
98 吉田穂高 作品	
   木版 AP 版 サイン 54.5 × 26.5 
   制作年不詳         40,000 円

99 吉田千鶴子 地中海にて	
					木版 限 20 サイン 右端部極薄いヤケ 76 × 60（紙寸）  
   制作年不詳                            45,000 円

100 吉田千鶴子 笑い（B）	
							木版 限 30 サイン ヤケ 88 × 63.5
　　（紙寸）　昭和 37 年 (1962) 　　
　　　　　　　　　　　　　　45,000 円

101吉田千鶴子 晶	
						木版 限 50 サイン マージン極薄いマット
    ヤケ マージン左角折レ 67 × 50.5 
　　制作年不詳 　　　　　　35,000 円
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201 国芳 姿花美人鏡	
							3 枚続 刷良 保存並 虫穴 擦レ 少汚レ 文化・天保期 (1815-42)   
                                                        80,000 円

203 国芳 絵本合邦辻	
							3 枚続 刷良 保存並 トリミング 中図がひと回り小さい
    擦レ・傷ミ有 文化・天保期 (1815-42)      50,000 円

202 歌麿二代 全盛郭十景 
    丸海老や内 会見 幸栄	
							刷良 保存並 少穴 
    一部薄ミ 31.5 × 14.8 
    江戸期   35,000 円

205 豊国 澤村訥升	
							刷良 保存並 
    トリミング 中折レ シミ 
     右上角補修 ※糸巻きの
     図 文化・天保期  
     (1815-42)   15,000 円

204 国芳 五節句乃うち紅葉狩	
							2 枚 刷良 保存良 裏打 トリミング 
    弘化・嘉永期 (1847-52) 30,000 円

207 国芳 涼姿 幡随長兵衛	
							刷良 保存並 中折レ 汚レ ※蜻蛉
    の図 天保・弘化期 (1843-47)   
                           50,000 円

208 国芳 見立金龍山開帳の図	
							全 5枚の内 3枚 刷良 保存良トリミング 端部折レ
    跡 弘化・嘉永期 (1847-52)          50,000 円

209 国芳 合邦ヶ辻仇討	
							3 枚続 刷良 保存良トリミング 嘉永 3年頃 (C1850)
                                           50,000 円

206 豊国三代 擬絵當合 丙 
    犬山道節 犬川荘助	
							刷良 保存良 裏打 
    トリミング 嘉永 5年
    (1852)       10,000 円
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215 国芳 
     安達元右衛門 早瀬伊織	
							刷良 保存良 トリミング 
     安政元年 (1854) 
              50,000 円

210 国貞二代 紫式部げんじ
     かるた かしわ木	
							刷良 保存良 ※猫の図 
    安政 4年 (1857)  
               15,000 円

211 豊国三代 當世好男子傳 
    行者武松に比す腕の喜三郎
							刷良 保存良 トリミング 
    中折レ ※刺青の図 
    安政 5年 (1858) 
                25,000 円

212 豊国三代 
    見立六花撰 三升	
							刷良 保存良 トリミング 
     ※刺青の図 文久 3年
     (1863)     15,000 円

214 国芳 
     曲亭翁精著八犬士随一 犬江親兵衛仁	
							刷極良 保存良 1 ヵ所極少点虫穴 
     ※刺青の図 天保 7-9 年 (1836-38) 
                        80,000円

213 国周 俳優狂言競之内 
     夏祭り長町うらの坊	
							刷良 保存良 ※刺青
    の図 明治 19 年
    (1886)    20,000 円

216 国周 當世日の出七冨句連	全 7枚 刷良 保存良 顔に極薄いシミ 慶応元年 (1865)                    80,000 円

217 国芳 伊賀越敵討の図	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 弘化・嘉永期 (1847-52)
                                                 50,000 円

218 国芳 燿武八景 北京
    落雁 藤原正清	
							刷良 保存良 トリミング 
     左角少切レ 嘉永 5年
    (1852)       35,000 円
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219 芳年 皇国二十四功 
    加藤主計頭清正	
							刷良 保存良 
    明治 26 年 (1893) 
               30,000 円

220 芳年 皇国二十四功 
    尾上の召使お初	
							刷良 保存良 明治 26 年 
     (1893)    30,000 円

221 芳年 皇国二十四功 
    弻宰相相春衡	
							刷良 保存良 明治 28 年
    (1895)     35,000 円

223 芳年 皇国二十四功 
    贈正一位菅原道真公	
							刷良 保存良 明治 28 年
    (1895)      30,000 円

222 芳年 皇国二十四功 
    當麻寺の中将媛	
							刷良 保存良 明治 26 年
    (1893)       40,000 円

224 国丸 新版浮絵江戸新吉原仲ノ町之図	
							刷良 保存良 極少虫穴 文化・天保期
    (1815-42)              45,000 円

225 広重初代 
    東都名所王子稲荷境内全図	
								3 枚続 刷良 保存良 トリミング 
     少虫穴補修 左右図に印有 文化・
     天保期 (1815-42)   120,000 円

226 広重初代 
    東都名所築地西御堂之図	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング
     少汚レ 一部薄ミ 文化・天保期
     (1815-42)   100,000 円
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228 貞虎 鎌倉七里ヶ濱ヨリ江の嶋遠見ノ図	 3 枚続 刷良 保存良 文化・天保期 (1815-42) 280,000 円

227 国丸 新版浮絵頼朝公冨士御狩図	
							刷良 保存良 マージン少シミ 文化・天保期 (1815-42)               300,000 円
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230 貞重 神田大明神御祭図	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 中図傷ミ補修 
    天保・嘉永期 (1830-48)           50,000 円

