
120 川瀬巴水 旅みやげ第一集 志ほ原（塩原） あら湯の秋	
　　木版 渡辺版 36 × 24.3 大正 9年 (1920)   950,000 円

121 川瀬巴水 旅みやげ第一集 若狭 久々子湖 	
							木版 渡辺版 マージン左端鉛筆による書込ミ 24.5×36.5 大正 9年 (1920)  
                                                              900,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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123 川瀬巴水 飛騨中山七里	木版 渡辺版 24×36.5 大正 13 年 (1924)  650,000 円

122 川瀬巴水 芝増上寺	
								木版 渡辺版 36.2 × 24 大正 14 年 (1925)      
                                           750,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)



124 川瀬巴水 浜町河岸	
							木版 双作版画会 伊せ辰版 22.5×33.3 大正 14 年 (1925)  350,000 円
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125 川瀬巴水 明石町の雨後	木版 渡辺版 24×36.5 昭和 3年 (1928)  450,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)



126 川瀬巴水 池上市之倉（夕陽） 木版 渡辺版 24×36 昭和 3年 (1928)       350,000 円

128 川瀬巴水 別府の夕	
							木版 渡辺版 マージン端部少シミ 36×24 
    昭和 4年 (1929)          280,000 円

127 川瀬巴水 尾州瀬戸	
							木版 渡辺版 36.5 × 23.5 昭和 5年 (1930)  
                                 250,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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129 川瀬巴水 馬込の月	
							木版 渡辺版 角 2ヵ所台紙に貼付 マージン少薄シミ 
    36.5 × 24 昭和 5年 (1930)           450,000 円

130 川瀬巴水 清洲橋	
							木版 渡辺版 マージン右端に蔵印 24×36.5 昭和 6年 (1931)     450,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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132 川瀬巴水 浜名湖	
							木版 渡辺版 24 × 36 昭和 6年 (1931)  250,000 円

131 川瀬巴水 品川	
							木版 渡辺版 36.5 × 23.7 昭和 6年 (1931)   400,000 円

133 川瀬巴水 暮るる雪（江戸川）	
							木版 土井版 少薄シミ マージン
    シミ マージン上部一部薄ミ 36 ×
　　23.5 昭和 7年 (1932)  　
　　　　　　　　　　　　 100,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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134 川瀬巴水 森ケ崎の夕陽	
							木版 渡辺版 36.5 × 24 昭和 7年 (1932)    450,000 円

135 川瀬巴水 今井橋之夕立	
							木版 渡辺版 マージン薄いヤケ 24×36.5 昭和 7年 (1932)        400,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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136 川瀬巴水 相州前川の雨	
								木版 渡辺版 36 × 24 昭和 7年 (1932)  
                                 350,000 円

137 川瀬巴水 房州濱萩 多聞寺	
							木版 渡辺版 裏面上部 2ヵ所にテープ跡 
    36 × 24 昭和 9年 (1934)  300,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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139 川瀬巴水 駿河 興津町	
							木版 渡辺版 36.5 × 24 昭和 9年 (1934)  
                                    480,000 円

138 川瀬巴水 薩埵峠の冨士	木版 渡辺版 29×37.5 昭和 10 年 (1935)  400,000 円

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

140 川瀬巴水 木場の雪	木版 渡辺版 36.3×24 昭和 9年 (1934)  800,000 円


