
170 野口弥太郎 自筆絵付皿	
							サイン 桐箱 三宅正太郎旧蔵 

    30.5cm（径）      30,000 円

169 小寺健吉・山口青邨合作色紙

     金の靴もすでに暮色や月見草	
							紙本 毛筆 彩色 少シミ 
    33 × 24cm         15,000 円

171 宮本三郎 自筆絵付皿 蜻蛉	
							サイン 桐箱 三宅正太郎旧蔵 

    30.5cm（径）      50,000 円

168 前田政雄 仁天門	
							木版 22.6 × 28.7cm 昭和 3年 (1928)  

                                30,000 円

167 前田政雄 冠木門	
							木版 22.6 × 28.7cm 昭和 3年 (1928)  

                                 25,000 円

166 石崎重利 富士五湖之内 西湖	
							木版 24.5 × 36cm  昭和初期頃   　60,000 円

165 前川千帆 浴泉	
							木版 右上角折れシワ 36 × 45.5cm 

    昭和 31 年頃 (1956)         60,000 円
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172 吉田博 こども	
							木版 自摺 サイン 中折れ マットヤケ 
    裏面端部テープ跡 51 × 36cm 昭和 2年 (1927)  

                                   120,000 円

173 六世 中村歌右衛門 隈取 茨木	
							絹本 裏打  昭和 48 年 11 月於歌舞伎座 七代目菊五郎

    襲名興行 35 × 70.5cm  昭和 48 年 (1973)  60,000 円

174 初代 尾上辰之助 

    隈取 対面 五郎	
							絹本 裏打  昭和 54 年
     11 月吉日歌舞伎座顔見世 

     89.5 × 38cm 

     昭和 54 年 (1979)  

               15,000 円

176 六世 中村歌右衛門 

    隈取 紅葉狩鬼女	
							絹本 裏打  昭和 56 年
    12 月於京都南座顔見世

    興行 80.5 × 35cm 

    昭和 56 年 (1981)  

               50,000 円

175 六世 中村歌右衛門 

    隈取 玉藻前金毛九尾狐	
							絹本 裏打  昭和 55 年
    12 月於国立劇場 

    74.5 × 34.5cm  

    昭和 55 年 (1980)  

                 50,000 円
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177 棟方志功 野菊の自板像の柵	
							木版 サイン 棟方巴里爾鑑定シール マージンシミ 

    46.5 × 18.5cm（窓寸） 額装                750,000 円
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201 国芳 美人	
							竪 2枚 刷良 保存良 
    折れ跡 団扇部分薄み 
    天保・弘化期 (1843-47) 
                120,000 円

202 国周 早晩稲守田当龝	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 端部少切れ 
    明治 2年 (1869)                    15,000 円

203 周重 木間星箱根鹿笛	
							3 枚続 刷良 保存良 右図腕の部分少汚れ ※蜻蛉の図  
    明治 13 年 (1880)                      50,000 円

204 小国政 明治二十七年十二月九日上野祝捷大会ニ畏くも皇太子
    殿下博物館庭前ニ於て川上一座の日清戦争我が猛将勇士龍戦
    虎闘の演劇を御覧の図	
							3 枚続 刷良 保存良 折れ 赤少滲み 明治 27 年 (1894) 
                                                   45,000 円

205 国丸 思い當り狂言大江戸の
     名残 忠臣蔵文句口合	
							竪 2枚 刷良 保存良 
    裏打 安政元年 (1854)            
                 30,000 円
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206 国芳 山海愛度図会 おたのみ
     申したい 近江石灰	
								刷良 保存良 嘉永 5年 (1852) 
                  30,000 円

207 国芳 宮戸川岸の賑ひ	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 安政 2年 (1855)      150,000 円

208 松山 生麦之発殺	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 極少虫穴 明治 10 年 (1877)      
                                                            100,000 円

209 遠浪斎 小栗十勇之一個 池庄次助長	
							刷良 保存良 裏打 トリミング 
    ※武者絵 江戸の英雄大図鑑
   （渋谷区立松濤美術館）所載  
    文化・天保期 (1815-42) 
                       60,000 円

