
101 熊澤喜太郎	

				あづまみがき天人娘	
							刷良 保存良 石版 手彩 
    36.3 × 27.2cm 明治 22 年

   （1889）     8,000 円

100 作者不詳　海陸御固図	
								2 枚 刷良 保存良 裏打 少シミ マージン汚レ 62 ×       
    44.5cm 嘉永 6年頃（C1853）           60,000 円

102 春潮　男女色交合之糸	
							10 図 刷良 保存並 トリミング 
    中折レ 虫穴 シミ 汚レ 傷ミ 

    帖仕立 24.5 × 36cm 寛政 2年

   （1790）           85,000 円

103 英山　絵合錦街抄	
　			全 12 図 刷良 保存良 中折レ 少虫穴 帖仕立 25.5 × 36.2cm 文化 12 年（1815）    450,000 円

             その他
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200 書窓版画帖十連聚	

				全 9冊 限 250（番号揃） 各版画挿絵 10 図 織田一磨 都会生活：石版 蔵書票貼付／川西英 港都情景：

    木版／川上澄生 文明開化往来：木版／関野準一郎 東京の窓：銅版／前川千帆 新野外小品：木版／武井

    武雄 宇宙説：銅版／逸見享 水韻譜：木版／恩地孝四郎 蟲・魚・介：木版／平塚運一 伊豆一週畫詞 

    各号経年少シミ 26.5 × 20cm アオイ書房 昭和 16-18 年（1941-43）                 500,000 円
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201 版画研究	第 1巻第 1号・2号	

				2 冊 第 1 号 木版 2枚 平塚運一：

    出雲風景／大福帳表紙 第 2号 木版

    1 枚 平塚運一：百済奮都 扶餘平済

    塔 第 1 号背傷ミ 第 2号端部シミ・

    傷ミ 日本版画研究会 昭和 7・9年

   （1932・34）            35,000 円

202 浅野竹二　真如堂雨	
　			木版 芸艸堂版 36.4 ×
    24.1cm  昭和 27 年

   （1952）   15,000 円

203 畦地梅太郎	 自筆画幅	雛図	
							紙本 彩色 サイン 少巻シワ 25× 31.5cm  
                                35,000 円

204 畦地梅太郎	 豫土國境の山	
							木版 自摺 自筆題字 マージン少シワ・シミ 
    ※第 8回日本版画協会展 33.2 × 45cm 昭和  

    14 年（1939）            100,000 円

205 畦地梅太郎	 渋峠の小沼	
							木版 限 100 頒布作品 
    版画集「山湖」より 

    共タトウ 25 × 36cm 昭和

    24 年（1949）   160,000 円

206 畦地梅太郎　志賀高原ビワ湖	
							木版 限 100 頒布作品 版画
    集「山湖」より 共タトウ

    25.4 × 36.4cm 昭和 24 年

   （1949）    120,000 円
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207 畦地梅太郎	 山上にさけぶ	
							木版 自摺 限 50 サイン マットヤケ 
    45 × 30cm 昭和 31 年（1956）100,000 円

208 畦地梅太郎	 アルプス遠望	
							木版 サイン マージン極少点シミ 
    17.5 × 23.7cm 昭和 32 年（1957） 

                            28,000 円

209 畦地梅太郎	 黒姫山	
							木版 サイン 18 × 24.2cm 昭和 32 年
   （1957）                  30,000 円

210 畦地梅太郎	 山のぬくもり	
							木版 限 150 サイン 右下角少汚レ
    19.5 × 21cm 昭和 52 年（1977） 

                          20,000 円

212 池田満寿夫	 表と裏	
							リトグラフ EA 版 サイン 57.7 × 43.8cm 
    昭和 42 年（1967）          40,000 円

211 池田満寿夫	

				自筆デッサン	
							紙 鉛筆 サイン 
    少シミ 薄いヤケ

    43.5 × 25.7cm 

    昭和 48 年 

   （1973）              

           25,000 円
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213 石井鶴三　犬	
							木版 石井鶴三創作
    版画集（2） シミ 

    共帙 23 × 32cm 昭和      

    10 年（1935） 

               30,000 円

214 石井鶴三　高原	
							木版 石井鶴三創作版画     
    集（1） シミ 共帙 

    19.5 × 28.5cm 昭和

    10 年（1935）  

                30,000 円

215 板祐生　玩具絵草紙其之壹「雉子馬集」	自筆色紙 3種	
　				木版 孔版 肉筆 限 30 全 24 枚（板祐生／清水完治／小谷方明／岡本三男／武藤喜邦／川邊正巳／駒井
    昌信／郡憲輔他） 梅林新平編 板祐生自筆色紙 3 枚 紙本 彩色 シミ  昭和 18 年（1943）  100,000 円

216 江南史朗　装丁資料・版画・デッサン	
　　版藝術十月号江南史朗版画集「武蔵郷土玩具集」の校正刷：表紙・中表紙・16 枚（各サイン） 
    木版 4枚 デッサン 15 枚 紙 鉛筆 サイン 昭和 14 年頃 (C1939)                           50,000 円
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219 伊東深水　

