
木版　自画・刻・摺　限定30部　サイン
40×26cm　雁皮紙(高知県産)　38,000円(税込)

2020年春シリーズ完成予定（全5作、各税込38,000円になります。）　

現代の浮世絵師　弦屋光溪の新作
万歳浮世絵派五姿の内　葛飾北斎

万歳浮世絵派五姿について

〇顔は葛飾北斎伝（飯島虚心著）にある北斎翁之肖像を参考に、
　手は娘の葛飾応為が描く夜桜美人図の中の筆のにぎり方から北斎のにぎり方も同じと考えました。

〇着物の模様は日新除魔の獅子を図案化して私流の摺りで表現しました。
　又、襦袢の襟は最晩年に使用した印章「百」を模様化しました。

〇肩に乗る猫は北斎漫画十四篇にある鼠を喰わえた猫です。

〇背景は代表作の富嶽三十六景神奈川沖浪裏の波の部分を図案化して
　「冬」のイメージから胡粉や雲母摺りで表現しました。

〇全体の色調はベロアイではありませんが藍を多用しました。

〇尚、外題にある「万歳」は「いつまでも栄える」の意味で江戸浮世絵版画を敬慕憧憬する私の気持ちからです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年1月　　弦屋光溪



2 栄之  青樓美人六花仙 静玉屋志津加	
			刷良 保存良 トリミング 極少虫穴 34.8 ×
  24.5cm 文化・文政期（1815-29）  280,000 円

1  歌麿  遊君出そめ初衣装 玉屋内白玉	
				刷良 保存並 裏打 傷ミ 汚レ 補修 文化期
 （1804-6）                    120,000 円

3 栄之　獅子舞	
　	2 枚続の内 刷良 保存良 
  裏打 37.2 × 24.7cm 江戸期 

                   50,000 円

4 芳鶴 美人画	
			小判 刷良 保存良 折レ ※せん茶
  の看板図 22.5 × 16.5cm 江戸期 

                        10,000 円

5 英泉 浮世美人十二箇月 十二月

  とりの市（浅草）	
			刷良 保存良 少虫穴 薄い汚レ 
  文化・天保期（1815-42） 

                     30,000 円

美人 (Beauty)
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6 豊国三代　

　江戸名所百人美女 洲崎	
				刷良 保存良 安政 4年
 （1857）     20,000 円

7 国芳　

　艶姿十六女仙 鐡拐	
　刷良 保存良 トリミング
　中折レ 弘化・嘉永期

　（1847-52）　　35,000 円

8 豊国三代　最中月色之草花	
　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少シワ 少虫穴補修 
　弘化・嘉永期（1847-52）             25,000 円

9 豊国三代  光氏君箱根温泉浴

				3 枚続 刷良 保存良 左図少点シミ 文久 2年（1862）
                                            45,000 円

10 国芳　准源氏教訓図会 絵合	
　	刷良 保存良 少虫穴 天保・
   弘化期（1843-47）  50,000 円

12 国周　見立大江山花侠酒宴	
　	3 枚続 刷良 保存良 綴ジ穴 少点
   シミ ※刺青の図 元治元年（1864） 

                      120,000 円

11 作者不詳　八代目市川團十郎死絵	
　		2 枚続 刷良 保存良 ※猫・犬の図 嘉永 7年（1854） 
                                         35,000 円
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美人・役者 (Beauty・Actors)



13 豊国三代・国久　忠臣蔵八景	
　	全 8枚 刷良 保存良 端部少傷ミ 少シワ 慶応元年（1865）                      65,000 円

14 国周　花競神田祭礼　7 枚 刷良 保存良 ※刺青の図 明治 17 年（1884）             120,000 円
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         役者 (Actors)



15 英泉　雛人形	
　	竪 2枚 刷良 保存良 トリミング
   端部少シワ 文化・天保期

  （1815-42）    45,000 円

16 国貞二代　新よし原仮宅尾張屋彦太郎繁栄図	
　	3 枚続 刷良 保存良 文久 2年（1862）               28,000 円

17 国貞二代　新よし原仮宅おハ里や彦太郎□抱女花見図	
					3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 退色 文久 2年（1862） 
                                                    25,000 円

18 春亭　頼光四天王土蜘蛛退治之図　3 枚続 刷良 保存並 虫穴 擦レ 汚レ 文化頃（C1810-17） 280,000 円
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		風俗・歴史 (Fuzoku・History)



19 国芳　神我志姫	
　	刷良 保存並 中折レ トリミング シワ 
   虫穴補修 文化・天保期（1815-42）  

                               180,000 円

20 国芳　通俗三國志英雄之壹人	
					刷良 保存良 極少点虫穴 天保頃　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 100,000 円

21 国芳　通俗水滸傳豪傑百八人

　 之一個 玉麒麟盧俊義	
					刷良 保存並 トリミング 中折レ 
   上部一部欠損部分修復 傷ミ 

   文政・天保期（1827-30） 

                     50,000 円

22 国芳　本朝水滸傳豪傑八百人之

　 一個 佐藤四郎兵衛忠信	
					刷良 保存並 トリミング 
   擦レ 汚レ 落款部分切レ 

   ※碁盤の図 天保期

 （1830-36）   60,000 円

23 国長　とうろうのゑ	
					刷良 保存良 裏打 少虫穴 
　 綴ジ穴 文政期（1818-29） 

                   50,000 円
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武者・歴史 (Warriors・History)



24 国芳　黒旋風李逵	
					刷良 保存良 端部少虫穴  
　 天保・弘化期（1843-47） 

                  150,000 円

25 北為　福原殿舎怪異之図	
					3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 虫穴補修 ※髑髏の図
　 天保・弘化期（1843-47）                              80,000 円

