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役者 (Actors)

335 国周 なぞ合三十六句 
     松永大膳	
							刷良 保存良 
    慶応 3年 (1867)	
																									8,000 円

336 国周 
    なぞ合三十六句 武智  
    刷良 保存良 少波打ち 
    ※海女の図 慶応 3年
    (1867)										8,000 円

337 国周 寳利者揃當時
     取組 祇おん守の生め 
     中村芝翫	
									刷良 保存良 ※刺青の
     図 江戸末 -明治期	
																							10,000 円

339 国周 玄宗皇帝	
								3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 一部台紙貼付 明治期	
																																																																											25,000 円 340 国周 三升優長 吉備大臣支那譚	

							2 枚続 刷良 保存並 全体にシワ 少シミ  
    明治 8年 (1875)	 														15,000 円

341 国政 日蓮上人真實傳之内佐渡流罪日良坊赦免状持参之図	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 折レ目部分少切レ 
    全体に薄シミ 明治 19 年 (1886)	 																	20,000 円

342 国周 歌舞伎十八番の内 勧進帳	
							3 枚続 刷良 保存良 繋ぎ部分裏打 義経の笠部分に小穴   
    明治 20 年 (1887)	 																																20,000 円

343 国周 木曾山雪中之場	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 右図下部少
    切レ ※宮本武蔵の図 明治 21 年 (1888)		20,000 円

344 香朝楼（国貞三代） 忠臣蔵銘々傳實録	
								3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 明治 23 年 (1890)	
																																																																													20,000 円

338 国周 市川團十郎演藝
    百番 和藤内	
							刷良 保存良 マージン
    上端部少シワ 明治 31
    年 (1898)				15,000 円
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役者・風俗 (Actors・Fuzoku)

345 国貞三代 上野戦争中堂の場	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 左図右端折レ目
    部分切レ 明治 23 年 (1890)	 																				10,000 円

346 国貞三代 神明惠和合取組	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 折レ目部分切レ 
    明治 23 年 (1890)	 																																			15,000 円

347 国周 油坊主闇夜墨衣	
							3 枚続 刷良 保存良 明治 26 年 (1893)	 	　40,000 円

348 国周 増補桃山譚 加藤清正（市川團十郎）	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 薄いシミ 明治 29 年 (1896)	
																																																																								35,000 円

349 国芳 幼童諸芸教草 手習
							刷良 保存良 少虫穴
    補修 綴ジ穴 弘化頃
    (1844-48)		25,000 円

350 芳幾 春色三十六会席 
     新鳥越八百善	
							刷良 保存良
    明治元年 (1868)	
																						10,000 円

351 芳幾 春色三十六会席
     茅場町錦語楼樓	
									刷良 保存良 右角 
     少折レ 明治 2年
     (1869)				10,000 円

352 芳幾 春色三十六会席 
     王子海老屋	
								刷良 保存良 
     ※風呂の図 
     明治 2年 (1869)	
																						15,000 円

353 周延 幼稚鶏合之図	
							3 枚続 刷良 保存良 シワ 端部折レ ※明治 17 年
    第二絵画共進会銅賞拝受記念縮図 明治 17 年
    (1884)	 																																									35,000 円

354 周延 柳橋藝妓粧	
								3 枚続 刷良 保存良 裏打 明治 22 年 (1889)	 										
																																																																							25,000 円
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風俗・歴史 (Fuzoku・History)

355 周延 東風俗福つくし 
    七福まうで	
							刷良 保存良 極少薄シミ 
     明治 22 年 (1889)	
																										10,000 円

358 周延 千代田の大奥 神田祭礼上覧	
							3 枚続 刷良 保存良 左図落款横に極小穴 明治 28 年
    (1895)	 																																														25,000 円

359 周延 徳川時代貴婦人の図	
								3 枚続 刷良 保存良 1 ヵ所極少点シミ マージン角
    少切レ 明治 28 年 (1895)	 																25,000 円

