
246 川西英　作品	
　　木版 47.5 × 33cm 
　　　　　　　　　　65,000 円

245 川西英　作品	
　			木版 25.5 × 35.5cm 昭和初期頃   120,000 円

243 川西英　作品	
　　木版 端部少シミ 44.6 × 33cm 昭和初期 
　　　                          200,000 円

242 川西英　少女	
　　木版 36.5 × 26cm 昭和初期頃
　　 　　　　　　　　120,000 円

247 川西英　水芸	
　　木版 加藤版 33.5 × 24.5cm 
　　昭和 12 年頃（C1937）

　　　　　　　　　　50,000 円

248 川西英　女給	
　　木版 加藤版 33.4 × 24.6cm 
　　昭和 12-15 年（C1937-40）　

　　　　　　　　　　50,000 円

244 川西英　京都丸山公園玉ころ	
　　木版 36.5 × 30cm 昭和初期 　
　　　　　　　　　　　　　150,000 円
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249 川西英　少女	
							木版 31 × 22.3cm 昭和 4年（1929）
                         150,000 円

250 川西英　ハムレット	
　　木版 第 5回国画会 27.5 × 32.5cm 昭和
    4 年（1929）                120,000 円

251 川西英　曲馬団	
　　木版 ※第 9回日本創作版画協会 28.8 ×
    34.8cm 昭和 4年（1929） 120,000 円

252 川西英　時計と人形（長崎人形と香港時計）	
　			木版 端部少シミ・少汚レ 31.8 × 40.7cm 
    昭和 4年（1929）           120,000 円

253 川西英　楽隊（THE COLOMBO JAZZ BAND）	
　			木版 右端部シミ 27 × 48cm 昭和 4年
   （1929）                 140,000 円 254 川西英　静物	

　　木版 自筆鉛筆でマージン右に制作年 28.8
　　× 34.8cm 昭和 5年（1930） 120,000 円
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256 川西英　軽業	
　　木版 ※第 2回新樹社・第 2回新紅会 37 ×
　　 29.5cm 昭和 5年（1930）    280,000 円

255 川西英　支那人形	
　　木版 サイン 少シミ 48.5 ×
　　33.8cm（紙サイズ） 

　　昭和 5年（1930）　120,000 円

257 川西英　布引雌滝	
　　木版 ※第 2回三紅会 26.6 × 34cm 
    昭和 5年（1930）          120,000 円

259 川西英　フランス人形	
							木版 少シミ 右端 1ヵ所少虫穴
     ※第 2回日本版画協会 47.2 ×

     36.5cm 昭和 7年（1932） 

                     75,000 円

258 川西英　お蝶夫人（第一幕）	
　　木版 薄いシミ ※第 3回日本版画協会 24.9 × 35cm 
　　昭和 8年（1933） 　　　　　　　　150,000 円

260 川西英　お蝶夫人（第二幕）	
　　木版 ※第 3回日本版画協会・日本現代版画展（パリ） 
　　 24.9 × 35cm 昭和 8年（1933）             150,000 円
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265 川西英　曲馬（ハーゲンベック）1	
　　木版 ※第 3回日本版画協会・日本現代版画展（パリ） 
　　 25.8 × 35.8cm 昭和 8年（1933）      100,000 円

264 川西英　カルメン玩具絵	
　　木版 ※第 3回日本版画協会
    35.3 × 25cm 昭和 8年（1933） 

　　　　　　　　　　　   　150,000 円

261 川西英　カルメン（第一幕）	
　　木版 サイン ※第 8回国画会・巴里展 25.5 × 35.4cm 昭和 8年（1933） 　　　　　　200,000 円

262 川西英　カルメン（第一幕）	
　　木版 ※第 8回国画会・巴里展 25.5 × 35.4cm
　　昭和 8年（1933） 　　　　　　　　150,000 円

263 川西英　カルメン（第二幕）	
　　木版 ※第 8回国画会展・巴里展 25.5 × 35.5cm 
　　昭和 8年（1933） 　　　　　　　　180,000 円
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266 川西英　射的屋の娘	
　　木版 上部マージン角シミ 25.5 × 36cm 昭和 8年
　　（1933） 　　　　　　　　　　　120,000 円

