
31

174174  貞秀　福神宝酒宴貞秀　福神宝酒宴
    3 枚続 刷良 保存良 トリミング ※琵琶・鯛・海老・鏡餅の図    3 枚続 刷良 保存良 トリミング ※琵琶・鯛・海老・鏡餅の図
    弘化 -嘉永期 (1847-1852)                                        弘化 -嘉永期 (1847-1852)                                    65,000 円65,000 円

173173  芳藤  心夢吉凶鏡芳藤  心夢吉凶鏡
        3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※犬・三味線の図 慶応 3年 (1867)                             3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※犬・三味線の図 慶応 3年 (1867)                             250,000 円250,000 円

175175  芳藤　縁の綱成人鏡芳藤　縁の綱成人鏡
    3 枚続 刷良 保存良 トリミング    3 枚続 刷良 保存良 トリミング
    裏打 少虫穴 ※猫の図     裏打 少虫穴 ※猫の図 
    弘化 -嘉永期 (1847-1852)     弘化 -嘉永期 (1847-1852) 25,000 円25,000 円

その他 (Others)
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180180  国利　団団珍聞 第三十一号之内抜粋　達磨引国利　団団珍聞 第三十一号之内抜粋　達磨引
    2 枚続 刷良 保存良 少シミ ※達磨の図    2 枚続 刷良 保存良 少シミ ※達磨の図
    明治 10 年 (1877)                           明治 10 年 (1877)                       65,000 円65,000 円

179179  周延　七福神宝の蔵入周延　七福神宝の蔵入
    3 枚続 刷良 保存良 少シミ 中折レ ※算盤の図    3 枚続 刷良 保存良 少シミ 中折レ ※算盤の図
    明治 13 年 (1880)                                    明治 13 年 (1880)                                28,000 円28,000 円

177177  春暁　上戸下戸見立大合戦春暁　上戸下戸見立大合戦
    3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少傷ミ ※食べ物の図    3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少傷ミ ※食べ物の図
　  明治 25 年 (1892)                                       　  明治 25 年 (1892)                                       45,000 円45,000 円

181181  作者不詳　鎌倉三人なまえい作者不詳　鎌倉三人なまえい
    2 枚続 刷良 保存良 台紙貼付 ※銃剣の図    2 枚続 刷良 保存良 台紙貼付 ※銃剣の図
    明治期                                  明治期                              35,000 円35,000 円

178178  広重三代　素人茶番下げい子広重三代　素人茶番下げい子
    2 枚続 刷良 保存良 傷ミ 台紙貼付     2 枚続 刷良 保存良 傷ミ 台紙貼付 
    ※楽器の図 明治元年 (1868)               ※楽器の図 明治元年 (1868)           
                                                          25,000 円25,000 円

176176  芳瀧　酉ノ八月五日芳瀧　酉ノ八月五日
    木性の人うけニ入    木性の人うけニ入
    刷良 保存良 少虫穴補修     刷良 保存良 少虫穴補修 
    少傷ミ 文久元年 (1861)    少傷ミ 文久元年 (1861)
　　　　　　　　　20,000 円　　　　　　　　　20,000 円

その他 (Others)
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182182  貞広二代　朝日新聞小説挿絵貞広二代　朝日新聞小説挿絵
    113 枚 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 半井桃水「雲の峰」 村上浪六「武士道」 他    113 枚 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 半井桃水「雲の峰」 村上浪六「武士道」 他
    26 × 18（紙寸） 明治期                                                   26 × 18（紙寸） 明治期                                               80,000 円80,000 円

183183  作者不詳　百人一首 揃作者不詳　百人一首 揃
    8 枚 刷良 保存良 少シミ 江戸 -明治期    　　　                                  8 枚 刷良 保存良 少シミ 江戸 -明治期    　　　                              60,000 円60,000 円

その他 (Others)
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301 帝国劇場九月狂言 草画舞台姿　第三集帝国劇場九月狂言 草画舞台姿　第三集
    木版 4 枚 坂本繁二郎：「夢殿」より訥子の松平吉峰（少シミ）／「源平魁躑躅」より高麗蔵の姉輪平次  
    山本鼎：「源平魁躑躅」より長十郎の無官太夫敦盛／「心機一転」より梅幸の幸之助（少汚レ） 共タトウ（汚   
    レ） 26 × 18.5 東京版画倶楽部 明治 44 年 (1911)                                      150,000 円150,000 円