357 峰雲 風俗昼夜鏡 汐干狩	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング ※ガス燈・猫・  
    双眼鏡の図 明治 29 年 (1896)	 																				38,000 円356 延一 少女風俗 

    おかめつけ 茶のゆ	
							刷良 保存並 中折レ 
     薄シミ 端部少傷ミ 
     明治期     8,000 円

360 国貞初代 忠臣蔵焼香ノ図	
							3 枚続 刷良 保存並 ヤケ 左図シミ 中図左下角欠損・
    右端少切レ 端部台紙に貼付 文化・天保期 (1815-42)			
																																																																											50,000 円

361 国直 新板浮絵忠臣蔵 初段・三段 -九段目	
							8 枚 刷良 保存良 裏打 トリミング 少シミ 端部台紙に
    貼付 文化・天保期 (1815-42)	 																				20,000 円

362 貞秀 忠臣蔵	
							3 枚続 刷良 保存良 端部
    台紙に貼付 天保頃
    (C1840-43)	 			80,000 円
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   武者・歴史 (Warriors・History)

363 国芳 
     通俗水滸傳豪傑百八人之壹人 浪裡跳張煩	
								刷良 保存良 少虫穴 文政・天保期
    (C1827-30)	 																	120,000 円

364 国芳 
     通俗水滸傳豪傑百八人之一個 白日鼠白勝	
							刷良 保存並 少汚レ 端部傷ミ 右角
    補修 文政・天保期 (C1827-30)		
																																																80,000 円

365 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人之
     一個 摸著天杜遷	
							刷良 保存並 トリミング
    左端部欠損 虫穴補修 
    一部薄ミ 文政・天保期
    (C1827-30)	 					25,000 円

366 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人之
     一個 毛頭星孔明	
							刷良 保存並 端部汚レ 
    全体に弱いシワ 文政・
    天保期 (C1827-30)	 	
																																		35,000 円

367 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人之
     一個 白花蛇揚春	
							刷良 保存並 トリミング 
    一部薄ミ 文政・天保期
    (C1827-30)	 					25,000 円

368 北為 
    福原殿舎怪異之図
							3 枚続 刷良 保存良 
    左下角少折レ 天保・
    弘化期 (1843-47)	
																				90,000 円
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369 広重初代 曽我物語図会 
    十郎 五郎	
						刷良 保存良 右下角
   少傷ミ 天保・弘化期
   (1843-47)		12,000 円

370 広重初代 曽我物語図会 
     五郎時宗 工藤左門祐経
							刷良 保存良 下部少
    汚レ 天保・弘化期
    (1843-47)	18,000 円

371 広重初代 曽我物語
    図会 乕御前 祐成	
							刷良 保存良 綴ジ穴 
     マージン少傷ミ 天保・
     弘化期 (1843-47)	
																								10,000 円

372 広重初代 曽我物語図会 
     番場忠太 一万丸 箱王丸	
								刷良 保存良 少虫穴
    補修 上部マージン角
    修復 天保・弘化期
    (1843-47)		10,000 円

373 広重初代 曽我物語図会 
     工藤左ェ門祐経 箱王丸 
     梶原景時	
							刷良 保存良 少汚レ
    天保・弘化期
    (1843-47)	
																								12,000 円

374 広重初代 曽我物語
    図会 曽我の社	
							刷良 保存良 少虫穴 
    マージン少傷ミ
    天保・弘化期
    (1843-47)	15,000 円

375 国芳 本朝文雄百人一首
    後藤兵助助高	
							中判 刷良 保存良 
     トリミング 綴ジ穴 1 ヵ所
     少虫穴 24.5 × 17  
     天保・弘化期 (1843-47)	 	
																											12,000 円