210豊国三代 元禄元年五月十五日筑摩川をへだてて和平を結ばんとする図	
						4 枚 刷良 保存良 各図左端部少傷み 天保・弘化期 (1843-47)                      60,000 円
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213 貞秀 川中嶋大合戦越後方之図	
							3 枚続 刷良 保存良 各図左端部少傷み 弘化・嘉永期 (1847-52)     
                                                   50,000 円

212 春亭 坂田金時	
							刷良 保存良 右角修復 
    35.5 × 23.5cm( 紙寸） 
    文化・文政期 (Ｃ 1815-24) 
                          80,000 円

211 国芳 忠臣蔵夜討之図	 3 枚続 刷良 保存良 江戸期        120,000 円

214 貞秀 大日本国郡名所 
    奥州会津郡若松	
							刷良 保存並 全体に
    薄い汚れ マージン
    上部台紙に貼付 
    明治元年 (1868) 
             15,000 円 

215 芳員 横浜明細全図	
							3 枚続 刷良 保存良 
    裏打 師岡屋伊兵衛 
    45.5 × 87cm 
    慶応 4年 (1868) 
            160,000 円
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216 国輝 東京鉄砲洲新嶋原遊郭之図	
							3 枚続 刷良 保存良 明治 2年 (1869)  40,000 円

217 国輝 東京里俗人形町通従水天宮深川遠景	
							3 枚続 刷良 保存並 裏打 トリミング 汚れ 
    明治 6年 (1873)                 30,000 円

219 貞秀 再改横浜風景	
							6 枚続 刷良 保存良 明治 6年 (1873) 
                          250,000 円

218 芳員 御開港横浜之図	
							2 枚続 刷良 保存良 裏打 新榮堂東屋新吉蔵 42.5 × 64cm 
    江戸末頃                               　120,000 円
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220 豊重 横浜新海地高嶋町鉄道之真景	
							3 枚続 刷良 保存良 明治 8年 (1875)                          150,000 円

221 芳春 大日本内国勧業博覧会之図 美術館出品之図	
							3 枚続 刷良 保存並 トリミング 中折れ 右図右端切れ 明治 10 年 (1877) 
                                                                100,000 円

222 芳藤 開化舊弊冨士山参詣之図	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング ※上部台紙に貼付 明治 11 年 (1878) 
                                                               150,000 円
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223 秀月 皇国製茶図会	7 枚 刷良 保存良 1 枚マージン傷み 15.5 × 21.5cm 明治 18 年 (1885) 45,000 円

224 国政 東京浅草吾妻橋真図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 折れ ※釣りの図  
    明治 20 年 (1887)                 25,000 円

225 国政 人形町通り蠣売町水天宮参詣群集図	
							3 枚続 刷良 保存良 明治期           35,000 円

226 年信 鹿児島戦闘記	
							3 枚続 刷良 保存良 ※西郷隆盛・桐野利秋の図  
    明治 10 年 (1877)                  20,000 円

227 周延 鹿児嶋女問隊力戦ノ図	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打  明治 10 年 (1877)       
                                          15,000 円

228 周延 鹿児嶋征討記之内	
							3 枚続 刷良 保存良 ※西郷隆盛・桐野利秋の図  
    明治 10 年 (1877)               15,000 円

229 永濯 鹿児嶋紀聞之内

    3 枚続 刷良 保存良 裏打 マージン上部傷み

    明治 10 年 (1877 )                     15,000 円
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231 米作 日清戦争忠勇美鑑	
							5 枚 刷良 保存良 マージン端部少傷み ※樺山資紀／鈴木虎十郎／三宅兵吉／鐘崎三郎／小野口徳次  
    明治 28 年 (1895)                                                              50,000 円

232 芳年 会津若松戦争之図		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 明治元年頃 (C1868) 250,000 円

230耕濤 日露交戦図絵壽語録　

    刷良 保存並 折り目部分傷み 103 × 108cm 明治 37 年 (1904)　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                          120,000 円


