
494 芳幾 江戸町二丁目甲子屋浴室之図
       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 中図左端折レ ※風呂の図
    明治 3年 (1870)                                 120,000 円

497 芳虎 金龍山の風景
    3 枚続 刷良 保存良 明治 3年 (1870)      45,000 円

498 一景 東京通旅籠町馬車通行之全図
       3 枚続 刷良 保存並 右・中図下角少切レ 少シミ
    折レ 明治 4年 (1871)             45,000 円

495 立祥二代 高輪蒸気車通行全図
       3 枚続 刷良 保存良 明治 4年 (1871)                100,000 円

496 永林
    横浜名所之内 伊勢山太神宮
       刷良 保存良 極薄いヤケ 
    ※犬の図  明治 5年 (1872)
                     95,000 円

493 国鶴二代 横浜商館並ニ辨天橋図
       3 枚続 刷良 保存良 中折レ ※横浜ステーション・蒸汽車・犬の図 明治 8年 (1875)
                                                                     250,000 円
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名所・開化 (Landscape・Westernization)



499 国周 開化三十六会席
       刷良 保存良 数枚刷並 「久保町売茶」シミ マージン上部に番号墨書き 帖仕立 
    明治 11 年 (1878)                                                    320,000 円
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開化 (Westernization)



504 暁斎 東京名所之内
    明治十年上野公園地内国勧業博覧会開場之図
       3 枚続  刷良 保存良 続き部分裏打
    ※風車の図 明治 10 年 (1877)          60,000 円

501 広重三代 東京汐留鉄道御開業祭礼図
       3 枚続 刷良 保存並 全体に薄いヤケ 左図に虫穴
    右図左端部傷ミ 明治 5年 (1872)      30,000 円

502 一景 東京名所四十八景 
    目黒不動乃瀧
       刷良 保存良 マージン
    少シワ 明治 4年
    (1871)      9,000 円

500 広重三代 東京名所内上野公園地不忍見晴図 
       3 枚続 刷並 保存並 端部傷ミ 少シワ
    中図少シミ ※精養軒の図  明治 9年 (1876)
                                     15,000 円

505 国利 東京上野公園地 明治 14 年版
    第二回内国勧業博覧会場一覧之図
       3 枚続 刷良 保存良 明治 14 年 (1881) 15,000 円

506 芳邨 東京鉄道馬車図 浅草寺景
       3 枚続 刷良 保存並 トリミング 中図中折レ
    薄い汚レ ※郵便配達夫の図 明治 15 年 (1882)
                                         28,000 円

503 重清 東京名所競
    上野蒸気車
       刷良 保存良
    明治 17 年 (1884) 
             18,000 円

508 探景（安治） 東京銀座通煉化石造真図
       3 枚続 刷良 保存並 裏打 シワ 明治 21 年 (1888)           80,000 円

507 今井敬太郎 東京名所 
    新橋ステーション
       刷良 保存良 マージン
    左角少切レ 明治 28 年
    (1895)     12,000 円
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名所・開化 (Landscape・Westernization)



513 清親 日本萬歳百撰百笑
       50 枚＋目録 刷良 保存良 裏打 トリミング 巻物仕立 明治 27 年 (1994)              250,000 円

509 光方 大日本忠勇義談 
    赤城艦長海軍少佐
    阪本八郎太君 
    刷良 保存良 裏打  
    明治 11 年 (1878) 
               10,000 円

510 光方 大日本忠勇義談 
    海軍々令部長
    海軍中将樺山資紀君 
    刷良 保存良 裏打  
    明治 11 年 (1878)
       10,000 円

511 清親 日本萬歳百撰百笑 
    李鴻章の大頭痛   
    刷良 保存良 明治 27 年
    (1894)        8,000円

512 作者不詳
    大同江先登 川崎軍曹
    刷並 保存良
    明治 28 年 (1895)
               6,000 円

74

   戦争 (War)



514 米作
    日清戦争忠勇美鑑 
    工兵一等軍曹
    三宅兵吉氏
       刷良 保存良 マー
    ジン上部少汚レ 
    明治 28 年 (1895) 
            10,000 円

516 国貞初代 小柳常吉・稲川政之助取組図
       3 枚続 刷並 保存良 経年少汚レ 文化・天保期
    (1815-42)                           45,000 円

515 国貞初代 當時英雄一取組ノ図
       3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 右図下角少切レ 文化・天保期
    (1815-42)                                     60,000 円

517 国芳 右大将頼朝公相撲御覧図
       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏に墨書
    天保・弘化期 (1843-47)               45,000 円

518 豊国三代 勧進大相撲興行之図
       3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 天保・弘化期
    (1843-47)                            35,000 円

519 国輝 東都両国夕景之図
       3 枚続 刷良 保存良 裏打 虫穴補修 
    ※犬の図  弘化・嘉永期 (1847-52)      45,000 円

522 豊国三代 不知火・大鳴門取組図
       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 式守伊之助額部分
    補修 安政 4年 (1857)                  45,000 円

521 豊国三代 濡髪 放駒 
    刷良 保存良
    トリミング 安政 4年
    (1857)     15,000 円

520 豊国三代 濡髪 放駒     
    刷良 保存良
    トリミング 安政 4年
    (1857)    15,000 円

523 国輝 境川 小柳
       3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 端部傷ミ 明治初期頃
                                        25,000 円
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戦争・相撲 (War・Sumo)



524 芳虎 彦山権現角刀之誉（志村政蔵・毛谷村六助）
       3 枚続 刷良 保存良 端部にテープ跡 文久 2年 (1862) 120,000 円

525 芳雪 雷電・熊ヶ嶽取組図
       3 枚続 刷良 保存良 左図極少虫穴 右図下角少折レ   
    少補修 江戸末 -明治初期               55,000 円