376 国芳 本朝文雄百人一首 
     松嶋局	
							中判 刷良 保存良
    トリミング 綴ジ穴 
     1 ヵ所虫穴 24.3 × 17.5  
     天保・弘化期 (1843-47)		
																											10,000 円

377 国芳 本朝文雄百人一首
    朝比奈三郎義秀	 									
						中判 刷良 保存並 
    トリミング 綴ジ穴 1 ヵ所
    虫穴 薄ミ 24.5 × 17.3  
    天保・弘化期 (1843-47)	 	
																											15,000 円

378 国芳 本朝文雄百人一首
    御曹子牛若丸	
							中判 刷良 保存良 
     トリミング 綴ジ穴 1 ヵ所
     虫穴 24.3 × 17.4 
     天保・弘化期 (1843-47)	 	
																											15,000 円

379 国芳 義士評定之図	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 一部台紙に貼付 端部折レ 
    弘化・嘉永期 (1847-52)	 																		35,000 円

   武者・歴史 (Warriors・History)
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385 豊国三代 誠忠大星一代話 35 枚揃の内 21 枚 刷良 保存良 トリミング 弘化・嘉永期 (1847-52)						150,000 円

380 豊国三代 誠忠大星
    一代話（13）	
							刷良 保存良 極少
    虫穴 上端部少シワ
    弘化・嘉永期
    (1847-52)	 	
																					25,000 円

381 国芳 英名三十六合戦 
     相馬小太郎良門 伊賀壽
     太郎	
								刷良 保存良 トリミング
     中折レ 弘化・嘉永期
     (1847-52)				15,000 円

382 国芳 唐土廿四孝 蔡順	
							中判 刷良 保存良 裏打 
     中折レ 24.5 × 16.5 
     弘化 4年 (1847)	
																													15,000 円

383 芳年 一魁随筆 顔世御前
								刷良 保存良 トリミング
     文久元年 (1861)	 						
																											30,000 円

384 国政 酒呑童子酒宴の図	
							3 枚続 刷良 保存良 中図
    左端少虫穴 弘化 4年
    (1847)	 			60,000 円

   武者・歴史 (Warriors・History)
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386 国芳 通俗三国志之内 馬超大戦渭水橋曹操髭切敗走	
							3 枚続 刷良 保存良 各図左端部折レ 嘉永 6年 (1853)	 										65,000 円

392 芳瀧 仮名手本忠臣蔵 八段 -十二段目	
							5 枚 刷良 保存良 十二段目傷ミ補修 各上部 2ヵ所
    台紙に貼付 慶応元年 (1865)	 															30,000 円

389 芳年 美勇水滸傳 
    鳥山秋作照忠	
							中判 刷良 保存良
     綴ジ穴 角 2ヵ所台紙に
     貼付 慶応 2年 (1866)	
																							15,000 円

390 芳年 美勇水滸傳 
    大友若菜姫	
							中判 刷良 保存良 
    綴ジ穴 角 2ヵ所台紙に
    貼付 右下角少切レ 
    慶応 2年 (1866)
   	 												18,000 円

388 芳年 美勇水滸傳 
    将軍太郎平良門	
							中判 刷良 保存並 
    綴ジ穴 角 2ヵ所台紙に
    貼付 墨つき 慶応 2年
    (1866)									12,000 円

387 芳年 近世侠義傳 小下理七
							刷良 保存並 裏打 
     トリミング 中折レ 虫穴 
     慶応元年 (1865)	 	
																																			15,000 円

393 芳年 皇国二十四功 
    大石内蔵之助良雄
								刷良 保存良 マージン
     右角折レ跡 明治 14 年
     (1881)											25,000 円

394 芳年 皇国二十四功 
    楠常刀正行	
							刷良 保存良 マージン
    上部少シワ 明治 14 年
    (1881)									25,000 円

391 芳年 鹿児島明暗録 
    西郷隆盛 忠僕重助
							刷良 保存良 裏打 
　　※犬の図 明治 11 年
    (1878)					35,000 円