27 芳虎　合法ヶ辻仇討ノ図	
					3 枚続 刷良 保存良 裏牛 トリミング 天保・弘化期（1843-47） 
                                                     35,000 円

26 国芳　小倉擬百人一首 

　 藤原義孝 関羽	
					刷良 保存良 天保・弘化期
 （1843-47）   25,000 円

28 芳虎　美濃の國合戦	
　	3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 右図シミ 弘化・嘉永期
 （1847-52）                            35,000 円

29 芳年　

　 近世狭義傳 羽斗勇吉	
						刷良 保存良 トリミング
   一部台紙に貼付 慶応元年

  （1865）      35,000 円

30 芳年　

　 近世狭義傳 藤井数馬	
						刷良 保存良 トリミング
   一部台紙に貼付 慶応元年

  （1865）      35,000 円
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歴史 (History)



31 貞秀　巌流島仇討之図	 3 枚続 刷良 保存並 中折レ シワ 右・中図端部傷ミ 慶応元年（1865）  140,000 円

32 孟斎（芳虎） 九州陣立の図	
					3 枚続 刷良 保存良 中図少汚レ 極少虫穴 明治 10 年（1877）  
                                                          35,000 円

33 芳年

   鹿児島明暗録 池上四郎	
					刷良 保存良 トリミング 
   一部台紙に貼付 明治 11 年

  （1878） 60,000 円

34 周延　東錦晝夜競 蟹満寺	
　	刷良 保存良 裏打 明治
   19 年（1886） 12,000 円

35 横山良八　韓信股潜之図	
						3 枚続 刷良 保存良 明治 18 年（1885）                  50,000 円
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			歴史 (History)



36 芳年　

　 競勢酔虎傳 大矢内竜吾

						刷良 保存良 トリミング 
    一部台紙に貼付 明治 7年

  （1874） 60,000 円

37 芳年　

　 競勢酔虎傳 光明阿闍利

					刷良 保存良 トリミング 
   一部台紙に貼付 明治 7年

  （1874） 60,000 円

38 芳年 

   競勢酔虎傳 窪田萬治	
					刷良 保存良 トリミング 
  一部台紙に貼付 明治 7年

 （1874） 60,000 円

39 芳年 

   競勢酔虎傳 大河兵次郎

					刷良 保存良 トリミング 
   一部台紙に貼付 明治 7年

 （1874）  60,000 円

40 芳年 

   競勢酔虎傳 井坂賢八郎

					刷良 保存良 トリミング
   一部台紙に貼付 明治 7年

 （1874）  60,000 円

41 芳年　

　 競勢酔虎傳 柏瀬茂右衛門

					刷良 保存良 トリミング
   一部台紙に貼付 明治 7年

  （1874）  60,000 円

42 芳年 

   競勢酔虎傳 伊場七郎	
					刷良 保存良 トリミング 
   一部台紙に貼付 

   明治 7年（1874）  

                 60,000 円

43 芳年　徳川累代像顕	
						3 枚続 刷良 保存並 ヤケ シワ 端部折レ 裏面一部台紙跡 明治
   10 年頃（Ｃ 1877）                             25,000 円
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   歴史 (History)



44 清親　高貴徳川継紹之写像	
						3 枚続 刷良 保存良 少汚レ 明治 20 年（1887）         80,000 円

45 玉英　幕府御本丸棟上式之図	
　		3 枚続 刷良 保存良 明治 22 年（1889）                30,000 円

46 芳年　俊寛僧都於鬼界嶋遇々康頼

　 之赦免羨慕帰都之図	
					竪 2枚 刷良 保存良 少シワ 
   一部裏打跡 下図下部少シミ  

   明治 20 年（1887） 150,000 円

47 年英　誉十八番 左甚五郎	
　	2 枚続 刷良 保存良 少汚レ 明治 27 年（1894）
                                  25,000 円

48 秀湖　御曹司牛若丸鞍馬ニ剣法ヲ修ス	
						3 枚続 刷良 保存良 トリミング 上部を台紙に貼付 明治 29 年
  （1896）                                 45,000 円
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			歴史 (History)



49 呂雪　都平安城外勇戦之図 小松内大臣重盛悪源太義平	
					3 枚続 刷良 保存良 少シワ 明治 29 年（1896）   
                                          35,000 円

50 久二秀　新撰名誉鏡 忠 楠正行	
　	3 枚続 刷良 保存良 トリミング 明治 29 年（1896） 
                                          35,000 円

51 喜久麿　東都名所合 品川の御帆	
　	間判 刷良 保存良 極少虫穴 32.2 ×
   22cm 江戸期            80,000 円

52 広重初代　江戸名所之内 品川の駅海上	
					刷良 保存良 点シミ 少退色  嘉永 5年
 （1852）                 15,000 円

54 国芳　山王祭（仮題）	
					刷良 保存良 トリミング 上部
   シワ 弘化・嘉永期（1847-52） 

                  25,000 円

55 広重初代　

　 五十三次名所図会（53） 草津 	
					刷良 保存良 裏打 少汚レ 
   安政 2年（1855）35,000 円

56 広重初代　名所江戸百景 

　 市中繁栄七夕祭	
					刷良 保存並 少汚レ 虫穴  
   安政 4年（1857）35,000 円

53 広重初代　江戸名所 浅草奥山花やし紀	
						刷良 保存良 極少虫穴 少ヤケ 少汚レ マージン
    1 ヵ所墨汚レ 安政 5年（1858） 18,000 円
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歴史・名所 (History・Landscape)


