
307 第 1回版交の会作品集	
				木版・銅版 全 50 枚＋ 7枚 長谷川勝三郎／鈴木春三郎／松下千春／藤本東一郎／加藤悌／大島修／山口進／
    清水正博／藤牧義夫／小川沙久／島尻是空／福與英夫／前川千帆／料治朝鳴／恩地孝四郎／遠山陽子／木俣武／
    初山滋／武井武雄（2）／堀尾京一郎／西川藤太郎／岸田幸雄／江南兼吉／深澤省三（傷ミ）／芥川諦一／川上
　　澄生／小林松夫／関野凖一郎／川崎正人／中川雄太郎／小林朝治／熊谷元一／井原勇／濱島静波／渡邊謙吉／
　　江黒亮一／土矢堅證／稲垣稔次郎／細川刺靑洞／前田藤四郎／中田一男／浪花贅六庵／島田要／關山金市／西澤
　　哲村／木村義男／梅原與惣次／武藤完一／武田由平／山本磯一 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵 一部献呈署名
　　入 オリジナルアルバム（傷ミ） ※藤牧義夫は第 1回のみ参加 昭和 10 年（1935） 　　　　　　　250,000 円
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308 第 2回版交の会作品集	
				木版・銅版 全 50 枚の内武田由平欠＋ 8枚 長谷川勝三郎／松下千春／清宮彬／谷中安規／加藤悌／ 
　　水船六洲／山口進／清水正博／小川沙久／大内靑圃／福與英夫／前川千帆／初山滋／料治朝鳴／
　　劉崙／棟方志功／恩地孝四郎／木俣武／武井武雄／藤本東一良／松下義雄／西川藤太郎／江南史朗
　　／佐藤今朝治／深澤省三／川上澄生／関野凖一郎／佐藤米次郎／和泉勇／川崎正人／小林朝治／
　　宮芳平／熊谷元一／熊谷元一／守洞春／小川龍彦／鈴木登三／月岡忍光／奥田輝一郎／細川刺靑洞
　　／稲垣稔次郎／中村清／中田一男／島田要／板祐生／木村義男／梅原與惣次／武藤完一／山本磯一
　　／李樺 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵 一部献呈署名入 オリジナルアルバム（擦レ）　
　 昭和 11 年（1936）                                                      120,000 円

309 第 3回榛の会作品集	
　　木版・銅版 全 50 枚の内梅原與惣次欠＋ 8枚 清宮彬／南屋音彦／根本霞外／加藤悌／水船六洲／松下義雄
    ／山口進／清水正博／河邊篤／福與英夫／幸内純一／松下千春／前川千帆／林唯一／初山滋／料治朝鳴／
　　平塚運一／恩地孝四郎／山内金三郎／武井武雄／門岡澄子／藤本東一良／江南史朗／佐藤今朝治／深澤省三
　　／上野碌郎／松田義之／川上澄生／舞田文雄／高橋忠彌／関野凖一郎／佐藤米次郎／和泉勇／鈴木登三／
　　林明善／月岡忍光／大岩忠一／守洞春／小林朝治／熊谷元一／稲垣稔次郎／中村清／島田要／木村義男／
　　板祐生／木村義男／武藤完一／山本磯一 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵 一部献呈署名入 
    オリジナルアルバム 昭和 12 年（1937）               　　　　　　　　　　　　　       150,000 円
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310 第 5回榛の会作品集	
　　木版・銅版 全 50 枚＋ 8枚 清宮彬／根本霞外／水船六洲／清水正博／杉原正巳／山口進／河邊篤／福與英夫／　
　　幸内純一／松下千春／高橋忠彌／畦地梅太郎／料治朝鳴／平塚運一／異人館四郎／逸見享／前川千帆／恩地
　　孝四郎／山内金三郎／小栗慶太郎／武井武雄／橋本興家／山本日出臣／鈴木榮二郎／藤本東一良／西川藤太郎／
　　初山滋／江南史朗／佐藤今朝治／川上澄生／舞田文雄／関野凖一郎／和泉勇／中川雄太郎／鈴木登三／月岡忍光
　　／佃政道／岩田覺太郎／大岩忠一／守洞春／熊谷元一／稲垣稔次郎／島田要／木村義男／板祐生／石原壽市／　
　　梅原與惣次／木村義男／武藤完一／武田由平／山本磯一 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵 一部献呈署名入 
　　オリジナルアルバム 昭和 14 年（1939） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000 円