　　静物三題の内	メロンと水蜜桃	
　　木版 渡辺版 毛筆サイン シミ 少シワ 
　　33.2 × 45.3cm 昭和 14 年（1939）  25,000 円

218 伊東深水　新美人十二姿	浴衣	
							木版 限 200 渡辺版 マットヤケ 裏面上部台紙跡
     41.5 × 24cm 大正 11 年（1922）     350,000 円

217 伊東深水　新美人十二姿	口紅	
　　木版 限 200 渡辺版 全体にシミ 41 × 24cm 
　　大正 11 年（1922） 　　　　　　180,000 円
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221 伊東深水　池上本門寺山門雪景	 							
							木版 毛筆サイン 44.2 × 31cm 
    昭和 15 年（1940）         80,000 円

222 伊東深水　現代美人集第一輯	湯の香	
　			木版 限 250 渡辺版 裏面上端部台紙跡
    40.8 × 25.8cm 昭和 5年（1930）     350,000 円

220 伊東深水　鏡獅子	
　　木版 雲母摺 渡辺版 毛筆サイン 裏にも渡辺印 1 ヵ所少薄いシミ 
    33 × 41.6cm 昭和 25 年（1950）                     250,000 円
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223 小川芋銭　自筆書簡	
　　2 通 毛筆 55 行 81 行 各封付 巻子装 宮崎仁十郎宛（取手長禅寺檀家総代で小川芋銭、高村光
　　太郎らと親交がある）  大正 10 年 10 月 12 日・□年 12 月 25 日 （1921） 　　　　120,000 円

224 小圃千浦　作品	
　　木版 高見澤版 シワ 傷ミ 27.8 × 40cm 
　　昭和 5年頃（C1930） 　　　50,000 円

225 小原古邨（祥邨）　戯れる猿	真雁	
　　木版 2枚 松木平吉版 「戯れる猿」試刷 
　　「真雁」シミ  35 × 18.8cm 大正頃 

　　　　　　                    45,000 円

227 恩地孝四郎	 自筆書簡	
							ペン書 1枚 封付 ※西川満宛。裏に駅から自宅までの地図を記載 
    昭和 21 年（1946）                                      25,000 円

228 勝平得之　笹飴	
　　木版 少ヤケ 少シミ 裏面
    シミ マージンに剥がし跡 

    38 × 27cm  昭和 11 年

   （1936）    25,000 円

226 鏑木清方　

　　明治期木版挿絵	
							少シミ 少汚レ 
    ※文芸倶楽部より 

    22 × 29cm 明治 36 年

  （1903）    10,000 円
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230 勝平得之　いろり	
　　木版 裏面ヤケ 左上角一部欠損 少傷ミ 
　　27 × 38cm 昭和 14 年（1939） 　　30,000 円

229 勝平得之　ねぶた祭・金魚提灯・弘前市　木版 16.5 × 45.5cm 昭和 31 年（1956）　  　 120,000 円

232 川上澄生	

　　自筆羽子板	南蛮船と南蛮人	
　　彩色 サイン無 箱（蓋裏に「澄生」
　　の印譜） 37.3 × 11.5cm   　

　　　　　　　　　　　　 150,000 円

233 川上澄生　自筆ガラス絵	床屋之図

　　裏書 7.5 × 10.5cm 昭和 28 年（1953）　　　　　　80,000 円

234 川上澄生　自筆ガラス絵	足袋屋之図	
　　裏書 7.5 × 10.5cm 昭和 28 年（1953） 　　　　　80,000 円

231 川上澄生　自筆ガラス絵	南蛮人図（二）	
　　裏書 額装 10.7 × 7.5cm 昭和 28 年（1953） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,000 円
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235 川上澄生　自筆画稿	
　　紙本 彩色 2枚 サイン（劉吉） 裏面にデッサン（床屋・髪結図） 25.2 × 17.6cm
　　大正 2-7 年（1913-18）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000 円

236 川上澄生　春ノ坂路	
　　木版 裏面に「大日本神戸 版元 版画の家 自刷」シールと山口久吉
　　蔵印シール 15.5 × 22.6cm 大正 11 年（1922） 　　　180,000 円

238 川上澄生　顔

　　木版 手彩 17.2 × 24.4cm 大正 15 年（1926）
　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000 円

237 川上澄生　星空に乾杯	
　　木版 手彩 マージンに保存の印と
　　 手彩色見本 マージン上部冠水シミ 

     11.8 × 13.5cm 昭和 4年（1929） 

                        60,000 円

239 川上澄生　星空に乾杯	
　　木版 手彩 11.8 × 13.5cm 昭和 4年（1929）
　　　　　　　　　　　　　　　　120,000 円

240 川西英　桂離宮	
　　木版 川西家旧蔵 サイン 33.8× 49cm 　
　　　　　　　　　　　　　　　　50,000 円

241 川西英　作品

　　木版 川西家旧蔵 32 × 45cm　 45,000 円
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