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1. 朝日カメラ(編) 世界のカメラ 

Still Cameras of the World 1965 

朝日新聞社 昭和 39 年 

236,(20)pp. ペーパー装 カバー 帯 25.8x18.3cm.カバー全体的にムレ、裂け、

汚れ、ハゲ 表紙、裏表紙、背にムレシミ 表紙裂け 小口ヤケ 見返しヤケ 前遊

び紙に正誤表、新聞記事貼りつき タイトルページに新聞記事貼りつき p.26 に紙

貼りつき、pp.26-27 薄いヤケ 

附・Minolta Autocord ミノルタのある暮し No.31 パンフレット 

[wb0038-751938]   ¥2,200  

2. 朝日カメラ(編) 世界のカメラ 

Still Cameras of the World 1967 

朝日新聞社 昭和 42 年 

(2),248,(20)pp. ペーパー装 帯 26x18.2cm.  

全体的にムレ 表紙、裏表紙、背にムレシミ 表紙部分ハゲ 裏表紙折れ、裂け 

背スレ 小口ヤケ、天にムレシミ pp.140-141 薄いヤケ 

附・前所有者使用のフィルム付属の説明書約 50 枚(重複あり)、Korachrome II カ

ラースライド、ムービーフィルムほか 

[wb0039-751939]   ¥2,200  

3. 朝日ソノラマ(編) 最新カメラ診断室 

アサヒカメラ連載(ニューフェース診断室から) [カメラドクター・シリーズ 第 1 集] 

株式会社 朝日ソノラマ 昭和 49 年 

312,(2)pp. ペーパー装 附・別刷り訂正 25.5x18cm.  

全体的にムレ 裏表紙ムレシミ、角欠 小口および一部ページムレシミ 

[wb0037-751937]   ¥2,200  

4. ドクトル 生田益雄 寫眞術講演 

六櫻社 明治 37 年 訂正再版 

(2),2,4,9,(1),254,3,(3),8pp. 臙脂クロース装 巻末に小西六右衛門「寫眞器械及石

版機械・材料品一式販賣」広告 19.4x13cm.  

表紙、裏表紙、背少々スレ、少々汚れ 背やや退色 小口ヤケ 前見返しにシー

ル剥がし跡 ページヤケ 少々綴じ緩みあり 

[wb0023-751923]   ¥8,800  
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5. 井上 鐘(編) 明日の世界文化 小形カメラによる紐育萬國博覧會寫眞集 

牧野七三郎、小林湜信 撮影  

番町書房 昭和 15 年 限定本 (第 357 冊) 

(8),37,(3)pp, モノクロ図版 94 点, (奥付、広告 18pp.)  カバー 厚紙装

29.3x23cm.  

カバーおよび本体の表紙、裏表紙ムレシミ カバー汚れ、背部分ヤケおよび裂け 

ヤケおよび少々裂け テキストページおよび巻末広告ページヤケ 一部図版ペー

ジノド割れ 

[wb0054-751954]   ¥55,000  

6. 北野邦雄 カメラとドイツ 

株式会社 光画荘 昭和 26 年 

305,(6)pp. 背クロース装 カバー モノクロ図版 18.4x13cm.  

カバー少々スレ、わずかに裂け、背退色 表紙、裏表紙少々汚れ 小口ヤケ 見

返しヤケ 後ろ見返しに書店ラベル貼りつき 後遊び紙にレシート貼りつき ペー

ジ少々ヤケ 

[wb0025-751925]   ¥4,400  

7. 木村 伊兵衛; 朝日カメラ編 対談・写真この五十年 

朝日新聞社 昭和 50 年 1 刷 

329,(2)pp. ペーパー装 カバー 18.8x12.8cm.  

カバー背ヤケ 表紙、裏表紙、背の端わずかにヤケ 小口わずかにヤケ、少々点

シミ 後遊び紙にレシート貼りつき pp.98-99、104-105 一部ヤケ 

[wb0020-751920]   ¥2,200  

8. 木村 伊兵衛 小型カメラの写し方・使ひ方 

標準實物印畫本巻に添付 第一回配本 [写真実技大講座 2] 

玄光社 昭和 12 年 

(6),(8),270,14pp. クロース装 函 装幀・恩地幸四郎 20.9x16.3cm. 

函強く日焼け、少々裂け 表紙わずかに汚れ 裏表紙少々ムレ 背スレ 小口

少々ヤケ 見返し少々ヤケ 前遊び紙に書店ラベル ページ綴じ緩み pp.256-

257 ノド割れ pp.124-125 ページ貼りつき剥がし跡 

巻末・茶封筒に標準實物印畫「をんな」一葉 (15.1x10.8cm. 原板制作・木村伊兵

衛 印畫處理・小石清)  

[wb0033-751933]   ¥55,000  

9. 木村 伊兵衛 木村伊兵衛の眼 アサヒカメラ増刊 

朝日新聞社 昭和 45 年 

写真集 ペーパー装 モノクロ図版 24.4x21cm.全体的にムレ 表紙、裏表紙を

含む全ページ角にムレシミ、ページには少々カビ、一部ページ貼りつき 背少々

ヤケ 小口ヤケ 見返しヤケ 

附・木村伊兵衛関係新聞記事切り抜き (サントリー放談室・篠山紀信との対談、ほ

か 全てヤケ)  

 [wb0042-751942]   ¥3,300  
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10. 木村 伊兵衛 (英) Japan Through a Leica. 100 Grimpses: Sceneries, Life and 

Art.  

