
【洋　画】　鑑定料金一覧

1点につき ：40,000円 （鑑定料 1万円 + 鑑定証書 3万円） 13名

：60,000円 （鑑定料 3万円 + 鑑定証書 3万円） 60名

：80,000円 （鑑定料 5万円 + 鑑定証書 3万円） 11名

<あ行> ｱｲ ﾐﾂ ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ ｱｵﾔﾏ ﾖｼｵ ｱｻｲ ｶﾝｳｴﾓﾝ ｱｻｲ ﾁｭｳ ｱｿｳ ｻﾌﾞﾛｳ

靉  光 青木  繁 青山　義雄 朝井  閑右衛門 浅井  忠 麻生　三郎

ｱﾘｼﾏ ｲｸﾏ ｲﾄｿﾞﾉ ﾜｻﾌﾞﾛｳ ｲﾏﾆｼ ﾁｭｳﾂｳ ｳｴﾉﾔﾏ ｷﾖﾂｸﾞ ｳﾒﾊﾗ ﾘｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ ｴｲ ｷｭｳ

有島  生馬 糸園  和三郎 今西  中通 上野山  清貢 梅原  龍三郎 瑛  九

ｴﾋﾞﾊﾗ ｷﾉｽｹ ｵｶ ｼｶﾉｽｹ ｵｶﾀﾞ ｻﾌﾞﾛｳｽｹ

海老原  喜之助 岡  鹿之助 岡田  三郎助

<か行> ｶﾅﾔﾏ ﾔｽｷ ｶﾉｽｴ ﾋﾛｼ ｶﾓｲ ﾚｲ ｷﾑﾗ ｼｮｳﾊﾁ ｸﾆﾖｼ ﾔｽｵ ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾘｶｽﾞ

金山  康喜 彼末  宏 鴨居  玲 木村  荘八 国吉  康雄 熊谷  守一

ｸﾛﾀﾞ ｾｲｷ ｺｲﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｺｶﾞ ﾊﾙｴ ｺﾀﾞﾏ ﾕｷｵ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾝｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜｻｸ

黒田  清輝 小絲  源太郎 古賀  春江 児玉  幸雄 小林  萬吾 小林  和作

ｺﾔﾏ ｹｲｿﾞｳ

小山  敬三

<さ行> ｻｲﾄｳ ﾖﾘ ｻｴｷ ﾕｳｿﾞｳ ｻﾌﾞﾘ ﾏｺﾄ ｼﾐｽﾞ ﾄｼ ｼﾗﾀｷ ｲｸﾉｽｹ ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｷﾁ

斎藤  与里 佐伯  祐三 佐分  真 清水  登之 白滝  幾之助 杉本  健吉

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ ｽﾀﾞ ｸﾆﾀﾛｳ ｾｷﾈ ｼｮｳｼﾞ ｿﾐﾔ ｲﾁﾈﾝ

鈴木  信太郎 須田  国太郎 関根  正二 曽宮  一念

<た行> ﾀﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ ﾁｮｳｶｲ ｾｲｼﾞ ﾂﾊﾞｷ ｻﾀﾞｵ ﾃﾗｳﾁ ﾏﾝｼﾞﾛｳ 

田村  孝之介 鳥海  青児 椿  貞雄 寺内  萬治郎

<な行> ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ ﾅｶﾀﾆ ﾀｲ ﾅｶﾊﾀ ｿｳｼﾞﾝ ﾅｶﾑﾗ ｾｲｼﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾂﾈ ﾅﾍﾞｲ ｶﾂﾕｷ

中川  一政 中谷  泰 中畑  艸人 中村  清治 中村  彝 鍋井  克之

ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｽｹ ﾉｸﾞﾁ ﾔﾀﾛｳ ﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ﾉﾏ ﾋﾄﾈ

西村  龍介 野口  弥太郎 野田  英夫 野間  仁根

<は行> ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ ﾊﾔｼ ﾀｹｼ ﾌｸｲ ﾘｮｳﾉｽｹ ﾌｼﾞｼﾏ ﾀｹｼﾞ ﾌｼﾞﾀ ﾂｸﾞﾊﾙ

長谷川  利行 林  武 福井  良之助 藤島  武二 藤田  嗣治



<ま行> ﾏｴﾀﾞ ｶﾝｼﾞ ﾏｷﾉ ﾄﾗｵ ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ﾐｷﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ ﾐｷﾞｼ ｾﾂｺ ﾐﾂﾀﾆ ｸﾆｼﾛｳ

前田  寛治 牧野 虎雄 松本  竣介 三岸  好太郎 三岸  節子 満谷  国四郎

ﾐﾅﾐ ｸﾝｿﾞｳ ﾐﾔﾅｶﾞ　ﾀｹﾋｺ ﾐﾔﾓﾄ ｻﾌﾞﾛｳ ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾀ ﾓﾘ ﾖｼｵ

南  薫造 宮永　岳彦 宮本  三郎 村山  槐多 森  芳雄

<や行> ﾔｽｲ ｿｳﾀﾛｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾙ ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅｴ ﾖﾛｽﾞ ﾃﾂｺﾞﾛｳ

安井  曽太郎 山口  薫 山下  新太郎 山本  鼎 萬  鉄五郎

<わ行> ﾜﾀﾞ ｴｲｻｸ

和田  英作


