
YAMADA SHOTEN Co.ltd

〒101‑0051 東京都千代田区神田神保町 1‑8 山田ビ ル 2F・3F

Tel 03‑3295‑0252　Fax 03‑3295‑0061 

営業時間 10 ： 30 ～ 18 ： 30　日 ・ 祝日定休

Yamada Bldg. 2F・3F, 1‑8 Kanda Jimbocho, Chiyoda‑ku, Tokyo 101‑0051 Japan

Tel +81‑3‑3295‑0252　Fax +81‑3‑3295‑0061

Open: Mon‑Sat , 10:30am‑6:30 pm  Close: Sun & National Holiday

E‑mail info@yamada‑shoten.com　URL www.yamada‑shoten.com
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3 国芳
  七小町 関寺	 				
				刷良 保存良  
  端部少補修
  安政 2年（1855）
       75,000 円

4 国芳
  七婦久人 弁天
			刷良 保存良  
  左端部少虫穴補修
  弘化・嘉永期
 （1847-52） 
          60,000 円

2 北尾政美
  浮絵 仮名手本忠臣蔵六段目	
			大判 刷良 保存並 シミ
  部分修復 30 × 43.5cm  
  寛政・文化期（1790-1804)
                 200,000 円

1 北尾政美
  浮絵 仮名手本忠臣蔵十段目	
			大判 刷良 保存良
  端部少傷み 少シミ
  30 × 43.5cm 
  寛政・文化期（1790-1804） 
                 450,000 円
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9 国芳
  英名三十六合戦
 熊若丸 本間三郎
		刷良 保存良
 トリミング極少点
 虫穴 弘化・嘉永期  
 （1847-52）
         40,000 円

10 国芳 美盾八競 高殿落雁
						3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング １ヵ所極少虫穴 
   天保・弘化期（1843-47）                      85,000 円
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6 芳年 三韓退治図
				3 枚続 刷良 保存良  
  左図少シワ
  文久 3年（1863） 
           250,000 円

7 国芳 英雄大倭十二士 戌 
  畑六郎左衛門 太夫坊覺俊	
				刷良 保存良 トリミング 
  ※犬の図 安政元年（1854）
                40,000 円

8 国兼 義経公蝦夷征罰之図 三枚つづき内ノ壹
				3 枚続 刷良 保存良 一部冠水シミ 端部虫穴 
  文化・天保期（1815-42）                          120,000 円

5 国芳
  忠臣蔵義士両国橋引取之図	
				3 枚続 刷良 保存良
  少虫穴 少シミ
  文化・天保期（1815-42）
                250,000 円
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13 広重初代
   新撰江戸名所 日本橋雪晴ノ図
					刷良 保存良 天保 11 年（1840） 
                           80,000 円
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14 広重初代 曽我物語図会

					全 30 枚 刷良 保存並 裏打 虫穴 帖仕立 天保・弘化期（1843-47）               350,000 円

11 豊国三代 江戸自慢噂弁慶 他
						4 枚 刷良 保存良 トリミング 薄い汚れ 少虫穴 ※刺青・大工道具の図
   文久元年（1861）                                                     100,000 円

12 国輝 大山参詣日本橋之図
					3 枚続 刷良 保存並 トリミング 虫穴
   各左端部傷み ※刺青の図 慶応 2年（1866）    45,000 円
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18 広重二代
   神奈川野毛横浜	
						3 枚 刷良 保存良
   少シミ 少シワ
   文久元年（1861）     
          100,000 円

17 広重初代 名所江戸百景 
   目黒元不二
					刷良 保存良 マージン
  上部虫穴補修 安政 4年
 （1857）       90,000 円

16 北溪 東都金龍山浅草寺図
					大判 刷並 保存並 裏打 ヤケ 折れ 傷み
   38.3 × 60.5cm 文政 3年（1830）      120,000 円

15 歌麿二代 東都不忍辨財天巳待之図
   刷良 保存並 画面上部にシワ 文化・天保期（1815-32）     300,000 円
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21 広重初代 江都名所 王子稲荷の杜	
					刷良 保存良 裏打 マージン左部分
   付けミミ マージン１ヵ所虫穴
   文化・天保期（1815-42）    65,000 円

22 広重初代 江都名所 かすみがせき	
						刷良 保存良 裏打 マージン左部分付けミミ
   ※シャボン玉の図 文化・天保期（1815-42） 
                                   80,000 円