三省堂 昭和 13 年 初版 

(8),100,(4)pp. 写真集 クロース装 カバー欠 26.8x25.5cm.  

表紙、裏表紙、背が強く日焼け、スレ 背クロース破れ 小口ヤケ 前遊び紙から

序文 2 ページ目まで角折れ ページ少々ヤケ 全ページ下角に薄いムレシミおよ

び、一部ページにムレのため貼りついたページを剥がした跡 pp.2-3 ページ端に

傷 

[wb0046-751946]   ¥66,000  

11. 木村 伊兵衛 定本 木村伊兵衛 監修 田沼武能 金子隆一 

朝日新聞社 2002 年 

15,(1),335pp. 写真集 カバー 黒クロース装 函・帯 カラー・モノクロ図版 265 点 

27.8x23.3cm.  

函・帯少々汚れ、少々裂け 函背部分少々ヤケ 本体美本 

附・内容見本(A3 サイズ二つ折、少々汚れ)  

[wb0055-751955]   ¥6,600  

12. 木村伊兵衛読本 フォトアート臨時増刊 [現代写真家読本・1] 

研光社 昭和 31 年 

214,(8)pp. ペーパー装 今日の木村伊兵衛 (特写・田沼武能)、伊奈信男、名取

洋之助、渡辺勉、重森弘淹ほか寄稿 20.8x14.8cm.  

全体的にヤケ 表紙、裏表紙、背少々汚れ、端スレ  

附・「写真展・木村伊兵衛の眼」 (ニコンサロン開設記念・昭和 43 年) チラシ、 

「写真展 木村伊兵衛の眼 1932 年 - 1970 年」(日本橋三越) チラシ、 

新聞記事切り抜き「庶民の顔に息の長い感動」) 

[wb0021-751921]   ¥6,600  

13. 酒井 修 ライカとその時代 M3 までの軌跡 

朝日新聞社 1997 年 1 刷 

341,(1),22,(3)pp. 厚紙装 カバー 帯(赤瀬川源平) モノクロ図版 19.5x14cm 

カバーわずかにヤケ、わずかに汚れ 小口わずかに汚れ 奥付にレシート貼りつ

き 

 

[wb0001-751900]   ¥2,200  

14. 屬 啓成 ライカ行脚 独逸楽聖遺跡 

三省堂 昭和 13 年 

132,(4)pp. 臙脂クロース装 カバー モノクロ図版 27x20cm.  

カバーにムレシミ (裏表紙部分に激しい傷み)、スレ、裂け 本体裏表紙から p.79

までムレシミ 小口点シミ 見返しヤケシミ 前遊び紙に書店ラベル貼りつき 奥付

に三省堂発行の紙片貼りつきのためページ部分ヤケ 

[wb0043-751943]   ¥3,300  
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15. 佐和 九郎 カメラとレンズ [佐和写真技術講座 2] 

株式会社アルス 昭和 29 年 

339,(2)pp. クロース装 函 モノクロ図版 附「読者と著者 第二巻附録」パンフレ

ット 21.4x15.5cm.  

函少々汚れ、少々ヤケ、スレ、部分裂け、背特にヤケ 背表紙クロース少々裂け 

小口少々ヤケ 腹に薄いシミ 前後見返しにセロファン貼りつき及び前見返しに剥

がした跡 p.10 薄いシミ 

[wb0029-751929]   ¥2,200  

16. 佐和 九郎 近代写真技術 [佐和写真技術講座 6] 

株式会社アルス 昭和 31 年 

382,(2)pp. クロース装 函 モノクロ図版 21.2x15.5cm.  

函ヤケ、少々汚れ、スレ、表紙部分少々剥がれ 表紙わずかに汚れ 小口少々ヤ

ケ 腹に薄いシミ 前見返しにパラフィン紙貼りつき 前遊び紙に書店ラベル貼り

つき 後遊び紙にシミ p.110-111 ヤケ 

附「読者と著者 第六巻附録」パンフレット(pp.110-111 に綴じ込み)  

[wb0030-751930]   ¥2,200  

17. 写真工業編集部(編) ペンタゴン一眼レフレックス 

株式会社 光画荘 昭和 34 年 

167,(2)pp. クロース装 カラー口絵 モノクロ図版 21.5x15.5cm.  

表紙、裏表紙端および背ヤケ 小口少々ヤケ 天地に少々シミ 後ろ遊び紙に小

紙片貼りつき p.167 から奥付裏まで少々シミ 

 

 

[wb0031-751931]   ¥4,400  

18. 全日本写真連盟(編) 幕末・明治・大正・昭和 カメラのあゆみ 

全日本写真連盟創立 50 周年記念 

朝日新聞社 1976 年 

292pp. ペーパー装 カラー、モノクロ図版多数 24x25cm.  

表紙、裏表紙、背ヨレ、スレ 小口少々ヤケ、少々汚れ ページ角折れ pp.170-

171 に新聞記事の切り抜きが挟み込まれているため、ページ部分ヤケ 

 

[wb0045-751945]   ¥3,300  

19. 田頭 良助 コンタックスの使ひ方 [カメラの使ひ方全集 4] 

ARS アルス 昭和 12 年 

(14),405,(7)pp. クロース装 函 モノクロ図版 18.5x15.5cm.  

