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開化 (Westernization)

419 清親 上野公園内之景	
							刷良 保存良 中折レ 明治 12 年 (1879) 

                           25,000 円

414 国利 養蚕天覧之図	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 赤滲ミ 明治 13 年

    (1880)                            10,000 円

415 国利 東京名所之内 上野公園地眞景之図（第 2回勧業博覧会）	
							3 枚続 刷良 保存良 弱い折レ跡 極少虫穴 マージンに色

    滲ミ 明治 14 年 (1881)                     25,000 円

416 国松 第二回勧業博覧会図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 少虫穴 少シワ 左図

    1 ヵ所少汚レ 明治 14 年 (1881)             25,000 円

417 広重三代 東京名所従上野公園不忍池中嶋弁天之景	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 少虫穴 右図端部冠水

    シミ 中図少シワ 明治 14 年 (1881)             10,000 円

418 広重三代・国明 開明東京
     名勝 日暮も里雪後	
							刷良 保存良 明治 14 年

    (1881)       10,000 円

420 清親 隅田川夜	
							刷良 保存良 トリミング 中折レ 明治

    14 年 (1881)            25,000 円

421 芳藤 温泉遊宴之図	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 角切レ 薄い汚レ 端部傷ミ 明治 15 年 (1882)

                                                          　60,000 円

422 清親 武蔵百景之内 両国花火
							刷良 保存良 薄シミ 明治 17 年

     (1884)    90,000 円
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424 邦年 東京名所之図 不忍池競馬之図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治 18 年 (1885) 

                                            40,000 円

425 周延 東京上野不忍大競馬ノ図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治 18 年 (1885) 

                                             40,000 円

427 幾英 東京名所之内 
    上野ステーンション	
							刷良 保存良 ※汽車の図 
     明治 21 年 (1888) 

                 15,000 円

426 周延 赤十字社総会 皇后陛下上野公園御幸	
							3 枚続 刷良 保存並 少シミ 汚レ 四隅を台紙に貼付 

    明治 31 年 (1898)                15,000 円

428 米作 第一軍之斥候摩天嶺探検之図	
								3 枚続 刷良 保存良 明治 27 年 (1894)         28,000 円

429 国梅 御濱延遼館於テ天覧角觝之図	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 左図中折レ 赤滲ミ 少虫穴 

     明治 17 年 (1884)                   25,000 円

430 国輝 力士酒宴之図	
							3 枚続 刷良 保存良 ※増位山・國見山・甲・木村庄五郎の図 

     明治頃                              25,000 円

423 玉英 上野不忍池共同競馬会真図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治 17 年 (1884) 

                                             45,000 円

開化・その他 (Westernization・Others)
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　　　　　　その他（Others）

432 肥州長崎図 
    刷良 保存良 元題箋 ※出島の図 32.7 × 44 享和元年

    (1801)                          85,000 円

434 英泉 七福神	
							刷良 保存良 トリミング
    少ヤケ 軸装（傷ミ） 50 ×
    18.3 安政 2年 (1855) 

                   65,000 円

433 文久三年亥二月御上洛御用掛供奉御役人附 
    5 枚続 刷良 保存良 右図端少汚レ 46 × 31（1 枚の紙寸） 文久 3年 (1863) 

                                                                       150,000 円

431 国明 千住大橋吾妻橋洪水落橋之図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 左図端部折レ 明治

     18 年 (1885)                              80,000 円

436 五渡亭国貞 団扇絵版木 市川團十郎（金吾） 岩井粂三郎（玉本小三）	 							
両面 21.5 × 27.5 文化・天保期 (1815-42)                 300,000 円

435 国周 絵入 小夜嵐	
							刷良 保存並 絵入読み物 
     挿絵 1図 綴ジ本 木版表
     紙に化け猫の図 経年傷ミ 
     絵入日報社 24 × 17.5 
     明治 28 年 (1895) 

                  10,000 円
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 その他（Others）

438 嵩岳堂 生寫四十八鷹	 30 枚＋目次 刷良 保存並 数枚にシミ 虫穴 帖仕立 × 安政 6年 (1859)  350,000 円

437 国芳 道外見冨利十二志		全 3枚 刷良 保存良 トリミング 綴ジ穴 弘化・嘉永期 (1847-52)     450,000 円
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その他（Others）

439 国芳 注入百人一首		4 枚 4 丁掛 刷良 保存良 未裁断 天保・弘化期 (1843-47)           120,000 円

440 清親 衛生幼稚教育画話	
							3 枚 2 丁掛 刷良 保存良 未裁断 ※ミルクを飲む図 明治 29 年 (1896) 

                                                      40,000 円

442 芳玉 御狂言長唄双六	
							刷並 保存並 少虫穴 41.5 × 59.5 弘化・嘉永期

    (1847-52)                    35,000 円

441 周延 大當見立双六	
							刷良 保存並 折り目部分一部切レ 

     72.5 × 73.5 明治期 25,000 円

444 国周 志ん板歌舞伎一覧双六	
							刷良 保存並 題箋部分少シミ 少虫穴 折り
     目部分一部切レ 91 × 73 明治 13 年 (1880) 

