
351 ささめ雪	  
    加藤版 27.5 × 37.5cm 
    昭和 50 年（1975） 
                    35,000 円

352 涼	
    渡辺版 39.5 × 27.8cm  
     昭和 50 年（1975） 
             25,000 円

353 午後	
    加藤版 39 × 27.5cm 
     昭和 50 年（1975） 
            25,000 円

354 夏の姿	
    渡辺版 39.5 × 28cm    
     昭和 50 年（1975） 
            25,000 円

355 しら梅	
    渡辺版 39 × 28cm 
     昭和 51 年（1976） 
            20,000 円

356 春浅く	
　　アダチ版 42 × 30cm
　　（紙寸） 昭和 51 年　
　　（1976）　　15,000 円

357 昼さがり	
 　 アダチ版 39.3× 27.5cm 
     昭和 51 年（1976） 
              25,000 円

358 星の流れ	
    加藤版 39 × 27.5cm 
     昭和 51 年（1976） 
             15,000 円

359 湯上り	
    加藤版 マージンシミ
     39 × 27.5cm 昭和 51 年
   （1976）    20,000 円

360 稽古がえり	
     渡辺版 39.5 × 28cm 
     昭和 51 年（1976） 
            25,000 円

岩田専太郎 木版 限 480

361 宇治山哲平 冬日	
							木版 裏書（題字・年記・献呈署名） 右上角
    少切レ 23 × 30.3cm 昭和 8年（1933）     
                                    18,000 円

362 大橋月皎　自筆画稿 久米正雄原作「冷火」	
　　紙 ペン 墨 84枚 一部経年の汚レ ※時事新報に大正 13　　
　   年 1 月 1 日 -6 月 3 日に連載された探偵小説の挿絵 10.5 × 
     10.5cm-21.5 × 21.5cm 大正 13 年（1924） 50,000 円
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364 梅原龍三郎 裸婦結髪図	
　　木版 限 150 の内 1番 
　　加藤版 22 × 19cm
    昭和 2年（1927）　45,000 円

363 梅原龍三郎 花を持つ裸婦	
			　木版 テープ跡 34 × 24.2cm 
　　　　　　　　　　80,000 円

369 岡鹿之助　巣（上置）	
　　木版 限 150 加藤版 岡鹿之助版画
　　 集第二輯より 26.5×30cm（紙寸） 
     昭和 48 年（1973）   10,000 円

367 岡鹿之助　赤い城	
　　木版 限 150 加藤版 サイン 
　　岡鹿之助版画集第二輯より 
　　31 × 41cm 昭和 48 年（1973） 　
　　　　　　　　　　　　　50,000 円

366 岡鹿之助　三色すみれ	
　　木版 限 150 加藤版 サイン
　　岡鹿之助版画集第二輯より
　　34.5 × 26.5cm
    昭和 48 年（1973） 65,000 円

368 岡鹿之助　水辺の城	
　　木版 限 150 加藤版 サイン 
　　岡鹿之助版画集第二輯より 
　　31 × 40.5cm 昭和 48 年（1973） 
　　　　　　　　　　　　　50,000 円

370 岡鹿之助　村の発電所	
　　木版 限 150 加藤版 サイン 　
　　岡鹿之助版画集第二輯より 
　　1ヶ所点シミ 34 × 40.6cm 
　　昭和 48 年（1973）　50,000 円

371 岡鹿之助　残雪の牧場	
　　木版 限 150 加藤版 サイン 
　　岡鹿之助版画集第二輯より 
　　32 × 40cm 昭和 48 年（1973） 
　　　　　　　　　　　40,000 円

365 奥山儀八郎 
　　ヴァンゴッホ作 タンギー像	 　　		
							木版 サイン 共シール
    47.3 × 37cm 昭和 28 年（1953） 
　　　　　　　　　　  45,000 円
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375 大野麦風　マゴヒ	
　　木版 サイン 別冊解説 共タトウ 端部薄いヤケ 
　　 27 × 39.3cm 昭和 13 年（1938）  30,000 円

372 織田一磨　東京風景 目白坂下	
　　石版 限 50 サイン マージン
　　シミ 45.5 × 24.5cm
    大正 5年（1916） 50,000 円

373 織田一磨　東京風景 目白坂下	
　　石版 限 50 サイン マージン少点シミ 
　　33.5 × 39cm 大正 6年（1916） 
　　　　　　　　　　　　　　　65,000 円

377 織田一磨　
　　出雲風景の内 松江風景	
　　石版 限 30（記載無） 
　　サイン 25 × 18.3cm 
　　大正 14 年（1925） 　
　　　　　　　　　58,000 円

374 織田一磨　
　　松江情趣（3） お船屋河岸	
　　石版 限 20（記載無） サイン 
　　 マージン少シミ 11.5 × 19cm 
     大正 14 年（1925） 45,000 円

379 小野忠重　ウィーンの公園	
　　木版 限 30 サイン 共シール 35.5 × 45cm 
　　昭和 40 年（1965） 　　　　　　　　　95,000 円

