
187 周延　皇居御出門之図	
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 傷ミ・欠ケ・極少虫穴
　　補修 裏面貼付剥がし跡 明治 14 年（1881）　　10,000 円

188 作者不詳　第三回内国勧業博覧会　日本パノラマ館（仮題）	
　　3 枚続？ 刷良 保存良 裏打 傷ミ シワ 一部少欠ケ 少
　　シミ ※浅草公園地花屋舗鳳凰閣／金龍山浅草寺真景 
　　明治 23 年（1892） 　　　　　　　　　　50,000 円

189 延一　御遊覧青葉の里	
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治 36 年（1903）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,000 円
	

190 月耕　鳳凰城ニ将士奮闘之図	
　　3枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打剥がし跡（一部薄ミ） 
　　少薄汚レ 明治期                  10,000 円

190 蝸堂　大日本大勝利 海洋嶋大海戦之図	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏面端貼付剥がし
    跡（一部薄ミ） 薄汚レ 明治期 15,000 円
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192 騎兵軍曹川崎伊勢
　　雄氏	　15,000 円

193 浅川大尉二等騎兵
　　木村源松氏	  
　　極少シミ 10,000 円

194 九号水雷艇長大尉
　　 真野巌次郎氏	 
     少シミ 15,000 円

清親　陸海軍人高名鑑 刷良 保存良 裏打 明治 28 年（1895）　

195 連合艦隊司令長官
     海軍中将伊東祐亨君	
    少シミ ※写真機の
     図    15,000 円

196 池田砲兵大尉	
    少ヤケ 10,000 円

197 三谷中尉	   
    少シミ 一部ヤケ  
           10,000円

198 陸軍中将山地元治君	
							少シミ 一部少汚レ  
            8,000 円

199 第三連隊一等兵
    舩山市之助氏	
    極少シミ 8,000 円

200 第二軍司令官陸軍 
    大将大山巌君	  
    少シミ 10,000 円

201 第六師団大隊長
　　樋口大尉	  
　　少シミ マージン右
　　 上角極少傷ミ  
          12,000 円

202 歩兵第十一連隊長
     富岡中佐 
    シミ 10,000 円

203 第一旅団長乃木
    希典君	  
    冠水シミ 12,000 円

204 第十一旅団長陸軍
    少将大寺安純君	
    少シミ 一部ヤケ
     写り   12,000 円

205 第三師団長陸軍
    中将桂太郎君	
    少シミ 少赤滲ミ  
            8,000 円

206 可児大尉市太君	
   15,000 円

207 葛城艦三等水兵
    西川初太郎氏	
    マージン角に極少
     傷ミ  12,000 円
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208 工兵小野口徳治氏	
    マージン少シミ  
          12,000 円

209 水兵田中市太郎氏…	
    マージン少シミ  
            12,000 円

210 栗田大尉澎湖島ノ
     戦ニ敵将ヲ一刀両
     断ス	 
    マージン極少シミ
          12,000 円

211 軍曹永井大蔵氏…	
    シミ  10,000 円

212 盛京省の敵を両断す
　   安満少佐　今田少佐	
    少汚レ 中折レ   
           10,000 円

214 月耕　豊島沖之海戦	
　　刷良 保存良 裏打 
　　少シミ 少ヤケ 明治
　　27 年（1894） 
　　　　　　　10,000 円

215 月耕　征清美談名誉鑑 小野口徳次／竹内少尉／原田重吉／松崎大尉　 
　　4 枚 刷良 保存良 裏打 少シミ 薄汚レ  明治 28 年（1895）　　　25,000 円

213 清親　日清戦争笑楽画会　	
　　14 枚 刷良 保存良 トリミング 裏打 一部縁に極少切レ・ヤケ 二丁掛 
　　明治 28 年（1895） 　　　　　　　　　　　　　　　　120,000 円
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216 月耕　日清戦争日本大勝利海戦之図	
    3枚続 刷良 保存良 少シミ 少汚レ 明治27年（1894） 
                                           15,000 円

217 米作　平壌玄武門兵先登之図	
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 左図角 2ヶ所補修 中・右
　　 図角貼付剥がし跡（傷ミ・欠ケ） 明治期  15,000 円

218 作者不詳　大日本ト清国ト海軍大戦争	
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少虫穴補修 裏打剥がし跡 
　　 一部少傷ミ補修 明治 27 年（1894）         20,000 円

