
483 栄之 華の一興笑	
							2 枚 刷良 保存良 中折レ ※変わり摺。着物・衝立・布団
    の柄等が異なる 21.5 × 31.5 天明 8年頃 (C1788)	
																																																																																180,000 円

486 湖龍斎 風流道具八景	
							刷良 保存良 中錦 8枚組物より 
    ※湖龍斎の春画の代表作で稀覯
    本の一つ 18.5 × 25 安永 9年
    (1780)	 											150,000 円

484 栄之 華の一興笑	
							刷良 保存良 中折レ ※大判組物
    で栄之の代表作 22 × 31.3 天明
     8 年頃 (C1788)								80,000 円

485 栄之 華の一興笑	
							刷良 保存良 中折レ 21.5×31.5 
     天明 8年頃 (C1788)			80,000 円

487 英泉 狂哥題恋の道草より 
    芝居寄奥女中	
							刷良 保存良 トリミング 
    少虫穴補修 綴ジ穴 左端部
    傷ミ 文政 8年頃 (C1825)	
																																			80,000 円

488 英泉 狂哥題恋の道草より 
    年始寄女太夫	
							刷良 保存良 トリミング 
    中折レ 少汚レ 文政 8年頃
    (C1825)	 						80,000 円

489 英泉 狂哥題恋の道草より 
    江ノ嶋御新造	
							刷良 保存良 トリミング 
    中折レ 少汚レ 文政 8年頃
    (C1825)	 						80,000 円

490 英泉 狂哥題恋の道草より 
    花見寄稽古所	
							刷良 保存良 トリミング 
    中折レ 端部シミ 文政 8年
    頃 (C1825)	 						75,000 円

491 英泉 狂哥題恋の道草より 
    居続寄女房	
							刷良 保存良 トリミング 中折レ 
     文政 8年頃 (C1825) 80,000 円

492 英泉 狂哥題恋の道草より 
    隅田川寄藝者	
							刷良 保存良 トリミング 
     中折レ 文政 8年頃 (C1825)	
																																100,000 円

493 英泉 狂哥題恋の道草より 
    湯上寄囲者	
							刷良 保存良 トリミング 
    中折レ 文政8年頃(C1825)
																																100,000 円

494 英泉 狂哥題恋の道草より 
    花見寄稽古所	
							刷良 保存良 トリミング 
    中折レ 文政 8年頃 (C1825)	
																																		85,000 円

495 英泉 狂哥題恋の道草より 
    江ノ嶋御新造	
							刷良 保存良 中折レ 文政
    8 年頃 (C1825)		100,000 円
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春画 (Shunga)



497 渡邉忠久 美人花見之図	
							石版 手彩 刷良 保存並 
    一部裏打跡 マージン傷ミ・
    少汚レ 36 × 26.8 明治 21
    年 (1888)	 						20,000 円

502 福宮源治郎 向島櫻花之図	
							石版 手彩 刷良 保存並 マージン
    少シワ 少ヤケ 26.8 × 35.5 明治
    17 年 (1884)	 																		10,000 円

501 徳島末治 當世小町娘	
							石版 手彩 刷良 保存並 
     中折レ ヤケ 端部切レ 
     ※猫の図 35.5 × 26.8   
     明治 22 年 (1889)	 		
																															8,000 円

500 作者不詳 
    猫抱く美人（仮題）	 							
							石版 手彩 刷良 保存並 
    トリミング 右端部折レ 
     ※猫の図 36 × 26 明治期	
																																	8,000 円

499 亀井至一 藝妓小い久	 						
							石版 手彩 刷良 保存良 
    マージン右端切レ ※猫の図 
    37.7 × 26.3 明治期			15,000 円

496 清水市郎 美人観梅之図　
　石版 手彩 刷良 保存良
　　 中折レ マージンシワ
    ※犬の図 38 × 27.3 
    明治 22 年 (1889)					25,000 円                    

498 作者不詳（イニシャル：KK） 
    吾妻之花	
							石版 手彩 刷良 保存良 
    星野茂三郎版 マージン
    少傷ミ・少シミ ※毎日
    新聞の看板 35.5 × 26.8 
    明治 22 年 (1889)	 						
																																20,000 円

503 作者不詳（イニシャル：KK） 
     左リ小刀	
							石版 手彩 刷良 保存良 
    星野茂三郎版 マージン
    下部薄い冠水シミ 
    37 × 27.3 明治 23 年
    (1890)	 			15,000 円

504 有山定次郎 九段靖国神社
    同胞ノ愛	
							石版 手彩 刷良 保存良 
    マージン薄い汚レ ※犬の
    図 37 × 27 明治 24 年
    (1891)	 				15,000 円
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明治期石版 (Lithograph)



511 浅間利恵子
    東京新吉原藝妓幸
    手彩 刷良 保存良 
    一部裏打跡 マージ
    ン汚レ 至誠堂版
   （亀井至一） 
    36 × 37 明治 15 年
    (1882)				12,000 円

510 福宮源二郎 
    西京舞妓千代子	
							石版 手彩 刷良 保存良  
     38 × 27 明治 15 年
    (1882)									10,000 円

507 藪崎芳次郎 西京美人舞子	
							石版 手彩 刷良 保存良 
     マージン左角折レ・
     少シワ・薄シミ 36 × 27 
     明治 22 年 (1889)	 		
																												15,000 円

513 熊澤喜太郎 貴嬢編物之図
							石版 手彩 刷良 保存並 
     一部裏打跡 マージン汚
     レ 髪部分に引っ掻き傷 
     36 × 27 明治 22 年
     (1889)	 8,000 円

509 清水市郎 美人納涼之図	
							石版 手彩 刷良 保存良 
     薄いマットヤケ マージ
     ン汚レ 36.7 × 27 
     明治 22 年 (1889)	
																												10,000 円

515 吉原秀雄 櫻遠望	
							石版 手彩 刷良 保存並 
     汚レ 傷ミ 極少穴 マー
     ジン切レ 島美製（学術
     用幻燈及映画製造内） 
     36 × 27 明治 23 年
     (1890)	 5,000 円
 

508 渡邉忠久 東京二人美女	
								石版 手彩 刷良 保存並 
     マージン折レ 左下角切
     レ補修 36 × 26.8 
     明治 22 年 (1889)	
																										10,000 円

506 栗生麟太郎 美人堀切遊
							石版 手彩 刷良 保存良 
    マージン薄いマットヤケ 
    36 × 26.9 明治 24 年
    (1891)	 		15,000 円

514 藪崎芳次郎 不忍ノ令嬢
							石版 手彩 刷良 保存良
    マージン少シワ 
    36.3 × 27.2 明治 25 年
    (1892)	 			8,000 円

512 熊澤喜太郎 げい志や
								石版 手彩 刷良 
    保存良 マージン少
    シミ 37.5 × 26.6 
    明治 29 年 (1896)	
																						10,000 円

505 藪崎芳次郎 不忍ノ令嬢	
							石版 手彩 刷良 保存良 
    マージン少シワ・少シミ 
    36.5 × 27 明治期	 	
																															15,000 円


