
69 織田一磨 大阪風景 高津神社	
					石版 限 50 サイン 44.5 × 29 
   大正 7年 (1918)    60,000 円

70 織田一磨 大阪風景 津村別院横
   石版 限 50 サイン 44 × 28 
   大正 7年 (1918)   100,000 円

68 織田一磨 大阪風景 浮世小路	
					石版 限 50 サイン 43 × 28 
   大正 7年 (1918)   90,000 円

66 織田一磨 大阪風景 住吉	
					石版 限 50 サイン 43.5 × 28.5 大正
   7 年 (1918)             120,000 円

67 織田一磨 大阪風景 安治川口	
					石版 限 50 サイン 44.5 × 28.5 大正
   7 年 (1918)              100,000 円

71 織田一磨 大阪風景 四ッ橋雨景	
					石版 限 50 サイン マージン左端部傷ミ 薄シ
   ミ 29.5 × 44.5 大正 7年 (1918)   80,000 円

72 織田一磨 大阪風景 中之島	
					石版 限 50 サイン マージン傷ミ 27.5×40.5 
   大正 7年 (1918)              90,000 円

大阪風景全 20 景
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織田一磨 (ODA,Kazuma)



78 織田一磨 大阪風景 京町堀川	
					石版 限 50 サイン マージン右端傷ミ 29×
   44.5 大正 8年 (1919)             80,000 円

74 織田一磨 大阪風景 川崎の渡	
					石版 限 50 サイン 28.5 × 42.5 大正 8年
   (1919)                     90,000 円

75 織田一磨 大阪風景 土佐堀川	
					石版 限 50 サイン 28 × 43.5 大正 8年 (1919) 
                                    60,000 円

79 織田一磨 大阪風景 築港	
					石版 限 50 サイン マージン左極少痛ミ マージン薄
   シミ 30.5 × 45.5 大正 8年 (1919)  80,000 円

73 織田一磨 大阪風景 京町橋	
					石版 限 50 サイン マージン端部少傷
   ミ・少シミ・3ヶ所極小穴 42.5 × 29 
   大正 8年 (1919)     130,000 円

77 織田一磨 大阪風景 新淀川附近	
					石版 限 50 サイン マージン端部薄い汚レ 
   29.5 × 45.5 大正 8年 (1919)     60,000 円

76 織田一磨 大阪風景 四天王寺東門	
					石版 限 50 サイン マージン端部傷ミ 29.5×
   38.5 大正 7年 (1918)        60,000 円

大阪風景全 20 景

12

織田一磨 (ODA,Kazuma)
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織田一磨 (ODA,Kazuma)

80 織田一磨 加茂川夜景	
					石版 サイン 25 × 18.2 大正 8年
   (1919)          180,000 円

82 織田一磨 京都風景 五條橋	
					石版 限 30 サイン マージン上部数ヶ所薄ミ 
   29.5 × 40.5 大正 14 年 (1925)    60,000 円

83 織田一磨 京都風景 大佛殿	
					石版 限 40 サイン 28 × 43.5 大正 14 年
   (1925)                    45,000 円

85 織田一磨 京都風景 清水寺雪景	
					石版 限 30 サイン 40.5 × 29 
   大正 14 年 (1925)  80,000 円

84 織田一磨 京都風景 鳥辺山	
					石版 限 30 サイン 38.5 × 43.5 大正 14 年
   (1925)                   60,000 円

81 織田一磨 京都風景 加茂川	
					石版 限 40 サイン マージン少シミ 
   上部少傷ミ 41 × 29 大正 14 年
   (1925)                250,000 円



91 岡信孝 自筆絵入賀状	
					7 通 1 通シミ 安西啓明（日本画家）宛  
                          35,000 円

87 織田一磨 東京生活 歌劇	
					石版 限 20 サイン 18 × 26 大正 11 年 (1922)  
                                       100,000 円

14

お (O)

88 織田一磨 浅草の夜	
					木版 19 × 18.5 昭和 3年 (1928)  
                            65,000 円

86 織田一磨 東京生活（1） 蛤なべ	
					石版 限 20 サイン 別紙作品解説 
   24 × 12 大正 11 年 (1922)   
                       150,000 円

90 織田観潮 大正震災木版画集より 東海道
   藤澤町惨状 湘南小田原附近地裂	
					木版 2 枚 画報社 28.8 × 20.7 27.2×
   21 大正 13 年 (1924)       15,000 円

89 小野忠重 工場	
					木版 「新版画」第 1号より 少シミ
   14.7 × 22.5 昭和 7年 (1932)   
                            50,000 円

92 小圃千浦 自筆色紙 米国北加ポイント□□□の松樹	
					紙本 墨 サイン 左下角傷ミ    50,000 円

93 小圃千浦 自筆色紙
						紙本 彩色 サイン 
   薄いヤケ 少シワ  
            35,000 円

94 小原博司 自筆色紙 
   船の繕ひ	
				紙本 彩色 サイン 裏
   面に題字・サイン 
   中沢弘光旧蔵 昭和
   6 年 (1931) 
            10,000 円
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お～か (O ～ KA)

