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棟方志功 (MUNAKATA,Shiko)

173 棟方志功 瞞着川板画巻	
							木版 全 39 枚の内 32 枚＋別葉 1枚 自筆原稿 ペン書 400 字 3 枚完 大泉茂基旧蔵：版画家・詩人 宮城生 
    1913-59 26 × 20（紙寸） 昭和 23 年 (1948) ※江川作蔵より瞞着川（鯰川ともいう）の河童の話を聞いて
    散文を書き、「瞞着川板画巻」を制作する。散文は美術手帖（昭 25）に発表された。																	650,000 円
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174 棟方志功 伴天連の柵	
							木版 手彩 サイン 棟方志功鑑定委員会シール 巻きシワ 軸装 30.3×26.5 			850,000 円

棟方志功 (MUNAKATA,Shiko)
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176 棟方志功 犯罪幻想	
							木版 11 枚 限 200 江戸川乱歩毛筆署名入（シミ） ハードカバー 三方金 箱（木版装 背薄いヤケ） 
    20 × 15.3 創元社 昭和 31 年 (1956)	 	 																																																																						380,000 円

175 棟方志功 自筆葉書	
							4 通（1通は娘代筆） ペン 北村卓三宛（三友社）昭和 34・35・39 年 (1959・60・64)									65,000 円

棟方志功 (MUNAKATA,Shiko)
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吉田博 (YOSHIDA,Hiroshi)

178 吉田博 日本アルプス十二題の内 劔山の朝
							木版 自摺 サイン 極薄いマットヤケ 
    37 × 24.8 大正 15 年 (1926)	 	
																																																	280,000 円

177 吉田博 日本アルプス十二題の内 雷鳥とこま草	
							木版 自摺 サイン 25 × 37 大正 15 年 (1926)	 	 																	450,000 円

179 吉田博 日本アルプス十二題の内 劔山の朝	
							木版 自摺 サイン 薄いマットヤケ 
    37 × 24.8 大正 15 年 (1926)
																																																			250,000 円
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185 吉田博 ホノルル水族館	
							木版 自摺 サイン 24 × 37 大正 14 年 (1925)	
	 																																																		300,000 円

184 吉田博 ユングフラウ山	
							木版 自摺 サイン 25 × 37.1　大正 14 年
　　(1925)																																												250,000 円

180 吉田博 
    日本アルプス十二題の内 槍ヶ岳
    木版 自摺 サイン 裏打 
    マージン上部にテープ跡 
    37.5 × 24.8 大正 15 年
    (1926)	 							150,000 円

181 吉田博 日本アルプス十二題の内 
     針木雪渓	
							木版 自摺 サイン 薄いシミ 
    37 × 24..4 大正 15 年
    (1926)	 					150,000 円

183 吉田博 日本アルプス十二題の内 
     鷲羽岳の野營	
							木版 自摺 サイン マージンに
     極薄いシミ 37 × 24.8 大正
     15 年 (1926)	 					200,000 円

182 吉田博 日本アルプス十二題の内 穂高山	
							木版 自摺 サイン マージン薄いシミ 24.9×37.5 
    大正 15 年 (1926)	 	 									250,000 円

吉田博 (YOSHIDA,Hiroshi)
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188吉田博 八甲田山 紅葉	
						木版 サイン 少退色 
　　24.9 × 18.6 昭和 4年 (1929)					
　　　　　　　　　　　80,000 円

190 吉田博 八甲田山 睡蓮沼	
							木版 サイン 極薄いマットヤケ 18.6×24.7 
    昭和 4年 (1929)	 	 				100,000 円

187 吉田博 熱海温泉	
							木版 自摺 サイン マージンに
    少点シミ 37.5 × 24.8 
    昭和 2年 (1927)				150,000 円

192 吉田博 柏原之雪	
							木版 自摺 サイン 薄いマットヤケ 24.8×37.5   
    昭和 2年 (1927)	 	 										120,000 円

