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330 上原古年　鎌倉の仏像上原古年　鎌倉の仏像
    木版 渡辺版 裏面貼付剥 
    がし跡 37 × 16.1
    昭和期        60,000 円60,000 円

331 大田耕士　雪童子大田耕士　雪童子
    木版 創作版画集「一木    
    集（IV）」より サイン 
    経年シミ 一部台紙に貼付 
    17.5 × 12.5  昭和 23 年
    (1948)        35,000 円 35,000 円

332 大田耕士　顔大田耕士　顔
    木版 創作版画集「一木  
    集（VI）」より 一部台紙   
    に貼付 19.6 × 16 
    昭和 25 年 (1950) 
                  25,000 円25,000 円

335 岡鹿之助　自筆書簡及び葉書岡鹿之助　自筆書簡及び葉書
    29 通＋名刺 2枚 南大路一宛 ペン書 28 通 内書簡 9通葉書 20 通
　　岡鹿之助名刺（同作家の南大路一宛のペン書込）                                       280,000 円280,000 円

333 奥村厚一奥村厚一
    志賀高原の冬／十和田湖秋色    志賀高原の冬／十和田湖秋色
    木版 2 枚 芸艸堂版 刷込サイン 
    少ヤケ 各 24 × 36.3
    昭和 22 年 (1947)    15,000 円15,000 円

334 奥村厚一　平安神宮／東山展望／高雄秋景／金閣寺の雪奥村厚一　平安神宮／東山展望／高雄秋景／金閣寺の雪
    木版 4 枚 芸艸堂版 刷込サイン 少ヤケ 各 24 × 36.3
    昭和 23 年 (1948)                               30,000 円30,000 円

う～お (U ～ O)
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341 荻太郎　自筆画稿　文藝朝日より荻太郎　自筆画稿　文藝朝日より
    墨 43 枚 サイン 経年シミ・汚レ 12.5 × 23.5 ～ 27 × 35.5      80,000 円80,000 円

337 奥山儀八郎　ニッカウヰスキー 大日本果汁株式会社奥山儀八郎　ニッカウヰスキー 大日本果汁株式会社
    木版 4 枚 大日本果汁株式会社正門 北海道余市町・ニッ
    カウヰスキー蒸溜工場・ニッカウヰスキー大麦乾燥工場
    右と蒸溜工場左 北海道余市町・ニッカウヰスキー貯蔵庫
    島 北海道余市町 少ヤケ 裏面貼付剥がし跡
　　各 20.7 × 33.3 昭和 18 年 (1943)           150,000 円150,000 円

340 奥山儀八郎奥山儀八郎
    浅間山麓の農家    浅間山麓の農家
    木版 サイン 36.5 × 24  
    昭和 29 年 (1954)
                 20,000 円20,000 円

336 恩地孝四郎　鏡恩地孝四郎　鏡
    木版 頒布会作品 少シミ
    30 × 21.2 昭和 5年 (1930)

200,000 円200,000 円

339 恩地孝四郎　広告用小版画恩地孝四郎　広告用小版画
    機械刷木版 「版画手本」第１輯（武藤 
    完一編 東邦社刊）より 13 × 12（紙寸）   
    昭和 10 年 (1935)          25,000 円25,000 円

338 恩地孝四郎　清岳高邁恩地孝四郎　清岳高邁
    木版 レゾネ No.230 16.4 × 23
    昭和 18 年 (1943)           80,000 円80,000 円

お (O)
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342 笠松紫浪　浅春　茶の湯笠松紫浪　浅春　茶の湯
    木版 渡辺版 マージン 
    薄い汚レ・少シミ
    36.2 × 24 昭和 7年
    (1932)       150,000 円150,000 円

343 笠松紫浪　月の出　根津権現笠松紫浪　月の出　根津権現
        木版 渡辺版 36.5 × 24.3    
    昭和 7年 (1932)  180,000 円180,000 円

347 笠松紫浪　奥多摩の家笠松紫浪　奥多摩の家
    木版 芸艸堂版
    36.5 × 24.5
    昭和 30 年 (1955)       
                 60,000 円60,000 円

348 笠松紫浪笠松紫浪
    残燈　上州水上    残燈　上州水上
    木版 芸艸堂版 
    36.5 × 24.5
    昭和 33 年 (1958)
           60,000 円60,000 円

349 笠松紫浪笠松紫浪
    冨士吉田    冨士吉田
    木版 芸艸堂版 
    36.5 × 24.5
    昭和 33 年 (1958)

80,000 円80,000 円

344 笠松紫浪　下田の街笠松紫浪　下田の街
    木版 渡辺版 １ヵ所点シミ  
    37 × 24.5 昭和 12 年 (1937)

100,000 円100,000 円

345 笠松紫浪  笠松紫浪  東京八景之内東京八景之内
    赤坂弁慶橋    赤坂弁慶橋
    木版 芸艸堂版
    36.5 × 24.5
    昭和 28 年 (1953) 
                 80,000 円80,000 円

