か～き (KA ～ KI)

433 川西英 馬使い
木版 作家旧蔵 21.5 × 28.1cm
昭和初期
25,000 円

436 川面義雄（根来莱山）
東都十景 不忍池弁天堂
木版 37 × 24cm
大正 11 年（1922）
25,000 円

434 川西英 人形使節
木版 作家旧蔵 33.1 × 24cm
（紙寸） 昭和 24 年（1949）
25,000 円

437 川面義雄（根来莱山）
櫻下椿花
木版 36.5 × 25.2cm
大正 11 年頃（C1922）
15,000 円

439 北澤収治 青木湖畔
木版 サイン マットヤケ 天シミ
6cm 程の切レ修復 30 × 39cm
昭和 17 年（1942）
50,000 円

435 川西英 船燈
木版 作家旧蔵 24.5 ×
16.5cm 昭和 28（1953）
35,000 円

438 川面義雄（根来莱山）地引き網
木版 25 × 37cm 大正 11 年頃（C1922）
15,000 円

440 北澤収治 春近し
木版 サイン シミ シワ
30 × 36.5cm 昭和 17 年（1942）
50,000 円

441 北澤収治 溪谷
木版 シミ 28.3 × 36.5cm
昭和初期
30,000 円
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き～く (KI ～ KU)

442 エリザベス・キース 北京
木版 サイン 25.5 × 38cm 昭和 10 年（1935）

280,000 円

443 エリザベス・キース
出番を待つ
木版 サイン 47.9 × 21.2cm
大正 13 年（1924） 250,000 円

444 久米宏一 自筆画・画稿・版画一括
紙本 彩色・木版 色紙（1） 画稿（1） 版画（17）
色紙：「佐渡のろま人形おはな」 サイン 折レ／画稿：「駅待合室」 彩色 サイン／版画：インドのおもちゃ
限 50 ／花火／むかしの学校 試刷／ペルーの音楽師 限 60 ／小麦色の仲間たち 限 50 ／煙の中の少女 限 30 ／
風小屋（3 図柄）／けむりの唄 № 3 ／北の海 限 50 ／道化の顔 限 50（同図柄 2 枚）／オキナワの市場 № 2 ／
ガジュマルとこども № 9 ／オキナワの少年 № 2 ／どろ人形の唄 限 100 各サイン 一部シミ 傷ミ 裏にテープ跡
※画家 東京生（1915-91）： いわさきちひろ、滝平二郎らと「童画グループ車」を結成。子供向けの挿絵の他、
月刊「宝石」のミステリー小説の挿絵も描いた。 13.5 × 19cm‐31.5 × 41cm
100,000 円
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小泉癸巳男 (KOUZUMI,Kishio)

小泉癸巳男 昭和大東京百図絵 木版 27 × 38cm

445 靖国神社・秋祭
昭和 6 年（1931）
30,000 円

448 深川区・木場の河筋（新版）
昭和 15 年（1940） 45,000 円

446 明治神宮 雪の朝
サイン 昭和 6 年（1931）
65,000 円

447 江戸ばしと其の附近
サイン 昭和 7 年（1932）

70,000 円

449 千住タンク街
小汚レ 昭和 5 年（1930）
30,000 円

450 向島・百花園
上部トリミング
昭和 7 年（1932）

451 芝浦臨港埠頭ハネ上げ橋
右端トリミング
昭和 5 年（1930） 25,000 円

452 桜田門の雪
昭和 9 年（1934） 30,000 円

453 葛飾区・堀切の花菖蒲
サイン 昭和 9 年（1934）
60,000 円

454 板橋区・練馬風景
マットヤケ マージン角欠損
傷ミ シミ 昭和 10 年（1935）
20,000 円

455 国宝・帝国大学赤門
昭和 11 年（1936） 30,000 円

456 神田神社（明神）
極少シミ 1 ヶ所 4cm 程の折レ跡
昭和 12 年（1937）
30,000 円

30,000 円
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小泉癸巳男 (KOUZUMI,Kishio)

