
407 国貞初代 當秋狂言第弐番目
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 薄シミ 左端部傷ミ 
　　※髪結台箱の図 文化・天保期 (1815-42)　 35,000 円

409 国芳 御註文御誂染
    くずのはぎつね	   
    刷良 保存並 トリミング 
     全体にシミ 天保 14 年
     (1843)       13,000 円

408 国芳 御註文御誂染 
　　幡随長兵衛
　　刷良 保存並 トリミング
　　 全体にシミ 左端部傷ミ
     天保 14 年 (1843) 18,000 円

411 豊国三代 芝居絵 朝比奈藤兵衛 但嶋屋お夏 石井兵助	
								3 枚続 刷良 保存良 トリミング 下端部少シミ
     弘化・嘉永期 (1847-52)                    80,000 円

410 国芳 嫗山姥
							2 枚 刷良 保存並 トリミング
    全体に薄ヤケ 少汚レ 嘉永元年 (1848)                
                                16,000 円

412 国芳 一谷武者画土産
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 下端部シミ
    端部少傷ミ 弘化・嘉永期 (1847-52)    30,000 円

413 豊国三代 岩戸神楽のはし満里
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 端部折レ
    弘化・嘉永期 (1847-52)                 45,000 円

414 豊国三代 妹背山婦女庭訓
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 下部少シミ 
    嘉永 5年 (1852)                        25,000 円

415 豊国三代 花野嵯峨猫□縞
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 下端部少シミ
    ※髪結台箱の図  嘉永 6年 (1853)        25,000 円
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役者 (Actors)



416 豊国三代
    東海道五十三次之内
    まり子 田五平	
							刷良 保存良 少薄シミ 
    嘉永 5年 (1852)
               15,000 円

417 豊国三代
    江戸名所図会
    白銀 佐藤正清
							刷良 保存良 裏打
    嘉永 5年 (1852)
               12,000 円

418 豊国三代
    江戸名所図会
    三ツ股 足利頼兼
							刷良 保存良 少シミ 
    少虫穴補修 嘉永 5年
    (1852)     10,000 円

419 豊国三代
    東海道箱根三島間 
    山中 とち坊
    刷良 保存良 トリミ
    ング 役者名書入れ
    の紙貼付 嘉永 5年
    (1852)     8,000 円

420 豊国三代 与話情浮名横櫛
							3 枚続  刷良 保存良 トリミング 下端部少シミ
    ※行灯の図 嘉永 6年 (1853)            45,000 円

421 豊国三代 当叶東錦絵
								3 枚続  刷良 保存良 トリミング 下端部少シミ 
    嘉永 6年 (1853)                      45,000 円

422 作者不詳
    市川團十郎（八代目）
    死絵
    刷良 保存良 少シワ  
    嘉永 7年 (1854)
                 15,000円

423 作者不詳 坂東志うか死絵
								8 枚 刷良 保存良 少シミ 少虫穴 安政 2年 (1855)              80,000 円
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役者 (Actors)



427 豊国三代 五十三次之内 蒲原
						3 枚続 刷良 保存並 冠水シミ 少虫穴 万延元年 
   (1860)                                20,000 円 

426 国周 汐入堤の場（仕掛け絵）
							2 枚続 刷良 保存良 トリミング 綴ジ穴補修
    文久元年 (1861)                       35,000 円

424 国周 大谷友右衛門	
    刷良 保存良
    慶応元年 (1864)
                6,000 円

425 国周
    東都三十六景之内 高縄
     刷良 保存良
    元治元年 (1864)
              12,000 円

430 国周 春見立當羽子板 
    鬼神おまつ 尾上菊五郎	 
    刷良 保存良 明治期 
               20,000 円

431 国周 春見立當羽子板 
    夜討の由良之助 坂東彦三郎
							刷良 保存良 明治期
               25,000 円

433 国周 春見立當羽子板 
    傾城阿古屋 沢村訥升
							刷良 保存並 裏打
    右端部傷ミ 明治期 
               10,000 円

428 国周
    坂東三津五郎死絵	
    刷良 保存良 銀点状
    に変色シミ 明治 6年
    (1873)     5,000 円

429 国周 豪傑奇術競
    藤浪由良之丞 澤村田之助		
							刷良 保存良
    トリミング 明治 7年  
    (1874)    25,000 円

434 国政 画合名花競
    袈裟太郎 中村芝翫
							刷良 保存良
    トリミング 明治 7年
    (1874)     10,000 円

432 国周 芝居絵 宗貞 大友黒主 墨そめ
						3 枚続 刷良 保存並 少シミ 左端部傷ミ
   明治 11 年 (1878)                      9,000 円
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役者 (Actors)