                                25,000 円

443 国政 俳優東海道行程双六	
							刷並 保存並 シミ 傷ミ 数ヶ所穴 袋付（傷ミ） 59 × 72 明治 15 年

    (1882)                                       18,000 円
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その他（Others）

446 山下門内鍋島邸	
							裏打 冠水シミ 右角切レ 29 × 37  

                          30,000円

449 上野	
							裏打 傷ミ 冠水シミ 右角虫穴 

     29 × 37      25,000 円

450 瀬田	
							裏打 傷ミ 汚レ 29 × 37                  

                         20,000 円

451 江の島	
							裏打 冠水シミ 29 × 37 

                         35,000 円

452 高輪	
							裏打 傷ミ 汚レ 冠水シミ 左下部分
     欠損 ※黒船の図 29 × 37      

                           10,000 円

453 永代橋	
							裏打 冠水シミ 極少虫穴 ※富士山

     の図 29 × 37         20,000 円

454 さった峠	
							裏打 傷ミ 冠水シミ 29 × 37   

                         20,000 円

455 荒井	
							裏打 冠水シミ 少虫穴 29 × 37  

                         30,000 円

447 原	
						裏打 冠水シミ 29 × 37  30,000 円

448 吉原	
							裏打 冠水シミ 少虫穴 29 × 37  

                          10,000 円

445桜田門	少傷ミ 軸装 31 × 45.5       50,000 円

江戸期 泥絵
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                           その他（Others）

456 浦賀	
							裏打 冠水シミ 傷ミ 左角虫穴 

     29 × 37      20,000 円

457 上杉	
							裏打 中折レ 冠水シミ 29 × 37  

                       15,000 円

458 さった峠	
								裏打 一部傷ミ シミ 32.5 × 47.5  

                          45,000 円

465 風景	
							裏打 一部傷ミ 少シミ 32.5 × 47.5   

                                      50,000 円

460 松嶋	
							裏打 少傷ミ 少シミ 32.5 × 47.5   

                            45,000 円

461 海浜奇勝	
							裏打 シミ 汚レ 32.5 × 47.5   

                            40,000 円

462 風景	
							裏打 傷ミ シミ 右上角欠損 32.5 × 47.5  

                           40,000 円

463 風景	
							裏打 切レ補修 一部傷ミ 冠水シミ 

     32.5 × 47.5           40,000 円

459 安芸の宮島	
							裏打 切レ補修 傷ミ シミ 32.5 × 47.5  

                           30,000 円

464 二見ヶ浦	
							裏打 傷ミ 32.5 × 47.5   45,000 円

466 源應溪 自筆画幅 雛図	
							絹本 彩色 署名 印譜 50 × 57  100,000 円
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    その他（Others）

474 作者不詳 
    新板猫の○がらす
							刷良 保存良 トリミング 

     明治期    18,000 円

475 作者不詳 
     新板蚕やしない尽し
							刷良 保存並 少シワ
      経年薄い汚レ 明治期 

              18,000 円

476 作者不詳 新版猫之善悪	
							刷良 保存並 ヤケ 数ヶ所

     補修 明治期 18,000 円

467 作者不詳 
    猫鼠似真改撰図	
							刷良 保存並 マージン左
     傷ミ 明治 28 年 (1885) 

               20,000 円

468 作者不詳 
    志ん板猫のよめ入	
							刷並 保存並 傷ミ 補修 
     赤滲ミ 明治 19 年 (1886) 

              15,000 円

469 作者不詳 
     志ん板ねこのよめいり	
									刷並 保存並 赤滲ミ 
     明治 21 年 (1888) 

              18,000 円

470 国利 新板猫の戯地獄遊	
							刷良 保存並 ヤケ 端部 
     補修 明治 24 年 (1891) 

                15,000 円

471 国梅 
     新ぱん猫世帯ままこしらへ	
							刷良 保存良 裏打 明治 10

     年 (1877) 35,000 円

472 作者不詳 
    新板猫のよめいり
							刷並 保存並 赤滲ミ
     明治 29 年 (1896) 

              15,000 円

473 作者不詳 
    新板猫の流行遊び	
								刷並 保存並 折レ 
     冠水滲ミ 右下角補修  
     ※自転車の図 明治
     32 年 (1899) 

              18,000 円

478 国貞・豊国 春夏秋冬 色の詠 春	
							見開き 8図 好亭序 刷良 保存並 少汚レ 少虫穴 一部
     シミ 本文最終頁一部欠損 題箋欠 和装本 25.5 × 19 
     ※国貞艶本の最高傑作 文化 10 年頃 (C1813)

                                     120,000 円

477 春潮 男女色交之糸	
							刷良 保存並 裏打 折レ 天明 6年

    (1786)        35,000 円


