
49 柄澤齊 肖像 XV シャルル

   ・メリヨン	
						木口木版 限 70 サイン
   18.7 × 13.6 昭和 58 年

   (1983)  40,000 円

50 柄澤齊 肖像 XVI マティアス・

   グリューネヴァルト	
					木口木版 限 70 サイン 9.9 × 16.9 
   昭和 58 年 (1983)       30,000 円

51 柄澤齊 肖像 XIX ハンス・ク

    リスティアン・アンデルセン
   木口木版 限 70 サイン

   19.5 × 14.6 昭和 59 年

   (1984)  60,000 円

52 柄澤齊 肖像 XX フラン

   シス・デ・ゴヤ (B)	
					木口木版 薄黒染め雁皮紙 限
    70 サイン 22 × 15.5 昭和

    59 年 (1984)  50,000 円

57 柄澤齊 肖像 XXXV 泉鏡花	 							
					木口木版 限 70 サイン 9.5 × 15

   昭和 60 年 (1985)  35,000 円

54 柄澤齊 肖像 XXV ラファエルロ・

   サンツィオ	
					木口木版 限 70 サイン 15.4×18 

   昭和 60 年 (1985)  30,000 円

56 柄澤齊 肖像 XXX ミケラン

   ジェロ・ブオナローティ

					木口木版 限 70 サイン
   21.7 × 15.6 昭和 60 年

   (1985)  45,000 円

53 柄澤齊 肖像 XX Ⅳ アル

   フレート・クービン	
					木口木版 限 70 サイン
   20.7 × 11.8 昭和 60 年

   (1985)  35,000 円

55 柄澤齊 肖像 XXVII 

   オディロン・ルドン	
					木口木版 限 70 サイン
   21.3 × 15.5 昭和 60 年

   (1985)  40,000 円

柄澤齊 (KARASAWA,Hitoshi)
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59 川上澄生 自筆画 ヴィクトリアにて	
					紙（薄紙の裏打有） ペン サイン ※裏
   面に建物の鉛筆デッサン有 16.5 × 10.5 

   大正 6年 (1917)       200,000 円

58 川上澄生 自筆画 賭博者	
					紙 彩色 題字・サイン（賭博者 日本 
　 劉吉） 中折レ跡 裏打 23.2 × 23 大正

   2-8 年頃 (C1913-19)      280,000 円

64 川上澄生 自筆画	
					表裏に絵 紙 彩色 サイン（劉吉）  21.2×14.8 大正 2-8

   年頃 (C1913-19)                        220,000 円

60 川上澄生 自筆画 耶蘇約輪

					紙 彩色 題字・サイン
  （耶蘇約輪 日本 劉吉） 

   裏打 21 × 13.8 大正 2-8

   年頃 (C1913-19)    

                 180,000 円

61 川上澄生 自筆画 INFERNO	
					紙 彩色 サイン〈劉吉） 
   裏打 20.8 × 13.3 大正

   2-8 年頃 (C1913-19)  

                150,000 円

62 川上澄生 自筆画 美久土利亜市

  （ヴィクトリア市）チャーチ・

    ヒル	
						紙（薄紙の裏打有） 彩色 
   サイン無 25 × 16.8 大正 6

   年頃 (C1917)   180,000 円

63 川上澄生 自筆画 競馬	
					紙 彩色 サイン（澄雄） 14 × 20.5（紙寸） 
   大正頃                   150,000 円

川上澄生 (KAWAKAMI,Sumio)
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66 川上澄生 幻想の阿媽港	
					木版 手彩 保存版 マージンに使用色見本有 21×26 

   大正 14 年 (1925)                  180,000 円

68 川上澄生 北海道風景

  （サイロのある風景）	
					木版 色紙 マージンシミ 21.4
   × 18.3 昭和 20 年 (1945)  

                    15,000 円

65 川上澄生 自筆硝子絵 南蛮人図（1）（2）（3）

					彩色 裏書（題字・年記・署名） 10.5×7.5

   昭和 28 年 (1953)               180,000 円

67 川上澄生 南蛮人と南蛮船	
					木版 手彩 点シミ 17 × 24（紙寸） 
   昭和 30 年頃 (C1955)  15,000 円

69 川上澄生 イソップ	
					木版 手彩 20 枚 18 × 12（紙寸）      95,000 円
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 川上澄生 (KAWAKAMI,Sumio)



