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3）新編排韻増広事類 氏族大全 十巻 明徳四年刊
西荘文庫・安田文庫旧蔵 桐函入

1帙5冊 6,000,000円
（税別）

 

1）夏目漱石『文学評論』自筆訂正入校正刷 1帙3冊　2,200,000円

〔明治42年〕1月8日～2月28日付　縦23.0糎、横16.8糎　上野家旧蔵
『文学評論』は漱石が東京帝国大学文科大学でおこなった講義の原稿を、森田草平・
瀧田樗陰が浄書したものを訂正し、明治42年3月16日春陽堂より刊行された。元となっ
た講義「十八世紀英文学」は、「英文学概説」（『英文学形式論』『文学論』）に続いて
明治38年9月から漱石が大学を辞する40年3月まで講じられた。
本校正刷には赤ペンによる訂正・追加や切り抜きが加えられ、およそ1折（16頁）
ごとにノド側余白に「文学評論　一／一二　初校　一月八日」等と書き入れられてい
る。主に初校で、一部再校・三校も含む。折ごとに紙縒りで綴じたものを三分冊の和
装に製本。帙題簽「夏目／漱石 文學評論　初校／自筆朱入」。
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「武田流首実検之場之図」

4）丹緑本曽我物語　正保三年刊 安田十兵衛板 原装 1帙12冊 4,950,000円

2）武田流首実検之図　延宝九年杉山八蔵写 桐函入　2軸　1,650,000円
「武田流首実検之場之図」紙高88.0糎、長サ3米73.0糎
「武田流首之認様」紙高33.5糎、長サ3米36.5糎

「武田流首之認様」
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5）百人一首かるた　読札・取札各百枚　肉筆彩色 黒塗蒔絵函入　1組　418,000円

3）古賢全像図賛　 1軸　550,000円
二十六図　天保四年嘉徳写・天保十一年雍慎写　紙高39.0糎、長サ13米99.0糎　コゲ有

4）鬼退治絵巻　紙高31.1糎、長サ4米37.5糎 1軸　275,000円

臨 川 書 店

52

Booth No. 4



︵
内
宮
︶

︵
外
宮
︶

6）	

伊
勢
内
宮
外
宮
図

一
帙
二
舗

　

8
8
0
,0
0
0

円

万
治
二
年
外
宮
一
禰
宜
度
会
常
晨
筆
の
写

　約1
0
4
.
5

×
約1

5
8
.
0

糎

7）
高
野
山
細
見
絵
図

一
舗

　

1
5
4
,0
0
0

円

橘
保
春
画

　文
化
十
年
刊

高
野
山
経
師
伊
右
衛
門
板

8
5
.
7

×1
6
7
.
2

糎

5）百人一首かるた　読札・取札各百枚　肉筆彩色 黒塗蒔絵函入　1組　418,000円

3）古賢全像図賛　 1軸　550,000円
二十六図　天保四年嘉徳写・天保十一年雍慎写　紙高39.0糎、長サ13米99.0糎　コゲ有

4）鬼退治絵巻　紙高31.1糎、長サ4米37.5糎 1軸　275,000円

臨 川 書 店

53

Booth No. 4



11）尾形流画譜
寺田岩次郎編　細川清助等版
明治27年 3冊　66,000円 

14） 戦前マッチラベルコレクション
昭和初期～戦前　各約5.4×3.3糎
全国各地（外地含む）の飲食店・旅館・理美容・興行等

1260枚　220,000円 

10）芳文画譜
菊池芳文画　田中治兵衛版
明治23年 1冊　33,000円

13） うないのとも 初編～十編揃
清水晴風・西澤笛畝編　芸艸堂
明治24～大正13年（第2～4編明治44年後刷）

10冊　220,000円 

12）小禽乃塒
松井由谷著　本田市次郎版
明治36年 1冊　38,500円

9）比奈乃都大内譚　九編　合巻
柳亭種彦作　国芳・芳虎画
安政六年～慶応二年序
錦昇堂えびすや庄七板

合本5冊　275,000円 

8）頓作時雨月
三巻　黄表紙　鳥居清長画　〔安永九年刊〕　いせ治板

1帙3冊　605,000円 

臨 川 書 店
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16) ラ・ヴァレンヌ『フランスの料理人、あるいは煮込み料理教本』　（第 ₂ 版）
LA VARENNE, FRANÇOIS PIERRE DE. Le cuisinier françois, ou l’ecole des ragouts, ou est enseigné la
maniere d’apprêter toutes sortes de viandes, de patisseries & confitures. Douzieme édition. Lyon, Andre Canier,
1695. 14.0×8.8 cm., full vellum, a few wormholes. [Vicaire 504] １冊　99,000円