311 第 7回榛の会作品集	
　　木版・銅版 全 50 枚＋ 6枚 清宮彬／根本霞外／加藤悌／村上馨／清水正博／山口進／北里文太郎／河邊篤／
　　福與英夫／水船六洲／幸内純一／料治朝鳴／松下千春／異人館四郎／前川千帆／恩地孝四郎／関野凖一郎／武井
　　武雄／山内金三郎／小栗慶太郎／武井武雄／藤本東一良／橋本興家／渡邊光三／初山滋／西川藤太郎／江南史朗
　　／川上澄生／鈴木登三／佃政道／岩田覺太郎／大岩忠一／守洞春／高桑了英／月岡忍光／熊谷元一／稲垣稔次郎
　　／細川佐一郎／高羽敏／島田要／山内金三郎／藤本義男／梅原與惣次／山中徳次／木村義男／板祐生／藤森静雄
　　／武藤完一／山本磯一／佐藤米太郎／佐藤米次郎／清水完治／岡田清一 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵
    一部献呈署名入 オリジナルアルバム 昭和 16 年（1941） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000 円
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312 第 8回榛の会作品集	
　　木版・銅版 全 50 枚＋ 3枚 池上もと／清宮彬／根本霞外／加藤悌／村上馨／清水正博／山口進／北里文太郎　
　　／河邊篤／松下千春／福與英夫／水船六洲／幸内純一／料治朝鳴／前川千帆／関野凖一郎／山口進／恩地
　　孝四郎／武井武雄／藤本東一良／熊谷元一／橋本興家／渡邊光亭／初山滋／西川藤太郎／江南史朗／馬淵聖／
　　芝芳子／川上澄生／鈴木登三／佃政道／岩田覺太郎／大岩忠一／守洞春／高桑了英／月岡忍光／稲垣稔次郎／
　　細川佐一郎／高羽敏／梅原與惣次／山内金三郎／藤本義男／山中徳次／木村義男／板祐生／武藤完一／山本
　　磯一／佐藤米太郎／佐藤米次郎／岡田清一 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵 一部献呈署名入
    オリジナルアルバム（陶板嵌込） 昭和 17 年（1942）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000 円

313 第 9回榛の会作品集	
　　木版・銅版 全 50 枚＋ 2枚 池上もと／清宮彬／根本霞外／加藤悌／清水正博／山口進／河邊篤／松下千春／
　　福與英夫／水船六洲／幸内純一／料治朝鳴／平塚運一／前川千帆／関野凖一郎／山中徳次／山口源／恩地孝四郎
　　／木俣武／武井武雄／熊谷元一／橋本興家／渡邊光亭／初山滋／西川藤太郎／内藤政勝／江南史朗／馬淵録太郎
　　／川上澄生／鈴木登三／佃政道／岩田覺太郎／大岩忠一／守洞春／高桑了英／百瀬渥／月岡忍光／稲垣稔次郎／
　　細川佐一郎／高羽敏／梅原與惣次／山内金三郎／藤本義男／山中徳次／木村義男／板祐生／武藤完一／山本磯一
　　／佐藤米次郎／岡田清一 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵 一部献呈署名入 オリジナルアルバム
    昭和 18 年（1943） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000 円　
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314 第 10 回榛の会作品集	
　　木版・銅版・孔版 全 50 枚＋ 2枚 若山八十氏／池上もと／清宮彬／根本霞外／清水正博／山口進／福島つね子　
　　／河邊篤／松下千春／福與英夫／水船六洲／幸内純一／料治熊太／前川千帆／守洞春／関野凖一郎／山中徳次／
　　山口源／恩地孝四郎／武井武雄／藤本東一良／熊谷元一／橋本興家／初山滋／西川藤太郎／内藤政勝／江南史朗
　　／上野碌郎／下澤木鉢郎／馬淵録太郎／川上澄生／鈴木登三／佃政道／岩田覺太郎／大岩忠一／高桑了英／
　　百瀬渥／月岡忍光／稲垣稔次郎／細川佐一郎／高羽敏／梅原與惣次／山内金三郎／木村義男／板祐生／武藤完一
　　／山本磯一／佐藤米太郎／さとうよねじろう／岡田清一 限 50 名簿 2枚 梅原與惣次旧蔵 一部献呈署名入 
　　オリジナルアルバム 昭和 19 年（1944） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,000 円

