
61

464 竹久夢二　夢二画集　冬の巻竹久夢二　夢二画集　冬の巻
    初版 ヤケ カバー  22.5 × 16 洛陽堂 
    明治 43 年 (1910)          60,000 円60,000 円

465 竹久夢二竹久夢二
    竹久夢二情画 展覧会絵葉書    竹久夢二情画 展覧会絵葉書
    2 枚 印刷 ヤケ 袋付 各 14.1 × 9
　　東北文芸協会 大正 8年 (1919) 15,000 円15,000 円

463 竹久夢二　黒猫を抱く女竹久夢二　黒猫を抱く女
    木版 やなぎや版 少シミ
    35.9 × 26.1（紙寸）   
    大正 9年 (1920)      280,000 円280,000 円

466 竹久夢二　子供之友 新年附録双六竹久夢二　子供之友 新年附録双六
    お伽の国めぐり    お伽の国めぐり
    77.5 × 53.5 婦人之友社 昭和 2年 (1927)              
　　　　　　　　　　　　　　　　 220,000 円　　　　　　　　　　　　　　　　 220,000 円

461 竹久夢二　あきつ竹久夢二　あきつ
    木版 ヤケ 少シミ 折レ 
    ※『桜さく国白風の巻』口絵  
    32.3×22.2 明治44年(1911)

250,000 円250,000 円

462 竹久夢二　得度の日竹久夢二　得度の日
    木版 少シミ 中折レ
    ※『桜さく国白風の巻』口絵  
    32.2 × 18.5 明治 45 年
    (1912)          150,000 円150,000 円

竹久夢二 (TAKEHISA,Yumeji)
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469 塚本哲　花と蝶／あやめ／牛久沼塚本哲　花と蝶／あやめ／牛久沼
    木版 3 枚 牛久沼にサイン 創作版画集「一木集（IV）・（V）・
    （II）」より 少シミ 上部台紙貼付 19.8 × 21 ～ 27 × 23.6（紙 
     寸）  昭和期                                   50,000 円50,000 円

471 鶴田吾郎　吉田口の富士鶴田吾郎　吉田口の富士
　　木版 加藤版 36.5 × 51
    昭和 9年 (1934)   35,000 円35,000 円

470 鶴田吾郎　大平峠（信州）鶴田吾郎　大平峠（信州）
　　木版 加藤版 24.5 × 36
    昭和 11 年 (1936)    25,000 円25,000 円

468 東郷青児東郷青児
　　パリのマドモアゼル　　パリのマドモアゼル
　　木版 極少シミ
　　39.7 × 26（紙寸）  　
　　　　　      　100,000 円　　　　　      　100,000 円

473 徳力富吉郎　太秦の牧場徳力富吉郎　太秦の牧場
　　木版 少シミ ※一番最初の自刻
　　自摺木版画作品 20.5 × 28
　　大正 10 年頃 (C1921)　100,000 円100,000 円

474 徳力富吉郎　祇園会宵山図徳力富吉郎　祇園会宵山図
　　木版 少シミ 27.2 × 39.2　 25,000 円25,000 円

472 富本憲吉　自筆色紙富本憲吉　自筆色紙
  　墨 紙本 少シミ 
　　24 × 27.2（紙寸） 　50,000 円50,000 円

た～と (TA ～ TO)

467 谷中安規　新日本百景（33）　大川端（東京市）谷中安規　新日本百景（33）　大川端（東京市）
    木版 元帙 22.5 × 30 日本版画協会 昭和 15 年 (1940)   250,000 円250,000 円
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475 戸張孤雁　十二階戸張孤雁　十二階
　　木版 サイン 経年シミ 
　　20.7×19.7 大正4年頃(C1915)
                      150,000 円150,000 円

476 名取春仙　三世中村雀右衛門　名取春仙　三世中村雀右衛門　
　　八百屋お七　　八百屋お七
　　木版 渡辺版 39.5 × 27.2
    （紙寸） 大正 14- 昭和 4年
    (1925-1929)      70,000 円70,000 円

