HR-001 リーバイス ブルージーン
ズの伝説

4,860円

HR-002 日本装剣金工の研究

HR-003 古文書修補六十年

2,160円

HR-004 鍋島藩深堀資料集成

2,700円

3,240円

エド・クレイ 草思社 初版 並

桑原洋次郎 大日本教化図書 昭和
19年 カバーに蔵印

遠藤諦之輔 汲古書院 重版 函

中尾正美 深堀史跡保存会 初版
函

HR-005 真継家の近世の鋳物師

HR-006 備前陶窯之新研究

HR-007 能楽源流考

HR-008 日本化粧史考

6,480円

2,700円

2,700円

2,160円

笹本正治 思文閣 初版 函

大宅経三 田中平安堂 大正10年
函

能勢朝次 岩波書店 昭和13年 シ
ミ・函ヤケ

久下司 黒龍堂 昭和28年 和綴じ
本

HR-009 木地師と木形子 郷土の
研究9

HR-010 遺された蔵書 満鉄図書
館・海外日本図書館の歴史

HR-011 コレクターの時計史年表

HR-012 プロイセン・ドイツが観た
幕末日本 オイレンブルグ遠征団
が残した版画、素描、写真

2,700円

2,376円

3,240円

杉本寿 翠楊社 昭和56年6月 初
版 イタミ・ヤケ・シミ ページ割れ
見返し値札跡

2,160円

岡村敬二 阿吽社 1994年12月 初
版 ヤケ少・シミ少

吉田嘉一 日本古時計クラブ 平成4
年6月 限定200部133番 シミ少・
ヨゴレ少 天シミ少

セバスティアン・ドブソン他 Iudicium
Verlag 平成24 スレ 小口ヨゴレ

HR-013 ザ スピリット オブ
ビューティー展 時空を超える美の
神髄

HR-014 細川コレクション パリ生
活40年の収集

HR-015 Louis Icart: The
Complete Etchings

HR-016 黄金期の西洋蔵書票
アールヌーボー及びアールデコの
版画芸術

3,240円
ヴァン・クリーフ＆アーペル É
ditions Xavier Barral 2009年10月
展覧会図録 イタミ・スレ・キズ

2,160円
エスト・ウェスト オークションズ株
式会社 2001年11月3日オークショ
ンカタログ エスティメーション表・
落札結果表付属 ヨゴレ少

3,240円
William R. Holland他 Schiffer
Publishing Ltd 1990年 イタミ・ス
レ・キズ・ヨゴレ 三方ヤケ・シミ

2,700円
クリフ・パーフィット 日本古書通信
社 平成8年10月 スレ・キズ 地に
シミ少

HR-017 第22回企画展 川越の算
額と和算家

2,160円

HR-018 鯰絵 震災と日本文化

HR-019 妖怪展 現代に蘇る百鬼
夜行

HR-020 幽霊画集 全生庵蔵・三
遊亭円朝コレクション

3,024円

2,160円

川越市立博物館 平成15年10月
展覧会図録 イタミ少・スレ・キズ・
ヨゴレ少

宮田登 他 里文出版 平成7年9月
第1刷 イタミ少 地にB印

川崎市市民ミュージアム 平成5年
7月 展覧会図録 シミ・ヨゴレ 三
方ヤケ 見返しシミ

安村敏信 他 全生庵 2000年8月
スレ・キズ

HR-021 河鍋暁斎版画版本展 明
治の反骨と風刺

HR-022 暁斎漫画展 明治日本の
ギャグマスター

HR-023 今昔妖怪大鑑 湯本豪一
コレクション湯本豪一

HR-024 酔うて候 河鍋暁斎と幕
末明治の書画会

1,944円

2,160円

1,944円

2,160円

2,160円

