
387 清親 鹿児嶋英雄傳 

    西郷隆盛

       刷良 保存良

    ※犬の図

       明治期    15,000 円

383 芳年 皇国歴代勤王競

       3 枚続 刷良 保存良 明治 11 年 (1878)                     80,000 円

382 探景（安治） 佛御前

       刷良 保存良 1 ヵ所極少

    薄シミ 明治 12年 (1879) 
                 10,000 円

386周延

   東錦昼夜競 白菊姫

     刷良 保存良 折レ

   マージン左端冠水シミ 
     明治 19 年 (1886)
              15,000 円

388 秀湖 御曹子牛若丸鞍馬ニ剣法ヲ修ス

       3 枚続 刷良 保存良 上部角 2ヵ所台紙に貼付

    ※烏天狗の図 明治 29 年 (1896)       45,000 円

384 延一 東錦忠臣蔵

       全 12 枚 刷並 保存並 中折レ部分経年シミ 帖仕立 明治 30 年 (1897) 
                                                         20,000 円 385 豊国三代

    古今名婦傳 小野小町

       刷良 保存良 少シワ
    極少点シミ安政 6年

    (1859)       20,000 円

　　　　　　　歴史 (History)
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390 広重初代 東海道五十三次之内 藤澤

       刷良 保存並 トリミング（付けマージン） 中折レ    

　　少汚レ 天保 4-5 年 (1833-34)          90,000 円

391 広重初代 東海道五十三次之内 赤坂

       刷良 保存良 角 2ヵ所台紙に貼付

       天保 4-5 年 (1833-34)                  95,000 円

392 広重初代 東海道五十三次之内 江尻

       刷良 保存良 中折レ 天保 4-5 年 (1833-34)
                                        100,000 円

393 広重初代 東海道五十三次之内 桑名

       刷良 保存良 中折レ 天保 4-5 年 (1833-34)
                                       80,000 円

389 北斎 新板浮絵八ツ山花盛群集之図

       刷良 保存並 ヤケ シミ 少虫穴

      寛政・文化頃 (1790-1804)                150,000 円
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名所 (Landscape)



401 濱松ノ図  12,000 円 403 金谷之図 大井川

              12,000 円

399 広重初代

    東海道五十三次之内 草津

       中判 刷良 保存良 左端部一部
    薄ミ 16.5 × 22.5 弘化・嘉永期

    (1847-52)                    15,000 円

397 豊国三代 東海道五十三次

    之内 関 伊達の与作

       刷良 保存良 トリミング 
      嘉永 5年 (1852) 12,000 円

395 豊国三代 東海道五十三次

    の内 濱松 毛剃九右衛門 
       刷良 保存良 綴ジ穴

       嘉永 5年 (1852) 30,000 円

394 豊国三代 東海道五十三次

    の内 箱根 初花

       刷良 保存良 嘉永 5年
    (1852)         40,000 円

398 豊国三代 東海道五十三次

    之内 亀山 藤川水右衛門  
       刷良 保存良 トリミング

       嘉永 5年 (1852) 12,000 円

396　国芳

     山海愛度図会 上州霞網鳧

        刷良 保存良 トリミング

     右端部折レ跡 嘉永 5年
     (1852)           45,000 円

400 豊国三代 東海道五十三次

    の内 庄野 中野藤兵衛 
       刷良 保存良 左角に役者

    名書込みの紙貼付け

       嘉永 5年 (1852) 
                 20,000 円

402 庄野ノ図   12,000 円

国貞初代 東海道五十三次之内

中判 刷良 保存良 トリミング 文化・天保期 (1815-42)

      名所 (Landscape)
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404 広重初代 六十余州名所図会

    日向 油津ノ湊飫肥大嶌

       刷良 保存良 少シミ 少汚レ 角 2ヵ所台紙

　　に貼付 安政 3年 (1856) 　　　100,000 円

410 広重初代 名所江戸百景

    外桜田弁慶堀糀町

       刷良 保存良

    画面右下折レシワ

       安政 3年 (1856)  45,000 円

411 広重初代

    名所江戸百景 柳しま

       刷良 保存良 マージン少補修

       安政 4年 (1857)  45,000 円

406 広重初代・豊国三代

    雙筆五十三次 舞坂

       刷良 保存良 ※瞽女の図 
       安政 2年 (1855)
                 25,000 円

407 広重初代 五十三次名所

    図会 関 参宮道追分

      刷良 保存良 裏打 少汚レ 
   マージン角 2ヵ所台紙に

    貼付け 安政 2年 (1855)
                  20,000 円

405 豊国三代 安政三丙辰歳三月廿日ヨリ東都深川八幡宮於

    社地成田山不動尊開帳群集図

       3 枚続 刷良 保存良 極少虫穴 中図 1ヵ所少薄いシミ

    ※犬の図 安政 2年 (1855)                    50,000 円

408 重宣 江戸名所 芝増上寺

       刷良 保存並 少ヤケ マージン一部

    薄ミ 右角傷ミ 安政 5年 (1858)
                           10,000 円

409 重宣 江戸名所 ごてんやま

       刷良 保存良 少ヤケ マージン一部補修 
       安政 5年 (1858)          10,000 円
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名所 (Landscape)



412 広重初代 名所江戸百景 亀戸梅屋舗

       刷良 保存良 裏打 ヤケ マージン左角少傷ミ 安政 4年 (1857) 600,000 円
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名所江戸百景　亀戸梅屋舗
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413 広重初代 冨士三十六景 