函ヤケ、裏表紙部分に汚れおよび少々裂け 背ヤケ、端少々スレ 小口少々ヤケ 

前後見返しに書店ラベル貼りつき 

 

 

[wb0028-751928]   ¥3,300  



小川図書   ogawatosho@tokyo.email.ne.jp  

5 

 

20. 寫眞新報社編輯局増補； 瀧澤賢四郎 著述 増補 最近寫眞術 

東京 合名會社 浅沼商會藏版 明治 41 年 7 版 

3,(1),2,1,(1),7,(1),10,370,8,(1)pp. 背革装 表紙、裏表紙クロース 巻末に「浅沼商

會東洋一手販賣」広告 19.4x13cm.  

表紙、裏表紙ムレ、汚れ 裏表紙から後ろ見返しに少々虫食い穴あり 背スレ、革

部分欠 小口少々ヤケ 前見返し少々汚れ ページ少々ヤケ 序文に少々汚れ、

少々綴じ緩み 

 

[wb0024-751924]   ¥8,800  

21. 橘 弘一郎 レイアウト 印刷 編集 割付 

印刷学会出版部 昭和 30 年 

153pp. カバー 臙脂クロース装 函 カラー・モノクロ図版多数 30.3x21.3cm.  

函強く日焼け、汚れ カバーヤケ、汚れ、表紙部分に小さなムレシミ、裏表紙部分

破れ、背部分少々裂け 表紙角少々ムレシミ 小口少々ヤケ 前後見返しヤケ 

後見返しに書店ラベル貼りつき pp.111-118 重複 

 

[wb0053-751953]   ¥2,200  

22. 田沼 武能 田沼武能写真集 文士 

新潮社 昭和 54 年 

(1),181,(2)pp. 写真集 モノクロ図版 127 点 青クロース装 函・帯 山口瞳・序文 

鵜澤伸雄氏あて献呈本(前遊び紙に墨で名前および「風貌」と書き入れ、角印) 

30.4x21.9cm.  

函少々汚れ、天に点シミ、地にムレシミ 帯少々裂け 本体小口に薄いシミ 

 

[wb0056-751956]   ¥2,200  

23. 中川 一夫 写真工業別冊 ライカの歴史 

写真工業出版社 昭和 54 年 

283,(3)pp. ペーパー装 25.6x18cm.  

全体的にムレ 表紙に薄く大きなムレシミおよび表面ビニールに皺 裏表紙、背

少々ヤケ 裏表紙角にムレシミ 小口ヤケ タイトルページから p.24 までページ貼

りつき タイトルページにレシート貼りつき p.25 から p.60 あたりまでムレによる

皺、一部ページ余白に薄いカビ汚れ 

[wb0040-751940]   ¥2,200  

24. 萩谷 剛 ライカ研究 [クラシックカメラ選書 14] 

朝日ソノラマ 2000 年 1 刷 

253,(2)pp.ソフトカバー カバー 帯 モノクロ図版多数 21x15cm 

表紙右上角折れ 小口にわずかな汚れ 奥付にレシート貼りつき 

 

 

[wb0002-751901]   ¥2,200  
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25. 畑 宗一 ライカ写真入門 

ARS アルス 昭和 11 年 

(24),2,7,((3),303,(5)pp.クロース装 函 口絵 24 ページ他モノクロ図版多数

19.2x15.5cm 

函強く日焼け 表紙少々汚れ 小口ヤケ 見返し少々ヤケ 後見返しに書店シー

ル 綴じ緩みあり 口絵最終ページノド割れ 一部ページに朱線あり 

[wb0003-751902]   ¥16,500  

26. 馬場 啓一 愛と哀しみのライカ メモリアルグッズ・ストーリー10  

ライカ、ローレックス、ダンヒル、ゼロ・ハリバートン、モンブラン、ダビドフ、クリストフ

ル、ピューター・フラスコ、レイバン、シャネル 

株式会社シンコー・ミュージック 1990 年初版 

221,(3)pp. ペーパー装 カバー 17.5x11.3cm.  

カバー汚れ カバーおよび表紙、裏表紙、背部分退色 小口ヤケ 

[wb0017-751917]   ¥6,600  

27. 原 正次 コンタックス撮影全集 

玄光社 昭和 13 年 

(2),7,(1),(20),358,(10)pp. クロース装 函 カバー 装幀・恩地幸四郎 モノクロ図

版多数 24.3x20cm.  

函強く日焼け、汚れ、部分破れ カバー大きく破れ、部分欠 本体背ヤケ 小口天

少々ヤケ 見返し少々汚れ p.344 少々ヤケ 

 

[wb0034-751934]   ¥5,500  

28. 堀江 宏(主幹) 月刊ライカ(創刊号含む)・月刊小型カメラ 17 冊セット 

月刊ライカ： 第 1 卷・1 號、第 3 卷・5 號、第 4 卷・2 號、第 4 卷・4 號、第 4 卷・5

號  

月刊小型カメラ(月刊ライカ改題)： 第 5 卷・5 號、第 6 卷・2 號、第 6 卷・3 號、第

7 卷・1 號、第 7 卷・4 號、第 8 卷・6 號、第 9 卷・3 號、第 10 卷・1 號、第 10 卷・5

號、第 11 卷・2 號、第 11 卷・4 號、第 12 卷・1 號 

ARS アルス / 明光社 1934 年-1939 年 

ペーパー装 26x19cm.  

