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国芳　山海愛度図会

422 天気にしたい 土佐鰹節	
							刷良 保存良 折レシワ 
																													35,000 円

420 早く見たい 平戸鯨
							刷良 保存並 トリミング 
    シミ																45,000 円
 

421 にがしてやりたい 
    大和よしのくず	
							刷良 保存良 トリミング 
    一部裏打 少薄い汚レ
    ※泥鰌の図   25,000 円

417トツトやくたい
    伯耆 熨斗
    刷良 保存並 トリミング 
    汚レ 上部波打ち
    左下角擦レ   25,000 円

418 はやくひらかせたい 
    備中 盆岩
    刷良 保存並 
    トリミング 上部波打ち 
                45,000 円

419 一寸見てもらいたい
    備後 たたみ 	
							刷良 保存並 トリミング 
    上部シワ 少虫穴
                25,000 円

414 あたまがいたい
    さつま やき物
    刷良 保存良トリミング 
    端部少裏打跡 65,000 円

415 乳が呑みたい
    三河生海鼠
							刷良 保存良 一部裏打 
    極少点虫穴  	55,000 円

416 チトお酒をはやらしたい
    松前 おっとせい
							刷良 保存良 トリミング 
    一部裏打 極少汚レ  
                 50,000 円

国芳 山海愛度図会 嘉永 5年 (1852) 
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   名所 (Landscape)

424 広重初代 名所江戸百景 
    日暮里寺院の林泉
							刷良 保存並 左端トリミング
    薄いシミ 安政 4年 (1857)	
																																	30,000 円

423 広重二代
    名所江戸百景 びくにはし雪中
							刷良 保存並 ヤケ マージン右端折レ 
    綴ジ穴 安政 5年 (1858)			180,000 円

426 広重二代
    諸国名所百景 佐渡金山奥穴の図	
							刷良 保存良 極少点虫穴 
    安政 6年 (1859)										65,000 円

428 広重二代 東都錦行烈 市がや八まん前の景
							3 枚続 刷良 保存良 左図 1ヵ所少虫穴 万延元年 (1860)	
																																																																																			80,000 円

427豊国三代 紀伊の国高野玉川	
						3 枚続 刷良 保存良 少シミ 右図の空部分に少汚レ 弱い折レ跡 
    安政 3年 (1856)	 																																							65,000 円

429 貞秀 陸奥・出羽の図
							3 枚 刷良 保存良 中折レ 繋ぎ目部分少シミ
    明治元年 (1868)																																								45,000 円

430 国輝 新よしはら品川樓表掛之図
								3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング
    角台紙に貼付 明治 5年 (1872)																35,000 円

425 国貞二代
    東海道 ハコ子湯治
							刷良 保存良 
    ※箱根湯治場名称入
    安政 6年 (1859)	20,000 円
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　　　　国周　開化三十六会席

432上野 西洋軒（精養軒）
																																						15,000 円

436 赤坂 八百勘
																											8,000 円

437 大橋 萬千楼
    ※橋の図   10,000 円

438 木母寺 植半
               10,000 円

431目録               5,000 円

439 明神 開花楼	
              12,000 円

440 向嶋 大文		15,000 円 441 新橋竹川町 花月楼	
																										5,000 円

433 枕橋 八百松	        15,000 円

434 王子 扇屋			12,000 円 435 山谷 八百善
    ※井戸の図
              10,000 円

国周 開化三十六会席 刷良 保存良 明治11年 (1879)
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   名所・その他 (Landscape・Others)

450 吟光 日比谷観兵式之図
							3 枚続 刷良 保存良 明治 19 年 (1886)								28,000 円

442 静斎 横濱伊勢山風景図
    3 枚続 刷良 保存並 中折レ シワ 薄い汚レ 右図 1ヵ所少虫穴 中図左下角欠損   
    ※窓絵は横濱鉄道ステーション 明治 20 年 (1887)																													180,000 円

444 清親 堀切花菖蒲
							刷良 保存良 少シワ マージン 2ヵ所 
    極少虫穴 明治 12 年 (1879) 	45,000 円

443 清親 赤坂紀伊国坂
							刷良 保存良 トリミング 少薄点シミ 
    明治 13 年 (1880)          80,000 円

446 芳幾
    東京日々新聞 813 号	
							刷良 保存良 ※猫・
    裁縫の図 明治 7年
    (1874)								10,000 円

445 芳幾
    東京日々新聞 742 号	
							刷良 保存良 明治 7年
    (1874)     	8,000 円

447 芳幾
    東京日々新聞 861 号	
							刷良 保存良 明治 7年 
    (1874)      	8,000 円

448 永濯 各種新聞図解の内 
    教会新聞 第 3号
							刷良 保存良 解説部分
    に少シミ 明治 7年
    (1874)      15,000 円

449 周延 隅田堤の雪景
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 端部折レ 左図角シワ 
    明治 24 年 (1891)                    	80,000 円
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その他 (Others)

452 芳年 近世人物誌
    やまと新聞附録第 14 
    近衛家の老女村岡	 							
							刷良 保存良 明治 20 年
    (1887)											35,000 円

459 国芳 流行逢都絵希代稀物
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 1 ヵ所極少虫穴 少シワ 
    ※猫の図 弘化・嘉永期 (1847-52)																												55,000 円

456 国芳 一心太丸他
							3 枚続 刷良 保存良 少シミ ※猫の図 安政 2年 (1855) 	55,000 円

458 作者不詳 日本正道七福神
							刷良 保存良 39 × 26（1 枚の寸法） 
    江戸期																																					50,000 円

455 作者不詳 影絵
							3 枚 刷良 保存良 弱い中折レ 少シミ 少シワ
    1 枚薄い汚レ 39.5 × 27 明治頃       30,000 円