189 吉田博 春の日	
							木版 自摺 サイン 24.9 × 37.4 昭和 2年 (1927)	
	 																																																		120,000 円

191 吉田博 田口の冬	
							木版 自摺 サイン 24.9 × 37.4 昭和 2年 (1927)		
																																																																			180,000 円

186 吉田博 池の鯉	
							木版 自摺 サイン マージン左
    下角切レ 37.1 × 2524.7       
    大正 15 年 (1926)			180,000 円

吉田博 (YOSHIDA,Hiroshi)
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194 吉田博 東京拾二題 亀井戸	
							木版 自摺 サイン マージン角シミ 
    37.5 × 24.7 昭和 2年 (1927)	 	
																																													120,000 円

195 吉田博 東京拾二題 堀切の志ようぶ
							木版 自摺 サイン 極薄いマットヤケ 
    37.7 × 25 昭和 3年 (1928)	 	
																																																	200,000 円

196 吉田博 東京拾二題 平河橋	
							木版 自摺 サイン 37.8 × 24.8 
    昭和 4年 (1929)	 					200,000 円

193 吉田博 東京拾二題 百花園の秋	
							木版 自摺 サイン 37.2 × 24.8 
    大正 15 年 (1926)	 200,000 円

吉田博 (YOSHIDA,Hiroshi)
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197 吉田博 カンチェンジャンガ 	
							木版 自摺 全 3枚 サイン 24.8×37.5 昭和 6年 (1931)	 	
																																																																																				650,000 円

吉田博 (YOSHIDA,Hiroshi)



202 吉田博 タジマハルの庭	
							木版 自摺 サイン 極薄いマットヤケ 裏面ヤケ・
    テープ跡 24.7 × 37.5 昭和 6年 (1931)	 	
																																																													150,000 円

203 吉田博 アジヤンタ	
							木版 自摺 サイン 極少虫穴 マージン上部角に
     テープ跡 24.8 × 37.8  昭和 6年 (1931)	 	
																																																												120,000 円

199 吉田博 
     ジャイプールのアジュメル門
    木版 自摺 サイン 37.6 × 24.7
     昭和 6年 (1931)				120,000 円

200 吉田博 フワテプールシクリ	
							木版 自摺 サイン 薄いマットヤケ  
     37.9 × 24.9 昭和 6年 (1931)	
	 																					100,000 円

201 吉田博 
    エロラ カイラサテンプル	
							木版 自摺 サイン 37.6 × 24.6 
     昭和 6年 (1931)						120,000 円

198 吉田博 シャラマル ガーデン	
							木版 自摺 サイン 少シワ 
    37.6 × 24.7 昭和 7年 (1932)	
	 																							150,000 円
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吉田博 (YOSHIDA,Hiroshi)



207 吉田博 瀬戸内海 潮待ち	
							木版 自摺 サイン マージン上部糊跡 右下角折レ跡 
     左下角少傷ミ 24.6 × 37.6 昭和 5年 (1930)	
	 																																																		100,000 円

208 吉田博 瀬戸内海 倉	
							木版 自摺 サイン 薄いヤケ 24.5×37.4 
    昭和 5年 (1930)	 	 							120,000 円

209 吉田博 瀬戸内海 倉	
							木版 自摺 サイン 薄いマットヤケ 24.5×37.4 
     昭和 5年 (1930)	 	 		120,000 円

204 吉田博 アフガニスタンのキャラバン 月夜
							木版 自摺 サイン マージン薄い点シミ・少シワ
     24.7 × 37.7 昭和 7年 (1932)	 						120,000 円

205 吉田博 町はづれ	
							木版 自摺 サイン 24.7 × 37.7 昭和 7年 (1932)	
	 																																																			120,000 円

206 吉田博 
    デリーのジュマ マシッド	
							木版 自摺 サイン 薄いマットヤケ  
     37.5 × 24.5 昭和 6年 (1931)	
	 																									65,000 円
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吉田博 (YOSHIDA,Hiroshi)