表紙、裏表紙汚れ 背傷みあり ページややヤケ 一部の号綴じ外れあり 

 

[wb0011-751911]  ＊各号詳細は巻末  ¥44,000  

29. 間世 潜 ライカ写真集 トラピスチヌ大修道院 The Life of the Trappistines.  

トラピスチヌ写真帖刊行會 昭和 29 年 初版 2000 部限定出版 (No.1074) 

(8),147,(2)pp. 写真集 装幀：里見勝藏 製作：最上運一郎 黒クロース装 カバ

ー モノクロ図版 函 29x21.5cm.  

函ヤケ、ムレシミ、汚れ カバー角にムレシミ、少々裂け、背ヤケ 表紙、裏表紙角

にムレシミ 前後見返し少々ヤケ、後見返しに書店ラベル貼りつき、角にムレシミ 

タイトルページヤケ 図版 120 点目から後遊び紙まで余白角にムレシミ 

[wb0052-751952]   ¥6,600  
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30. 真継 不二夫 ライカ撮影全集 

玄光社 昭和 13 年 

(2),281,(13)pp. クロース装 函 カバー 装幀・恩地幸四郎 モノクロ図版多数

25.7x20cm.  

函ヤケ、ムレシミ カバーヤケおよび背部分欠、裏表紙部分少々裂け 表紙、裏

表紙少々汚れ 背ヤケ 見返しヤケ pp.27-89 にかけて朱線 

 

[wb0044-751944]   ¥6,600  

31. 間宮 精一 ライカの使ひ方 [カメラの使ひ方全集 3] 

ARS アルス 昭和 13 年 

(20),(2),5,(3),274,(8)pp.クロース装 函 口絵 20 ページ他モノクロ図版多数

18.7x15.8cm 

函強く日焼け 表紙下端に少々汚れ 背ヤケ、少々スレ 小口少々ヤケ 前遊び

紙に書店シールおよび鉛筆書込 

 

[wb0005-751904]   ¥4,400  

32. 師岡 宏次 Guide to 8mm 8 ミリ映画の作り方 

東都書房 昭和 43 年 1 刷 

242,(14)pp. 厚紙装 カバー カラー口絵 モノクロ図版 21.3x19cm.  

カバー少々ヤケ、少々汚れ、背に少々ヨレ 小口ヤケ 見返しヤケ 前遊び紙に

レシート貼りつき 序文ページ一部ヤケ 

 

 

[wb0012-751912]   ¥2,200  

33. 師岡 宏次 夏の寫眞術 

ARS アルス 昭和 13 年 

テキスト(ページ番号なし)、モノクロ図版 108 点クロース装 函 カバー 天青

21.3x19.5cm.  

函ヤケ(特に天と背)、端少々破れ カバー背ヤケ及びヨレ 表紙、裏表紙、背少々

ヤケシミ 小口ヤケ 後見返しに書店ラベル貼りつき テキストページの数ページ

に薄いヤケシミ 

[wb0032-751932]   ¥4,400  

34. 吉川 速男 私のライカ ライカの第一歩 

玄光社 昭和 8 年 4 版 

8,319,(17)pp.クロース装 函 モノクロ図版 19.2x13.8cm 

函強く日焼け 表紙、裏表紙少々ムレ 表紙に小さな傷 小口ヤケ、天少々汚れ 

前後見返しヤケ、ノド少々裂け 前見返しに書店シール やや綴じ緩みあり 

附・光畫藝述 Vol.II, No.2. (玄光社パンフレット)、ハガキ 

[wb0004-751903]   ¥2,200  
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35. 吉川 速男 ライカの旅 Eine Leica Reise.  

玄光社 昭和 13 年 

(2),199,(11)pp. 青クロース装 函 モノクロ図版多数 21.3x19.6cm.  

函スレ、全体に薄い汚れ、背ヤケ 表紙、裏表紙に薄いシミ 背、強く日焼け 小

口ヤケ 前後遊び紙少々黒ずみ 前見返しにシール剥がし跡 各図版の向かい

のページに少々ヤケシミ 

 

 

[wb0010-751909]   ¥8,800  

36. 吉川 速男 カメラの旅 奈良 

玄光社 昭和 15 年 

264,(6)pp. 厚紙装 函 和紙見返し モノクロ図版 17.7x13cm.  

函ヤケシミ 背ヤケ 後ろ見返しノド部分裂け 後ろ見返しに「三越」ラベル貼りつ

き 前遊び紙に書店ラベル貼りつき 

 

 

[wb0026-751926]   ¥2,200  

37. 吉川 速男 小形カメラの第一歩 

玄光社 昭和 7 年 5 版 

478,(10)pp. クロース装 函 モノクロ図版 19x15.5cm.  

函ヤケ、少々シミ、裏表紙部分に少々破れ 表紙、裏表紙わずかに汚れ 背ヤケ 

小口ヤケシミ 見返し少々ヤケシミ 前見返しに書店ラベル及びレシート貼りつき 

一部ページわずかに薄いシミ 

 

[wb0027-751927]   ¥3,300  

38. K.L.アリンソン Allinson,K.L. (英) エクサクタ・ハンドブック 

Exakta Handbook. [A Fountain Photobook]  

London: Fountain Press / Philadelphia: Rayelle Publications, 1956 年 初版 

158,(2)pp. 小型本 厚紙装、背クロース モノクロ図版 11x15cm.  