528 国芳 戯画 朝比奈義秀
       刷良 保存並 裏打 トリミング 傷ミ 補修 擦レ 汚 
       レ 弘化頃                           150,000 円

526 芳虎 勧進大角力取組図
       3 枚続  刷良 保存良 下端部擦レ  弘化・嘉永期
    (1847-52)                               45,000円

529 ○源 鯉の滝登り
       竪 2枚 刷良 保存良
    トリミング 薄いシミ  
    江戸期   120,000 円

530 芳員 志ん板外国人 
    刷良 保存良
    2 ヵ所少虫穴
    文久元年 (1861) 
              48,000 円

531 作者不詳 異人壁書き
       刷良 保存良 ※異人の図  
    江戸期       45,000 円

527 泥絵 三囲神社
       紙本 裏打 少シミ 33.5 × 48.5 江戸期
                                  45,000 円
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相撲・その他 (Sumo・Others)



532 作者不詳 官金取立寄合
       2 枚続  刷良 保存良 裏打
    江戸末 -明治初期頃      20,000 円

537 芳幾 全盛七福遊
       3 枚続 刷良 保存良 中・左図の左端部にシミ
    明治元年 (1868)                     35,000 円

534 国麿
    列女お竹ハ大日如来の化身にて
    衆生さいどのため御経読誦之図 
    刷良 保存良 ※猫・兎・狸・猿・
    漠・蛙・水牛・もふ者の図
    弘化・嘉永期 (1847-52)
                      150,000 円

536 貞重 教訓三界図会
       3 枚続 刷良 保存良 中折レ 少虫穴 ※鬼・兎の図
    文政・天保頃                           55,000 円

535 芳藤 土蜘蛛退治の図
       全 2枚 刷良 保存良 少虫穴 明治 16 年 (1883)
                                     75,000 円

538 周義 天覧栄七曲合
       3 枚続 刷並 保存良 明治 10 年 (1877) 15,000 円

533 暁斎 明治廿一年十一月一日
    子ノ日火性の人うけに入
       竪 2枚 刷良 保存良 裏打
    トリミング 下図端部分冠水
    シミ 繋ぎ部分少傷ミ 
    明治 21 年 (1888) 25,000 円

539 広重 仮名手本忠臣蔵（全）
       序＋ 12 図  刷良 保存良 和装本 冨士屋政七板 
    17.5 × 11.5                           50,000 円

540 東京御絵図
    木版 刷良 保存並 虫穴 元題箋 吉田屋文三郎板 
     36 × 51 明治 3年 (1870)         35,000 円
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その他 (Others)



547 ジョルジュ・ビゴー 銅版画集 クロッキー ジャポネ
       銅版表・裏表紙＋中表紙＋ 28 図 刷良 保存並 シミ 和装本 
    46 × 31.5（紙寸）明治 19(1886)               180,000 円

542 古内龍之進 陸前国塩竃松嶋真景全図
       銅版 刷良 保存良 引地松治著 袋付（少傷ミ） 
    38 × 53（紙寸）明治 24 年 (1891)    15,000 円

545 高木仙之助 第四回内国勧業博覧会及
    平安紀念大極殿之図
       刷良 保存並 ヤケ シミ 38×53（紙寸） 
    明治 28 年 (1895)            5,000 円

546 田井久之助
    第五回内国勧業博覧会全景明細図 
    石版 刷良 保存並 マージン所々折レ跡 
    40 × 53（紙寸）明治 36 年 (1903)
                               8,000 円

543 戸松鉙三郎 山形歩兵第三十二聯隊景
    石版 手彩 刷良 保存良 39 × 54（紙寸） 
    明治 38 年 (1905)             10,000 円

544 黒川萬吉 第三回内国勧業博覧会
    其会場一覧全図
       木版 刷並 保存良 35 × 49.5（紙寸）
    明治 23 年 (1890)             5,000 円

541 金沢曻平 官幣大社春日神社御社頭之図
       銅版 刷良 保存良 袋付 38.5×49.5（紙寸） 
    明治 24 年 (1891)            5,000 円

78

その他 (Others)



548 ジョルジュ・ビゴー 銅版画集 また（MA-TA）
       木版表紙＋銅版中表紙＋ 20 図 刷良 保存並
    表紙にローマ字記名 冠水シミ 30 × 22（紙寸） 
    明治 17 年 (1884)       
                                    320,000 円
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その他 (Others)



550 年昌 憲法発布大典寿語録
       刷良 保存良 袋付 佐々木豊吉版 ※象・蒸気船・
    日本橋の図 79.5 × 49（紙寸）明治 23 年 (1890)
                                      100,000 円

553 芳藤 諸藝一覧寿子禄
      刷良 保存良 1 ヵ所少虫穴 袋付 松根屋良八版
   ※曲独楽・綱わたり・籠ぬけ・人形つかい他
   72 × 48.5（紙寸）明治期             180,000 円

551 春暁 名所名物里程明細 東海道中五十三次壽語録
    刷良 保存良 袋付 神田清水屋版 ※凧・蒸気車の図
    48 × 70.5〈紙寸）明治 20 年 (1887)            120,000 円

552 作者不詳 新版當時流行ポンチ双六
       刷良 保存並 シワ 6 ヵ所のマスに印
    右下マージン欠損部分修復 端部傷ミ ※猫・狸・虎・
    犬・兎他の図 49 × 71.5（紙寸） 明治 28 年 (1895) 
                                         120,000 円

549 国周 櫓水滸傳喜男意壽古録
       刷良 保存並 折り目部分傷ミ
    マージン左端一部切レ ※刺青の図 55×67
    元治元年 (1864)                  150,000 円
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双六 (Sugoroku)