219 延一　日清海戦我軍大勝利之図	
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏面貼付剥がし跡 
　　明治 27 年（1894） 　　　　　　　　　20,000円

220 香朝楼　日清海戦帝国大勝利	 　　
　　3枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打剥がし跡（一部薄ミ） 
　　 極少汚レ 明治 27 年（1894） 　　　　　18,000 円

221 周延　日清戦争守永中尉之奮戦	 　　
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打剥がし跡（薄ミ） 
　　明治 28 年 (1895)                15,000 円

222 国芳　恵比寿・大黒の図（仮題）
　　刷良 保存良 裏打 縁に欠ケ
   （破損） 江戸期    20,000 円

223 英橋　舌伐雀宿栄	
　　刷良 保存良 シミ トリミング 
　　 江戸期   25,000 円

224 暁斎　貼交絵（狐にばかされ）	
　　刷良 保存良 裏打 虫穴 
　　元治元年（1864） 　
　　　　　　　　　　20,000 円
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225 鯰絵 地震刷物　4 枚 刷良 保存良 裏打 傷ミ 汚レ 一部シワ 江戸期 	 　　　　　　320,000 円

228 清親　扇面 富士	
　　刷良 保存良 虫穴 少汚レ 日本弁護士
　　大会記念 13 × 39cm 　　　10,000 円

231 豊国初代　虎図（仮題）	
　　竪 2枚続 刷良 保存良 
　　ヤケ 少虫穴 裏面貼付剥
　　がし跡・鉛筆少書込 
　　文化・天保期　　
　　（1815-1842）135,000 円

226 作者不詳　恵比寿・大黒の図（仮題）	
　　刷良 保存良 一部少虫穴・傷ミ補修 
　　汚レシミ 文化・天保期（1815-1842） 
　　　　　　　　　　　　　　10,000 円

230 広重初代 
　　国尽張交図会（山陰道）	
　　刷良 保存良 少シミ 
　　少虫穴 ※石見／出雲／
　　伯耆美徳山／隠岐焚火
　　之社 嘉永 5年（1852） 
　　　　　　　　18,000 円

229 重宣　有卦絵 五月八日土
    水性うけニ入 
　　刷良 保存良 トリミング 
　　上部切レ補修 中折レ 裏面
　　一部紙貼付 安政 5年
　　（1858） 　18,000 円

227 清親　救急薬	
　　刷良 保存良 少虫穴 
　　折レ 明治期 
　　　　　　　10,000 円
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236 栄里　婦美の清書	
　　刷並 保存並 中折レ シミ 
　　汚レ 少虫穴 享和元年
　　（1801） 　80,000 円

237 栄里　婦美の清書	
　　刷良 保存並 中折レ 傷ミ 
　　汚レ 享和元年（1801） 
　　　　　　　　　　　90,000 円

238 栄里　婦美の清書	
　　刷良 保存並 中折レ 傷ミ 
　　汚レ 享和元年（1801）
　　　　　　　　　　　90,000 円

239 北斎　絵本つひの雛形より	
　　刷良 保存並 中折レ 汚レ
    文化 9年（1812）　 50,000 円

241 芳藤　新はん猫の温泉（仮題）	
　　7 枚 刷良 保存良 裏面少シミ ※おもちゃ
　　 絵で作った封筒 5×3.4cm（各封筒サイズ） 
     明治期                    10,000 円

240 梅堂国政（国政四代）　千歳座新狂言替利絵	
　　刷良 保存良 中折レ マージン欠ケ補修 赤少滲ミ 少汚レ 
　　※仕掛け絵（芝居 6場面） 明治期 　　　　　　45,000 円

234 作者不詳　作品	
　　刷良 保存並 折レ シミ 傷ミ 
　　江戸期 　　　35,000 円

232 湖龍斎　色道取組十二番	
　　刷良 保存良 裏打 中折レ 端部薄ミ 
　　安永 6年頃（C1777） 　150,000 円

235 歌麿　作品	 　
　　刷良 保存並 中折レ 傷ミ 
　　汚レ 寛政頃 　　　50,000 円

233 春潮　男女色交合之糸	
　　刷良 保存並 裏打 少虫穴 傷ミ 
　　寛政 2年頃（C1790）　　　　50,000 円
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246 清親　三十二相雙六（双六）	
　　刷良 保存良 庭花堂版 袋（一部切レ） 
　　78.5 × 49.5（紙寸） 明治 29 年（1896） 
　　　　　　　　　　　　　　　　95,000 円