477 名取春仙　四世沢村源之助　名取春仙　四世沢村源之助　
　　床下の仁木　　床下の仁木
　　木版 渡辺版 38 × 25.7
    大正 14- 昭和 4年
　　(1925-1929)　　120,000 円120,000 円

478 名取春仙　六世尾上梅幸　名取春仙　六世尾上梅幸　
　　戻橋の小百合　　戻橋の小百合
　　木版 雲母摺 マージンヤケ
    裏面に進呈印 37.3 × 25.5
    昭和 2-4 年 (1927-1929)　　　
                   30,000 円30,000 円

479 名取春仙　近松十二月　博多名取春仙　近松十二月　博多
　　小女郎浪枕　毛剃九右衛門　　小女郎浪枕　毛剃九右衛門
　　木版 限 300 非売品 大近松
　　版画刊行会版 共帙 40.5 ×
　　25.5  昭和 16 年 (1941)
　　　　　　　　　　　35,000 円　　　　　　　　　　　35,000 円

480 名取春仙　初代中村吉右衛門名取春仙　初代中村吉右衛門　　　　
　　鈴ヶ森の長兵衛　　鈴ヶ森の長兵衛
　　木版 雲母摺 裏面貼付剥が
    し跡 37.5 × 24.6 
    昭和 26 年 (1951)
                   80,000 円80,000 円

483 名取春仙　自筆画名取春仙　自筆画
　　六代目中村歌右衛門　　　　六代目中村歌右衛門　　
　　道成寺道行の白拍子　　道成寺道行の白拍子
　　サイン ピンホール
    36.7 × 24.8 昭和 31 年 (1956)
                   　120,000 円120,000 円

と～な (TO ～ NA)

482 名取春仙　三世中村時蔵　名取春仙　三世中村時蔵　
    樽屋おせん    樽屋おせん
    木版 37 × 24.8 昭和 29 年
    (1954)         60,000 円60,000 円

481 名取春仙　六世坂東蓑助名取春仙　六世坂東蓑助
    （八世三津五郎）　斧定九郎    （八世三津五郎）　斧定九郎
　　木版 雲母摺 37 × 25
　　昭和 28 年 (1953)
                    80,000 円                    80,000 円
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484 中澤弘光　早春の日本橋中澤弘光　早春の日本橋
　　木版 ヤケ 少シワ 33.6
　　×21.1  昭和8年(1933)

35,000 円35,000 円

490  西山英雄　室戸岬の雨／夕映への桜島西山英雄　室戸岬の雨／夕映への桜島
    木版 2 枚 芸艸堂版 ヤケ 各 24.3 × 36.6 昭和 22 年 (1947)                                
                                                    15,000 円15,000 円

485 中澤弘光　祇園の宿中澤弘光　祇園の宿
　　木版 限 250 加藤版
    26.7 × 39.4
    昭和 10 年 (1935)    45,000 円45,000 円

487 中村直人　金銀書席　美蝉的室中村直人　金銀書席　美蝉的室
    水彩 サイン 少ヤケ 経年シミ 
    24.5 × 31.5  昭和期 50,000 円50,000 円

488 中村不折中村不折
    信州下伊那郡 天龍峡之景    信州下伊那郡 天龍峡之景
    木版 サイン 33.5 × 24
    昭和 11 年 (1936)
                   15,000 円15,000 円

486 鍋井克之　箱根冬の富士鍋井克之　箱根冬の富士
    木版 限 100 の贈呈号 サイン 
    漆原木虫彫・刷 26 × 37
    昭和 17 年 (1942)    20,000 円20,000 円

489 野口彌太郎　南仏風景野口彌太郎　南仏風景
    リトグラフ 限 100 印譜
    （完成前に他界） 39.8 × 32 
    社団法人日本美術家連盟
    昭和 50 年 (1975)  8,000 円8,000 円

491  萩原英雄　作品萩原英雄　作品
    木版 限 15 サイン  
    24 × 42  昭和期
            15,000 円15,000 円

