
518 中田一男創作蔵票集 血涙版／第二輯／第四輯（遺作版）
    木版 3 冊 血涙版 :限 50 全 15 枚 恩地孝四郎宛署名入 小冊子「血涙版刊行の言」 ガリ版摺 8頁 
    19 × 14.2cm ／第二輯 :限 50 全 10 枚 恩地宛署名 小冊子「刊行言」 ガリ版摺 6頁 19 × 14.5cm
    ／第四輯（遺作版）:限 100 全 15 枚 恩地宛署名 21.3 × 15.3cm 版画工房 昭和 6・6・7年（1931・
    31・32）                                                                      280,000 円

520 中一弥  自筆色紙
       絹本 彩色 印譜 薄い点
    シミ 27.2 × 24cm
                25,000 円

519 永礼孝二 初秋の白川郷
       木版 36.8 × 45cm
    昭和 43 年（1968）    35,000 円

521 楢崎栄昭  浅草観世音の内堂
       木版 渡辺版 マージンヤケ
    36 × 24.3cm 昭和 7年
                     80,000 円

522 硲伊之助  南仏の田舎娘
       木版 マージンに「硲」の印譜 
    小シミ シワ マージン傷ミ
    36.3 × 27.8cm 昭和 6年（1931） 
                        120,000 円
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な～は (NA ～ HA)



523 橋口五葉  夏衣の女 
       木版 画面左上角の雲母少剥離 43.8 × 27.7cm 大正 9年（1920）   800,000 円
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橋口五葉 (HASHIGUCHI,Goyo)



524 チャールズ・バートレット  カシミール、ダル湖遊覧船
       木版 渡辺版 サイン 26.5 × 38.5cm 大正 5年（1916） 
    ※空の色使いが青のバージョン。他に薄い黄色もある。           300,000 円

525 チャールズ・バートレット  ベナレスの朝（インド）
       木版 渡辺版 裏面 2ヵ所テープ跡 26.2 × 38.3cm 大正 8年（1919）
                                                             180,000 円
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チャールズ・バートレット (Charles Bartlett)



526 萩原英雄  木版画集 三十六富士
       木版 全 36 枚 笛吹川余情／御殿場初冬／篭坂慕情／鯉泳ぐ／二合目快晴／夏草夏雲／河口湖黄昏／みのり
    の時／明と暗と／すそ野秋風／煤煙の彼方に／小春日和／山中湖暁雲／木枯らし来る日／御坂残月／山又山
    ／名残りの花（左角折レ跡）／みぞれ来る／八王子初秋／高速終点近し／お山は小焼／忍野への途／県境錦
    秋／朝霧野焼／伊豆雲煙／花霞／薄晴れ／煙立つ／十里木秋雲／雲遊ぶ／暮れ残る／空燃える／ビルの谷間  
    に／雨後幻想／春日遅々／石和早春 限 100（番号揃） サイン 二重箱
　　※千変万化の富士の四季を色彩豊に描いた版画家・萩原英雄の代表作「三十六富士」。山梨県甲府市出身の
　　作家はその後「拾遺（こぼれ）富士」を制作。その魅力ある連作シリーズは「生涯 富士を彫る ～ 版画家 -
　　萩原英雄～」として、NHK 日曜美術館でも特集される。 40.1 × 53.3cm（紙寸） 昭和 56-61 年（1981-86）           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　850,000 円
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萩原英雄 (HAGIWARA,Hideo)
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萩原英雄 (HAGIWARA,Hideo)



527 萩原英雄 木版画集 拾遺（こぼれ）富士 
       木版 10 枚 晩秋残影／黒雲沸く／淡雪降る
    ／秋立つ沢／雨上がる／雲海の果に／雪も
    よい／暮なずむ／宵月かかる／昏れんとす  
    限 100 サイン 共帙 40 × 53cm（紙寸）
    平成 10 年（1998）            250,000 円

528 平塚運一  慶州瞻星臺
       木版 限 100 共タトウ 28.8 × 35cm
    昭和 15 年（1940）                    65,000 円

529 平塚運一  諫早眼鏡橋
       木版 限 100 共タトウ 29 × 34.5cm
    昭和 15 年（1940）                    80,000 円

