
51

風俗・武者 (Fuzoku・Warriors)

344 周延 東風俗福つくし ふぶく	
							刷良 保存良 左角部分冠水
     シミ ※犬の図 明治 22 年

    (1889)  25,000 円
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347 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人
     之一個 摩雲金翅歐鵬	
							刷良 保存良 少虫穴補修 
     左端部傷ミ 文政 10 年頃

    (C1827)  65,000 円

349 国芳 通俗水滸傳豪傑百
     八人之一個 小温候呂方
							刷良 保存並 下部分汚レ・
　　 一部薄ミ 文政 10 年頃

     (C1827)    25,000 円

350 国芳 通俗水滸傳豪
    傑百八人之一個 
    霍閔婆王定六	
							刷並 保存並 裏打 傷ミ 
      一部欠損 汚レ 文政 10 年

      頃 (C1827)  25,000 円

351 国芳 熊若丸・篠塚伊賀の妻・篠塚伊賀の娘	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 経年薄シミ・汚レ ※犬の図 

    天保・弘化期 (1843-47)                        38,000 円

348 国芳 大星良金ヲ始四十余人の義士本意を達し万昌山円覚寺引取焼香図
 					3 枚続 刷良 保存良 弘化・嘉永期 (1847-52)                  80,000 円
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武者 (Warriors)

352 貞秀 源頼光館土蜘蛛妖怪図	
							3 枚続 刷良 保存並 中図右下角・右図左下角欠損部分修復 一部薄ミ 経年汚レ 弘化元年

    (1844)                                                               600,000 円
                                                                       

353 国芳 平家の驕奢悪逆を憎み鞍馬山の僧正坊を始め諸山の八天狗御曹司牛若丸の影
    身を添ひ源家再興を企る随従の英雄を伏さしむる図	
							3 枚続 刷極良 保存良 極少点虫穴 弘化・嘉永期 (1847-52)              450,000 円
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歴史 (History)

354 芳艶 誠忠義士銘々傳 義士四拾七人之内	
							全 24 枚 2 丁掛 中判 未裁断 刷良 保存並 裏打 擦レ 汚レ 弘化・嘉永期 (1847-52)  

                                                                            250,000 円
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   武者・歴史 (Warriors・History)

358 国芳 太平記英雄傳 
    堀本儀太夫高利
							刷良 保存良 中折レ 
     少虫穴補修 弘化・嘉永期

     (1847-52)   18,000 円

359 国芳 太平記英雄傳 
    阿佐井備前守仲政	
							刷良 保存良 中折レ 
    弘化・嘉永期 (1847-52) 

                25,000 円

360 国芳 太平記英雄傳 
    石川壮助貞和	
							刷良 保存良 中折レ 
     弘化・嘉永期 

    (1847-52)  25,000 円

361 豊国三代 誠忠大星一代記 
     大星亡君墓前手向の図	
								刷良 保存良 下部少汚レ 
     弘化・嘉永期 (1847-52) 

                 18,000 円

356 国芳 本朝武者鏡 渡邉綱	
							刷良 保存良 中折レ ※鬼の図 安政 2年

     (1855)          100,000 円

357 芳艶 矢島海底図	
							3 枚続 刷良 保存良 左図裏打 トリミング マージン色滲ミ 文久元年

    (1861)                                       45,000 円

355 芳年 豊臣三韓征伐之図	
							3 枚続 刷良 保存良 マージン少傷ミ 右図落款部分擦レ 中図紫色写り 左図下部少切レ 

    慶応 2年 (1866)                                              120,000 円
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歴史 (History)

363 芳年 豊臣昇進録	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 端部少虫穴 明治元年

    (1868)                             45,000 円

362 暁斎 耕雲齊筑波山籠	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 明治 10 年 (1877) 

                                             80,000 円

364 年信 鹿児島戦闘記	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 明治 10 年 (1877) 

                                              15,000 円

365 年信 戦地之実況奏聞之図	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 少シワ 左図右端

    部分折レ 明治 10 年 (1877)         18,000 円

366 年信 明治名誉一覧	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治 10 年 (1877) 