302 新版画　第五号 展覧会開催記念号新版画　第五号 展覧会開催記念号
    木版 藤牧義夫：彼等の集り 竹村温次郎：スワン 柴秀夫：御茶の水駅附近 吉田正三：鐘が淵風景 武藤六郎：
    エキスリブリス A. B. 佐藤米次郎：十和田湖焼山の景 新田穣：月傘 江端芳市：顔のある絵 吉原正道：裸婦
    ／掘鑿機 内田郁雄：無題／ガード／静夜 少ヤケ 少シミ 表紙欠 上田隆一・鈴木健夫・小野忠重・吉原正道 
    の 4 図及び表紙欠 30.4 × 22.5 新版画集団 昭和 7年 (1932)　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000 円200,000 円

版画集・版画雑誌
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303 新版画　第七号 演劇と映画特集号新版画　第七号 演劇と映画特集号
    木版 吉田正三：賀状集より「福寿草」 清水正博：日の出／あやつり芝居「王女の窓下で唱ふ道化師」 
    松下義雄：案内人 内田郁雄：喜劇役者 菊池善二郎：梅幸の老婆茨木 鈴木健夫：楽屋の一隅 藤牧義夫：
    しねま 江端芳市：林間小劇場 佐伯留守男：アトランテイド 大久保一：支那芝居 少ヤケ 少シミ 表紙欠 
    水船六洲・吉原正道・柴秀夫・小野忠重の 4図及び表紙欠 29.3 × 22 新版画集団 昭和 8年 (1933)    　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250,000 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250,000 円

304 日本板画　第四集日本板画　第四集
    木版 限 30 川上澄生：初夏の風 棟方志功：跌座菩薩 笹島喜平：公園 下澤木鉢郎：貝族図 越野義郎： 
    街 奥井友子：松山 金守世士夫：蔵書票弐様 棟方志功木版装 中表紙裏に金守世士夫による自筆毛筆書込 
    23.1 × 18.5 日本板画院 昭和 26 年 (1951)                                      　　　　180,000 円180,000 円

版画雑誌
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305  日本板画　第五集日本板画　第五集
    木版 限 30 棟方志功：吉野書房刊学習帳装幀抜粋 笹島喜平：法界坊 越野義郎：でめきん／顕微鏡（経
    年シミ） 棟方令明：越野義郎博士肖像 金守世士夫：うみのよろこび（ヤケ）／ものがたりかめとさる（ヤ
    ケ） 棟方志功木版装 中表紙裏に金守世士夫自筆サイン 少傷ミ 24 × 18.7 日本板画院 昭和 26 年
    (1951)                                                                           100,000 円100,000 円

306  日本日本板板画　第六集画　第六集
    木版 限 30 棟方志功：日本板画院章 下澤木鉢郎：ざくろ（ヤケ・少経年シミ） 笹島喜平：静日 
    越野義郎：マーカット（経年シミ） 奥井友子：ねこ 棟方令明：氷見の泣蓮華（中央部穴1ヶ所） 上窪清：
    雪むろ 金守世士夫：CHRISTMAS・CARD 棟方志功木版装 表紙少経年シミ 24 × 18.5 日本板画院
    昭和 26 年 (1951)                                                               150,000 円150,000 円

版画雑誌
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308 版画帖　少年院のこどもたち版画帖　少年院のこどもたち
   木版 全 20 枚 棟方末華木版装 表紙 1ヶ所穴 裏表紙
   少擦レ 棟方志功講評（英文） 25.8 × 32 昭和 32 年
   (1957)                                 30,000 円30,000 円

309  不知蔵票抄不知蔵票抄
    木版 私家版 限 40 蔵書票 40 枚 初山滋・武井
    武雄・川上澄生・恩地孝四郎・芹沢銈介・駒井
    哲郎・前川千帆他 14.7×15.8 昭和28年(1953)     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000 円

311  銅版画集　六華仙銅版画集　六華仙
    全 6 枚 斎藤真一 :夕陽／大島哲以 :花禱／
    佐熊桂一郎 :ヴァイオリンを弾く少女／
    田島征三 :東介さんの顔／星野真吾 :陽光
    ／森緑翠 :相良人形 限 100 各番号・サイン・
    額装用マット付 松永伍一頌詩（印刷）
    篠田桃紅題字 38 × 28.2（紙寸） 不忍画廊
    昭和 64 年 (1989)                 50,000 円50,000 円

310  満州図絵満州図絵
    木版 5 枚 小杉放菴：娘々神像（シミ）
    ／牧馬（少シミ）／遼河 中澤弘光：熊
    岳城（シミ）／吉林松花江岸（少シミ） 
    共帙 23 × 28（紙寸）
　　ジャパン・ツーリスト・ビューロー 
　　昭和 9年 (1934)　　　　　　60,000 円60,000 円

307 創作版画賀状集 1930 年版創作版画賀状集 1930 年版
    木版 賀状 20 枚 平塚運一：将棋／海辺の巌 (イ )／海辺の巌 (ロ )
　　／更紗模様／馬来半島之図／レース模様 前川千帆：馬と小犬／鳶凧
　　／少女／スキーヤー／凧と子供／迎春／新禧 川上澄生：藁馬／曲馬
　　演戯／馬車／芝居のうまやく／避雷針／ horse ／西洋追羽根 木版装
    18.9 × 12.8 求龍堂 昭和 5年 (1930)                   45,000 円45,000 円

