 枚続 刷良 保存良 裏打 
   トリミング ※洋装の図 

    明治 20 年 (1887) 

                 50,000 円

309 周延  梅園唱歌図

						3 枚続 刷良 保存良
   トリミング 左図下部赤少シミ 

   ※ピアノ・バイオリンの図

   明治 20 年 (1887)   65,000 円



開化・その他 (Westernizatison・Others)
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313 周延  秋園菊花の盛
　　 3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング ※洋装の図 明治 20 年 (1887) 

                                                     45,000 円

311 周延  隅田川花の遊覧
    3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 中・左図シミ

    ※洋装の図 明治 20 年 (1887)           25,000 円

312 周延  墨田花高貴ノ遊覧

							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 右図シミ 
    ※洋装の図 明治 21 年 (1888)　　　　　25,000 円

314 国利  皇国美人鏡

							3 枚組 刷良 保存良 裏打 トリミング 少シミ 1 枚シワ 
    ※洋装の図、作家名ローマ字 明治 21 年 (1888)      45,000 円

318 作者不詳

    新板お座敷道具尽
    刷良 保存並 折レ

    ※時計・洋燈の図 

    明治 28 年 (1895) 8,000 円

317 作者不詳 

    電車鉄道并ニ乗物尽	
							刷並 保存良 ※自転車
    の図 明治 37 年 (1904)

                 15,000円

316 ア・ローイドカ・フロレンツ（Karl Florenz）

   （独）孝女白菊の詩	鈴木華邨・新井芳宗画 
    チリメン本 木版 刷良 保存良 帙（木版装・ 

    背ヤケ・爪 1個欠） 長谷川武次郎刊 

    19.3 × 14.5 明治 28 年 (1895)   45,000 円

315 有山定次郎  東京名所之内 

    向島 柳橋藝妓小千代

							石版 手彩 刷良 保存並
　　シワ マージン傷ミ

　　37.5 × 27 明治 24 年　

　　(1891)        　10,000 円



その他 (Others)
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322 亜欧堂田善  榎坂溜池之景

							銅版 刷良 保存並 裏打 少点虫穴 経年汚レ 
    12.5 × 19（紙サイズ）寛政・文化頃

    (1789-1818)                    150,000 円

323 亜欧堂田善  金龍山浅草寺之景

							銅版 刷良 保存並 裏打 少点虫穴 経年汚レ
    12.5 × 19.2（紙サイズ）寛政・文化頃

    (1789-1818)                    120,000 円

324 亜欧堂田善 佃浦風景

							銅版 刷良 保存良 裏打 少点虫穴 経年汚レ
    12.5 × 18.8（紙サイズ）寛政・文化頃

    (1789-1818)                  180,000 円

325 作者不詳  瓦版 蒸気船本名フレガット	
							刷良 保存良 裏打 少虫穴 32×44.3
    嘉永頃 (C1853)               100,000 円

321 国政

    鹿児島各県西南珍聞 第 7号	
							刷良 保存良 1 ヵ所薄ミ 
    ※望遠鏡の図 明治 10 年

    (1877)           35,000 円

319 芳藤 

    志ん板猫のたわむれ 西洋床	
							刷良 保存並 端部傷ミ 
    ※床屋・人力車の図

    江戸 -明治期     50,000 円

320 春暁  水族館の組立

							刷良 保存良 中折レ 平のや板 
    明治 37 年 (1904)   50,000 円