小泉癸巳男 昭和大東京百図絵 木版 27 × 38cm

457 戸越銀座（荏原区）
サイン 昭和 15 年（1940）
50,000 円

458 正月の二重橋
昭和 7 年（1932）30,000 円

461 江戸川区・
460 小石川・護国寺境内
薄いマットヤケ 裏面
善養寺ノ星降り松
ヤケ 昭和 12 年（1937）
昭和 10 年（1935）
30,000 円
25,000 円

464 数寄屋橋畔
昭和 10 年（1935）
30,000 円
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465 根津権現の驟雨
昭和 11 年（1936）
30,000 円

459 大森区・洗足池雨情
サイン 昭和 12 年（1937） 65,000 円

462 城東区・砂町風景
昭和 9 年（1934）
30,000 円

463 半蔵門・御堀端の秋色
上部マージン少トリミ
ング 昭和 9 年（1934）
30,000 円

466 杉並区・新緑の
善福寺池畔（風致区）
昭和 11 年（1936）
30,000 円

467 東京市役所
昭和 11 年（1936）
30,000 円

小泉癸巳男 (KOUZUMI,Kishio)

昭和大東京百図絵 木版 27 × 38cm

468 日本ばし区・
浜町公園・春雪
折レ シワ 昭和 15 年（1940）
30,000 円

470 十一面観音像
法隆寺御物銅押出併像
木版 サイン
21.5 × 11.7cm
昭和 18 年（1943）
8,000 円

469 日本ばし区・
浜町公園・春雪
昭和 15 年（1940）
35,000 円

471 国立公園日光風景第一景
472 国立公園日光風景第二景
東照宮前景色（2）
東照宮前景（1）
木版 左角折レ跡 17.7 × 24cm
木版 献呈署名入 台紙に貼付
昭和 11 年（1936） 15,000 円
シミ 18 × 24cm 昭和 11 年（1936）
15,000 円

473 国立公園日光風景第四景 神橋
木版 サイン 18 × 24cm
昭和 11 年頃（C1736）
18,000 円

474 国立公園日光風景第十景
見晴台・雨
木版 全体に薄シミ 18 × 24.3cm
昭和 11 年頃（C1936）12,000 円

476 大阪西横堀川
木版 薄いシミ 22.5 × 30cm
昭和初期
15,000 円

475 国立公園日光風景第十一景
湯の湖
木版 18 × 24cm 昭和 11 年頃
（C1836）
18,000 円

聖峰富岳三十六景の内 木版 サイン 28.2 × 37.5cm

477 山中湖白暮公魚穴釣
昭和 16 年（1941） 40,000 円

478 不二山とスキー
昭和 17 年（1942） 40,000 円

479 不二山北口頂上
昭和 17 年（1942）

35,000 円
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こ～し (KO ～ SHI)

小泉癸巳男 聖峰富岳三十六景の内 木版 サイン 28 × 37cm

481 不二山と農家
昭和 18 年（1943）

480 秋の不二
昭和 18 年（1943） 40,000 円

35,000 円

482 川口湖の不二
昭和 19 年（1944）

45,000 円

志村立美 現代美人風俗五態
限 300 日本版画研究所版 37.5 × 25.2cm 昭和 55 年（1980）

483 夏たけて

487 追羽根

45,000 円

50,000 円

484 丸髷

30,000 円

485 舞ひ始め

488 志村立美 自筆色紙
紙本 彩色 サイン 印譜
2 ヵ所極薄いシミ 27 × 24cm
昭和 39 年（1964） 180,000 円

490 小林朝治 新日本百景
志賀高原夜雪（長野県）
木版 限 150 作品解説付
22.5 × 30cm 日本版画協会
昭和 14 年（1939） 25,000 円

66

40,000 円

486 花吹雪
少薄シミ

30,000 円

489 斎藤清 定光寺 神の山
木版 限 200 サイン
裏面テープ跡 52.5 × 38.5cm
昭和 35 年（1960） 60,000 円

し～せ (SHI ～ SE)

