MA-001 映画ポスター 「涙のあと
に微笑みを」

MA-002 映画ポスター 「世界はボ
クらを待っている」

4,860円

5,400円

MA-003 映画ポスター 「ハーイ！
ロンドン」

4,320円

MA-004 映画ポスター 「颱風とざく
ろ」

4,860円

ザ・テンプターズ 1969年

ザ・タイガース 1968年 破れ補修

ザ・タイガース 1969年 端傷み、破
れ補修

星由里子、黒沢年男 1967年

MA-005 映画ポスター 「女囚701
号さそり 」

MA-006 映画ポスター 「女囚さそ
り けもの部屋」

MA-007 映画ポスター 「女囚さそ
り 701号怨み節」

MA-008 映画ポスター 「女番長(ス
ケバン)ゲリラ」

7,560円

7,560円

7,020円

3,780円

梶芽衣子 1972年 第①作

梶芽衣子 1973年 第③作

梶芽衣子 1973年 第④作 端傷
み、小破れ

杉本美樹、池玲子 1972年

MA-009 映画ポスター 「不良少女
魔子」

MA-010 映画ポスター 「非行少女
ヨーコ」

MA-011 映画ポスター 「非行少
女」

MA-012 映画ポスター 「雪国」

3,240円

3,240円

4,320円

4,860円

夏純子 1971年 小破れ補修テープ
跡

緑魔子 1966年

浦山桐郎、和泉雅子 1963年 折
れ、ピン跡、小破れ、少欠け

大庭秀雄、岩下志麻 1965年 端極
少欠け

MA-013 映画ポスター 「伊豆の踊
子」

MA-014 映画ポスター 「華麗なる戦い」

MA-015 映画ポスター 「兄貴の恋
人」

MA-016 映画ポスター 「さらばモス
クワ愚連隊」

4,860円
内藤洋子、黒沢年男 1967年

4,320円
岸恵子、内藤洋子 1969年

5,400円

4,860円

加山雄三、内藤洋子 1968年 少シ
ミ

加山雄三 1968年 小破れ、極少欠
け

MA-017 映画ポスター 「ハワイ・マ
レー沖海戦」

MA-018 映画ポスター 「黒部の太
陽」

3,240円

MA-019 映画ポスター 「忍びの
者」

MA-020 映画ポスター 「飢餓海
峡」

4,320円

7,560円

山本嘉次郎、円谷英二 1942年
ニュープリント版 小破れ

三船敏郎、石原裕次郎 1968年 折
れ、ピン跡

山本薩夫、市川雷蔵 1962年 折れ

内田吐夢、高倉健 1965年 折れ

MA-021 映画ポスター 「昭和残侠
伝」

MA-022 映画ポスター 「昭和残侠
伝 一匹狼」

MA-023 映画ポスター 「昭和残侠
伝 血染めの唐獅子」

MA-024 映画ポスター 「昭和残侠伝
唐獅子仁義」

8,640円

7,560円

7,560円

8,640円

10,800円

高倉健 1965年 第①作 1970年リ
バイバル版 破れ補修

高倉健 1966年 第③作 1971年リ
バイバル版

高倉健 1967年 第④作

高倉健 1969年 第⑤作

MA-025 映画ポスター 「昭和残侠
伝 人斬り唐獅子」

MA-026 映画ポスター 「昭和残侠
伝 死んで貰います」

MA-027 映画ポスター 「昭和残侠
伝 吼えろ唐獅子」

MA-028 映画ポスター 「昭和残侠
伝 破れ傘」

7,560円

7,560円

6,480円

7,560円

高倉健 1969年 第⑥作

高倉健 1970年 第⑦作

高倉健 1971年 第⑧作

高倉健 1972年 第⑨作

MA-029 映画ポスター 「網走番外
地 荒野の対決」

MA-030 映画ポスター 「網走番外
地 大雪原の対決」

MA-031 映画ポスター 「網走番外
地 悪への挑戦」

MA-032 映画ポスター 「網走番外
地 吹雪の斗争」

6,480円

6,480円

6,480円

5,400円