315 第 20 回榛の会作品集	
　　木版・銅版・孔版 全 48 枚の内小池眞二欠 若山八十氏／齊藤無沙史／本多義昌／清宮彬／河原侃二／関野凖一郎
　　／恩地孝四郎／前川千帆／橋本興家／宮尾しげを／西川藤太郎／内藤政勝／武井武雄／初山滋／塚本哲／幸内純一
　　／馬淵録太郎／松田義之／川上澄生／岡田清一 /さとうよねじろう／栗山茂／山口源／鈴木登三／佃政道（2）／
　　加藤滝川／岩田覺太郎／大岩忠以知／河本嘉男／守洞春／高桑了英／武井吉太郎／小口尅美／小口作太郎／月岡
　　忍光／熊谷元一／稲垣稔次郎／河辺篤／細川佐一郎／山内金三郎／木村義男／板祐生／中尾義隆／岩尾信夫／武藤
　　完一／武田由平 限定版 名簿コピー 中尾義隆旧蔵 一部献呈署名入 昭和 29 年（1954） 　　　　100,000 円
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317 旭正秀　マリヤ	
　　木版 少シワ 1 ヶ所シミ 
　　36 × 22cm 昭和 3年頃　
　　（C1928） 25,000 円

318 旭正秀　作品	
　　木版 サイン 26.2 × 18cm 
　　 昭和初期頃 25,000 円

321 旭正秀　作品	
　　木版 印譜 16 × 24cm 昭和初期 
　　　　　　　　　　　　20,000 円

320 旭正秀　コロッセオ	
　　木版 印譜 16 × 24cm 昭和初期
 　　　　　　　 15,000 円

319 安藤幹衛　りゃくだつ	
　　石版 限 50 サイン 版画集「原作版画」　
　　タトウ付 35.7 × 51.5cm
    昭和 32 年（1957）　　　　　　3,000 円

322 池田修三　
　　かすみ草	BABIES	BREATH	
　　木版 限 100 サイン 42 × 31cm
     昭和 41 年（1966）    35,000 円

316 六潮会　東坡居士賞心十六餘事抄
　　かすみ版（合羽版） 全6枚＋添え文2枚 福田平八郎 
　　「柳蔭堤畔間行」／木村荘八 「午倦一方藤枕」／
　　 中村岳陵 「飛来佳禽自語」／牧野虎雄 「清罫浅水  
     行舟」／中川紀元 「客至汲泉煎茶」／山口蓬春   
   「気得名花盛開」 鈴木金平彫刷 帙 36.5×49.7cm 
   （紙寸） 昭和15年（1940）            80,000円
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323 畦地梅太郎	 版画集	山湖より	大野原小松池	
							木版 限 100 自摺 共タトウ 裏面に「頒布作 畦地 
    梅太郎」の文字印 シミ 26 × 36cm 山と渓谷社 
    昭和 24 年（1949）                100,000 円

324 畦地梅太郎	 版画集	山湖より	渋峠の小沼	 							
　　木版 限 100 自摺 共タトウ 裏面に「頒布作 畦地
　　梅太郎」の文字印 シミ 25 × 36cm 山と渓谷社 
　　昭和 24 年（1949） 　　　　　　　　100,000 円

325 畦地梅太郎	 版画集	富士五題より	春の富士	
　　木版 限 100 自摺 共タトウ 裏面に「春の　
　　富士 頒布作 畦地梅太郎」の文字印 
　　少シワ 24 × 33cm 昭和 26 年（1951） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　100,000 円

326 畦地梅太郎	 版画集	富士五題より	夏の富士	
　　木版 限 100 自摺 共タトウ 裏面に「夏の
　　富士 頒布作 畦地梅太郎」の文字印 自摺 
　　24 × 33cm 昭和 26 年（1951） 100,000 円

327 畦地梅太郎	 版画集	富士五題より	秋の富士	
　　木版 限 100 自摺 共タトウ マージン左に
　　「秋の富士 頒布作 畦地梅太郎」の文字印 
　　自摺 24 × 33cm 昭和 26 年（1951） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　100,000 円

329 畦地梅太郎	 ザイル	
							木版 限 100 サイン  
    自摺 34.5 × 21.7cm   
    昭和 32 年（1957） 
              60,000 円