491 芹沢銈介 自筆硝子絵 ペルーみやげ
彩色 サイン 箱に自筆題箋 額裏にタイトル・署名 18.5 × 27.5cm（窓寸）
昭和 51 年（1976）額装
250,000 円

493 ポール・ジャクレ－
闘鶏（左図）
木版 サイン 極薄いマット
ヤケ 39.4 × 30cm
昭和 25 年（1950） 180,000 円

494 ポール・ジャクレ－
闘鶏（右図）
木版 サイン 極薄いマット
ヤケ 39.4 × 30cm
昭和 25 年（1950） 180,000 円

492 芹沢銈介 法然上人
型染 少点シミ 軸装 箱
26 × 16.2cm
60,000 円
495 ポール・ジャクレ－
ゴビ砂漠の星
木版 サイン 薄いマット
ヤケ 裏面端部テープ跡
39.3 × 30cm
昭和 26 年（1951） 150,000 円

496 ポール・ジャクレ－
神戸の美人
木版 限 150 サイン マージン・
裏面ヤケ 39.3 × 30.2cm
昭和 10 年（1935） 120,000 円
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せ～た (SE ～ TA)

関野凖一郎

497 多摩川の富士
昭和 52 年（1977）

30,000 円

500 国領神社千年藤
マージン少シミ
昭和 60 年（1985） 25,000 円

503 布田天神
昭和 61 年（1986） 30,000 円

506 高沢圭一 髪
木版 限 470 サイン
悠々堂出版 47 × 38.5cm
30,000 円
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調布八景 木版 サイン 33 × 45.5cm

498 深大寺山門
昭和 60 年（1985） 30,000 円

499 実篤公園
昭和 60 年（1985）

25,000 円

501 野川公園
昭和 61 年（1986） 25,000 円

502 京王百花苑
昭和 61 年（1986）

30,000 円

504 若宮神社
昭和 61 年（1986）

25,000 円

505 関野凖一郎 四季の花
木版 限 128 サイン マージンに小点シミ
46.5 × 69.5cm 昭和 48 年（1973）
50,000 円

507 高橋弘明 葛飾応為 吉原格子先夜景之図
木版 限 300 孚水画房版 少ヤケ 27 × 39.5cm
昭和 4-7 年（C1929-32）

60,000 円

た (TA)

508 田川憲 長崎
木版 AP 版 25.5 × 34.5cm
昭和 33 年（1958） 10,000 円

509 田川憲 長崎 海の見える風景
木版 マージンシミ マージン
角折レ 28 × 36cm 35,000 円

510 田川憲 鉄橋のある風景（出島橋）
木版 裏に献呈署名箋 少シワ
少マットヤケ 32 × 36.5cm
昭和初期頃
45,000 円

513 竹久夢二
女人伴天連 阿蘭陀の花
木版 婦人グラフより 13 × 17.3cm
大正 13 年（1924）
20,000 円

511 竹久夢二
女人伴天連 麻利耶観音
木版 婦人グラフより
右端部シミ 26.5 × 11.5cm
大正 13 年（1924）
60,000 円

512 竹久夢二 婦人絵暦
十二ヶ月より 春の眼
木版 婦人グラフより
22.8 × 11cm
大正 13 年（1924） 40,000 円
514 竹久夢二 お光の亡霊より
木版 婦人グラフより 12.5 × 20cm
大正 13 年（1924）
35,000 円

515 竹久夢二 婦人絵暦
十二ヶ月より 童話
木版 婦人グラフより
少薄いシミ 23.5 × 10.8cm
大正 13 年（1924） 35,000 円

516 竹久夢二 少女と動物雙六（双六）
マージン端部虫穴 折り目部分所々傷ミ 小学少女第 7 巻
第 1 号新年附録 54.5 × 79cm 研究社
大正 14 年（1925）
150,000 円
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竹久夢二 (TAKEHISA,Yumeji)

517 竹久夢二 自筆画幅 早春
絹本 彩色 サイン 竹久みなみ鑑定書
2 ヵ所薄い点シミ 135 × 35.5cm
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650,000 円