17) ラ・ヴァレンヌ『フランスの菓子職人』　（1655年エルゼヴィア刊本復刻版　限定410部）
LA VARENNE, FRANÇOIS PIERRE DE. Le Pâtissier françois, où est enseigné la manière de faire toute sorte
de Pastisserie, tres-utile à toute sorte de personnes. Nouvelle édition avec une introduction de Maurice des
Ombiaux. Paris, Dorbon-Aine, 1931. 27.8×21.0 cm., quarter leather, original wrapper bound in. One of 410
copies.  １冊　33,000円

15) ラ・ヴァレンヌ『フランスの菓子職人』　アムステルダム　1655年　エルゼヴィア刊 １冊　4,950,000円
LA VARENNE, FRANÇOIS PIERRE DE. Le Pastissier françois, où est enseigné la maniere de faire toute sorte
de Pastisserie, tres-utile à toute sorte de personnes. Amsterdam, Louys & Daniel Elzevier, 1655. 13.0×7.5cm., full
red morocco with gilt decoration (Trautz-Bauzonnet), a.e.g., ink and pencil inscriptions to flyleaf (“Exemplaire de
MM. Sencier, Bignon(V. le Manuel), Millot et du Marquis de Coislin.” “de M. Montesson et M. Potier.”), ex-libris.
ラ・ヴァレンヌ（1615～1678）はフランス料理に革新をもたらした17世紀の主要なシェフの一人。本書は著者名の記載が
ないが、『フランスの料理人 Le Cuisinier françois』とならぶ彼の主著の一つとみなされている。初版（パリ、1653年）
につづきアムステルダムで刊行された本第２版は、料理書の古典としてのみならず、16～18世紀にかけて活動した出
版社エルゼヴィアによる刊本のなかでも最も稀覯とされている。現存する刊本は極少数で、1880年のウィレムス『エル
ゼヴィア書誌』には29部が記録されるのみ。本書はその筆頭に挙げられた《サンシェ本》で、ビニョン、コワスラン、モ
ンテッソン、シルヴァー、クラハン各氏に所蔵されてきたもの。銅版口絵入、トロー =ボーゾネによる赤色モロッコ
革装、表紙内側金箔縁取濃紺モロッコ革貼、見返しマーブル紙、三方金、蔵書票、見返しに来歴の書入あり。
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18) カレーム『19世紀フランス料理芸術』
CARÊME, ANTONIN. L’art de la cuisine française au dix-neuvième siècle. Paris, Au depot de librairie, 1854.
22.5×14.0 cm., half morocco. ５冊　110,000円

21) ボーヴィリエ『料理芸術』　（レイモン・オリヴェ旧蔵）
BEAUVILLIERS, A. L’art du cuisinier. Paris, Pilet, 1814-16. 20.3×12.6 cm., full calf, 9 folding plates, ex-libris
Raymond Oliver. ２冊　99,000円

19) カレーム『華麗なる菓子職人』　（第 4版）
CARÊME, ANTONIN. Le pâtissier pittoresque. 4e édition. Paris, chez MM, 1842. 23.0×15.0 cm, half leather
over marbled board. １冊　110,000円

23) フランボワジエール『健康典範』　（レイモン・オリヴェ旧蔵）
LA FRAMBOISIÈRE, NICOLAS ABRAHAM DE. Le gouvernement necessaire a chacun pour vivre longue-
ment en sante. Paris, Marc Orry, 1608. 17.0×10.4 cm., quarter calf, ex-libris of Raymond Oliver, some penciling 
to text. １冊　165,000円

20) カレーム『パリの宮廷菓子職人』　（第 3版）
CARÊME, ANTONIN. Le pâtissier royal parisien, ou traité élémentaire et pratique de la pâtisserie ancient et
moderne. Troisième édition. Paris et Leipsig, Renouard, 1841. 22.5×14.0 cm., quarter calf, original wrapper bound 
in. ２冊　88,000円

24) サッカー『料理芸術』　（初版）
THACKER, JOHN. The Art of Cookery. Containing above six hundred and fifty of the most approv’d receipts
heretofore, under the following heads, viz... Newcastle upon Tyne, Thompson and Company, 1758. 19.8×12.8
cm., quarter calf. １冊　110,000円

22) エスコフィエ『蝋の花』　（新版）
ESCOFFIER, A. Les fleurs en cire. Nouvelle édition. Paris, Bibliotheque de l’art culinaire, 1910. 19.0×14.8 cm.,
quarter morocco, t.e.g., uncut, original wrappers bound in, ex-libris. １冊　99,000円
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