
295 川瀬巴水　三菱深川別邸図 月夜（大泉水）

　　木版 渡辺版 36.4 × 24cm 大正 9年（1920）   
                                       350,000 円

296 川瀬巴水  出雲松江（おぼろ月）

       木版 渡辺版 少ヤケ 左端 1ヵ所 1.5cm 程
    の切レ補修 36.5 × 24cm 大正 13 年（1924）

                                 130,000円

297 川瀬巴水  狩勝峠

       木版 美術社版 36.5 × 24cm 昭和 6年
   （1931）                       90,000 円
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川瀬巴水 (KAWASE,Hasui)



298 川村清雄  自筆画 外国風景

       板 油彩 サイン 額装 14 × 27cm 大正初期頃                  
                                   750,000 円
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川村清雄 (KAWAMURA,Kiyoo)



303 北沢楽天・省耕・文藝  自筆画幅 騎犬桃太郎図

       絹本 彩色三幅対 右図：梅樹と猿 楽天画／左図：雉子と松竹 楽天画／
    中図：省耕・文藝合作 サイン 少シミ 楽天共箱 112 × 26.5cm

    昭和 9年（1934）                                       80,000 円

301儀間比呂志 詩と版画 琉球 
      木版 6枚 琉舞／ひとみ／島の人／壺屋／基地の中／姉弟 詩：野口昭二 
    限定版 裏表紙・頁折レ跡 ユマニテ書店 昭和 32 年（1957） 25,000 円

300 ポール・ギヤマン

    L'OMBRE DE VIOLON

       銅版 限 160 サイン
    22.5 × 33cm 昭和 62 年（1987）

                         8,000 円

302 ポール・ギヤマン  L'ECUYERE

    リトグラフ 限 160 サイン

    22.5 × 33cm 昭和 63 年（1988） 

                         5,000円

304 アントニー・クラーヴェ

    LUMIERE D'AUTOMNE

    銅版 カーボランダム 限 160

    サイン 22 × 32.5cm 昭和 62 年

   （1987）             15,000 円

305 アントニー・クラーヴェ 

    ETOILES ET SIGNES

      銅版 カーボランダム 限 160
   サイン 22.5 × 33cm  昭和 63 年

  （1988）               15,000 円

299 小村雪岱  蛍

       木版 シミ シワ 裏面に高見澤印
    26.5 × 39.5cm（紙寸） 昭和 18 年頃

    (C1943）                    50,000 円 

43

き～こ (KI ～ KO)



307 小山敬三  古城の一郭

       リトグラフ 限 150 サイン 45.5 × 33.5cm
    昭和 58 年（1983）                 38,000 円

306 駒井哲郎  鳥と果実

       銅版 EA 版 サイン マージン極薄いシミ 裏面テープ跡 ※第 5回日本国際美術展出品
    31.4 × 42.2cm 昭和 34 年（1959）                                          380,000 円

308 島成園  自筆画稿

       絹本 彩色 サイン 2 ヵ所極少
    点虫穴 少シワ 27.5 × 17cm 

                      50,000 円
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こ～し (KO～ SHI)



313 高沢圭一  木版画集 高沢圭一女絵

       木版全 2枚 「髪」「ぼたん雪」 限 470 サイン 布タトウ ボール箱（一部傷ミ） 46.3 × 38.5cm       80,000 円

309 高橋松亭  雪月花 徳持

       木版 渡辺版 36 × 24.2cm
    大正 11 年（1922）     250,000 円

310 高畠華宵  自筆画稿

       紙本 彩色 サイン 端部少汚レ 弱いシワ
    19.6 × 13.8cm 昭和 3年頃（C1928） 

                               200,000 円

312 竹久夢二

    女人伴天連南蛮寺より 
       木版 薄いシミ 24.8 ×
    11.5cm 大正 13 年

   （1924）     25,000 円

311 竹久夢二  千代紙

       木版 3枚 川西英旧蔵
    52 × 38cm 大正後期

              150,000 円
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た (TA)



314 谷内六郎  四季版画

       木版全 4枚 大日本絵画巧芸美術版 31.5 × 24.5cm 昭和 51 年（1976）                           50,000 円

316 田渕安一  LA MER

       リトグラフ 限 160 サイン
    24.6 × 34cm 昭和 62 年（1987） 

                         8,000 円

315 玉村方久斗  自筆扇面 
       紙本 彩色全 5枚
    各サイン・印譜

    ※菊の図のみ小品    

                60,000 円

317 ゲラール・ディアス  SUD        
銅版 限 160 サイン

    20.5 × 33cm 昭和 62 年（1987）

                       5,000 円

318 ゲラール・ディアス

    TROIS COQUILLAGES

       銅版 限 160 サイン 22.8 ×
    32.5cm 昭和 63 年（1988） 

                        5,000 円

319 寺崎広業

    明治期木版挿絵 
      下部少シミ
    ※水着の図 

    31.8 × 19cm

    明治期 20,000 円

320 寺崎広業

    明治期木版挿絵 
       下部少シミ
    ※水着の図

    31.8 × 19cm

    明治期 20,000 円
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た～て (TA ～ TE)



