
93 川瀬巴水 清洲橋	
					木版 渡辺版 マージン薄シミ 24×36.5 昭和 6年 (1931)  280,000 円

92 川瀬巴水 井之頭の春の夜	
					木版 渡辺版 マージン角にテープシミ 36.5×

   24 昭和 6年 (1931)               380,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)



97 川瀬巴水 京都清水寺	
					木版 渡辺版 マージン極薄いシミ 

   36 × 24 昭和 8年 (1933)   200,000 円

96 川瀬巴水 犬吠之朝	
					木版 渡辺版 空に 1ヵ所極少点汚レ 

   36 × 24 昭和 6年 (1931)   250,000 円

94 川瀬巴水 三保の松原	
					木版 渡辺版 マージン上部角シミ 36.5×

   24 昭和 6年 (1931)        220,000 円

95 川瀬巴水 大坂道頓堀乃朝	
　	木版  渡辺版 ヤケ マージン上部傷ミ
   36.5 × 24 昭和 8年 (1933)  

                             180,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)



100 川瀬巴水 静岡 浅間神社	
							木版 渡辺版 マージン薄いヤケ 裏面
    上部 2ヵ所紙テープ跡 36.2 × 24 

    昭和 9年 (1934)      220,000 円

101 川瀬巴水 大島 波浮之港	
							木版 渡辺版 少点シミ 36.2×23.8 
    昭和 12 年 (1937)     180,000 円

99 川瀬巴水 飛騨釜ヶ嶽	
					木版 渡辺版 ヤケ 36.3 × 24 昭和

   8 年 (1933)            50,000 円

98 川瀬巴水 讃岐海岸寺の浜	
					木版 渡辺版 マージン薄い汚レ 36×23.5 昭和 9年
   (1934)                            180,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)



102 川瀬巴水 安庭之雨（長野県）	
							木版 渡辺版 マージン薄いヤケ 24.5×33.3 

    昭和 21 年 (1946)              90,000 円

105 川瀬巴水 農家之秋（宮城県愛子）	
							木版 渡辺版  24.5 × 33.5 昭和 21 年 (1946)  

                                      95,000 円

103 川瀬巴水 元吉原之朝	
							木版 渡辺版 マージン極少シミ 36.5×
    24.5 昭和 15 年 (1940)     220,000 円

106 川瀬巴水 武州 滝山城址	
							木版 渡辺版 36 × 24 昭和 16 年 (1941)  

                              200,000 円

104 川瀬巴水 安庭之雨（長野県）	
							木版 渡辺版 マージン薄いヤケ 24.5×33.3 

    昭和 21 年 (1946)                90,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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109 川瀬巴水 熊本城宇土櫓	
							木版 渡辺版 36.5 × 24.3 昭和 23 年

    (1948)                 150,000 円

110 川瀬巴水 鯉のぼ利（香川県豊浜）	
							木版 渡辺版 36.5 × 24 昭和 23 年
    (1948)                 100,000 円

107 川瀬巴水 湯宿の朝（塩原新湯）	
							木版 渡辺版 マージン薄いシミ 25×36 昭和 21 年

    (1946)                        100,000 円

108 川瀬巴水 岡山乃かねつき堂	
							木版 渡辺版 裏面 2ヵ所紙テープ跡 36.5

    × 24.5 昭和 22 年 (1947)  110,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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114 川瀬巴水 喜光寺（奈良）	
							木版  渡辺版 36.5 × 24.5 昭和 25 年

    (1950)               90,000 円

112 川瀬巴水 喜光寺（奈良県）	
							木版 渡辺版 36.5 × 24.5 昭和 25 年

    (1950)               90,000 円

113 川瀬巴水 見老津（和歌山県）	
							木版 渡辺版 36.5 × 24.2 昭和 25 年

    (1950)              100,000 円

111 川瀬巴水 奈良大佛殿	
							木版 渡辺版 36.5 × 24.4 昭和 25 年

    (1950)              110,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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116 川瀬巴水 奈良之雨（興福寺之塔）	
							木版 渡辺版 36.5 × 24 昭和 26 年

    (1951)             90,000 円

115 川瀬巴水 房州布良	
								木版 渡辺版 24.6 × 36.5 昭和 24 年 (1949)    

                                                 150,000 円

119 川瀬巴水 岡山城之朝	
    木版 渡辺版 36.5 × 24 昭和 30 年

    (1955)            100,000 円

117 川瀬巴水 奈良公園（Nara Park）	
							木版 渡辺版 Pacific Transport Lines,Inc カレン
    ダーより 10 月 24 × 36.5 昭和 27 年 (1952)  

                                        180,000 円

118 川瀬巴水 嵐山（Arashiyama,Kyoto）	
    木版 渡辺版 Pacific Transport Lines,Inc カレンダ

    ーより 6月 24.2 × 36.4 昭和 27 年 (1954)  

                                         280,000 円

川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)
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120 北野恒冨 木版画集 廓の春秋	
							全 4枚：秋（南地）湯あがり／春（新町）稽古の間／夏（堀江）夕ぐれ／冬（新地）鏡の前 
　　限 500 青果堂板 一部経年シミ 袋付（汚レ・一部冠水シミ）  39×26.5 大正 7年 (1918)  

                                                                           1,200,000 円

北野恒富 (KITANO,Tsunetomi)



121 小早川清 近代時世粧之内五 黒髪	
							木版 限 100 マージン左 2ヵ所ピンホール 49.8×28 

    昭和 6年 (1931)                      550,000 円
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小早川清 (KOBAYAKAWA,Kiyoshi)
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122 北川民次　花瓶に入った

    シュプリペディウム	
							リトグラフ サイン 
    マージン上部少アタリ

    裏面 1ヵ所テープ跡 36

    × 24（紙寸） 昭和 36

    年 (1961)  10,000 円

126 小林秀恒 自筆画稿 婦女界より	
							4 枚 紙 墨 サイン 18 × 22.5-23.5

    × 30 昭和 6年頃 (C1931)   15,000 円

125 小林古径 自筆書簡	
							毛筆 20 行 封付 遠入巽宛 昭和 9年 12 月 29 日      15,000 円

123 小松均 お茶の水ニコライ堂	
							木版 38 × 26 昭和初期頃  

                     35,000 円

124 斎藤五百枝 自筆画稿 晩帰（10）

							紙 コンテ サイン 17.5 × 24.5 
    昭和 11 年 (1936)  15,000 円

128 斎藤清 HANIWA（7）	
							木版 サイン 28.5 × 15   
                  12,000 円

129 斎藤清 作品	
							木版 サイン 26 × 38.5   50,000 円

130 斎藤清 年賀状	
　　木版 表裏に絵 中折レ 
    未使用 14.5 × 21   

              10,000 円
131 斎藤清 浅草観音堂	
							木版 18.5 × 24.5 昭和 20 年 (1945)  
                             10,000 円

127 佐川美代太郎 作品	
							リトグラフ 限 160 サイン 
     漫画家の絵本の会オリジ

     ナル版画集より 33.5 ×

     24 昭和 60 年 (1985)  

                5,000 円

き～さ (KI ～ SA)