表紙、裏表紙スレ 背表紙ヤケ、スレ 小口ヤケ 見返し及び数ページに薄いシミ  

前見返しに書店ラベル 後見返しに鉛筆書込み p.91 鉛筆で線引き. pp.112-

113 綴じ緩み 

[wb0015-751915]    ¥4,400  

39. アンリ・カルティエ＝ブレッソン Cartier-Bresson,Henri  

ワールド・オブ・アンリ・カルティエ＝ブレッソン The World of Henri Cartier-

Bresson.  

London: Thames and Hudson, 1968 年 イギリス版  

写真集 カバー クロース装 モノクロ図版 210 点 27.5x30.5cm.  

カバー傷み、汚れ、部分欠 表紙、裏表紙端汚れ 小口、見返し少ヤケ、少点シミ 

前見返しに書店ラベル  

[wb0060-751960]   ¥3,300  
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40. アンリ・カルティエ＝ブレッソン Cartier-Bresson,Henri 

写真 アンリ・カルティエ＝ブレッソン作品集 Photographs by Cartier-Bresson.  

朝日新聞社 昭和 39 年 

テキスト：アンリ・カルティエ＝ブレッソン、リンカーン・カースティン、ボーモント・ニ

ューホール、木村伊兵衛 

モノクロ図版 47 点ペーパー装 帯 22x19cm.  

表紙、裏表紙、背ヤケ、少々汚れ 小口ヤケ 前遊び紙に新聞記事切り抜き貼り

つき ページ少々やけ 帯裂け、ヤケ 

[wb0035-751935]   ¥2,200  

41. アンリ・カルティエ＝ブレッソン Cartier-Bresson,Henri 

決定的瞬間・その後 アンリ・カルティエ＝ブレッソン近作集 Photographs by 

Cartier-Bresson  

朝日新聞社 昭和 41 年 

モノクロ図版 60 点ペーパー装 テキスト：クロード・ロワ、小島亮一、木村伊兵衛

24.5x21cm.  

表紙、裏表紙、背少々ヤケ、少々汚れ 表紙、裏表紙を含む全ページにムレシミ 

小口ヤケ 前見返し、前遊び紙部分ヤケ 前遊び紙に新聞記事およびレシート貼

りつき ページ少々やけ 

[wb0036-751936]   ¥2,200  

42. サム・ハスキンス Haskins,Sam  

 (英) ファイブ・ガールズ Five Girls.  

London: The Bodley Head, 1965 年 イギリス版初版  

143pp. 写真集 カバー 厚紙装 35.9x27.3cm.  

全体的に少ヤケ カバー少裂け、フラップ及び裏面点シミ 小口点シミ ページ少

点シミ  

[wb0057-751957]   ¥13,200  

43. サム・ハスキンス Haskins,Sam  

 (英) カウボーイ・ケイト & アザー・ストーリーズ Cowboy Kate & Other Stories.  

London: The Bodley Head, 1966 年 イギリス版再版  

写真集 カバー 厚紙装 35.8x27.7cm.  

カバーヤケ、少汚れ、端裂け 表紙、裏表紙、背の端少汚れ 表紙右端に皺 小

口ヤケ、天に点シミ 見返し、遊び紙少ヤケ、点シミ 前見返しに書店ラベル 一

部ページ角少折れ  

[wb0058-751958]   ¥13,200  

44. サム・ハスキンス Haskins,Sam  

 (英) ノベンバー・ガールズ November Girl.  

London: The Bodley Head, 1967 年 イギリス版初版  

写真集 カバー 厚紙装 35.7x27.5cm.  

カバーヤケ、少傷み、裏表紙少退色 表紙、裏表紙少汚れ 小口天に点シミ 見

返し少ヤケ 前見返しに書店ラベル 一部ページ角少折れ  

[wb0059-751959]   ¥8,800  
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45. Kasemeier,Rolf  

 (英) スモール・ミノックス・ビッグ・ピクチャーズ Small Minox - Big Pictures.  

24th to 31st thousand.  

Seebruck am Chiemsee: Published by Heering Verlag, 1964 年 

208pp. 小型本 緑クロース装 カバー モノクロ図版 11x15.5cm.  

カバー少々ヤケ、少々スレ 表紙、裏表紙、背に薄い汚れ 小口ヤケ 見返し、遊

び紙、ページ少々ヤケ 

 

 

 

[wb0013-751913]   ¥3,300  

46. Kisselbach,Theo  

 (英) ポケット・ライカ・ブック Pocket Leica Book.  

English edition of "Kleines Leica-Buch." English text by W.Edward Roscher.  

Seebruck am Chiemsee: Published by Heering Verlag, 1954 年 2 版 

223pp. 小型本 グレークロース装 カバー モノクロ図版 10.9x15.2cm.  

カバーヤケ、少々汚れ、少々スレ 表紙、裏表紙、背の端ヤケ 小口ヤケ 見返し

少々ヤケ、少々汚れ ページややヤケ 

 

[wb0016-751916]   ¥3,300  

47. W.D.モーガン、H.M.レスター Morgan,Willard D.; Lester,Henry M.  

 (英) ライカ・マニュアル・アンド・データブック Leica Manual and Data Book.  

For Better Pictures with 35mm Cameras. John S.Carroll, Dorothy S.Gelatt, 

Associate Editors.  

New York: Morgan & Lester Publishers / London: The Fountain Press, 1955 年 

13 版 

456pp. 緑クロース装 カバー モノクロ図版 21.5x14.6cm.  

