
329 豊国三代 芝居絵

   （雲霧仁衛門／たばこ屋喜八／米屋女房お沢）

       3 枚続 刷良 保存良 トリミング ※犬の図

        安政 4年 (1857)                       35,000 円

332 豊国三代 釜賀渕二巴

       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 端部少傷ミ

    ※石川五右衛門の図 安政 4年 (1857)   35,000 円

327 豊国三代 戻駕籠櫓三真景

       3 枚続 刷良 保存良 虫穴補修 ※刺青の図 安政 6年 (1859)   100,000 円

328 豊国三代 金瓶梅曽我松賜

       3 枚続 刷良 保存良 右図極少虫穴 安政 7年 (1860)
                                         20,000 円

331 豊国三代 仮名手本忠臣蔵

       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 万延元年 (1860)
                                        35,000 円

330 豊国三代 芝居絵

    （名古屋山三／不波伴左衛門／金神長五郎）

       3 枚続 刷良 保存良 虫穴補修 万延元年 (1860)
                                        25,000 円

333 豊国三代

    今様押絵鏡 和尚吉三 
       刷良 保存良 トリミング

    極少虫穴 万延元年 (1860) 
                  18,000 円

334 豊国三代

    今様押絵鏡 齋藤内蔵之介 
       刷極良 保存良 厚奉書

    右下角少シミ 万延元年
     (1860)　　　30,000 円
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          役者 (Actors)



335 作者不詳 八代目市川團十郎・四代目中村歌右衛門・二代目坂東志うか死絵

       3 枚続 刷良 保存良 少虫穴補修 安政以後                    100,000 円

336 豊国三代 仮名手本忠臣蔵

      9 枚 刷良 保存良 トリミング 一部薄ミ修復 

   ※全 12 段の内 1・10・11 段目欠 万延元年 (1860)            60,000 円

337 豊国三代 荒川蔵人廣綱 
       刷良 保存良 文久元年
    (1861)      20,000 円

340 芳艶 身の元厳重太夫 

    山上り強気姓

      刷良 保存良 トリミング 

    綴ジ穴 ※刺青の図 
       文久 2年 (1862)
              20,000 円

338 作者不詳 花競昇勝業

       3 枚続 刷並 保存良 トリミング 元治元年 (1864)
                                       35,000 円

341 国周

    音羽の瀧 坂東彦三郎     
       刷良 保存良

    ※刺青の図  
       元治元年 (1864)      
              20,000 円

339 国周 処女翫浮名横櫛

       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少虫穴補修

      元治元年 (1864)                        25,000 円
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役者 (Actors)



342 国周 見立三十六句 揃 
       全 36 枚＋目録 刷良 保存良 数枚端部少滲ミ 数枚綴ジ穴 慶応 2年 (1866)                150,000 円
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国周　見立三十六句　揃



345 周延 見立水滸傳

       3 枚続 刷良 保存良 左図マージン左角少切レ

    ※刺青の図  明治期                       45,000 円

343 国周 義経千本櫻 
       3 枚続 刷良 保存良 ※鮨屋の図 慶応 3年 (1867) 
                                          15,000 円

344 国周 花競神田祭禮

       3 枚 刷良 保存良 厚紙に貼付 少シミ

       明治 17 年 (1884)                      25,000 円

346 吟光（銀光）

    講談一席読切

    中村芝翫 関羽字雲長 
       刷良 保存良

    トリミング

       明治 7年 (1874)
               8,000 円

347 吟光（銀光） 

    講談一席読切

    坂東彦三郎 劉備字玄徳

      刷良 保存良

    トリミング  
       明治 7年 (1874)
                8,000 円

349 吟光（銀光）

    講談一席読切

    張飛字翌徳 尾上菊五郎 
       刷良 保存良 トリミング 
       明治 7年 (1874) 10,000 円

348 豊国 見立七福神宝船

       3 枚続 刷良 保存並 各図上部角欠損部分修復 一部シミ 江戸期
                                                            80,000 円

350 豊国三代 其姿紫の写絵 五十一

       刷良 保存良 嘉永 5年 (1852)
                            10,000 円

351 豊国三代 今様三十二相    

    にぎやか相

       刷良 保存良
    安政 6年 (1859)

                45,000 円
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役者・風俗 (Actors・Fuzoku)
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352 芳年 東京自慢十二ヶ月 全 12 枚 刷良 保存良 裏打 トリミング 帖仕立 明治 13 年 (1880)       480,000 円

芳年　東京自慢十二ヶ月
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354 周延 上野国伊香保鉱泉浴客病痾全快祝宴