530 平塚運一  少女春日
       木版 サイン 極大判
    61.5 × 52cm
    昭和 16 年（1941）60,000 円

531 平塚運一  風雲（知多半島）
       木版 限 100 薄いシミ 共タトウ（シミ）
    32.5 × 37.6cm（紙寸） 昭和 17 年（1942） 35,000 円
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は～ひ (HA ～ HI)



532 平塚運一  飛騨国分寺
       木版 限 100 共タトウ 飛騨国分寺平塚運一蔵瓦の拓刷付
    34.5 × 28.5cm 昭和 17 年（1942）                80,000 円

533 平塚運一  佐渡春日岬
       木版 限 100 マージン少点シミ 共タトウ
    29 × 34.5cm 昭和 17 年（1942）        80,000 円

534 平塚運一  裸婦 泰山金剛経 
       木版 サイン 極大判 マージン下部
     折レシワ 81 × 60cm 
     昭和 25 年（1950）  180,000 円

535 平塚運一  裸婦 バイブルの部屋
       木版 限 30 サイン 極大判 
     78.5 × 58.5cm 昭和 54 年（1979）    
                         150,000 円

536 平塚運一  裸婦芥子園蘭譜
       木版 限 30 の 1 番 サイン 
    極大判 65.8 × 50.5cm 
    昭和 57 年（1982）
                      100,000 円

537 平塚運一  鏡 № 1 彼斯更紗
       木版 限 30 サイン 極大判 
    68.5× 53.5cm 昭和47年（1972）
                       150,000 円
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平塚運一 (HIRATSUKA,Un'ichi)



538 藤懸静也  版画 當麻三種
      木版 全 3枚 徳力富吉郎（版画）
   内田美術版 帙（シミ） 36 × 15cm
   中之坊                   25,000 円

539 フランク・ブラングィン 
    アヴィニョンの壁
       木版 漆原木虫（吉次郎）
    サイン 35.7 × 24cm 
    1926 年       25,000 円

541 桝岡良  蔵書票集（3） 浪漫荘絵本 此葉帖
       木版 私家版 限 40 全 25 枚 木版装 袋付 19.5 × 16.3cm 浪漫荘 昭和 26 年（1951）              15,000 円

542 桝岡良  蔵書票集（4） 浪漫荘絵本 雪国少女
    木版 私家版 限 40 全 25 枚 木版装 袋付 19.5 × 16.4cm 浪漫荘 昭和 26 年（1951）            15,000 円

540 山口進  新日本百景 上高地（長野県）
       木版 限 150 作品解説付
    22.7 × 30.5cm 日本版画協会
    昭和 14 年（1939）     25,000 円

543 山岸主計 名古屋城
      木版 マージン小シミ
    28.5 × 36.5cm 昭和初期
                      20,000 円

544 山岸主計  江の島海岸
       木版 28.5 × 37.7cm 昭和初期 
                      30,000 円

545 山岸主計  七里ヶ浜
       木版 28.5 × 37.8cm 昭和初期   
                      25,000 円
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      ふ～や (FU ～ YA)



546 山岸主計 日蓮 龍口寺
      木版 28.5 × 37.7cm 昭和初期 
                      25,000円

547 山岸主計  岡山 烏城
       木版 28.5 × 36.3cm 昭和初期 
                       25,000 円

548 山岸主計  藤沢山 遊行寺
       木版 28.5 × 37.5cm 昭和初期 
                      20,000 円

549 山本鼎  明星 第 7号
   「漁夫」 木版 余白小シミ 16.3 × 11cm 本の状態は概ね良好 石井柏亭旧蔵  新詩社 明治 37 年（1904）    
　　※日本の近代版画、創作版画の原点となった記念すべき作品。石井柏亭により「刀画」と銘々される。
                                                                                 　　550,000 円
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 や (YA)



550 アンリ・マティス （仏）シャルル・ドルレアン詩集 Poemes de Charles d'Orleans
    リトグラフ 全 54 頁 限 1200 マティス鉛筆サイン（奥付） ムルロ工房（リトグラフ） 箱傷ミ レゾネ№ 28 
    41.5 × 27.3cm テリアード出版（パリ） 1950 年 ※マティス自ら詩を選び、文字の部分も全て手書きでリト
    グラフにしている。                                                                     300,000 円
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マティス (Henri Matisse)