346 笠松紫浪　初夏の竹笠松紫浪　初夏の竹
    木版 芸艸堂版
    36.5 × 24.5
    昭和 29 年 (1954)
                80,000 円80,000 円

笠松紫浪 (KASAMATSU, Shiro)
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351 勝平得之　草市勝平得之　草市
    木版 マージンにローマ字
    サイン シミ 共帙（傷ミ） 
    37.5 × 27 昭和 10 年
    (1935)        35,000 円35,000 円

352 勝平得之　あね古勝平得之　あね古
    木版 マージンにローマ字  
    サイン シミ 共帙（傷ミ）  
    38 × 27.2 昭和 11 年 (1936)

30,000 円30,000 円

350 勝平得之　かまど勝平得之　かまど
    木版 マージン少シミ 27.4 × 37.9  
    昭和 14 年 (1939)           60,000 円60,000 円

353 勝平得之　秋田風俗 春の版画集　其一勝平得之　秋田風俗 春の版画集　其一
    木版 全 5枚 こま／バッケヤ／おひなさん／彼岸花／菖蒲
    上部元台紙貼付（少シミ） 共タトウ（経年シミ・少傷ミ） 各 13.8 × 9
    昭和 15 年 (1940)              　                          25,000 円25,000 円

354 勝平得之　作品勝平得之　作品
    木版 4 枚 経年ヤケ 一部台紙に貼付 各 15 × 21 昭和 17 年 (1942)

35,000 円35,000 円

355 勝平得之　秋田民族絵詞　第一輯　被物と履物より勝平得之　秋田民族絵詞　第一輯　被物と履物より
    木版 5 枚 毛足袋／箱スベ／サンペ／クツ／アグド・スベ 各 18.4 × 13.7  
    昭和 21 年 (1946)                                          35,000 円35,000 円

356 加藤八洲　阿蘇加藤八洲　阿蘇
    木版 自摺 シミ 共帙（傷ミ） 
    27.5 × 38.5 昭和 35 年
    (1960)            30,000 円30,000 円

357 角浩　サーカス角浩　サーカス
    リトグラフ 限 100
    サイン 50 × 40
    社団法人日本美術家連盟 
    昭和 51 年 (1976)

10,000 円10,000 円

か (KA)
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358 鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
    木版 『そぞろあるき』 
    文芸倶楽部 第十一巻第
    七号（博文館） 少汚レ
    台紙に貼付 28.5 × 19.5  
    明治 38 年 (1905)

20,000 円20,000 円

359 鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
    木版 『鸚鵡』文芸倶楽   
    部 第十三巻第五号（博
    文館） 厚紙に貼付 少点
    シミ 30 × 27
    明治 40 年 (1907)

25,000 円25,000 円

363  鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
    木版 『ゆふ暮』文芸倶楽
    部 第十三巻第十二号（博
    文館） 厚紙に貼付 27.5 ×
    20.8 明治 40 年 (1907)

25,000 円25,000 円

361 鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
   木版 『加伽』文芸倶楽部
   第十四巻第五号（博文館） 
   厚紙に貼付 29.5 × 21.8  
   明治 41 年 (1908) 10,000 円10,000 円

362 鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
    木版 『餅むしろ』文芸倶
    楽部 第十四巻第五号（博
    文館） 厚紙に貼付 少汚レ 
    27.5 × 20.7 明治 41 年
    (1908)         20,000 円20,000 円

364 鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
   木版 『緋桃』文芸倶楽部 
   第十五巻第四号（博文館） 
   厚紙に貼付 少汚レ 29.7 ×
   21.5 明治 42 年 (1909)
                   30,000 円30,000 円

360 鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
    木版 『終懺悔』樋口二葉
    （岡本増進堂） 折レナシ
    22 × 31.5 明治 44 年 (1911)

15,000 円15,000 円

365 鏑木清方　木版口絵鏑木清方　木版口絵
    木版 渡辺霞亭『渦巻 前』  
    縁部少ヤケ 薄紙貼付
    34.4 × 21.8（紙寸） 隆文館
    大正 2年 (1913)  25,000 円25,000 円

366 加山又造　黒いガウンの裸婦 `85加山又造　黒いガウンの裸婦 `85
    銅版 限 100 サイン ※レゾネ No.79 
    26.6 × 38.3 昭和 60 年 (1985)

75,000 円75,000 円

か (KA)
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369 川上澄生　自筆画稿　カナダ　ヴィクトリアにて川上澄生　自筆画稿　カナダ　ヴィクトリアにて
    水彩 鉛筆 6 枚（内 2枚は両面に絵有） 2 枚に印譜 川上澄生全集第 12 巻に 4図
    所収 17.5 × 10.5・23 × 14.5  大正 7年 (1918)                   400,000 円400,000 円

367 川上澄生川上澄生
    自筆画稿　新らしきボアの匂    自筆画稿　新らしきボアの匂
    水彩 サイン
　　川上澄生全集第 12 巻に所収 
    22.5 × 14.7  大正 8年 (1919)