                                             10,000 円

367 国明 朝鮮平定奏聞図	
     3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 一部少滲ミ 明治

     10 年 (1877)                            25,000 円

368 豊重 朝鮮事件之内王城後宮之図	
								3 枚続 刷良 保存良 左図裏打 トリミング 明治 15 年

     (1882)                           25,000 円

369 国直 波烟南河の夢	
								3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング ※山岡鉄舟・
     西郷隆盛・桐野利秋・篠原國幹の図 明治 18 年 (1885) 

                                            35,000 円
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歴史 (History)

378 豊房 新撰太閤記 	
							2 枚続 刷良 保存良 少シワ ※織田信長の図 

     明治 16 年 (1883)      15,000 円

370 芳年 新撰東錦絵 大仁坊梅ヶ枝を殺害の図	
						2 枚続 刷良 保存良 明治 19 年 (1886)    100,000 円

372 芳年 新撰東錦絵 於さめ遊女を学ぶ図
    2 枚続 刷良 保存良 明治 19 年 (1886) 

                                50,000 円

375 芳年 新撰東錦絵 一休地獄太夫之話
						2 枚続 刷良 保存良 明治 19 年 (1886) 

                                45,000 円

373 芳年 新撰東錦絵 生嶋新五郎之話	
						2 枚続 刷良 保存良 右図折レ 明治 19 年

    (1886)            60,000 円

377 芳年 新撰東錦絵 田宮坊太郎之話	
							2 枚続 刷良 保存良 明治 19 年 (1886) 

                              50,000 円

376 芳年 新撰東錦絵 延命院日當話	
							2 枚続 刷良 保存良 明治 19 年 (1886) 

                                40,000 円

379 芳年 皇国二十四功 
    日野阿稚丸	
							刷良 保存良 マージン
    薄い汚レ 明治 20 年

    (1887)    25,000 円

371 芳年 
    月百姿 原野月 保昌
							刷良 保存良 明治 21 年

    (1888)      30,000 円

374 芳年 月百姿 たのしみ
    はおとこてては夕顔た
    なのゆふ涼男はてゝら
    女はふたのして	
						刷良 保存良 極少シワ
    明治 23 年 (1890) 

              20,000 円



57

                      名所 (Landscape)

380 広重初代 東都名所 芝神明境内	
							刷良 保存良 文化・天保期 (1815-42) 

                                50,000 円

381 広重初代 江都名所 洲崎しほ干狩	
							刷良 保存良 文化・天保期 (1815-42) 

                                 48,000 円

383 広重初代 東海道五拾三次 藤川   
    中判 刷良 保存良 3 ヶ所台紙に貼付 
     佐野喜版 16.5 × 22 天保 11 年頃

     (C1840)          18,000 円

382 広重初代 東都名所 高輪之図	
							刷良 保存良 マージン左付けミミ 

    天保・安政期        35,000 円

385 広重初代 名所江戸百景 
    広尾ふる川	
							刷良 保存良 右角補修 
     安政 3年 (1856)             

                  45,000 円

384 広重初代 名所江戸百景 
    品川御殿やま	
							刷良 保存良 マージン左
     薄いシミ 安政 3年 (1856) 

                   50,000 円

387 広重初代 
    名所江戸百景 霞がせき	
							刷良 保存良 ※凧の図 安政

     4 年 (1857) 80,000 円

388 広重初代 名所江戸百景 
    日本橋江戸ばし	
							刷良 保存良 安政 4年

    (1857) 85,000 円

386 広重初代 名所江戸百景 
    せき口上水端はせを庵
    椿やま	
							刷良 保存並 極少虫穴 
     マージンシミ・薄ミ 安政

     4 年 (1857)   35,000 円
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     名所 (Landscape)

393 広重初代 冨士三十六景 
    武蔵野毛横はま	
							刷良 保存良 安政 5年 (1858) 

                     65,000 円

394 広重初代 冨士三十六景
    相州三浦之海上	
							刷良 保存並 薄いシミ 安政

     5 年 (1858)   65,000 円

395 広重初代 冨士三十六景 
    雑司がや不二見茶や	
							刷良 保存良 中折レ 少虫穴 
     安政 5年 (1858)  