    甲斐大月の原

       刷良 保存良 薄シミ 

    弱冠退色 マージン角切レ 
　　安政 5年 (1858)
　　　　　　　　35,000 円

415 広重初代 冨士三十六景 

    東都一石ばし

       刷良 保存並 少ヤケ
    少虫穴 マージン角 2ヵ

    所台紙に貼付

    安政 5年 (1858) 

                15,000 円

414 広重初代 冨士三十六景 

    武蔵多満川

       刷良 保存良 綴ジ穴 
    マージン角 2ヵ所台紙に

    貼付 安政 5年 (1858) 
                25,000 円

416 広景 江戸名所道化尽 

    通壹丁目祇園會

       刷良 保存良 裏面角

    紙テープ跡 安政 6年
    (1859)     35,000 円

417 広重二代 諸国名所百景

    佐渡金山奥穴の図

       刷良 保存良 マージン綴ジ穴

    ・少汚レ 安政 6年 (1859) 
                     80,000 円

418 広重二代 諸国名所百景 

    佐渡金山奥穴の図

      チリメン摺 刷良 保存良 
    裏打 20.5 × 14.5

    安政 6年 (1859)

                            30,000 円

419 広重二代 諸国名所百景 

    越後新潟の景

       チリメン摺 刷良 保存良 
    裏打 20.8 × 14.5

    安政 6年 (1859) 
                            25,000 円

420 広景 江戸名所道化尽 

    本郷御守殿前

       刷良 保存並 少シミ 
    マージン少傷ミ・

    少虫穴補修 文久元年
    (1861)     10,000 円

421 国綱

    御上洛東海道 袋井

       刷良 保存良 文久 3年
    (1863)      8,000 円

422 周麿（暁斎）御上洛

    東海道 箱根山中陰石 
       刷良 保存良 マージン
    に綴ジ穴 ※駒ケ岳・

    金時山の図  文久 3年
    (1863)     18,000 円

423 芳艶 御上洛東海道    

    清見寺

       刷良 保存良 少擦レ

       文久 3年 (1863)
              10,000 円

424 芳年 末廣五十三次 

    岡部 宇津之山

       刷良 保存良
    慶応元年 (1865)

             15,000 円

名所 (Landscape)
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427 作者不詳 唐舩図

       刷良 保存並 折レ 少傷ミ 少汚レ

    文錦堂版 31 × 22        150,000 円

428 貞秀 再改横浜風景

        全 6枚 刷良 保存良 中折レ 折り目部分一部切レ 繋ぎ部分貼付け 文久元年 (1861)                150,000 円

425 芳藤 東都日枝大神祭禮練込之図

　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング  明治元年 (1868)
                                        35,000 円

426 国政 東京名所宝町三井藤富士遠望

       3 枚続 刷良 保存良 トリミング 端部折レ跡 少汚レ 
       明治 7年 (1874)                       15,000 円

430 広重三代 東京第弌名所銀座通煉瓦石之図

       3 枚続 刷良 保存良 極少虫穴 少汚レ

       明治 7年 (1874)                       65,000 円

429 孟斎（芳虎） 東京名所新橋之図

       3 枚続 刷良 保存良 角部分少傷ミ 左図右角欠損部分

    修復 明治 10 年 (1877)                   15,000 円

開化 (Westernization)
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431 国周 開化三十六会席 全 36 枚の内 1枚欠＋目録 刷良 保存良 帖仕立 明治 11 年 (1878)       250,000 円

   国周　開化三十六会席
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432 清親 高輪半町朧月景  刷良 保存良 明治 12 年 (1879)             350,000 円

436 国利 東京名所 新富座と暁景

       刷良 保存良 明治 14 年 (1881)
                            10,000 円

433 清親 明治十四年二月十一日夜大火

    久松町ニ而見る出火

       刷良 保存良 中折レ 明治 14 年 (1881)
                                50,000 円

435 周延 改正勅奏官等並ニ人名一覧

       3 枚続 刷良 保存良 右図少虫穴 明治 11 年 (1878) 25,000 円

434 周延 世上各国寫画帝王鏡

       3 枚続 刷良 保存良 明治 12 年 (1879)           45,000 円

開化 (Westernization)
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439 吟光 東京名所花競 

    座敷床紅百合

       刷良 保存並 左下角

    擦レ傷ミ 明治 22 年
    (1889)     8,000 円

440 吟光 東京名所花競 

    不忍池 蓮

       刷良 保存並 綴ジ穴

    少虫穴 明治 22 年  
    (1889)    10,000 円

444 作者不詳 銀婚式大典

       刷良 保存並 少シミ シワ マージン少汚レ  
       明治 27 年 (1894)                     8,000 円

443 広重三代 東京品川海辺蒸気車鉄道之真景

       3 枚続 刷良 保存良 一部裏打跡 薄シミ

    ※東京横浜間運賃表及び時刻表の図 明治期
                                        35,000 円

441 重清 従東京上野至武州熊ヶ谷蒸気車往復繁栄之図

       3 枚続 刷並 保存良 少虫穴補修 明治 16 年 (1883)
                                          25,000 円

437 国梅 東京深川成田山繁栄群集之図

    3 枚続 刷良 保存良 トリミング ※上総鹿野山・洲崎弁天の図

       明治 18 年 (1885)                                   50,000 円

442 幾英 東京名所之内吾妻橋真景

       3 枚続 刷良 保存良 左図端部に極薄い冠水シミ

    ※犬の図 明治 21 年 (1888)               25,000 円

438 玉英 東京名所の内 靖国神社 
       刷良 保存良 明治 22 年 (1889) 
                       8,000 円

開化 (Westernization)