245 作者不詳　ニコニコ双六	
　　マージン下部破レ 端部少補修 ニコニコ第 12 号新年号附録
 　  ※ビリケンの図 39 × 5935 明治 44 年（1911）  15,000 円

243 作者不詳　志んせん工夫雙六（双六）	
　　刷良 保存良 少シミ 折り目部分少切レ 端部少傷ミ 
　　※安政 4年に国郷が同名の双六を制作。東京名所の
　　図柄は違うが、上がりは花火で同じ。 53 × 49.5cm 
　　安政 -明治期 　　　　　　　　　　　 60,000 円

244 芳藤　将棋寿語陸	
　　刷良 保存良 少傷ミ 少切レ 折レ シワ 少汚レ 
　　 書込？ 極少虫穴 ※川中嶋合戦擬 安政 6年
   （1859）                 65,000 円

242 河野通種　掌中洋事便蒙　第一号	
　　刷良 保存良 折レ 少シミ 少汚レ ※地球全図、軍艦表、
　　盤針略説、諸洲群国標識他 52 × 99cm（紙寸） 
　　文久元年（1861） 　　　　　　　　　　　50,000 円
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300 詩と版画 第 9輯　
　　木版 3 枚 逸見享：橋畔／河合卯之助：柘榴／平塚運一：風景 詩と版画社 大正 14 年（1925） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000 円

301 詩と版画 第 10 輯 
　　木版 2 枚 川上澄生：アラスカ風景／藤森静雄：静物 詩と版画社 大正 14 年（1925） 　　40,000 円

302 詩と版画 第 11 輯 
　　木版 1 枚 恩地孝四郎：人体 -少女／田中恭吉：病める夕（月映掲載同作品・機械刷）／香山小鳥：
　　習作（機械刷） 詩と版画社 大正 14 年（1925） 　　　　　　　　　　　　　　　　　120,000 円

303 第一回小学生創作版画集 
　　木版 全 10 枚 各作品の台紙裏に山本鼎の寸評 創作版画倶楽部チラシ 27 × 19.6cm 創作版画倶楽部
    昭和 5年（1930） 　　　                                                       　　85,000 円

版画雑誌他
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304 創作版画雑誌 新版画 第 4号 都市田園診断号 
    木版 全 19 枚 柴秀夫：飛躍する南部（第十回オリンピック大会）／大久保一：奉天忠霊塔にて愛国号を迎  
     へる／小野忠重：1923 年 9 月 1 日／武藤六郎：都市礼讃（東京駅）／水船六洲：聖母病院（落合風景）／
　　藤牧義夫：御徒町駅の付近で 東京夜曲 A／竹村温次郎：新宿街 東京夜曲 B／武藤六郎：銀座に雨が降る C
　　／吉田正三：千住大橋夜景 東京夜曲 D／吉田正道：日比谷公園音楽堂／柴秀夫：帝大構内／江端芳市：海
　　浜・愛知県・新舞子／武藤完一：耶馬溪青洞門／蓬田兵ェ門：荒川風景／新田襄（5）：とりとめもない風景（吹
　　屋の街）／樹間の海／勝浦港外風景／勝浦港内風景／那智村風景 表・裏表紙欠 新版画集団
　　昭和 7年 32） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450,000 円

　　　　　　版画雑誌
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306 版画雑誌「ゆうかり」切抜貼込み帖 
    木版 38 枚 武藤完一／中川雄太郎／山田繁／中村岳／
     小林朝治／生野眞直／杉山正義／小川龍彦／料治朝鳴／  
     栗山茂／村上綾子／川上澄生／栗山彌生／旭正秀／中村 
     欽／佐藤米次郎 一部シミ・少虫穴
     昭和 7-8 年（1932-33）               80,000 円

305 創作版画雑誌 新版画 第 12 号 小品展記念号 
　　木版 全 12 枚 武藤完一：豊後日田町（木口木版）／小野忠重：裸婦／菊池善二郎：子供／鈴木健夫：
　　或る舞台／柴秀夫：手について／水船六洲：鍵を持つ男／堀一恵：ポンポン蒸気／荒井東留：ぼ
　　たん／常察英雄：モデル／谷口薫美：三番叟／清水正博：明るい晩／藤牧義夫：つき 表・裏表紙
　　欠 新版画集団 昭和 9年（1934） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 280,000 円

版画雑誌
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