カバー端スレ、カバー裏表紙ヤケ 表紙、裏表紙少々汚れ 背汚れ 小口ヤケ、

天黒ずみ、地の角汚れ 前後見返しヤケ 後見返しに書店ラベル貼りつき 前遊

び紙、タイトルページ、388-392 ページ少々ヤケ 393-456 ページヤケ 

[wb0007-751906]   ¥4,400  

48. W.D.モーガン、H.M.レスター Morgan,Willard D.; Lester,Henry M.  

 (英) ニュー・ライカ・マニュアル The New Leica Manual.  

Willard D.Morgan, Henry M.Lester and 20 Contributors. A Manual for the 

Amateur and the Professional Covering the Field of Leica Camera Photography.  

New York: Morgan & Lester, Publishers, 1951 年 12 版 

(4),427,(1)pp. オレンジクロース装 カバー モノクロ図版 アンセル・アダムス、ア

ルフレッド・アイゼンスタット、ピーター・スタックポール他の文章と作品掲載

22.5x16cm.  

カバー傷み、ヤケ、汚れ、スレ、一部欠 表紙、裏表紙、背少々汚れ 小口ヤケ、

天黒ずみ、地の角汚れ 前後見返しヤケ 前扉少々汚れ 口絵、タイトルページ

薄い点シミ ページ少々ヤケ 

[wb0008-751907]   ¥2,200  
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49. ケネス S.タイディングス Tydings,Kenneth S.  

 (英) タイディングス・ガイド・トゥ・ザ・ライカ・カメラ Tydings' Guide to The Leica 

Cameras.  

Including the M-3 and IIIg. [The Modern Camera Guide Series]  

Philadelphia, New York: Chilton Company - Book Division, 1954 年 4 刷 

128pp. ペーパー装 モノクロ図版 19.8x12.6cm.  

表紙、裏表紙ヤケ、擦れ 背、小口ヤケ 前後見返し、タイトルページ、p.128 薄い

点シミ 

[wb0006-751905]   ¥4,400  

50. ドクトル・パウル・ヴォルフ Wolf,Dr.Paul 井上 鐘(編) ライカ写眞 

番町書房 昭和 16 年 

140,(8)pp. 写真集 クロース装 モノクロおよびセピア写真 カバー欠

27.8x23.3cm.  

表紙、裏表紙、背が強く日焼け 背破れ 小口ヤケ 前遊び紙折れ ページ少々

ヤケ 表紙、裏表紙から全ページ下角に薄いムレシミおよび、一部ページにムレ

のため貼りついたページを剥がした跡 

[wb0049-751949]   ¥4,400  

51. ドクトル・パウル・ヴォルフ Wolf,Dr.Paul 井上 鐘(編) ライカ寫眞の完成 

番町書房 昭和 17 年 

126,(7)pp. 写真集 クロース装 カバー モノクロおよびカラー写真 附・掲載図

版からの別刷り 1 枚(両面印刷、余白折れ)28x23.2cm.  

カバーヤケ、ムレシミ、スレ、破れ 本体背ヤケ 小口ヤケ、少々汚れ 見返しヤケ 

ページ少々ヤケ 一部ページ下角に薄いムレシミ 

 

[wb0047-751947]   ¥66,000  

52. パウル・ヴォルフ Wolf,Dr.Paul 井上 鐘(編) 傑作寫眞集 

番町書房 昭和 15 年 

38,(2),88,(4)pp.写真集 クロース装 カバー モノクロおよびセピア写真 28x23cm.  

カバーヤケ、ムレシミ、スレ、破れ 本体全体的にヤケ 小口ヤケ 見返しヤケ ペ

ージ少々ヤケ カバー、表紙、裏表紙を含む全ページ下角にムレシミ p.66 図版

の角に印刷ハゲ 

[wb0050-751950]   ¥6,600  

53. パウル・ヴォルフ(撮影) Wolf,Dr.Paul 井上 鐘(編)   

ライカによる 第十一回 伯林オリムピック写真集 

発行所：株式会社シュミット商店 発売元：玄光社 昭和 13 年 5 版 

松澤一鶴、大宅壮一、木村伊兵衛、寄稿 

テキスト 82pp.、モノクロ図版 88 点クロース装 カバー欠 22x20.8cm.  

表紙、裏表紙、背、強く日焼け 小口ヤケ 前後見返しヤケ 前見返しに書店シー

ル テキストページヤケ 綴じ緩みあり 

[wb0009-751908]   ¥6,600  
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54. パウル・ヴォルフ Wolf,Dr.Paul; Victor,Warner S (trans.)  

 (英) My Experience in Color Photography.  

With 54 Color Plates by Dr. Paul Wolff, Alfred Tritschler and Rudolf Hermann. Translated 

into English by Warner S.Victor. With an Appreciation and Supplement by Jacob Deschin, 

Photographic Editior of the New York Times.  

Frankfurt am Main: Umschau Verlag, 日付なし 

43,(1)pp. 54 colored plates. 写真集 背クロース装 カバー カラー写真 54 点

26.8x23.3cm.  

カバーヤケ、点シミ、スレ 本体全体的にヤケ 小口ヤケ 見返しヤケ 前遊び紙

に書店ラベル貼りつき ページ少々ヤケ  

[wb0051-751951]   ¥8,800  

55. パウル・ヴォルフ Wolf,Dr.Paul; Zielwe,H.W. (trans.)  

 (英) My First Ten Years with the Leica.  