97 恩地孝四郎 
   木版賀状	
					1 通 未使用 昭和
   6 年 (1931)   
         35,000 円

96 恩地孝四郎 五月の風景	
					木版 平井刷（後刷：昭和 43） 裏面にシール 
    35 × 45 昭和 23 年 (1948)  120,000 円95 恩地孝四郎 Past Poem № 15	

					木版 平井刷（後刷） マージン右 
   角折レ 42 × 32.5 昭和 25 年 (1950)  
                          120,000 円

98 柿原俊男 木版賀状	
						3 通 前田政雄宛 昭和 4・18・20 年
   (1929・43・45)     15,000 円

100 柿原俊男 新日本百景 横浜港	
							木版 22.5 × 30 昭和 14 年 (1939)  
                            45,000 円

101 春日部たすく 自筆色紙
						紙本 彩色 サイン シミ
    中沢弘光旧蔵 昭和 6年
    (1931)  8,000 円

103 加藤晨明 木版賀状	
							12 通 但し 1通は毛筆「賀正」 安西啓明
   （日本画家）宛          25,000 円

99 金守世士夫 木版賀状	
					4 通 稲垣知雄宛（3） 橋本興家宛（1）  10,000 円

102 金澤信夫 自筆色紙	
							紙本 彩色 印譜 少シミ
    中沢弘光旧蔵 昭和 6年
    (1931)      5,000 円



107 川西英 新日本百景 神戸港	
							木版 22.5 × 30 昭和 15 年 (1940)  
                              50,000 円

108 川端龍子 大同石佛 鄱陽湖雷雨	
							木版 2 枚 シミ ヤケ 傷ミ 共帙 45.5×30.5 昭和 15 年
    (1940)                                    35,000 円

16

か (KA)

104 勝平得之 木版画集 秋田民俗絵詞 第 1輯 被物と履物	
							全 12 枚＋目次 2枚 限 120 各版画台紙貼に武藤鐵城による薄紙の解説（一部傷ミ） 
    帙（見返シに毛筆献呈署名入・背一部壊レ） 18.5×14（版画サイズ） 秋田魁新
    報社 昭和 21 年 (1946)                                      280,000 円

105 鴨下晁湖 新浮世絵美人合 
     9 月 ほろ酔ひ	
							木版 弱いシワ 裏面薄い
    ヤケ マージン左端極少
     切レ 38.5 × 23.6 大正
     13 年 (1924)  35,000 円

106 鴨下晁湖 自筆色紙 朝顔	
							絹本 彩色 サイン 極
    少シミ     12,000 円

109 川崎小虎 大正震災木版画集より 
    宮城前天幕村	
							木版 裏面に作品シール マージン
     少シワ・薄い汚レ 画報社 21 ×
     29 大正 13 年 (1924)  8,000 円
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川上澄生 (KAWAKAMI,Sumio)

111 川上澄生 横浜山手之図	
							木版 裏に山口久吉旧蔵シール 18×25.5 大正 12 年
    (1923)                               250,000 円

110 川上澄生 木版賀状	
							2 枚 手彩 裏面白紙 昭和 30・32 年
    (1955・57)              25,000 円

112 川上澄生 星空の乾杯	
							木版 手彩 余白に保存の印と使用色
    見本 12 × 13.5   大正 15 年 (1926)  
                          100,000 円

113 川上澄生 ガラス絵 花を持つ少女之図	
							裏書（題字・署名・制作年） 自作額 9×6.2
    14.1 × 11.5（額寸） 昭和 25 年 (1950)       
                                    280,000 円

115 川上澄生 木版画集 少年少女	
							表裏表紙＋中表紙＋ 11図 手彩 限 30 毛筆署名
    入 木版手彩装紙帙 12 × 17.8 昭和 27 年
    (1952)                       150,000円

114 川上澄生 木版絵本 アラスカ物語	
							全 15 図 限 140 の 2 番 毛筆署名入 木版装 出版社案内葉書 
     木製専用輸送箱（底部傷ミ） 美本（但し奥付・見返シに僅
     かに少点薄シミ・） 33 × 24.5 日本愛書会 昭和 41 年
    (1966)                          135,000円
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         川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)

116 川瀬巴水 東京十二題 五月雨ふる山王	
							木版 渡辺版 36 × 24 大正 8年 (1919)                             1,200,000 円
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118 川瀬巴水 東京十二題 品川沖
    木版 渡辺版 右下角極少汚レ 24 × 36.5 大正 9年 (1920)      1,100,000 円

117 川瀬巴水 松嶋 かつら嶋	木版 渡辺版 24.2×36.5 大正 8年 (1919) 1,000,000 円

         川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)

119 川瀬巴水 旅みやげ第二集 寺泊の夜雨	
							木版 渡辺版 36.5 × 24 大正 10 年 (1921) マージン数ヶ所切レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,200,000 円