高倉健、石井輝男 1966年 第⑤作
小破れ

高倉健、石井輝男 1966年 第⑦作

高倉健、石井輝男 1967年 第⑨作

高倉健、石井輝男 1967年 第⑩作
少汚れ

MA-033 映画ポスター 「日本女侠
伝 侠客芸者」

MA-034 映画ポスター 「日本女侠
伝 真っ赤な度胸花」

6,480円

5,400円

MA-035 映画ポスター 「日本女侠
伝 鉄火芸者」

5,400円

MA-036 映画ポスター 「日本女侠
伝 血斗乱れ花」

4,320円

藤純子、高倉健 1969年 第①作

藤純子、高倉健 1970年 第②作

藤純子、菅原文太 1970年 第③作

藤純子、高倉健 1971年 第④作

MA-037 映画ポスター 「一心太助
男の中の男一匹」

MA-038 映画ポスター 「股旅三人
やくざ」

MA-039 映画ポスター 「きさらぎ無
双剣」

MA-040 映画ポスター 「あらくれ大
名」

4,320円

4,320円

5,400円

4,860円

中村錦之助 1959年 傷み、折れ、
汚れ、カビ、破れ補修

中村錦之助、仲代達矢 1965年

佐々木康、市川右太衛門 1962年
折れ、ピン跡、裏面下紙貼り

市川右太衛門、香川京子 1960年
折れ、シワ、ピン跡、少破れ

MA-041 映画ポスター 「丹下左膳
濡れ燕一刀流」

MA-042 映画ポスター 「月影兵庫
上段霞斬り」

MA-043 映画ポスター 「大暴れ八
百八町」

MA-044 映画ポスター 「秘剣」

4,320円

5,400円

4,320円

5,400円

松田定次、大友柳太朗 1961年 折
れ、シワ、破れ補修、汚れ

勝新太郎 1959年 折れ

渡辺邦男、高田浩吉 1959年 折
れ、上部紙貼り、スタンプ

稲垣浩、市川染五郎 1963年

MA-045 映画ポスター 「絞死刑」

MA-046 映画ポスター 「少年」 日
の丸バージョン

MA-047 映画ポスター 「少年」 顔
アップバージョン

MA-048 映画ポスター 「東京戦争
戦後秘話 」

6,480円
大島渚 1968年 下部やや曲り

6,480円
大島渚 1969年 下部やや曲り、少
ヤケ

6,480円
大島渚 1969年 下部やや曲り

6,480円
大島渚 1970年 下部やや曲り

MA-049 映画ポスター 「また逢う
日まで」

4,320円

MA-050 映画ポスター 「武士道残
酷物語」

MA-051 映画ポスター 「仇討」

MA-052 映画ポスター 「他人の
顔」

4,860円

4,860円

今井正、久我美子 1950年 リバイ
バル版 折れ、ピン跡、ヤケ、シミ

今井正、中村錦之助 1963年 折れ

今井正、中村錦之助 1964年 折れ

勅使河原宏 1966年

MA-053 映画ポスター 「乾いた湖」

MA-054 映画ポスター 「山の讃歌
燃ゆる若者たち」

MA-055 映画ポスター 「暗殺」

MA-056 映画ポスター 「乾いた花」

6,480円

5,400円

4,320円

6,480円

8,100円

篠田正浩、寺山修司 1960年 折
れ、シワ、ピン跡、破れ補修

篠田正浩、岩下志麻 1962年 折
れ、少汚れ

篠田正浩、丹波哲郎 1964年 折
れ、ピン跡、少汚れ、小破れ補修

篠田正浩、加賀まりこ 1964年 折
れ、ピン跡

MA-057 映画ポスター 「霧の旗」
倍賞千恵子バージョン

MA-058 映画ポスター 「霧の旗」
新珠三千代バージョン

MA-059 映画ポスター 「いいかげ
ん馬鹿」

MA-060 映画ポスター 「吹けば飛
ぶよな男だが」

4,860円

7,560円

3,240円

3,240円

山田洋次、松本清張 1965年 ピン
跡

山田洋次、松本清張 1965年 ゆる
い折れ、ピン跡

山田洋次、ハナ肇 1964年 折れ、