435 国周
    さぎ娘石橋早がわり
    刷良 保存良 明治 8年
    (1875)      12,000 円

439 国輝 花吹雪岩倉宗玄
							3 枚続 刷良 保存良 中図に左図髪飾りの銀ヤケシミ 
    明治 24 年 (1891)                    25,000 円

436 国周 梅幸百種之内 
    塩原太助 三遊亭円朝
    刷良 保存良 裏打
    明治 26 年 (1893)
                8,000円

437 国周 有瀧惠花形（2）（3）
							2 枚 刷良 保存良 左図マージン上部少補修
    ※刺青の図 明治 16 年 (1883)     35,000 円

438 国周 樟紀流花見幕張
							3 枚続 刷良 保存良 明治 3年 (1970)       15,000 円

440 春信 まねえもん
							刷良 保存並 裏打 トリミング
    右側大きく欠損部分修復 18.3 × 25
    明和 7年 (1770)             60,000 円

442 国芳 月の影むかし絵姿	3 枚続 刷良 保存良 ※力士の図 嘉永 2年 (1849) 150,000 円

441 豊国三代 大師河原絵
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 下端部少シミ
    嘉永 6年 (1853)                                80,000 円
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役者・風俗 (Actors・Fuzoku)



444 豊国三代 隅田乃蛍狩
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 下角部分傷ミ 嘉永 6年 (1853)
                                                       100,000 円

443 国貞二代 東都両国夕涼之図
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング ※虫籠の図 嘉永 6年 (1853)        120,000 円

446 国芳 隅田堤櫻見物之図
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング ※犬の図 安政 3年 (1856)
                                                       75,000 円

445 国周
    東京三十六会席 柳はし	
    刷良 保存良 裏打
    トリミング 角 2ヵ所
    台紙貼 ※猫の図 
    明治 3年 (1870) 25,000 円

447 国周 東京三十六会席 
    数寄屋町 仲吉
    刷良 保存良 トリミング 
    薄いシミ 明治 3年
    (1870)        6,000 円
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風俗 (Fuzoku)



453 周延 里の花廊の賑
							3 枚続 刷良 保存良 右図男の顔部分に赤シミ 明治期
                                           15,000 円

449 作者不詳 年中行事 六月	
    刷良 保存良 明治期
                  8,000 円

452 真斎 官女船遊之図
							3 枚続 刷良 保存良 少シワ 明治 12 年 (1879)
                                          25,000 円

450 周延 女礼式裁縫の図
							3 枚続 刷良 保存良 少シワ ※裁縫の図 明治期
                                           35,000 円

451 周延 女礼式略図
							3 枚続 刷良 保存良 明治期              25,000 円

448 周延 隅田堤の雪景
							3 枚続 刷良 保存良 中折レ 左図極少シミ 明治期             60,000 円

455 春枽 木曽山中合戦
							3 枚続 刷良 保存並 トリミング 左図汚レ・薄ミ 
    文化・天保期 (1815-42)                   45,000 円454 国芳 韓信胯潜之図

							3 枚続の内左 2枚 刷良 保存並 シワ
    文化・天保期 (1815-42)           100,000 円
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風俗・武者 (Fuzoku・Warriors)



456 国芳 神我志姫
							刷良 保存良 トリミング
    右端部綴ジ穴 下部少シワ  
    文化・天保期 (1815-42)
                     60,000 円

459 広重初代 東都舊跡尽
    浅苐が原一ツ家
    石の枕の由来
    刷良 保存良 1 ヵ所
    虫穴 天保・弘化期
    (1843-47)  25,000 円
 

460 国芳 武英猛勇鏡
    御前五郎丸重宗
    曽我五郎時宗
    刷良 保存良 トリミング      
     角 2 ヵ所台紙貼付 落款横
     に墨汚レ 天保 7年頃  
     (C1836)    35,000 円

461 豊国三代 百人一首
    祐子内親王家紀伊						
							刷良 保存良 少虫穴
    弘化・嘉永期
    (1847-52)  18,000 円

457 国芳 本朝武優鏡 源為朝	
    刷良 保存良 天保・弘化期
    (1843-47)        75,000 円

462 芳年
    一魁随筆 顔世御前
    刷良 保存良
    折レシワ 文久元年
    (1861)    35,000円

463 芳盛 日蓮上人波題目之図
							3 枚続 刷良 保存並 トリミング 左図汚レ・シミ
    安政 4年 (1857)                         45,000 円

464 芳虎 蒙古賊舟退治之図
								3 枚続 刷良 保存並 トリミング 左図汚レ
    右図 1ヵ所シミ 文久 3年 (1863)        45,000 円