A Historical Survey Over Almost Ten Years of Leica Photography. 192 Fine 

Halftones and 11 Reproduction in Bookprint. Translated from the German by 

H.W.Zieler.  

New York: Westermann Co., 日付なし 

55,(15),192pp. 写真集 クロース装 小口黒 カバー27.8x23.8cm.  

カバーヤケ、ムレシミ、スレ、破れ、部分欠 本体表紙、裏表紙ヤケ、少々汚れ 背

ヤケ、端スレ 前見返しに書店ラベル貼りつき ページ少々ヤケ 

[wb0048-751948]   ¥6,600  

56. 何が故にライカなるべきか Warum Leica? 

Ernst Leitz / Wetzlar 日本代理店シュミット商店日付なし (1933 年)  

23pp. ペーパー装のパンフレット ホチキス綴じ 18x12.5cm.  

表紙わずかに擦れ 美本 

[wb0018-751918]   ¥8,800  

57.  (英) ミノックス・カメラ・パンフレット「Always along - Always Ready」 

Minox gmbh, 日付なし 

35pp. ペーパー装 ホチキス綴じ 裏表紙に「バルコム貿易株式会社」印あり

10.5x15cm.  

全体的に少々ヤケ、少々汚れ 

[wb0014-751914]   ¥3,300  

58. カメラの選び方相談室  

日本カメラ 4 月特大号別冊附録 附・一線作家推薦カメラ・アンケート 

日本カメラ 昭和 30 年 

[カメラの選び方相談室・回答者：小崎恭太郎、松田二三男、三堀家義、中村泰

三、大場栄一、樋口進亮 / アンケート：秋元啓一、藤本四八、藤田直道、船山

克、羽田敏雄、芳賀日出男、浜谷浩、入江泰吉、小石清、新山清、岡田紅陽ほ

か]  

128pp. ペーパー装 18.2x12.8cm.  

全体的にヤケ 表紙、裏表紙少々汚れ 背裂け、少々欠け 

[wb0019-751919]   ¥2,200  
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59. マグナム世界写真展 Magnum's Global Photo Exhibition 1960  

東京 3 月 15 日 - 27 日 日本橋・高島屋 大阪 4 月 13 日 - 17 日 なんば・高

島屋 主催・毎日新聞社、カメラ毎日 提供・マグナム・フォト 

日付なし(1960 年) 

(44)pp. 小冊子 ペーパー装 写真説明・伊奈信男 21x14.8cm.  

背少々スレ ページ少々ヤケ  

附・新聞記事切り抜き「闘争精神の中に美しい人間愛 マグナム世界写真展」飯

沢匡 

[wb0022-751922]   ¥2,200  

60. ライカ誕生 30 年記念 国際写真展写真集  

Photo Collection Commemorating International Leica Photo Exhibition  

1956 ライカ倶楽部会報増刊 会員配布(非売品) 

ライカ倶楽部 昭和 31 年 

ペーパー装 モノクロ図版多数 木村伊兵衛、渡辺勉、田村栄、伊奈信男、野崎

昌人ほか寄稿 25.7x18cm.  

表紙、裏表紙、背ヤケ 表紙少々傷 裏表紙少々汚れ 小口ヤケ ページ少々や

け 

附・「ライカ誕生三十年記念 国際写真展 (銀座・松屋)」パンフレット(少々ヤケ)、

Pentax Gallery News (No.9 1969 年 2 月) (少々ヤケシミ)、Pentax Gallery 青柳陽

一個展「American Girls」ハガキ(少々ヤケ)  

[wb0041-751941]   ¥13,200  

61. ブルーノ・タウト Taut,Bruno  

(英) 日本人とその家 Houses and People of Japan.  

三省堂 昭和 33 年 2 版 限定版 700 部、第 358 号 

(6),xv,(1),326,(1)pp. カバー 函 青クロース装 勝平得之によるカラー木版画口

絵 モノクロ図版多数 26.5x19cm.  

函シミ有 本体美本 

附・本書のチラシ 2 種各 2 枚 (薄いシミあり)、タウト他に関する記事の切り抜き

(「タウトの竹細工」「20 世紀の名著・私の 3 冊<3> ブルーノ・タウト著『アルプス建

築』」「タウトと竹」以上、藤森照信、「別れの色紙 - タウト断想 - 」水原徳言、「カ

ポネ夫人」常盤新平 

[jp1146-751910]   ¥66,000  

62.ブルーノ・タウト Taut,Bruno  

(英) ブルーノ・タウト講演録 Fundamentals of Japanese Architecture.   

国際文化振興会 1939 年 8 月リプリント  

26pp. (pp.1-21: text. Pp.25-36: b/w illus.) 茶格子柄厚紙装、表紙にタイトルラ

ベル モノクロ図版 元パラフィン紙カバー一部残存(ヤケ) 26.3x18.9cm.  