版画雑誌・版画作品集
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315  朝倉摂　自筆画色紙朝倉摂　自筆画色紙
    彩色 紙 直筆サイン    
    少点シミ 24.2 × 27
    昭和 -平成期 18,000 円18,000 円

312 旭正秀　木版画 　5種旭正秀　木版画 　5種
    木版 5 枚 春宵／京の舞妓／五月雨の頃／川こへる女／尚々 各紙帙入
　　25.6 × 18.4 ～ 26.6 × 19.5（紙寸）  大正 14 年 (1925)                                  60,000 円60,000 円

313 畦地梅太郎　親子鳥畦地梅太郎　親子鳥
    木版 限 30 サイン シミ 少シワ
    35 × 48.5（紙寸） 昭和 30 年 (1955)

60,000 円60,000 円

314 畦地梅太郎　雪どけ畦地梅太郎　雪どけ
    木版 作者版 サイン 裏打 30 × 36     
    昭和 34 年 (1959)       50,000 円50,000 円

316 猪熊弦一郎　自筆色紙猪熊弦一郎　自筆色紙
    ペン 27 × 24  

50,000 円50,000 円

317 岩田専太郎岩田専太郎
    自筆色紙 紅葉（仮題）    自筆色紙 紅葉（仮題）
    彩色 紙 ヤケ
    27.5 × 24   35,000 円35,000 円

あ～い (A ～ I)
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318 石井柏亭石井柏亭
    東京十二景　よし町    東京十二景　よし町
    木版 裏打 伊上凡骨彫  
    ※モデルは芸者の五郎丸   
    37.5 × 25.5 明治 43 年
    (1910)       45,000 円45,000 円

319 石井柏亭石井柏亭
    東京十二景　下谷    東京十二景　下谷
    木版 裏打 伊上凡骨彫
    37.5 × 25.5 大正 3-6 年
    (1914-17)     45,000 円45,000 円

320 石井柏亭石井柏亭
    東京十二景　新ばし    東京十二景　新ばし
    木版 裏打 伊上凡骨彫
    37.5 × 25.5 大正 3-6 年
    (1914-17)     45,000 円45,000 円

321 石井柏亭石井柏亭
    東京十二景　日本ばし    東京十二景　日本ばし
    木版 裏打 少汚レ
    伊上凡骨彫 37.5 × 25.5      
    大正 3-6 年 (1914-17)
                  45,000 円                  45,000 円

324 石渡庄一郎石渡庄一郎（江逸）（江逸）
    隅田川景集　両国船つき場    隅田川景集　両国船つき場
    木版 加藤版 少シミ 少ヤケ
    24 × 36.5 昭和 5年 (1930) 35,000 円 35,000 円

322 石渡江逸　鶴見の観音石渡江逸　鶴見の観音
    木版 渡辺版
    36.5 × 24 昭和 6年
    (1931)    150,000 円150,000 円

323 石渡庄一郎（江逸）石渡庄一郎（江逸）
    奈良  東大寺二月堂    奈良  東大寺二月堂
    木版 加藤版 シミ ヤケ 
    36.5 × 24 昭和 10 年 
    (1935)      15,000 円15,000 円

い (I)
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326 伊東深水伊東深水
    伊豆八景之内　早春の吉田    伊豆八景之内　早春の吉田
    木版 渡辺版 毛筆サイン
    マージン少汚レ 24.5 × 36.7 
    昭和 13 年 (1938)      35,000 円35,000 円

325 伊東深水　ささやき伊東深水　ささやき
    木版 雲母摺 毛筆サイン 
    ※レゾネ No.130  45.2 × 35.3 昭和 29 年
    (1954)                      250,000 円250,000 円

329 稲垣知雄  コーヒー挽き稲垣知雄  コーヒー挽き
    木版 台紙裏にタイトル・サイン 
　　経年シミ
    ※第 17 回日本版画協会展出品
    28.5 × 20（紙寸） 
    昭和 24 年 (1949)     25,000 円25,000 円

327 稲垣知雄　上野三景（美術学校）稲垣知雄　上野三景（美術学校）
    木版 サイン ※第 8回創作版画展出品
　　20 × 27.8 昭和 3年 (1928)　45,000 円45,000 円

328 小川千甕　自筆画稿小川千甕　自筆画稿
    14 枚 墨 紙 サイン 裏打 少シミ 22.5 × 15.3 ～ 30 × 23.5
    昭和 17 年 (1942)                                 50,000 円50,000 円

い (I)