ピン跡小穴、少ハゲ

山田洋次、なべおさみ 1968年

MA-061 映画ポスター 「男はつら
いよ」

MA-062 映画ポスター 「続・男は
つらいよ」

MA-063 映画ポスター 「男はつら
いよ フーテンの寅」

MA-064 映画ポスター 「新・男は
つらいよ」

8,640円
山田洋次 1969年 第①作 下部や
や曲り

6,480円
山田洋次 1969年 第②作 折れ、
ピン跡

5,400円

5,400円

森崎東、新珠三千代 1970年 第③
作

小林俊一、栗原小巻 1970年 第④
作 色版ズレ

MA-065 映画スチル「お嬢さん」２
５枚

10,800円

MA-066 映画スチル「思春期」８枚

5,400円

MA-067 映画スチル「どぶ鼠作戦」
７枚

5,400円

MA-068 映画スチル「黒い河」３７
枚

4,320円

若尾文子・川口浩 1961年 ヤケ・ソ
リ

岡田茉莉子・三國連太郎 1952年
岡田茉莉子サイン入り１枚 一部
撮影スナップ有り ヤケ

岡本喜八・加山雄三 1962年 ヤケ

小林正樹・仲代達矢 1957年 少ヤ
ケ・ソリ

MA-069 映画スチル「春の夢」３０
枚

MA-070 映画スチル「永遠の人」１
４枚

MA-071 映画スチル「二人で歩い
た幾春秋」１１枚

MA-072 映画スチル「歌え若人達」
２０枚

6,480円

3,240円

2,700円

4,860円

木下恵介・岡田茉莉子・久我美子
1960年 撮影スナップ６枚 少ソリ・
ヤケ

木下恵介・高峰秀子 1961年 撮影
スナップ２枚 少ソリ

木下恵介・高峰秀子 1962年 少ソ
リ

木下恵介・川津祐介 1963年 １枚ヨ
ゴレ １枚小型

MA-073 映画スチル「死闘の伝
説」３１枚

MA-074 映画スチル「香華」４５枚

MA-075 映画スチル「母と娘」１５
枚

MA-076 映画スチル「朱の花粉」２
２枚

3,780円

3,240円

3,240円

3,240円

木下恵介・岩下志麻 1963年 撮影
スナップ１枚 １枚ヨゴレ

木下恵介・岡田茉莉子 1964年 全
てパンチ穴 四隅スレ

水谷八重子・有馬稲子 1953年 撮
影スナップ１枚 ヤケ・ソリ

有馬稲子・津川雅彦 1960年 撮影
スナップ６枚 少ソリ

MA-077 映画スチル「もず」１２枚

MA-078 映画スチル「雲がちぎれ
る時」14枚

MA-079 映画スチル「お吟さま」52
枚

MA-080 映画スチル「涙を、獅子
のたて髪に」35枚

2,592円
有馬稲子・淡島千景 1961年 少ソ
リ・ヤケ

3,024円
佐田啓二・有馬稲子 1961年 少ソ
リ・ヤケ

5,400円

4,320円

有馬稲子・仲代達矢 1962年 少ソ
リ・ヤケ 撮影スナップ7枚 10枚リ
バイバル？

篠田正浩・加賀まり子 1962年 ９枚
小型版、うち４枚は標準のものと同
じカット

MA-081 映画スチル「ニッポン珍商
売」20枚

2,376円

MA-082 映画スチル「ばりかん親
分」15枚

2,376円

MA-083 映画スチル「はったり二
挺拳銃」24枚

2,160円

MA-084 映画スチル「予科練物語
紺碧の空遠く」40枚

3,240円

鰐淵晴子・藤田まこと 1963年 ソ
リ・ややヤケ １～２０揃い ただし
１４はタイトル・№記載なし

伴淳三郎・嵯峨三智子 1963年

三木のり平・城山順子 1960年 12
枚小型版

山田五十鈴 1960年 3枚ポスター
デザイン 小型版6枚 1枚に書込
みとテープ跡 1枚に書込み

MA-085 映画スチル「第三捜査命
令」27枚

MA-086 映画スチル「疵」32枚

MA-087 映画スチル「喜劇 急行
列車」36枚

MA-088 映画スチル「喜劇 団体
列車」43枚

3,780円

3,240円