492 橋本興家　八丈　八重根橋本興家　八丈　八重根
    木版 創作版画集「一木集
    （VI）」より 34 × 25.5 
    昭和 25 年 (1950) 45,000 円45,000 円

な～は (NA ～ HA)
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493 長谷川潔　サン・ポール・ド・ヴァンスの村長谷川潔　サン・ポール・ド・ヴァンスの村
    銅版 サイン ※レゾネ No.207 14.2 × 18.3  昭和 4年 (1929)

250,000 円250,000 円

495 初山滋　裸舞初山滋　裸舞
    木版 赤羅紗紙 限 28 創作版
    画集「一木集（V）」より
    台紙に題字・サイン 25.5 ×
    26  昭和 24 年 (1949)

100,000 円100,000 円

494 浜口陽三　26 のさくらんぼ浜口陽三　26 のさくらんぼ
    リトグラフ 限 75 サイン 薄いマット 
    ヤケ ※レゾネ No.127 60.8 × 46.6  
    昭和 46 年 (1971)          75,000 円75,000 円

は (HA)
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497 平塚運一　牡丹平塚運一　牡丹
    木口木版 サイン 22.3 ×
    17.5（紙寸）  昭和 2年
    (1927)        10,000 円10,000 円

498 平塚運一　小鳥の散歩平塚運一　小鳥の散歩
    木版 手彩 サイン
    少経年シミ 27.5 × 20
    （紙寸） 昭和3年(1928)

12,000 円12,000 円

500 長谷川多都子　街の湯長谷川多都子　街の湯
    木版 薄いシミ ※『近代美人版画
    集 おんなえ』（阿部出版）No.233
    に所収 39 × 27  昭和 10年 (1935)

80,000 円80,000 円

496 平塚運一　美保関より大山を望む平塚運一　美保関より大山を望む
    木版 サイン 少シミ 共帙（シミ） 
    27 × 37.5  昭和期       50,000 円50,000 円

499 鰭崎英朋　自筆書簡鰭崎英朋　自筆書簡
    毛筆 封付（糊シミ）  大正 15 年 (1926)     50,000 円50,000 円

501 福沢一郎　地獄のアルバム福沢一郎　地獄のアルバム
    銅版 限 100 サイン 35.8
    × 39.5 社団法人日本美術
    家連盟 昭和 51 年 (1976)
                   10,000 円10,000 円

502 藤森静雄　自筆葉書藤森静雄　自筆葉書
    ペン書 少ヤケ 一部欠損
    藤森静雄木版蔵書票（汚レ）
    貼込 13.8 × 8.6  昭和 12 年
    (1937)           30,000 円30,000 円

503 藤森静雄　自筆葉書藤森静雄　自筆葉書
    4 通 木版絵葉書 ペン書 1 通 毛筆 2 通 上部貼付剥がし跡
　　各約 14.5 × 9           　　　　　　　　      100,000 円100,000 円

ひ～ふ (HI ～ FU)
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505 逸見享　蘇州逸見享　蘇州
    木版 22.5 × 30 日本版画社
　　昭和 4年 (1929)　　 40,000 円40,000 円

504 逸見享　漁村（木場）逸見享　漁村（木場）
    木版 自筆題字・署名箋 
    日本版画社版 薄いマッ  
    トヤケ 21 × 27
    日本版画社 昭和期

80,000 円80,000 円

506 星襄一　あじさい星襄一　あじさい
    スノリア サイン無 ※スノ 
    リアは十日町で誕生した工
    芸製品の商品名。雪国の雪
    （スノウ）と原材料ユリア
    樹脂とをミックスして作っ
    た名称。 15.2 × 15.2  

25,000 円25,000 円

508 前川千帆　自筆前川千帆　自筆書簡書簡・・葉書葉書
    書簡 1通 ペン書 封付 葉書 5通（毛筆 2通・ペン書 3通）  45,000 円45,000 円

507 前川千帆　雪の余吾湖前川千帆　雪の余吾湖
    木版 少シミ 裏面貼付剥がし跡 
    24 × 26.7（紙寸） 大正 13 年
     (1924)            50,000 円50,000 円