376 小原古邨　6羽のがちょう	
　　木版 渡辺版 36 × 24cm 
　　昭和元年（1926） 　
　　　　　　　　180,000 円

378 大田耕士　版画集 戯劇	
　　木版（機械刷） 全 16 図 限 50 
　　早川滋郎：版画集”戯劇”のため
　　の序詩 表紙端部シミ 27 × 20cm 
　　昭和 22 年（1947） 　40,000 円
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380 恩地孝四郎 詩と版画連作集 海の童話	
　　木版 全 6図 毛筆識語献呈署名入 端部冠水シミ 奥付に古書店のラベル貼付
     28.5 × 21.5cm 版画荘 昭和 9年（1934）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180,000 円

381 恩地孝四郎 清岳高邁	
　　木版 一部台紙に貼付 16.5 × 23cm 
　　 昭和 18 年（1943）    50,000 円

382 柿原俊男　
　　新日本百景 横浜港（神奈川県）
　　木版 限 150 作品解説付 
　　22.5 × 30cm 日本版画協会 
　　昭和 14 年（1939） 20,000 円

385 金守世士夫小版画集 
    木版 2 冊 各 10 枚 布装 見返シ小虫穴 帙（1点爪
    欠） ※枠：八ツ手福光麻布・本藍染手織木綿／ 
    表紙：福野手縞木綿・印度更紗木綿／用紙：越中
    八尾和紙 6 × 6cm（紙寸）         25,000 円

384 金守世士夫 空蝶の湖山（B）	 　
　　木版 限 16 サイン マージンシワ 
　　裏面テープ跡 61 × 45.5cm    
                     　  35,000 円

383 鏑木清方　明治期木版口絵
　　木版 小杉天外著「魔風　
　　恋風（中）」より 
　　29.6 × 22cm（紙寸） 
　　明治 36 年（1903） 　　
　　　　　　　　　 10,000 円
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386 川上澄生　木版画集 御朱印船	
　　手彩 限 140 毛筆署名入 折帖仕立 アオイ書房宣伝チラシ 国画会
　　 出品作品 細かい点シミ 16.5 × 24cm アオイ書房 
     昭和 17 年（1942）                      25,000 円

388 川上澄生　木版画集 横濱どんたく	
　　限 200 毛筆署名入 カバー（木版） 和装本 頁に折レ跡 シミ 13 × 18cm 日本愛書会 昭和 22 年（1947）　35,000 円

389 川上澄生　木版画集 あだんとえわ（Adam and Eve）	
　　手彩 限 50 自摺 カバー 20.1 × 15cm 昭和 23 年（1948）　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　50,000 円

390 川上澄生　蔵書票作品集	
　　木版 手彩 全 17 枚 限 30 の内特番（非売） 
　　布装 表紙に陶板貼付 靑園荘装本 22 × 16cm 
　　昭和 25 年（1950） 　　　　　　30,000 円

387 川上澄生　木版絵葉書	
　　手彩 5 枚 梅の花／椿の花／桐の花とグラス
　　（小シミ）／あやめ／雛の図（小シミ） 
　　未使用 年代不詳 　　　　　　8,000 円

391 川上澄生　小品版画コレクション	
　　木版 29 枚＋カバー 　　　　　　　　150,000 円
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396 川崎巨泉　おもちゃ十二支	
　　木版 全 12 図 折帖仕立 袋（経年汚レ） 28.5 × 43.3cm（見開きサイズ）
　　だるまや書店 大正 7年（1918）　　　　　　　　　　　　　　　　35,000 円

397 川崎巨泉　おもちゃ十二月	
　　木版 全 12 図＋解説 折帖仕立 天金 帙 28 × 41.8cm（見開きサイズ） 
　　だるまや書店 大正 15 年（1926） 　　　　　　　　　　　40,000 円

392 川瀬巴水　月の松島	
　　木版 渡辺版 小判 17 × 23.3cm
　　大正 8年（1919） 　　　　　　180,000 円

393 川瀬巴水　仙台山の寺	 　
　　木版 渡辺版 36 × 24cm
　　昭和 8年（1933） 180,000 円

394 川瀬巴水　みののくに谷汲寺	
　　木版 渡辺版 36.5 × 24.2cm 
　　 昭和 22 年（1947）　80,000 円

395 川瀬巴水　平等院の夕	
　　木版 渡辺版 マージンピンホール 　
　　24.5 × 36.5cm 昭和 25 年（1950） 
　　　　　　　　　　　　　　 75,000 円
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398 川西英　曲馬	
　　木版 毛筆署名 作家旧蔵 11.1 × 21cm
    昭和 3年（1928）　　　　　　　　　　　　 50,000 円