271 川西英　馬上巾跳	
　　木版 少汚レ マージン一部薄ミ 
　　26 × 36cm 昭和 8年（1933）45,000 円

270 川西英　アマリリス	
　　木版 ※第 9回国画会展出品作品
　　35.5 × 26.5cm 昭和 9年（1934） 

　　　　　　　　　　　　　100,000 円

268 川西英　勧進帳	
　			木版 手彩 サイン 35 × 26.8cm 
    昭和 9年（1934） 150,000 円

267 川西英　奇術	
　　木版 27 × 44.5cm 昭和 9年（1934） 150,000 円

269 川西英　シネラリヤ	 木版 26.5 × 35.2cm 
　　昭和 10 年（1935）　　　　　　100,000 円

272 川西英　阪神パーク	
　　木版 ※第 10 回国画会 26.4 × 34.7cm 
　　昭和 10 年（1935） 　　　　150,000 円
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273 川西英　木版画集 神戸十二ヶ月風景	
　　木版全 12 枚 1 月：新開地初春／ 2月：六甲山積雪／ 3月：福原春宵／ 4月：須磨櫻花／ 5月：大倉
　　山新緑／ 6月：波止場初夏／ 7月：湊川公園薫風／ 8月：天神浜海水浴／ 9月：諏訪山満月／ 10 月：

　　布引紅葉／ 11 月：再度山秋色／ 12 月：元町歳暮 自画自刻自摺 各台紙に貼付 紙タトウ（毛筆署名入） 

　　16 × 27.5cm  昭和 6年（1931） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　950,000 円
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274 川西英　少女	
　　木版 ※第 11 回国画会 44.4 × 29.5cm 昭和
　　11 年（1936） 　　　　　       250,000 円

275 川西英　野球優勝旗	
　　木版 ※「アサヒスポーツ」表紙原画 40.5 × 28.5cm 
　　 昭和 14 年（1939）              200,000 円

279 川西英　カーネーション	
　　木版 32.3 × 46cm 昭和 15 年（1940） 　　
　　　　　　　　　　　　　      　120,000 円

276 川西英  月富士（精進湖）	
							木版 31.5 × 46.8cm 昭和 15 年（1940） 
                               100,000 円

277 川西英　月富士（精進湖）	
　　木版 31.5 × 46.8cm 昭和 15 年（1940） 
　　　　　　　　　　　　　　　　100,000 円

278 川西英　月富士（精進湖）	
　　木版 31.5 × 46.8cm 昭和 15 年（1940） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　100,000円
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280 川西英　滑空大会	
　　木版 32.4 × 46.4cm 昭和 16 年（1941） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　120,000 円

282 川西英　大阪城	
　　木版 48 × 33cm 昭和 18 年
　　（1943） 　　80,000 円

281 川西英　六月の庭	
　　木版 ※神戸市復興美術展 32 × 46.4cm 昭和
　　20 年（1945） 　　　　　　60,000 円

283 川西英　淀	
　　木版 47.6 × 33cm 昭和 24 年
　　（1949） 　 100,000 円

284 川西英  天の橋立	
							木版 ※第 2回関西総合美術展 
     48.5 × 33cm 昭和 25 年（1950） 

                    100,000 円

285 川西英  オーケストラ	
							木版 ※第 25 回国画会・
    神戸洋画会 48 × 33cm 

    昭和 26 年（1951）            

                   120,000 円

286 川西英  夜の曲馬	
							シルクスクリーン 薄いシミ 
     ※第 2回孔版美術展・第 20 回

     日本版画協会 47.6 × 32.8cm 

     昭和 27 年（1952） 35,000 円

287 川西英  花火	
							シルクスクリーン マージン
    薄いシミ 48 × 33cm 

    昭和 28 年（1953）25,000 円
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292 川西英  あやめの頃（桂離宮）	
							木版 ※秋季国展・第 2回日本
    現代版画 48.5 × 33cm 昭和

    30 年（1955）     80,000 円

288 川西英  画室	
							木版 サイン 48 × 32.8cm 昭和
    31 年（1956）          120,000 円

289 川西英  サーカス	
							木版 48.3 × 33cm 昭和 34 年（1959） 
                            120,000 円

290 川西英  神戸博	
							木版 33 × 47.5cm 昭和 25 年（1950）100,000 円

291 川西英  サーカス（三頭馬）	
							木版 マージンシミ 24 × 33cm 昭和 28 年
   （1953）                  50,000 円

294 川西英  自画像	
							印刷 未裁断 21.5 × 10.5cm 昭和 28 年
   （1953）                20,000 円

293 川西英  自画像	
							シルクスクリーン 限 23 
    47.2 × 32cm 昭和 28 年

   （1953）     60,000 円
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