                    45,000 円

396 広重二代 諸国名所百景 
    伊勢二見ヶ浦	
							刷良 保存良 薄いヤケ 安政

     6 年 (1859)   40,000 円

389 国芳 東都名所見立
    十二ヶ月之内 両国 
    大星由良之助	
							刷良 保存良 トリミング 
     嘉永 5年 (1852) 

                 45,000 円

392 国芳 木曽街道六十九
    次之内 福島 浦嶋太郎	
							刷良 保存良 トリミング 
     嘉永 5年 (1852) 

                 25,000 円

391 国芳 木曽街道六十九
    次之内 宮の越 大塔宮	
						刷良 保存良 トリミング 
    嘉永 5年 (1852) 

                15,000 円

390 広重初代 六十余州名所図
     会 下野 日光山裏見ノ瀧
							刷良 保存並 マージン
    上部トリミング 嘉永 6  

    年 (1853)    18,000 円

397 広重二代 身延山朝詣群集新大橋の景	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 少ヤケ 右図下端部少傷ミ ※東神田・本郷獅子王纏の図 

    文久 3年 (1863)                                          80,000 円
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開化 (Westernization)

403 長崎絵 阿蘭陀船図	
							刷並 保存並 左端部傷ミ 
     文錦堂版 32 × 21.5 
     文化・天保頃 

               38,000 円

400 長崎絵 唐船到崎即請護航天后
     聖母下船上岸沿路鳴鑼舞棒開道人寺之図	
								刷良 保存良 薄い汚レ 版元名無 22 × 30.8 

     文化・天保頃                 65,000 円

404 芳虎 魯西亜婦人港崎遊覧	
							刷良 保存並 シワ 少虫穴 
     文久元年 (1861)  

                  45,000 円

401 芳員 
     阿蘭陀 ヲランダノへっつい
							刷良 保存並 中折レ 少虫穴 
     少汚レ 文久元年 (1861) 

                    60,000 円

402 芳年 外国人酒宴之図 
    異人屋敷料理之図	
							刷良 保存並 裏打 落款部分少
      擦レ 角 2ヵ所台紙に貼付 文久

      元年 (1861)  50,000 円

398 芳艶 
     蛮国人物図会 阿蘭陀国王	
							刷良 保存良 マージンテープ跡 

     文久元年 (1861)  65,000 円

399 芳虎 中天竺舶来之軽業元治元年三月上旬より横浜の地において興行之図他	
							3 枚 刷良 保存良 角部分薄い汚レ 元治元年 (1864)            180,000 円

406 広重二代 東京駿河衛国立銀行繁栄図	
							3 枚続 刷良 保存並 中折レ ヤケ シワ 少点シミ ※郵便

    配達・洋装の図 文久元年 (1861)           25,000 円

405 国政 東京名所萬世橋遠景之図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治 11 年 (1878) 

                                               15,000 円
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開化 (Westernization)

407 国郷 成田山開帳参詣群集之夕景	
							3 枚続 刷良 保存良 安政 3年 (1856)                   200,000 円

411 一景 東京名所四十八景 
    三谷堀今戸はし夕立	
						刷良 保存良 少虫穴補修 
    明治 4年 (1871) 

                10,000 円

412 国政 東京開化名景競 
    品川蒸気車	
							刷並 保存並 少シワ 
    明治 7年 (1874) 

                10,000 円

410 広重三代 河原崎座開業諸俳優乗辺図	
							3 枚続 刷良 保存良 ヤケ 明治 7年 (1874)              　65,000 円

413 国輝 東京蠣売街新築盛業之真図	
							4 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 少虫穴 明治期                      65,000 円

408 広重  東京名所日本ばし通り一丁目	
						刷良 保存並 シワ ※電線の図 明治期 

                            15,000 円

409 広重三代 東京名所兜町米商会所鎧稲荷祭礼之真図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治 11 年 (1878) 

                                                   50,000 円