451 国周
    開花人情鏡 勉強	
							刷良 保存良 ※洋書
    の図 明治 7年 (1874)
																										25,000 円

453 吟光 東京名所花競
    座敷床紅百合
							刷並 保存良 明治 22 年
    (1889)											15,000 円

454 周延
    幻燈寫心競 洋行	 							
							刷良 保存良 顔に薄い
    シミ ※洋装の図
    明治 23 年 (1890)
																											20,000 円

457 国芳 人をばかにした人だ	
							刷良 保存並 縦横に中折レ
   （中央部分少切レ） シワ 汚レ
    和泉勝次郎版 明治 24 年
    (1891)																							50,000 円
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おもちゃ絵・他 (Omocha-e・Others)

466 作者不詳 新版海魚尽	
							刷良 保存並 折レ
    赤滲ミ 明治 27 年
    (1894)										8,000 円

465 種貞 新版花咲爺	
							刷良 保存並 折レ
    少赤滲ミ ※犬の図 
    明治 24 年 (1891)
																									12,000 円

468 作者不詳
    郵便馬車ノ組上ゲ	
							刷良 保存並 端部・
    マージン傷ミ 明治期				
																										8,000 円

461 作者不詳
    かへろ てふてふ
    まいまいつぶろ はち
    こしらい形絵
							刷良 保存良 明治 29 年
    (1896)											45,000 円

464 作者不詳 志ん板猫
    のけいこ所おさらい	
							刷並 保存並 少シミ   
    少虫穴 少シワ 
    明治 29 年 (1896)	
																									30,000 円

462 古堂 新版手遊づくし				
							刷並 保存並 折レ
    シワ 赤滲ミ
    ※神輿の図 明治 29 年
    (1896)      	8,000 円

463 春暁 當世流行車づくし	
							刷良 保存良 題字・版元
    部分に虫穴 弱い中折レ 
    明治 31 年 (1898)
																													10,000 円

467 国利 新板鉄道蒸気車尽
    刷並 保存並 中折レ 
    上段から二段目の絵に
    かけての破レ補修
    明治 31 年 (1898)
                5,000 円

460 暁斎 猩々暁斎集画 銅版 版彩 見開き 16 図＋三井高福見出し 刷良
    保存並 一部シミ 帖仕立 題箋欠 福田熊次郎版 山村清助画工
    18.2 × 11.7 明治 21 年 (1888)                       150,000 円



474 作者不詳 新開馬駆数古録
							刷良 保存良 少虫穴 ※振出し部分が袋
    仕立で駒 6枚付 49 × 37
    江戸末 -明治期																				180,000 円
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双六・他 (Sugoroku・Others)

469 芳年 七福神酒宴之図
							3 枚続 刷良 保存良
    左図極少薄いシミ 
    明治 15 年 (1882)
																									90,000 円

471 仁斎久々季？ 新板流行自転車競走双六	
							刷良 保存良 森本版 69 × 44.5 
    明治 34 年 (1901)            																120,000 円

472 作者不詳 郵便電信雙六
							刷良 保存並 折レ 警眼社
    ※余白部分に世界の切手図版 48.5×72.3
    明治 35 年 (1902)																									30,000 円

473 周重 新版滑稽膝栗毛道中雙六
							刷良 保存良 マージン左下欠損 少シワ
    ※将棋の図 34.5 × 45.5 明治 11 年 (1878)	
																																																											15,000 円

470 荒川藤兵衛 学校体操壽語録
							刷良 保存並 左角部分シミ 44.5×32.5 
    明治 20 年 (1887)																									50,000 円
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三十六歌仙絵

475 作者不詳 肉筆三十六歌仙絵 
    全 36 枚 紙本 毛筆 彩色 金紙の裏打（元は屏風仕立と思われる） 一部擦レ・傷ミ有 34.3×27（画寸）  
    江戸期頃																																																																																																																																			350,000 円
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その他 (Others)

477 芳員 横濱明細全図
							刷良 保存良 少シミ 折り目部分傷ミ（小穴・切レ） 
    師岡屋伊兵衛版 ※元治元年原板の再板 
    44.5 × 85 慶応 4年 (1868)          	120,000 円

476 尾崎冨五郎 横濱真景一覧図絵
    刷良 保存良 居留地町名表・神奈川県久良岐郡横浜町名表 表紙にローマ字の記名
    35 × 72 明治 24 年 (1891)																																																																						300,000 円

478 作者不詳 長崎湊外沖之図
							刷良 保存良 文錦堂版 32.5×44 
    江戸後期																													100,000 円

479 月岡雪鼎 女貞訓下所文庫	
							全 1冊 刷良 保存並 墨摺大本 前半約 13 頁擦レ・シミ・汚レ 他は概ね良好 改装本（表紙欠）
     25.5 × 18 明和 9年 (1772)																																																																												350,000 円
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　春本

481 勝川春暁？ 浪花土産	
							全 3冊 刷並 保存並 墨摺半紙本 表紙傷ミ 虫穴 墨つき上巻序文一部擦レ 
    中巻前半頁の下角部分一部欠損・上余白部分冠水シミ 下巻の頁角部分一部欠損 
    22.2 × 15.5 寛政頃 (C1789-1801)																																																								250,000 円

480 西川祐信 艶色玉簾（えんしょくたますだれ）	
							合本（金・諸） 刷良 保存並 墨摺半紙本 傷ミ 冠水シミ 汚レ 序文一部欠損 
    24.3 × 17.3 享保 4年 (1719)																																																																							300,000 円

482 国芳 當世小紋帳
							全 3冊 刷良 保存良 巴龍子著 
    表紙少傷ミ 明治刷 23.5 × 16 	
																																							80,000 円