       3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング

    ※碁盤の図 明治 14 年 (1881)                         80,000 円

353 周延

   東風俗福つくし 万民きふく 
     刷良 保存良 明治 22 年 (1889) 
                    10,000 円

355 英泉 源頼朝冨士裾野牧狩図 3 枚続 刷良 保存良  江戸期 45,000 円 356 春山 稚遊五節供 五月

       間判 刷良 保存並 裏打
    トリミング 少傷ミ 少ヤケ

     32 × 22.5 文化・天保期

    (1815-42)    15,000 円

357 国貞初代 漢楚軍談 漢樊噲

       刷良 保存良 極少虫穴

      文化・天保期 (1815-42)
                    150,000 円

358 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人一個 

    鼓上蚤時遷

       刷良 保存良 トリミング 少虫穴 
       文化・天保期 (1815-42)
                       100,000 円

359 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人一個 

    雲裡金剛宗萬

       刷良 保存良 裏打 綴ジ穴 角傷ミ 
      文化・天保期 (1815-42) 60,000 円

風俗・武者 (Fuzoku・Warriors)
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360 春英 坂田金時土蜘蛛退治之図

       刷良 保存良 極少虫穴 左端部少補修 文化・文政期 (1815-19)    550,000 円

武者 (Warriors)
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361 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人一個 

    挿翅虎雷横

       刷良 保存良 裏打 中折レ 虫穴

      文化・天保期 (1815-42) 50,000 円

362 国芳 通俗水滸傳豪傑百八人一個 

    獨角龍雛潤

       刷良 保存並 綴ジ穴 擦レ

    少汚レ 文化・天保期 (1815-42)
                        40,000 円

363 緑一斎（貞信）

    韓信市人の股を潜るの図 
        刷良 保存良 ※国芳 3枚続

    の内、1枚を模写・改版 
                                     15,000 円

364 国貞初代 仮名手本忠臣蔵 大序

       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 上部角 2ヵ所台紙

    に貼付 文化・天保期 (1815-42)         25,000 円

365 国貞初代 仮名手本忠臣蔵 七段目

      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 上部角 2ヵ所台紙に

   貼付 文化・天保期 (1815-42)              25,000 円

366 楠廷尉正成が妻

       極薄い汚レ 25,000 円

367 山吹御前  
    綴ジ穴 ※裁縫の図 
              25,000 円

368 坂額女  
　　少虫穴補修  25,000 円

369 佛御前  
   少虫穴補修 30,000 円

国芳 賢女烈婦傳 刷良 保存良 天保・弘化期 (1843-47) 

   武者・歴史 (Warriors・History)
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372 豊国三代・国麿 大日本

    六十餘州之内 伊勢 福岡貢 
       刷良 保存良 天保・弘化期
    (1843-47)      15,000 円

370 芳虎 源頼朝公富士川土張水鳥ノ奇瑞平家大群敗■の図

       刷良 保存並 虫穴 シワ 弘化・嘉永期 (1847-52)  25,000 円

371 国芳 三國妖狐図会 華陽夫人

    老狐の本形を顕し東天の飛去る 
       刷良 保存良 少虫穴 少シワ

    少シミ 嘉永 2年 (1849) 
                       80,000 円

374 国芳 曽我物語之内 金石丸

       刷良 保存良 安政元年 (1854)
                     45,000 円

375 芳員 人皇三十九代天智天皇之御宇宿祢兼道大友眞鳥

    討取報父仇之図

       刷良 保存良 トリミング 上部角 2ヵ所台紙に貼付 
       安政元年 (1854)                        25,000 円

373 国芳 名頭英雄揃 曽我筥王丸 
       刷良 保存良 安政 3年 (1856)
                     50,000 円

376 芳艶 御曹司牛若丸橘次兄弟にともなわれて密に

    奥州下向の刻濃州青墓の宿の於て強賊張範を討

       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 上部角 2ヵ所台紙

    に貼付 安政 6年 (1859)                25,000 円

歴史 (History)
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379 国綱 奥州後三年合戦治平を宗仼官軍小降楷下に

    梅花の和歌を詠 
       3 枚続 刷良 保存良 上部角 2ヵ所台紙に貼付

      万延元年 (1860)                        25,000 円

381 芳年

    近世狭義傳 新甥留吉

       刷良 保存良 慶応元年
    (1865)        28,000 円

377 芳年 八島壇之浦合戦義経八艘飛之図 3 枚続 刷良 保存良 慶応元年 (1865)           150,000 円

378 清親 水府の浪士坂下に閣老を襲撃の図

       3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 右図冠水シミ 
       明治 9年 (1876)                       28,000 円

380 芳年 徳川治績年間紀事 三代大猷院殿家光

       3 枚続 刷極良 保存極良 明治 10 年 (1877)                      65,000 円

　　　　歴史 (History)