表紙、裏表紙わずかにスレ 背表紙下端少裂け ページ少ヤケ  

[jp1154-751961] ¥44,000  
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28. 堀江 宏(主幹) 月刊ライカ(創刊号含む)・月刊小型カメラ 17 冊セット 詳細 

 

 
1934 年 
 

月刊ライカ 第 1 卷・第 1 號 「創刊号」 

ARS アルス 昭和 9 年 1 月 

表紙、裏表紙少々汚れ 表紙から背にかけてムレシミ 表紙折れ、角に傷 裏表紙角欠 背部分欠 一部ページ僅かにヤケ  

 

 
1935 年 
 

月刊ライカ 第 3 卷・第 5 號 「秘傳特輯 第五」 

ARS アルス 昭和 10 年 5 月 

表紙、裏表紙少々汚れ 表紙角ムレシミ、端退色 背部分欠 綴じ緩み 一部ページヤケ p.176 余白鉛筆書込 

 

月刊ライカ 第 4 卷・第 2 號 「特輯・ライカ虎の巻」 

ARS アルス 昭和 10 年 8 月 

表紙、裏表紙少々汚れ 裏表紙ムレシミ 背部分欠 一部ページヤケ 

 

月刊ライカ 第 4 卷・第 4 號 「特輯・ライカの新技法」 

ARS アルス 昭和 10 年 10 月 

表紙、裏表紙少々汚れ 背部分破れ 一部ページヤケ 

 

月刊ライカ 第 4 卷・第 5 號 「特輯・現像の秘訣」 

ARS アルス 昭和 10 年 11 月 

表紙、裏表紙少々汚れ 表紙～1 ページ目と裏表紙綴じ外れ 表紙から背にかけてムレシミ 表紙折れ 裏表紙裂け、小さな

破れ 背部分欠 一部ページヤケ  

 

 
1936 年 

 

月刊小型カメラ 第 5 卷・第 5 號 月刊ライカ改題 「特輯・小型原板の引伸」 

ARS アルス 昭和 11 年 5 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、少々スレ 表紙折れ 裏表紙から背にかけてムレシミ 背部分欠 目次ページ余白裂け 一部ペー

ジヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 6 卷・第 2 號 「特輯・コンタックス寫眞術」 

明光社 昭和 11 年 8 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、折れ 表紙から背に細かな裂け 裏表紙から背にかけてムレシミ 背部分欠 一部ページヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 6 卷・第 3 號 「特輯・中型カメラ寫眞術 コンタックス寫眞術」 

明光社 昭和 11 年 9 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、背に接する部分に小さな破れ 表紙折れ 裏表紙少々ムレシミ 背部分欠 一部ページヤケ  

 

 
1937 年 

 

月刊小型カメラ 第 7 卷・第 1 號 「微粒子現像の研究 ズマアルとゾナーの比較 東西スキー場撮影記 寫眞随筆」 

明光社 昭和 12 年 1 月 



小川図書   ogawatosho@tokyo.email.ne.jp  

15 

 

表紙、裏表紙少々汚れ 表紙少々スレ 裏表紙の背に接する部分に少々ムレシミおよび小さな破れ 背部分欠 一部ページ

ヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 7 卷・第 4 號 「M・P・G 微粒子現像液 スポーツのライカ寫眞術 幼児の散歩(ヘッダ・ヴァルテル) ソラリゼ

イション効果の研究」 

明光社 昭和 12 年 4 月 

表紙、裏表紙少々汚れ 表紙少々スレ 裏表紙の背に接する部分に少々ムレシミおよび小さな破れ 背部分欠 ページ綴じ

外れ 一部ページヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 8 卷・第 6 號 「小型カメラ引伸寫眞術 海外グラフ寫眞特輯 米國と獨逸の寫眞年鑑 アグファの新フィル

ム ライカによる舞臺撮影」 

明光社 昭和 12 年 12 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、折れ、少々裂け 表紙部分欠 裏表紙から背にかけて少々ムレシミ 背部分欠 一部ページヤケ  

 

 
1938 年 

 

月刊小型カメラ 第 9 卷・第 3 號 「特輯 引伸機の活用 小型カメラ未来記」 

明光社 昭和 13 年 3 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、折れ、少々裂け 表紙、裏表紙から背にかけて少々ムレシミ 裏表紙破れ 背部分欠 一部ページ

ヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 10 卷・第 1 號 「特輯 新微粒子現像法 海外小型カメラ作品集」 

明光社 昭和 13 年 7 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、折れ 表紙、裏表紙から背にかけて少々ムレシミ 背部分欠 一部ページヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 10 卷・第 5 號 「特輯 微粒子現像液・引伸機の問題 色彩寫眞に就いての一考案 パウル・ヴオルフの伊

太利作品」 

明光社 昭和 13 年 11 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、折れ 表紙、裏表紙から背にかけて少々ムレシミ 背部分欠 一部ページヤケ  

 

 
1939 年 

 

月刊小型カメラ 第 11 卷・第 2 號 「特輯 小型ネガ引伸寫眞術 ロライフレックスか？ライカ？ ライカによる山岳寫眞」 

明光社 昭和 14 年 2 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、少々スレ 表紙端少々印刷ハゲ 裏表紙折れ 背部分欠 一部ページヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 11 卷・第 4 號 「特輯 新製カメラの動向 小型ネガ引伸寫眞術 ロライか？ライカか？」 

明光社 昭和 14 年 4 月 

表紙、裏表紙少々汚れ、少々スレ 表紙、裏表紙から背にかけて少々ムレシミ 表紙折れ 裏表紙余白に小さなゴミ貼りつき 

背部分欠 一部ページヤケ  

 

月刊小型カメラ 第 12 卷・第 1 號 「特輯 最近の現像技法に就いて 米國寫眞年鑑の紹介及解説 ロライフレックス用の附属

品」 

明光社 昭和 14 年 7 月 

表紙、裏表紙汚れ、少々スレ 表紙、裏表紙から背にかけて少々ムレシミ 背部分欠 一部ページヤケ  

 