河鍋暁斎記念美術館 昭和62年4
月 展覧会図録 リッカー美術館
イタミ少・スレ・キズ 天シミ

京都国際マンガミュージアム 2008
年4月 展覧会図録 スレ

パイ インターナショナル 2013年
初版 イタミ

河鍋楠美 他 思文閣出版 2008年１
月 成田山書道美術館・財団法人
河鍋暁斎記念美術館編 展覧会
図録

HR-025 妖怪カタログ 妖怪カタロ
グ弐 2冊セット

HR-026 香りの美学展1・2 2冊
セット

HR-027 別冊太陽 大正・昭和の
鳥瞰図絵師 吉田初三郎のパノラ
マ地図

HR-028 たばこと塩の博物館 研
究紀要第6号 粧いの文化史 江
戸時代の髪飾りと喫煙具

3,024円

3,240円

大宅書房 妖怪カタログ：平成20年
10月 妖怪カタログ弐：平成26年3
月 ヨゴレ少

読売新聞社/大丸ミュージアム 1：
ヨゴレ 巻頭部分に書込 2：ヨゴレ
少

平凡社 2002年10月 初版 ヤケ
少

たばこと塩の博物館 平成8年3月
地キズ少

HR-029 岡崎智予コレクション 櫛
かんざし

HR-030 小林礫斎のミニアチュー
ル

HR-031 近世の洋画 秋田蘭画

HR-032 田村コレクション 化粧道
具と髪飾り

2,700円
橋本澄子 切畑健 紫紅社 1992年
1月 第2刷 ヨゴレ・ヤケ少 天・小
口シミ少

1,620円
小林礫斎繊細巧藝保存会 1984
年4月 第1刷 ヤケ・スレ・少角折
れ 天・小口シミ

2,160円

1,620円

2,700円

1,620円

奈良環之助 太田桃介 武塙林太
郎 明治書房 函にヤケ・ヨゴレ・シミ
少 三方シミ・ヤケ

吉村元雄 他 田村伎都子 昭和57
年6月 函イタミ・ヤケ・シミ 本体三
方ヤケ・シミ

HR-033 原色日本刺青大鑑

HR-034 TAMC 50年のあゆみ

HR-035 月岡芳年画集

HR-036 月岡芳年の世界

19,440円

3,780円

5,400円

3,240円

芳賀書店 昭和51年11月 第2刷
函イタミ・シミ・黄ばみ 本体背ヤケ
三方ヤケ・シミ 本文端シミ・黄ば
み

東京アマチュア・マジシアンズ・ク
ラブ 昭和57年10月 函イタミ・ヤ
ケ・シミ・ヨゴレ 本体三方ヤケ・シミ

講談社 昭和53年3月 函イタミ・ヤ
ケ・ヨゴレ 本体イタミ少

悳俊彦 他 東京書籍 平成5年1月
初版 イタミ・ヤケ・スレ・キズ・ヨゴ
レ 天シミ

HR-037 笠翁細工

HR-038 別冊太陽 骨董をたのし
む4 印龍と根付

HR-039 きせる

HR-040 NETSUKE THE FRENCHI
CONNECTION

3,240円

2,700円

京都国立博物館 平成3年3月 イ
タミ少

2,592円

平凡社 1996年3月 初版第3刷
折れ・ヤケ・スレ 地ヨゴレ少

3,024円

財団法人たばこ産業弘済会 昭和
63年3月 ビニカバ欠 三方ヤケ少

Gabor Wilhelm Yukari Yoshida ヤ
バネ株式会社 2000年11月 スレ・
コキズ 三方ヨゴレ少

HR-041 THE NETSUKE
DANCERS

HR-042 栄光の自動車レース

HR-043 吉本隆明全詩集

HR-044 決定版 ジャック・ロンドン
選集1-6

2,700円

4,320円

GABOR WILHELM YUKARI
YOSHIDA ヤバネ株式会社 2005年
9月 スレ・コキズ

ピーター・ヘルク 朝日新聞社 1978
年5月 函ヨゴレ・キズ・シミ 本体
ヤケ 三方シミ少