70 川上澄生 ランプ	
					木版 手彩 26 図（中表紙含） 限 250 毛筆署名入 和装仕立 紙帙（折返し部分少傷ミ） 
   28.5 × 20 昭和 15 年 (1940) アオイ書房                                     150,000 円

71 川上澄生 四季のたのしみ 西洋骨牌	
					木版 手彩 17 枚 限 50 経年少シミ 杉板焼絵装特装 1部 26×19.6 昭和 35 年 (1960)   

                                                                           150,000 円

川上澄生 (KAWAKAMI,Sumio)
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か (KA)

74 川上澄生 明治少年懐古	
				毛筆署名入 木版 5図（シミ） 18.5×
   13 昭和 19 年 (1944) 明治美術研究所 

                             5,000 円

72 川上澄生 作品	木版 手彩 経木 印譜 11.5×12                       65,000 円
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77 川上澄生 大寿楼	
					木版 手彩 全 5枚（扉絵＋目次＋作品 3枚） 未綴ジ 毛筆献
　 呈署名入袋付 15 × 22.5 昭和 22 年 (1947)  65,000 円

76 川上澄生 新版 明治少年懐古	
					特装 50 部の内 1番 毛筆署名入 表紙に硝子絵嵌込 
   天金 箱（木版装） 21.5 × 15.5 昭和 42 年 (1967) 

   栃木新聞社出版局            45,000 円

75 川上澄生 街頭人物図絵	
					木版 手彩（小杉ヤエ） 全 13 図 限 100 袋付 18.5×12 
   昭和 59 年 (1984) ギャラリー吾八      38,000 円

73 川上澄生 河童暦	
					木版 手彩 表紙・中表紙＋ 10 図 限 50 の内 1番 非売品 更科源蔵：詩 
   両毛筆署名入 手漉和紙 カバー（木版） 別紙：私版だより第六信付 

   20.5 × 15 昭和 21 年 (1946) 鶴文庫                    80,000 円

78 川端龍子 自筆書簡	
					毛筆 11 行 封付 遠入巽宛 昭和 5年 6月

   13 日                   8,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)

79 川瀬巴水 東京二十景 芝増上寺	木版 渡辺版 36×24 大正 14 年 (1925)     750,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)

81 川瀬巴水 日本風景選集 別府の朝	
					木版 限 300 間判 渡辺版 少シミ やや退色 
   28.5 × 20.7 大正 11 年 (1922)   180,000 円

82 川瀬巴水 出雲 美保ヶ関	
					木版 渡辺版 36.5 × 23.5 大正 13 年

   (1924)                180,000 円

80 川瀬巴水 桜田門	
					木版 渡辺版 マージン端部少汚レ 裏面 2ヵ所紙テープ跡 24×36.2 昭和 3年

   (1928)                                                    220,000 円
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 川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)

84 川瀬巴水 社頭乃雪	
					木版 酒井川口合版 マージン折レ跡 マージン上部裏面に台紙張りの剥がし跡 
　 マージン右下に薄い汚レ 24 × 36.2 昭和 4年 (1929)             350,000 円

83 川瀬巴水 星月夜（宮嶋）	
					木版 渡辺版 マージン左角切レ補修 36.3×24 
   昭和 3年 (1928)                300,000 円
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 川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)

88 川瀬巴水 鎌倉大佛	
　	木版 渡辺版 マットヤケ マージン汚レ
   36.4 × 24 昭和 5年 (1930)   

                            90,000 円

85 川瀬巴水 東京二十景 桔梗門	
					木版 渡辺版 ヤケ 36.3 × 24 昭和 4年

   (1929)               90,000 円

87 川瀬巴水 大宮氷川公園	
					木版 渡辺版 マージン少シミ 36.3×

   24 昭和 5年 (1930)       100,000 円

86 川瀬巴水 日光街道	
					木版 渡辺版 右角傷ミ修復 マージン切
   レ修復 マージンシミ 36.3 × 24 昭和

   5 年 (1930)               100,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)

89 川瀬巴水 牛堀乃夕暮	
					木版 酒井川口合版 38 × 27 昭和 5年 (1930)   

                                        450,000 円

91 川瀬巴水 品川

					木版 渡辺版 36.3 × 24 昭和 6年 (1931)  
                               280,000 円

90 川瀬巴水 馬込の月	
					木版 渡辺版 ヤケ マージン角にピンホール
   跡 裏面端部に紙テープ跡 36.5 × 24 昭和

   5 年 (1930)                 200,000 円