404 川西英　四葩 冬	
　　木版 作家旧蔵 35.2 × 27.9cm  
     昭和 4年（1929） 80,000 円

399 川西英　四葩 夏	
　　木版 作家旧蔵 35.2 × 27.4cm
     昭和 4年（1929）　　　　95,000 円

400 川西英　四葩 秋	
　　木版 作家旧蔵 35.2 × 27.6cm 
　　昭和 4年（1929） 90,000 円

405 川西英　静物	
　　木版 作家旧蔵 20.5 × 15cm 
　　昭和 5年（1930）　25,000 円

403 川西英　観光	
　　木版 手彩 作家旧蔵 
　　42.5 × 30.5cm（紙寸） 
　　昭和 6年（1931）
　　　　　　　　　60,000 円

401 川西英　単衣婦人	
　　木版 作家旧蔵 25 × 18.3cm 
　　昭和 6年（1931）　50,000 円

402 川西英　ミス・コオベ A	
　　木版 作家旧蔵 22.8 × 19cm 
　　昭和 6年（1931）　35,000 円
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406 川西英　甲子園球場	
　　木版 作家旧蔵 22.3 × 29.7cm 
    昭和 6年（1931） 　　　　　　80,000円

410 川西英　野球すがた	
　　木版 作家旧蔵 24.5 × 16cm 
　　昭和 6年（1931）　25,000 円

408 川西英　彼女達	
　　木版 作家旧蔵 24.3 × 17.7cm 
     昭和 6年（1931） 25,000 円

409 川西英　「三昩」表紙	
　　木版 作家旧蔵 
　　 タイトルが入る前の作品 
　   22.2 × 15.5cm（紙寸）  
     昭和 6年（1931）  
                  10,000 円

407 川西英　神戸東遊園地蹴球	
　　木版 作家旧蔵 20 × 30cm 昭和 7年（1932） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,000 円

413 川西英　西洋人形	
　　木版 作家旧蔵 
　　25.6 × 12cm 
　　昭和 7年（1932） 
　　　　　　25,000 円

411 川西英　立裸婦	
　　木版 自画自刻自摺の印 36 × 26cm 
　　昭和 8年（1933） 　　150,000 円

412 川西英　襟巻裸婦	
　　木版 作家旧蔵
    35.8 × 25.1cm 
　　昭和 8年（1933） 70,000 円
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417 川西英　春の見世物	
　　木版 作家旧蔵 17.5 × 21.5cm 
　　昭和 8年（1933） 20,000 円

415 川西英　駱駝使い	
　　木版 作家旧蔵 18.5 × 30cm（紙寸） 
　　昭和 8年（1933） 　　35,000 円

414 川西英　虎使い	
　　木版 作家旧蔵 16.7 × 25cm 
     昭和 8年（1933）  　　　45,000 円

422 川西英　ギニョール	
　　木版 作家旧蔵 21 × 26.5cm 
　　昭和 9年（1934） 　　25,000 円

416 川西英　暫	 　
　　木版 手彩 作家旧蔵 26.5 × 38.5cm35.1cm
     昭和 9年　（1934） 　　　　　　　　　150,000 円

418 川西英　魔術ダンテ	 　
　　木版 作家旧蔵 15.9× 11.4cm 
　　 昭和 9年（1934）25,000 円

421 川西英 
　　 版画協会カレンダー	
		　	木版 作家旧蔵 
     22.5 × 11.7cm 
     昭和 13 年（1938） 
            8,000 円

420 川西英　クーニャン	
　　木版 作家旧蔵 35.8× 26.4cm 
　　昭和 10 年（1935）　80,000 円

419 川西英　少女	
　　木版 36.5 × 26cm 昭和初期頃 
　　　　　　　　　　120,000 円
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423 川西英　栃ノ木温泉	
　　木版 作家旧蔵 32 × 20.7cm 
　　昭和 15 年（1940）　80,000 円

424 川西英　アマリリス	 　
　　木版 作家旧蔵 婦人朝日
　　表紙 26.3 × 19.5cm 
    昭和 16 年（1941）　 
                  35,000 円

425 川西英　
　　瓢箪（婦人朝日表紙）	
　　木版 作家旧蔵 
　　26.5 × 18.5cm 
　　昭和 16 年（1941） 
　　　　　　　　25,000 円

426 川西英　入営の土人形
　　（日本版画協会カレンダー）	
　　木版 作家旧蔵 26 × 13cm
　　（紙寸） 昭和 17 年（1942） 
　　　　　　　　　 8,000 円

428 川西英　牡丹	 　
　　木版 作家旧蔵 
　　26.5 × 19.6cm 
　　昭和 18 年（1943） 　
　　　　　　　　35,000 円

429 川西英　サボテン	
　　木版 作家旧蔵 
　　24.5 × 16.5cm 
　　昭和 21 年（1946） 
　　　　　　　　20,000 円

430 川西英　菊	
　　木版 サイン 作家旧蔵 24.5 × 33.5cm 
　　昭和 36 年（1961） 　45,000 円

431 川西英　薔薇	 　
　　木版 作家旧蔵 32.8× 22.3cm 
　　 昭和初期   30,000 円

432 川西英　カーネーション
　　木版 作家旧蔵 32 × 22.3cm 
　　 昭和初期  25,000 円

427 川西英　おんな	
　　木版 作家旧蔵 
　　25.5 × 15.5cm 
　　昭和 12 年（1937） 
　　　　　　40,000 円
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