509 前川千帆　日本風景版画前川千帆　日本風景版画
    軽井沢之部　避暑期の舊軽井沢    軽井沢之部　避暑期の舊軽井沢
    木版 上部台紙貼付 16.6 × 23.3  
    昭和 4年 (1929)      20,000 円20,000 円

510 前川千帆前川千帆
    新日本百景　朝鮮金剛山    新日本百景　朝鮮金剛山
    木版 限 150 ピンホール
　　22.7× 30.2 昭和 15年 (1940)   
　　　　　　　　　　　35,000 円　　　　　　　　　　　35,000 円

511 前川千帆　石神井三宝池前川千帆　石神井三宝池
    木版 創作版画集「一木集
    （IV）」より 刷込サイン
    12.2 × 15.3（紙寸） 
　　昭和 23 年 (1948)
        　　　　　 18,000 円18,000 円

へ～ま (HE ～ MA)
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516 前田政雄　黒ばら前田政雄　黒ばら
    木版 AP 版 サイン 
    マージン少シミ 裏面
    シミ・テープ跡 45 ×
    33  昭和 41 年 (1966)

45,000 円45,000 円

513 牧野宗則　波上の月牧野宗則　波上の月
    木版  限 100 サイン 左上角折レ・シワ 35 × 50  
    昭和 57 年 (1982)                    35,000 円35,000 円

512  南薫造　風景南薫造　風景
    木版  サイン 8.5    木版  サイン 8.5 × 10.5  明治 44 年
    (1911)                       150,000 円150,000 円

518 宮地嘉六　版画集宮地嘉六　版画集
    木版 3 枚 ヤケ 経年シミ 自筆葉書・袋付（豊島与志雄宛） 
    19.9 × 19.7 ～ 27.4 × 27（紙寸）              60,000 円60,000 円

517 宮本三郎　自筆草稿・画稿　立上る気配宮本三郎　自筆草稿・画稿　立上る気配
    ペン 鉛筆  200 字原稿用紙 4枚完 「学藝」
    の図案 夕刊用カット 経年ヤケ 10 × 7・9
    × 12                         50,000 円50,000 円

515 三宅克己　風景三宅克己　風景
    水彩 サイン ヤケ
    マット貼付 19.5 × 13.5  
    明治 -昭和期    20,000 円20,000 円

514 三宅克己　風景三宅克己　風景
    水彩 サイン 傷ミ 一部欠損
    22.3 × 33.7  明治 -昭和期

35,000 円35,000 円

ま～み (MA ～ MI)
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519 棟方志功　鳴神山図棟方志功　鳴神山図
    紙本 墨 彩色  毛筆署名入 棟方志功鑑定登録委員会シール付 少経年シミ 24 × 27（紙寸）  
    昭和 23 年 (1948)                                                                 450,000 円450,000 円

520 棟方志功　木版賀状棟方志功　木版賀状
    ヤケ 13.9 × 8.9 昭和 31 年 (1956)    　　　　　      
                              50,000 円50,000 円

521 棟方志功　木版賀状棟方志功　木版賀状
    ヤケ 少シミ 14 × 9 昭和 36 年 (1961)          
                               50,000 円50,000 円

522 向井潤吉　自筆画稿向井潤吉　自筆画稿
    全 6 枚 少シミ 内 2枚は『旬刊ラジオ東京　創刊号』所載 19.9 × 13.7・27.3 × 20 昭和 30 年 (1955)

80,000 円80,000 円

棟方志功 (MUNAKATA, Shiko)
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523 モーティマー・メンペス　自筆画　日本の子供モーティマー・メンペス　自筆画　日本の子供
    油彩 板 サイン (Mortimer Luddington Menpes)
    15.5 × 11.4 明治期 額装　　　　　　　　　350,000 円350,000 円