吉本隆明 思潮社 2003年12月第2
刷 二重函 付録有

ジャック・ロンドン 本の友社 2006
年 1-3巻帯欠

HR-045 モノ・マガジン別冊 TIME
SPEC NO,1-9

HR-046 art et decoration (仏)
1923年7月号

HR-047 ART & DECORATION
(仏) 1929年12月号

HR-048 ART & DECORATION
(仏) 1930年1月号

4,320円
KKワールドフォトプレス 19861988年 イタミ・スレ・ヤケ少（NO.6
ホチキス部分ヤブレ） 三方シミ

2,160円
Hachette Filipacchi イタミ・ヤケ・
折れ・ヤブレ・シミ 表紙外れ

17,280円

1,944円
イタミ・ヤケ・折れ・裂け 頁折れ
三方ヤケ

32,400円

1,944円
イタミ・ヤケ・ヤブレ 表紙外れ
三方ヤケ

HR-049 ART & DECORATION
(仏) 1930年4月号

HR-050 ART & DECORATION
(仏) 1930年5月号

1,620円

HR-051 ART & DECORATION
(仏) 1930年7月号

HR-052 ART & DECORATION
(仏) 1930年8月号

1,944円

1,620円

イタミ・ヤケ・折れ・書込み少 頁
折れ 三方ヤケ

イタミ・ヤケ・ヨゴレ・折れ 三方ヤ
ケ

イタミ・ヤケ・ヨゴレ・折れ・ヤブレ・
背欠け 頁折れ 三方ヤケ

イタミ・ヤケ・ヨゴレ・折れ・ヤブレ
表紙外れ 表紙切れ 頁外れ 三
方ヤケ

HR-053 ART & DECORATION
(仏) 1930年10月号

HR-054 ART & DECORATION
(仏) 1931年9月号

HR-055 璣訓蒙鑑草 松

HR-056 見世物研究

1,620円

2,160円

5,400円

イタミ・ヤケ・ヨゴレ・ヤブレ・濡れ
跡 表紙外れかけ 三方ヤケ

イタミ・ヤケ・スレ・キズ・ヤブレ
表紙外れかけ 三方ヤケ

多賀谷環中仙 日本二輪史研究会
享保15年正月 昭和4年復刻
2004年1月再復刻

朝倉亀三 春陽堂 昭和3年4月 イ
タミ・ヤケ 函欠 見返し貼札 巻頭
印 地に印 三方ヤケ・シミ・キズ

HR-057 和漢酒文献類聚

HR-058 影絵之研究

HR-059 長崎の歌謡史

HR-060 大津絵

8,640円

1,620円

1,296円

10,800円

4,320円

西文社 昭和11年9月 石橋四郎
編 函イタミ・ヤケ 本体イタミ・ヤ
ケ 頁折れ 印

北尾春道 素人社書屋 昭和7年7月
函欠 イタミ・剥がれ・シミ 三方ヤ
ケ・シミ 見開き他店舗シール貼付
巻頭押印 見返しカキコミ

長崎新聞社 長崎新聞社 昭和50年
7月 函ヤケ・イタミ 本体三方ヤ
ケ・シミ少

HR-061 罹災美術品目録

HR-062 江戸時代参詣絵巻 富士
山真景之図

HR-063 VOYAGE AUTOUR DU
MONDE

9,180円
昭和8年8月 非売品 國華倶楽
部編 函イタミ・ヨゴレ・ヤケ 本体
ヤケ 三方ヤケ・シミ 地に押印

3,024円

15,000円

長島泰行 名著出版 昭和60年7月
函ヤケ・ヨゴレ 付録絵図付属 見
返し他店舗シール貼付 本体三方
シミ少

Beauvoir, le comte 1872年 （函あ
るかないか不明） 本体経年劣化
（一部にヤブレ）・小破れ 三方ヤ
ケ・キズ 見開きカキコミ

2,160円
大津絵保存振興会 昭和28年10
月 ヤケ・ヨゴレ