20 広重初代 東都大傳馬街繁栄之図
					3 枚続 刷良 保存並 マージン虫穴 中図中央部分
   冠水シミ 題箋部分墨の汚れ ※犬の図 天保・弘化期（1843-47）  
                                                  100,000 円

23 広重初代 東海道五十三次之内 四日市
					刷良 保存良 弱い中折れ跡 一部トリミング  
   天保期（Ｃ 1833-34）           100,000 円

19 広重初代 東海道五拾三次（狂歌入）
				全 56 枚揃 小判 刷良 保存良 トリミング 少虫穴 帖仕立 14.8 × 20.5cm 天保期（Ｃ 1840） 480,000 円
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24 芳虎 東京蒸気車鉄道一覧之図
					3 枚続 刷良 保存良 端部糊シミ 明治 4年（1871） 
                                             60,000 円

25 探景（安治）
   雪月花之内 月 新よし原はん栄之図
   3 枚続 刷良 保存良 中折れ 右図少シミ 明治 18 年（1885）
                                             100,000 円

26 清親 愛宕山の図	
					刷良 保存良
   薄いヤケ マージン
   左角少薄み
   明治 11 年（1878） 
           45,000 円

29 周延 上野公園風船之図
    同十二月八日米国人博士ボールト
    ウイン氏一万尺空中ニ登ル
					3 枚続 刷良 保存良 中折れ 
   少虫穴 少シワ 少シミ 明治
   23 年（1890）    350,000 円

27 国芳 志いさん
   ばァさん 毛唐人	
					刷良 保存良
   トリミング 虫穴
   テープ跡 弘化・
   天保期（1847-52） 
            65,000 円

28 国芳 醉見八盃
   あげあし上戸	
					刷良 保存良 端部
   傷み 少シミ 弘化・
   嘉永期（1847-52） 
             40,000 円
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32 国政 浅草雷神門再建落成之図
					3 枚続 刷良 保存良 右図上部点シミ 少虫穴   
   補修 明治 17 年（1884）          60,000 円

31 国芳 浅草奥山生人形
						2 枚続 刷良 保存良 トリミング
   安政 2年（1855）           80,000 円

30 国貞初代 風流古今十二月ノ内 弥生
					3 枚続 刷良 保存良 裏打 ※雛飾りの図
   江戸期                          75,000 円

33 泥絵 長崎図
					紙本 田中豊太郎旧蔵 日本の美術別巻「民藝」
  （平凡社）所収 26 × 40cm 江戸期     300,000 円

34 周延 自筆画幅
					絹本 彩色 落款 印譜
   保存良 顔に少汚れ
   所々に経年シミ 118.5 × 56cm
   江戸・明治期     120,000 円

35 小川一真 （英）写真集 東海道風景
					エー・エム・モダック著 B.H. チェンバレン署名入
   東京築地活版製造所印刷 コロタイプ印刷
   40.5 × 30cm 明治 25 年（1892）          150,000 円
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36 伊東深水 明石の曙
					木版 渡辺版 極少点シミ 左上角に摺りジワ レゾネ№ 3 
   24.6 × 36cm 大正 5年（1916）                   500,000 円

38 橋口五葉 鴨
					木版 24.7 × 37.9cm 大正 9年（1920） 350,000 円

40 橋口五葉 京都三条大橋
					木版 少虫穴 28 × 44.3cm 大正 9年（1920）
                                       180,000 円

39 山村豊成（耕花） 
   四世尾上松助の
   加賀鳶の五郎次	
					木版 39.5 × 27.2cm 
   大正 9年（1920） 
																									60,000 円

37 山村豊成（耕花）     
   七世松本幸四郎の助六
					木版 雲母摺 少薄いシミ 
   40 × 27.5cm 大正 9年
  （1920）      80,000 円
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42 高橋松亭（弘明） 都南八景之内 大森新井宿	 							
					木版 渡辺版 裏面に渡辺版画店の菱形のシール貼付
   極美品 ※蕎麦やの図 24.2 × 36.2cm
   大正 10 年（1921）                   500,000 円

43 高橋松亭（弘明） 都南八景之内 蒲田
					木版 渡辺版 裏面に渡辺版画店の菱形のシール貼付  
   マージン少シワ 24.2 × 36.2cm 
   大正 11 年（1922）																						500,000 円

41 吉田博 瀬戸内海集 光る海
					木版 自摺 サイン 37 × 24.5cm
   大正 15 年（1926） ※ダイアナ妃が自らの
   執務室に飾っていた作品										1,000,000 円