328 畦地梅太郎	 赤い帽子	
　　木版 限 60 サイン 自摺 　　  
マージンシワ 少ヤケ 
    36.5 × 27.5cm
    昭和 40 年 (1965） 50,000 円
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330 池田満寿夫	 動物	
							銅版 サイン マージンヤケ ※レゾネ№ 52 15.5 × 22.2cm
    昭和 32 年（1957）                                  75,000 円

336 池田満寿夫　
　　顔の中の女（8）	
　　銅版 限 30 雁皮紙 サイン 
　　 40.5 × 30cm 昭和 55 年
   （1980） 25,000 円

331 池田満寿夫	 黄桃	
							銅版 限 30 雁皮紙 サイン  
     36 × 29.5cm
     昭和 55 年（1980） 30,000 円

332 池田満寿夫	 三人	 												
							銅版 限 30 雁皮紙 サイン 
    40.5 × 30cm 昭和 55 年 
   （1980） 30,000 円

333 池田満寿夫	 姫	
　　銅版 限 30 雁皮紙 
　　サイン 36 × 29.5cm 
　　昭和 55 年（1980） 
　　　　　　　30,000 円

337 池田満寿夫	
				鏡の中の女（4）	 					
							銅版 限 30 雁皮紙 サイン  
     40.5 × 30cm 昭和 55 年
   （1980） 25,000 円

334 池田満寿夫　昼と夜の間
　　銅版 限 80 雁皮紙 
　　サイン 36.5 × 29.8cm 
　　昭和 56 年（1981） 
　　　　　　　30,000 円

335 池田満寿夫　陽光のように	
　　銅版 限 80 雁皮紙 
　　 サイン 36.5 × 29.8cm  
     昭和 56 年（1981）  
                30,000 円

339 石崎重利　伊豫耒島瀬戸	
　　木版 20.5 × 29cm
    昭和 12 年（1937）　　20,000 円

338 伊藤孝之　木曽御嶽	
　　木版 渡辺版 18.3 × 25.5cm 昭和 7年
　　（1932） 　　　　　　　　50,000 円

340 伊藤晴雨　
　　自筆色紙	けしの花	
　　紙本 彩色 裏にタトウの
　　 自筆題箋貼付 薄いシミ 
　　 27 × 24cm 30,000円
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342 伊東深水　自筆画稿	長田秀雄原作「明けがた」	
　　紙 ペン 墨 31 枚 各サイン ※時事新報に大正 8年 3月 14 日 - 6 月 11 日に連載された
　　小説の挿絵 13 × 7cm -15 × 15cm 大正 8年（1919） 　　　　　　　　150,000 円

341 伊東深水　明石の曙	
　　木版 渡辺版 裏面 4ヶ所に糊跡 レゾネ№ 2 ※関東大震災により版木は焼失 
　　24.6 × 36cm 大正 5年（1946） 　　　　　　　　　　　　　　300,000 円
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343 伊東深水　伊豆八景之内	宇久津の夕照	
　　木版 渡辺版 サイン 24.5 × 36.8cm
    昭和 13 年（1938） 　　　　　65,000 円

344 伊東深水　伊豆八景之内	白浜の残照	
　　木版 渡辺版 サイン 24.8 × 36.8cm 
    昭和 13 年（1938） 　　　　60,000 円

345 伊東深水　伊豆八景之内	早春の吉田	
　　木版 渡辺版 サイン 24.5 × 36.7cm
    昭和 13 年（1938） 　　　　 50,000 円

346 伊東深水　伊豆八景之内	朝の白浜	
　　木版 渡辺版 サイン 24.5 × 36.7cm
    昭和 13 年（1938） 　　　　　60,000 円

347 伊東深水　伊豆八景之内	午後の白浜	
　　木版 渡辺版 サイン 24.8 × 37cm
    昭和 14 年（1939） 　　　　60,000 円

348 伊東深水　伊豆八景之内	田子の夜雨	
　　木版 渡辺版 サイン 24.6 × 36.7cm
    昭和 14 年（1939） 　　　　80,000 円

349 伊東深水　伊豆八景之内	炭焼く日野	
　　木版 渡辺版 サイン 24.8 × 37cm
    昭和 14 年（1939） 　　　　50,000 円

350 稲垣知雄　上野三景（C）	
　　木版 サイン ※犬の図 20.5 × 28cm 
　　昭和 3年（1928） 　　20,000 円
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