①歴史・文学・その他

RB-001 デッサン 第四号 大津
絵号

1,080円

RB-002 婦人畫報 大正14年8月
号

RB-003 自転車讃歌

2,160円

RB-004 阿房列車 津軽書房版

5,400円

2,160円

素描社出版部 大正15年10月 背
コワレ ホッチキス錆 表紙ヨゴレ

東京社（婦人画報社） 大正14年8
月 表紙裏表紙ヨゴレイタミ 背下
部3cm欠け 角折れ

真鍋博 ぺりかん社 1973年 初版
元ビニカバ・帯 ビニカバイタミヨゴ
レ

内田百閒 津軽書房 昭和51 初版
限定１千部 函イタミ

RB-005 ピカール博士の大冒険

RB-006 ヨーロッパ超特急

RB-007 戦後詩

RB-008 写真の常識

1,944円

1,080円

1,620円

1,944円

河合三郎 講談社 昭和33年6月
初版 少年少女世界探検冒険全集
９ 箱背イタミ・ハゲ 本体角少ハゲ

阿川弘之 中央公論社 昭和38年9
月 初版 装丁：柳原良平 裸本 奥
付蔵印、表紙少スレ

寺山修司 紀伊国屋書店 25416 帯
付き 帯2cmサケ

木村伊兵衛・伊奈信男・名取洋之
助 慶友社 1955年9月 初版 フォ
ト・ライブラリー カバー背ハゲ 内
部軽いオレ

RB-009 新版 今日の芸術

RB-010 六代目尾上菊五郎舞臺
寫眞集

RB-011 十五世市村羽根左衛門
舞臺寫眞集 木村伊兵衛作品を
中心として
4,320円

RB-012 前進座舞台写真集

1,620円

3,240円

3,240円

岡本太郎 光文社 昭和38年10月
初版 カッパ・ブックス 並

木村伊兵衛 和敬書店 昭和26年4
月 重版・普及版 カバー背全欠 カ
バーヤケシミ 本体背テープシミ

和敬書店 昭和26年11月 初版 カ
バー背ヤケ・欠け・シミ

木村伊兵衛 研光社 昭和41年4月
初版 前進座創立35周年記念出版
カバーイタミサケ欠けヤケ

RB-013 写真集ビアフラ

RB-014 ポーランド現代版画ポス
ター展図録

RB-015 SHASIN展 時代を創る6
つの個性

RB-016 名寶人形集

1,944円

2,160円

1,944円

高橋直宏 講談社 昭和45年2月 帯
付 帯イタミ カバースレ少イタミ 本
体歪み

神奈川県立近代美術館 1980年2
月開催

篠山紀信・長島有里枝・森村泰
昌・荒木経惟・田原桂一・植田正
治 神戸ファッション美術館他 1997
年7月開催 裏表紙少折れ

10,800円
吉田文治 更生閣 昭和8年8月発
行 和装・帙入 帙イタミ、帙題簽イ
タミ 本体表紙スレ

RB-017 血と薔薇１～４号 全4巻
セット

RB-018 美しい日々 片山健画集

10,800円

10,800円

RB-019 静岡模型全史

RB-020 散人 34冊一括

8,640円

10,800円

澁澤龍彦・三島由紀夫他 天声出
版 1968年11月～ 並上

片山健 幻燈舎 昭和44年12月 限
定1000のうち386 署名入り 並

静岡模型教材協同組合篇 文藝春
秋 2011年6月 帯・シュリンク入未
開封

小門勝二 私家版 昭和36年5月創
刊から昭和42年9月までの34冊
ヌケあり 永井荷風三周忌記念 表
紙カビ、止め金具サビ等経年劣化

RB-021 御家流かな付 今川（今
川状）

RB-022 新撰 地球儀問答

RB-023 デパートのたわごと

RB-024 建築と社會 昭和6年10
月号

4,320円

16,200円

2,160円

秋田屋市兵衛 江戸期 和綴じ 半
紙本 表装スレ シミ汚れ

柾木正太郎 浪華書肆 明9年 和綴
じ 半紙版 表装スレ汚れ

清水雅 梅田書房 昭23年10月 初
版 見返少シミ

日本建築協會 昭和6年10月 特
集：小売店・百貨店 表紙少汚

RB-025 「サザビィが三越で
ル・コルビュジェ絵画展覧会」パン
フ＆オークションカタログ
2,160円

RB-026 鷹山公偉蹟録 全3巻

RB-027 古今和漢万宝全書 後
藤家彫物彩金抄

RB-028 原子爆弾

3,240円

3,240円

三越 サザビィ 1969年5月ころ 嘉
門安雄解説差し込み付き オーク
ションカタログは英文

甘糟継成 鷹山公偉蹟録刊行会
昭和9年 和装本、帙入 全体的に
経年劣化

柏原屋清右衛門 元禄七 外箱見
開きに書店シール

武井武夫 同盟通信社 昭20年9月
20日 初版 表紙に蔵印

RB-029 わが闘争 全2巻

RB-030 アサヒグラフ

RB-031 写真と地図と記録で見る
関東大震災誌 東京編

RB-032 芝草はふまれても 巣鴨
戦犯の記録

10,800円

3,240円

1,620円

16,200円

アドルフ・ヒトラー 真鍋良一訳 興
風館 昭和19 重版 背コワレ・小
口強いヤケ

朝日新聞社 12023 少折れ少ムレ
他良好

内務省社会局 千秋社 昭和62年2
月10日 2冊+地図4枚 函付き

2,160円

2,700円
児玉誉士夫 新夕刊新聞社 昭和
31年1月1日初版 カバー、見返し
ヤケ等経年劣化

RB-033 中国共産党の新しい整
風運動

1,080円
日本共産党 新日本出版 昭和32
年8月26日初版 裏見返しに日
付、サインのカキコミ カバーヤ
ケ、少カビ等経年劣化

RB-037 毛澤東選集 全8巻

4,320円
日本共産党 新日本出版 昭和37
年5月5日から昭和40年12月25日
全巻裏見返しに日付、サインのカ
キコミ

RB-034 共産黨員の修養を論ず

2,160円
劉少奇 日本共産黨 刊記不明 非
売品 表紙シミ、ヤケ、カビ 背破れ
上部頁折れ

RB-035 赤禍とは何ぞ

RB-036 肚で行く

2,160円
諏訪部一之輔 一力社 昭和4年
表紙シミ、ヤケ、カビ 背破れ 留
め具サビ

1,944円
山中峯太郎 偕成社 昭和14年12
刷 表紙シミ 背破れ 経年劣化
大