458 芳年 近世侠義傳 新甥留吉	
    刷良 保存良 慶応元年 (1865) 
                      70,000 円
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武者・歴史 (Warriors・History)



466 将軍太郎平良門	     
    24.5 × 18 慶応 3年
    (1867)     25,000 円

465 松ヶ枝関之助
							トリミング 裏面に裏打跡 
     23.6 × 17.3 慶応 2年
     (1866)       15,000 円
 

467 女勘助
						トリミング 裏面に裏打跡 
     24 × 17.3 慶応 3年
     (1867)       25,000 円
 

468 会津勢至堂越
    刷並 保存並 傷ミ 
    汚レ 折レ 一部欠損
    部分修復 一部薄ミ 
    落款部分消え 
             10,000 円

472 陸前白川
							刷良 保存並 左端部
    ・落款部分傷ミ 
               20,000 円

469 山城伏見
    刷良 保存良
　　　　　　　45,000 円

470 函館港
							刷良 保存良 マージン
    上部少汚レ 落款部      
    少擦レ      45,000 円

471 相州箱根
    刷良 保存良
             45,000 円

473 芳年 伏見大地震之図
							3 枚続 刷良 保存良 右図左端部傷ミ 明治 9年
    (1876)                                 50,000 円

474 月耕
    幸村蘆叢へ忍ぶ図
							3 枚続  刷良 保存良 
    右図シワ・少シミ
    明治 17 年 (1884)
              65,000 円

芳年 美勇水滸傳 中判  刷良 保存良

芳年 諸国武者八景 明治 4年 (1871)
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武者・歴史 (Warriors・History)



476 芳年 大日本略史図
    日本武尊 川上梟師
							刷良 保存良 裏打 少ヤケ   
    明治 12 年 (1879)  25,000 円

478 芳年 大日本名将鑑 
    足利義満公
    刷良 保存良 裏打
    ※金閣寺の図
    明治 12 年 (1879)
             12,000 円

477 清親 列僊画註 子英
							刷良 保存良 トリミング 中折レ 
    少シワ 明治 16 年 (1883) 
                         120,000 円

475 周延 雪月花
    武蔵 高田花 太田道灌
    刷良 保存良 少シワ
    マージン左端傷ミ
    明治 17 年 (1884)  8,000 円

480 清親鉢木 北条時頼 佐野常世
							3 枚続 刷良 保存良 少シワ ※盆栽の図 明治 17 年
    (1884)                                 45,000 円

479 国周 近世名婦美人鏡 
    種田少将妾勝子
							刷良 保存良 少薄シミ
    明治 20 年 (1887)
                10,000 円

482 広重初代 東海道五十三對 
     江尻 三保の浦羽衣松の由来	
    刷良 保存良
    天保・弘化期 (1843-47)
                 45,000 円

483 広重初代 東海道五十三對 
    二川 膝栗毛
						刷良 保存良
   マージン綴ジ穴 
   天保・弘化期 (1843-47) 
                 35,000 円

481 広重初代 江戸名所 御茶の水
							刷良 保存良 嘉永 6年 (1853)      80,000 円
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歴史・名所 (History・Landscape)



487 広重初代
    東海道五十三次
    二川
    中判 刷良 保存良
    佐野喜版 少シミ 
    15.5 × 21 天保頃
    (1840-42)
           10,000 円

485 広重初代 名所江戸百景
    千束の池袈裟懸松
							刷良 保存並 シミ
    マージン左角少切レ
    安政 3年 (1856)  35,000 円

486 広重二代
    江戸名勝図会 赤坂氷川
							刷良 保存良 マージン角少薄ミ  
    文久 2年 (1862)     45,000 円

489 広重二代・国貞二代
    東海道名所之内 江之島	
    刷良 保存並 冠水シミ  
    文久 3年 (1863) 
                18,000 円

488 広重二代 東都霞ヶ関諸侯行粧之図
							3 枚続 刷良 保存並 薄いヤケ 少シワ
    文久 3年 (1863)                      35,000 円

484 広重二代・豊国三代
    江戸自慢三十六興 橋場雪中	
    刷良 保存良 裏面少裏打跡  
    元治元年 (1864)  65,000 円

490 国周・広重二代 
    東海道一ト眼千両
    箱根 高師直
							刷良 保存良 慶応 3年
    (1867)     20,000 円

492 広重三代 東京名所図会 
    よし原五勢楼金瓶
    刷良 保存良 明治元年
    (1868)        8,000 円

491 立祥二代 横浜高臺英役館之図
							3 枚続 刷良 保存良 中図空の部分に少冠水シミ ※軍楽隊の図 
    明治 2年 (1869)                                         120,000 円
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名所・開化 (Landscape・Westernization)