525 山下清　自筆色紙　蝶々山下清　自筆色紙　蝶々
    ペン サイン 山下清鑑定会鑑定書付 27.5 × 24  

180,000 円180,000 円

524 山下清　自筆色紙　金せん花山下清　自筆色紙　金せん花
    ペン サイン 山下清鑑定会鑑定書付 薄いシミ 
    27.5 × 24                        230,000 円230,000 円

め～や (ME ～ YA)
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529 吉田博　アゼンスの古跡　夜吉田博　アゼンスの古跡　夜
    木版 自摺 試摺 サイン マージン少ヤケ 
    25 × 37 大正 14 年 (1925)  150,000 円150,000 円

528 吉田博　ホノルル水族館吉田博　ホノルル水族館
    木版 自摺 サイン 少ヤケ 23.7 × 37  
    大正 14 年 (1925)        350,000 円350,000 円

527 山口源　コップに花山口源　コップに花
    木版 限 20 創作版画集「一木集
    （II）」より 少ヤケ 裏面に作家印 
    24 × 19 昭和 21 年 (1946)

100,000 円100,000 円

526 山本鼎　高原の路山本鼎　高原の路
    ジンク凸版 木版併用 刷込サイン トリミング 裏打
    少シミ 19.2 × 28.7（紙寸） 大正 7年 (1918)

280,000 円280,000 円

や～よ (YA ～ YO)
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530 吉田博　中房川奔流吉田博　中房川奔流
    木版 自摺 サイン 点シミ 24.5 × 37.5 大正 15 年 (1926)     450,000 円450,000 円

531 吉田博　日本アルプス十二題　立山別山吉田博　日本アルプス十二題　立山別山
    木版 自摺 サイン 画面中央部白い汚レ 24.7 × 37 大正 15 年 (1926)

350,000 円350,000 円

吉田博 (YOSHIDA, Hiroshi)
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532 吉田博　冨士十景　吉田村吉田博　冨士十景　吉田村
    木版 自摺 サイン マットヤケ マージン上部貼付剥が
    し跡 裏面貼付剥がし跡 25 × 37 大正 15 年 (1926)
                                          250,000 円250,000 円

535 吉田博吉田博
    日本アルプス十二題の内　穂高山    日本アルプス十二題の内　穂高山
    木版 自摺 サイン 裏打 ヤケ 裏面シール
    貼付 24.5 × 37 大正 15 年 (1926)

250,000 円250,000 円

533 吉田博吉田博
    日本アルプス十二題の内　針木雪渓    日本アルプス十二題の内　針木雪渓
    木版 自摺 サイン 裏打 ヤケ 裏面
    貼付剥がし跡 37.2 × 24.5
    大正 15 年 (1926)       220,000 円220,000 円

534 吉田博吉田博
    日本アルプス十二題　雷鳥とこま草    日本アルプス十二題　雷鳥とこま草
    木版 雲母摺 自摺 サイン
    切レ補修 少シミ 裏面貼付剥がし跡 
    24.7 × 37 大正 15 年 (1926)

180,000 円180,000 円

吉田博 (YOSHIDA, Hiroshi)



74

537 吉田博　櫻八題　弘前城吉田博　櫻八題　弘前城
    木版 自摺 サイン ヤケ 裏面貼付
    剥がし跡 37 × 24.2 昭和 10 年
    (1935)                100,000 円100,000 円

539 若山八十氏　凍った時間若山八十氏　凍った時間
    孔版 創作版画集「一木集
    （VI）」より 刷込サイン
    ヤケ マージン切レ 37 ×
    27.5（紙寸） 昭和 25 年
    (1950)         15,000 円15,000 円

536 吉田博　東京十二題　不忍池吉田博　東京十二題　不忍池
    木版 自摺 サイン マージン糊シミ・
    薄汚レ 37.3×24.3 昭和3年(1928)

80,000 円80,000 円

よ～わ (YO ～ WA)

538 吉田博　夜之港吉田博　夜之港
    木版 自摺 サイン 極少シミシミ 裏面書込
　　24.9 × 37.7 昭和 13 年 (1938)           250,000 円250,000 円