322 寺内福太郎  作品

       水彩 23 枚 木版 1枚 各サイン（木版は刷込サイン） 概ね 32.5 × 50cm（水彩） 36 × 26cm（木版）
    昭和初期頃 全 24 点                                                                   250,000 円

321 中村二郎  烏賊干し（仮題）・浴場（仮題）・工場（仮題）

       木版 3枚 マージン傷ミ 一部冠水シミ 端部切レ 36.5 × 25cm / 46.5 × 35cm / 35.5 × 50cm 昭和初期        
                                                                                             120,000 円
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て～な (TE ～ NA)



328 中原淳一  あぶらとり紙

       木版装 中にあぶらとり紙
  （未使用） 6 × 7.5cm

                   5,000 円

325 中原淳一  八月 影

       木版 マージンシミ
    21 × 16cm      25,000 円

326 中原淳一  二月 如月

       木版 マージンシミ
    21 × 16cm      25,000 円

327 中原淳一  三月 紅屋

       木版 題箋・マージンシミ 
    21 × 16cm     20,000 円

330 永礼孝二  石御門

       木版 限 10 折レ シワ 37.5 × 45.2cm 
    昭和 5年（1930）          8,000 円

323 橋口五葉 耶馬溪

       木版 マージン少傷ミ 37.2 × 49.9cm
    大正 7年（1918）            100,000 円

324 春村ただを  滞船 風景（冬）

       木版 2枚 限 10 献呈署名入 裏に共シール
    マージンシワ／折レ  33.5 × 25cm ／ 32.5 × 24cm   

    大正 12 年・不明（1923）             50,000 円

331 前川千帆  蘭

       木版 共帙 26 × 34.3cm                    25,000 円

329 松本かつぢ  親指姫双六

       印刷 ひまわり新年号附録 38 × 54cm 昭和 25 年（1950）
                                             12,000 円 
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な～ま (NA ～MA)



332 深澤索一  索一自選小品集 第一輯

       木版全 12 枚の内 1枚（№ 10 静物）欠 限 100 3 枚少シミ 共タトウ（シミ） 白と黒社
    昭和 7年（1932）                                                               150,000 円

333 前田藤四郎  自筆画 湖畔

       紙本 彩色 印譜 共シール 余白上部傷ミ
    30.5 × 43.5cm                   35,000 円

334 棟方志功  作品

       木版 印譜 少シミ  
    台紙に一部貼付 

    23.5×18cm（紙寸）  

           50,000 円

335 少シミ 台紙に一部貼付 

    27.5 × 23cm（紙寸） 

                  30,000 円

336 少シミ 台紙に一部貼付 

    27.5 × 23cm（紙寸）

                30,000 円

337 少シミ 台紙剥がし跡

    ※火の願ひ板画柵には「春夏秋冬」

    の文字は無し 22 × 25cm（紙寸）

                           50,000 円

棟方志功  火の願ひ板画柵より  木版 別紙刷 印譜 昭和 22 年（1947）
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ふ～む (FU ～MU)



338 棟方志功

    夢応鯉魚版画柵の内 名の柵 
       木版 印譜 台紙に貼付
    ※鑑定委員会登録対象外 

    22.5 × 18cm（紙寸）

    昭和 15 年（1940) 80,000 円

339 棟方志功

    火所品光焰明王の柵

       木版 裏手彩 シミ
    ※「板勁」所収作品の為、

    鑑定委員会登録対象外

    17 × 15cm（紙寸）

    昭和 19 年（1944）45,000 円

343 山村豊成（耕花） いんこと香水

       木版 マージンシミ 26.5 × 38.3cm 
    大正 13 年（1924）       85,000 円

344 山岸主計  岡山 烏城

       木版 マージンピンホール 薄シミ 裏面シミ 共タトウ
    28.5 × 36.4cm                                     15,000 円

341 山城隆一  自筆画 猫

       キャンバス 油彩 サイン 額装 ※山城隆一個展
   「Ne Collage」葉書がキャンバス裏に貼付

    46 × 53cm 昭和 52 年（1977）       200,000 円

340 山城隆一  猫とカルメン

       シルクスクリーン 限 30 
    サイン 額装 50.5 × 50.5cm

    昭和 53 年（1978）  58,000 円

342 山城隆一 自筆画 遠くを視てる白い猫

       キャンバス 油彩 サイン 少点シミ 額装
    65 × 45.5cm                    200,000 円
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む～や (MU～ YA)