280,000 円280,000 円

368 川上澄生　自筆画稿　朝の陽川上澄生　自筆画稿　朝の陽
    水彩 サイン マージン少汚レ
    22 × 15  大正 8年 (1919)

250,000 円250,000 円

川上澄生 (KAWAKAMI, Sumio)
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371 川上澄生　自筆画稿　アマゾン川上澄生　自筆画稿　アマゾン
    彩色 サイン（劉吉） 13.5 × 20.7 大正 2-8 年
    (1913-19)                       180,000 円180,000 円

374 川上澄生　自筆画稿川上澄生　自筆画稿
    ヴィクトリアにて    ヴィクトリアにて
    ペン サイン 経年ヤケ 16.5
    × 10.5 大正 6年 (1917)
                    95,000 円                    95,000 円

372 川上澄生　自筆画稿川上澄生　自筆画稿
    秋の路（カナダ ヴィクトリア    秋の路（カナダ ヴィクトリア
    のスケッチより）    のスケッチより）
    水彩 サイン 余白少汚レ
    22.5 × 14.5 大正 6年 (1917)
                     150,000 円                     150,000 円

373 川上澄生　自筆画稿　   川上澄生　自筆画稿　   
        ヴィクトリア市チャーチ・ヒルヴィクトリア市チャーチ・ヒル
    水彩 木版画「丘の上の教会」
    の下絵 裏打 25 × 16.5
    大正 7年 (1918)  85,000 円85,000 円

375 川上澄生　自筆画稿　姿川村川上澄生　自筆画稿　姿川村
    水彩 印譜 端部少汚レ 17.3 × 24.5     
    大正 10 年頃 (C1921)       90,000 円90,000 円

370 川上澄生　自筆画稿　花見川上澄生　自筆画稿　花見
　　水彩 ペン 川上澄生作詩日記帳『道程』より
　　「花見」のコピー資料付 14 × 21 大正 11 年
　　(1922)　　　　　　　　　　　　　 180,000 円180,000 円

376 川上澄生　自筆書簡川上澄生　自筆書簡
    下澤木鉢郎宛 毛筆 木版刷便箋
　　封付           　　　　　 50,000 円50,000 円

川上澄生 (KAWAKAMI, Sumio)
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378 川上澄生　新版 枯木に花を咲かせ爺川上澄生　新版 枯木に花を咲かせ爺
    木版 未発表作品の私刊本 川上澄生
    自筆原稿（少シミ） 帙 4.5×4.5～7.7
　　× 10.5（紙寸） 昭和 63 年 (1988)          
　　　　　　　　　　　　　　 30,000 円　　　　　　　　　　　　　　 30,000 円

380 志摩の夏 志摩の夏 薄いヤケ 
             10,000 円10,000 円

381 二條城二條城
    極薄いシミ
          15,000 円15,000 円

383 瀬戸内海（秋）瀬戸内海（秋）
    薄いヤケ
           10,000 円10,000 円

384 三條大橋三條大橋
    薄いヤケ
           15,000 円15,000 円

382 嵐山嵐山  15,000 円15,000 円

379 川上澄生　メモ帳川上澄生　メモ帳
    木版装 手彩 13.3 × 10             10,000 円10,000 円

377 川上澄生　デッサン・自筆英文メモ 他川上澄生　デッサン・自筆英文メモ 他
    32点 鉛筆 ペン 毛筆 ヤケ シミ 一部傷ミ                                  80,000円80,000円

河合健二河合健二  木版 芸艸堂版
長島道夫彫 新味三郎摺

各36.5×24 昭和22年(1947)

か (KA)
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385 川瀬巴水　日本風景選集　鹿児島桜しま川瀬巴水　日本風景選集　鹿児島桜しま
    木版 渡辺版 中判 20.5 × 28.5 大正 11 年 (1922)         350,000 円350,000 円

386 川瀬巴水　伊豆乃三津川瀬巴水　伊豆乃三津
    木版 渡辺版 裏に版元シール シワ 25.2 × 37 昭和 5年 (1930)

330,000 円330,000 円

川瀬巴水 (KAWASE, Hasui)
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388 川瀬巴水　大宮氷川公園川瀬巴水　大宮氷川公園
    木版 渡辺版 薄いマットヤケ
    裏面 3ヵ所テープ跡 36.3 × 24
    昭和 5年 (1930)             250,000 円250,000 円

389 川瀬巴水　平泉中尊寺金色堂川瀬巴水　平泉中尊寺金色堂
    木版 渡辺版 斧銀太郎摺
    マージン少シワ・薄い点シミ
    36 × 24  昭和 10 年 (1935) 350,000 円350,000 円

387 川瀬巴水　日光神橋川瀬巴水　日光神橋
    木版 東京尚美堂版 少補修 36.5 × 24 
　　昭和 5年 (1930)  　　　　　350,000 円350,000 円

390 川瀬巴水　田子之浦之夕川瀬巴水　田子之浦之夕
    木版 渡辺版 右角折レ跡
    マージンシミ  36.5 × 24.4 
    昭和 15 年 (1940)          200,000 円200,000 円

川瀬巴水 (KAWASE, Hasui)