田村高広・水島道太郎 1961年 ヨ
レあり

2,700円

陣内孝則・藤谷美和子 1988年 1
～32揃い 裏に貼跡

3,240円

瀬川昌治・渥美清 1967年 ヤケ・ソ
リ・ヨレ 裏に剥がし跡

瀬川昌治・渥美清 1967年 ヤケ・ソ
リ 一部ヌレ・シミ・ハゲ・色移り 裏
に剥がし跡

MA-089 映画スチル「炎上」26枚

MA-090 映画スチル「好色一代
男」10枚

MA-091 映画スチル「顔」10枚

MA-092 映画スチル「都会という
港」12枚

7,560円

4,320円

2,160円

市川崑・市川雷蔵 1958年 ヤケ・ソ
リ 裏面の映倫スタンプによるヨゴ
レ

市川雷蔵・若尾文子 1961年 ヤケ・
ソリ

京マチ子・池部良 1960年 少ヤケ・
ソリ

山本富士子・川崎敬三 1958年 ヤ
ケ・ソリ

MA-093 映画スチル「吶喊（とっかん）」
12枚

MA-094 映画スチル「初恋・地獄
篇」10枚

MA-095 映画スチル「午前中の時
間割」10枚

MA-096 映画スチル「津軽じょんが
ら節」20枚

3,024円
岡本喜八・岡田裕介 1975年

3,240円
羽仁進・寺山修司 1968年 ソリ

2,310円
羽仁進・国木田アコ 1972年 少ヤ
ケ・ソリ

2,160円

2,700円
斎藤耕一・江波杏子 1973年 少ヤ
ケ・ソリ 2枚ポートレート 白枠有り
無し混在

MA-097 大判スチル「けんかえれ
じい」7枚

6,480円

MA-098 大判スチル「春婦伝」10
枚

5,400円

MA-099 ロビーカード「悦楽」８枚

4,320円

MA-100 ロビーカード「白昼の通り
魔」８枚

3,240円

鈴木清順・高橋英樹 1966年 モノク
ロ ４枚白枠 ４枚ピン穴

鈴木清順・野川由美子 1965年 モ
ノクロ 白枠 ピン穴有り

大島渚・加賀まりこ 1965年 カラー
封筒付き

大島渚・川口小枝 1966年 モノクロ
スピードポスター付き

MA-101 ロビーカード「男と男の生
きる街」８枚

MA-102 ロビーカード「雲に向かっ
て起つ」８枚

MA-103 ロビーカード「金門島にか
ける橋」８枚

MA-104 ロビーカード「何か面白い
ことないか」８枚

3,780円

3,780円

3,240円

4,320円

舛田利雄・石原裕次郎 1962年 カ
ラー 封筒付き

石原裕次郎・浅丘ルリ子 1962年
カラー 封筒付き

石原裕次郎・芦川いづみ 1962年
カラー 封筒付き

石原裕次郎・浅丘ルリ子 1963年
カラー

MA-105 ロビーカード「赤い谷間の
決斗」８枚

MA-106 ロビーカード「黄金の野郎
ども」8枚

MA-107 ロビーカード「馬鹿まるだ
し」８枚

MA-108 ロビーカード「春日和」８
枚

3,240円

3,240円

2,700円

2,700円

石原裕次郎・渡哲也 1965年 カ
ラー 封筒付き

石原裕次郎・宍戸錠 1967年 カ
ラー 封筒付き

山田洋二・ハナ肇 1964年 カラー
スピードポスター・封筒付き

大庭秀雄・岩下志麻 1967年 カ
ラー スピードポスター・封筒付き
ポスターヤケ

MA-109 DVD-BOX「コンバット」
COMMAND.３

MA-110 DVD「天使のはらわた
赤い教室」

MA-111 DVD-BOX「夏目雅子 出
演名作集」全３巻

MA-112 横溝正史＆金田一耕助
シリーズDVDコレクション 全55巻
揃
64,800円

10,800円
ヴィック・モロー ５巻セット。特製
ブックレット付き。角川書店

3,240円
曽根中生、水原ゆう紀 ケース外
側に少々キズ。日活

6,480円
蜷川幸雄「魔性の夏」、森崎東
「時代屋の女房」、相米慎二「魚影
の群れ」 未開封 松竹

古谷一行 全47作品・55巻揃い。
専用バインダーは無し。朝日新聞
出版