   武者・歴史 (Warriors・History)
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395 肉亭夏良（清親） 白虎隊英雄鑑	3 枚続 刷良 保存良 中折レ 薄い汚レ 明治 7年 (1874)		300,000 円

396 芳年 大日本名将鑑 
    最明寺時頼入道	
							刷良 保存良 裏打 少ヤケ 
     明治 11 年 (1878)	 	
																															25,000 円

397 芳年 大日本名将鑑 
    源三位頼政 猪早太
							刷良 保存並 裏打
    トリミング 折レ 
    明治 11 年 (1878)	
																							18,000 円

399 芳年 大日本名将鑑 
    中臣鎌足 大兄皇子
							刷良 保存良 トリミング 
     裏面角の紙テープ跡 
     明治 12 年 (1879)	
																								28,000 円

398 芳年 大日本名将鑑 
    源義光 豊原時秋	
							刷良 保存良 裏打 
    少ヤケ 明治 12 年
    (1879)							20,000 円

400 芳年 大日本名将鑑 源頼義	
							刷良 保存良 裏打 
    少ヤケ 明治 12 年
    (1879)										18,000 円

401 探景（安治） 
    教導立志基 佛女	
							刷良 保存良 明治 18 年
    (1885)	 8,000 円

402 豊宣 新撰太閤記	
							2 枚続 刷良 保存良 明治 16 年 (1881)	
																																																																				25,000 円

歴史 (History)
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403 年方 源平雪月花之内 月	
							3 枚続 刷良 保存良 左図左端トリミング ※天狗の図 明治 18 年
    (1885)	 																																																																		50,000 円

404 芳年 月百姿 朱雀門の月 
    博雅三位	
							刷良 保存良 明治 19 年
    (1886)	 			80,000 円

405 芳年 芳年武者旡類 
    源三位頼政	
							刷良 保存良 裏打 明治
    19 年 (1886)  15,000 円

406 年方 本多忠勝小牧山軍功図	
							3 枚続 刷良 保存良 左図少薄シミ 極少シワ 端部折レ 繋ぎ
    部分糊留め 明治 24 年 (1891)	 																																80,000 円

407 年章 仮名手本忠臣蔵	
							全 12 枚 刷良 保存並 六段目中折レ部分切レ 少シミ 折帖仕立 21×33 明治 30 年 (1898)	 				
																																																																																																																																																			45,000 円

歴史 (History)
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408 周延 教育日本歴史（全）	
							全 10 枚 刷良 保存並 佐藤忠信／那須與市／織田信長／明智光利／新田義貞／
    加藤清正／曾我兄弟／悪七兵ェ景清／巴御前／上杉謙信・武田信玄 波打ち 
    弱い折レ跡 折帖仕立 20.5 × 33 明治 31 年 (1898)	 																		48,000 円

411 広重初代 東海道五十三次之内 赤阪	 								
							刷並 保存良 トリミング 右端部少虫穴補修 
    少シミ 天保期 (C1833)	 															65,000 円

409 広重初代 東海道五十三次之内 御油	
							刷良 保存良 端部少虫穴補修 少薄シミ 
    ※右手の宿屋に竹之内版の文字 天保期
    (C1833)	 																													80,000 円

410 重宣 江戸名所 品川沖汐干狩之図	
							3 枚続 刷良 保存並 折レ シワ 少シミ 嘉永 5年
    (1852)	 																																													50,000 円

412 広重初代 六十余州名所図会 
     上総 矢さしか浦 通名
     九十九里	
							刷良 保存良 弱い中折レ跡 
     嘉永 6年 (1853)	 					
																																		45,000 円

413 広重初代 六十余州名所図会 
     相模 江之嶋岩屋ノ口	
							刷良 保存良 裏打 
    嘉永 6年 (1853)	 	
																													60,000 円

歴史・名所 (History・Landscape)