231 英泉 岐阻街道深谷之驛	
							刷良 保存良 中折レ 一部薄ミ 天保 6-8 年
    (1835-37)                 60,000 円

232 広重初代 
     東海道五十三對 坂の下	
							刷良 保存良 天保・
    弘化期 (1843-47) 
               20,000 円

233 豊国三代 役者見立東海道
     五十三次之内 嶋田金谷間 
     大井川傳吉	
							刷良 保存良 トリミング 
     シワ 嘉永 5年 (1852) 
                  15,000 円

234 豊国三代 役者見立東海道
    五十三次之内 日阪 小早川
    帯刀	
						刷良 保存良 嘉永 5年
   (1852)      18,000 円

235 国芳 山海愛度図会 
    松前 おっとせい	
　　刷良 保存良 トリミング 
     綴ジ穴 嘉永 5年 (1852) 
                 25,000 円

236 重宣 大井川かち渡	
							3 枚続 刷並 左図落款
    部分に小穴 嘉永 5年
    (1852)     60,000 円
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229 広重初代 東都名所飛鳥山全図	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 文化・天保期 (1815-42)               120,000 円



237 豊国三代 吾妻橋夕涼之図		3 枚続  刷極良 保存極良 嘉永 6年 (1853)       180,000 円

238 国芳 木曾街道六十九次之内 妻籠
    安倍保名 葛葉狐	
							刷良 保存良 トリミング ※幽霊・
    狐の図 嘉永 5年 (1852)  60,000 円

239 広重初代・豊国三代 雙筆五十三次 
     江尻 三保の松 羽衣の松	
							刷良 保存良 トリミング 
    少虫穴 少シミ 安政元年
    (1854)       45,000 円

243 広重初代 
     名所江戸百景 両国回向院元柳橋	
								刷良 保存良 マージン虫穴補修 
     安政 4年 (1857)   150,000 円

241 広重初代 
     名所江戸百景 筋違内八ツ小路	
							刷良 保存良 安政 4年 (1857) 
                     100,000 円

242 広重初代 
     名所江戸百景 三つまたわかれの渕	
							刷良 保存良 安政 4年 (1857) 
                     100,000 円

240 広重初代 五十三次名所図会
   （24）島田 大井川駿岸
							刷良 保存良 マージン 1ヵ所
    少シミ 安政 2年 (1855)  
                    80,000 円
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245 貞秀 神奈川横濱二十八景之内	
							全 28 枚の内 24 枚 刷良 保存良 裏打 中折レ 帖仕立 18 × 25 万延元年 (1860)	 　　　　　　　500,000 円

244 芳藤 江都名所之内猿若街之図	
							3 枚続  刷良 保存良 少点シミ 文久 2年 (1862)                           280,000 円
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248 芳晴・重清 書画五拾三驛
     駿河 江尻 三保ノ松羽衣ノ
     古事	
							刷良 保存良 明治 5年
    (1872) 20,000 円

249 貴徳 書画五拾三驛 駿河 
     静岡 二丁町夜ノ景	
							刷良 保存良 明治 5年
    (1872) 18,000 円

247 貞秀 東海道名所之内横濱風景	
							刷良 保存良 マージン薄い汚レ 万延元年
    (1860)                  60,000 円

246 貞秀 東海道勝景従日本橋至荒井 東海道勝景従白須賀京都迄一覧	
							6 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング 虫穴 巻物仕立 文久 3年 (1863)                            100,000 円

250 広重三代 東京府鉄砲洲明石橋之勝景	
							3 枚続 刷良 保存並 シミ 傷ミ 中図下婦人図部分傷ミ 
    明治元年 (1868)                  60,000 円

251 国輝 東京築地ホテル館繁榮之図	
							3 枚続 刷良 保存良 トリミング 各左端部折レ跡 
    明治 2年 (1869)                   80,000 円

252 広重三代 東京築地ホテル館	
							3 枚続 刷良 保存並 全体に少シワ 明治 3年 (1870) 
                                         90,000 円

253 広重三代 神奈川入河景蒸気車鉄道図	
							3 枚続 刷良 保存良 ヤケ 明治 4年 (1871)       
                                        75,000 円

29



256 国輝 帝国議事堂之図	
							3 枚続  刷良 保存良 ヤケ 少虫穴 明治 27 年
    (1894)                        20,000 円

254 国輝 東京浅草橋 貴賤士女老少上橋通行絡繹交加之図	
							3 枚続 刷良 保存良 ※犬の図 明治 7年 (1874)    
                                       35,000 円

257 景年 東京名所
    三十六戯撰 開運ばし	
							刷良 保存良 ※カメラ
     の図 明治 5年 (1872) 
                18,000 円

259 広重三代 東京名勝図会 
     よろいばしの雪降	
								刷良 保存良 明治 6
    年 (1873) 18,000 円

255 探景（安治） 赤坂仮皇居及太政官真景	
							3 枚続 刷並 保存並 裏打 トリミング ヤケ 右図
    下角一部欠損   明治 18 年 (1885)    12,000 円

258 周延 世界一チヤリ子大曲馬ノ図	
							3 枚続 刷良 保存良 左図筋状のシミ 中図少シミ ※「伊太利亜の大曲馬明治
    十九年九月一日ヨリ外神田秋葉原に於て興行ス」 明治 19 年 (1886)  50,000 円

261 国明 照ヶ嶽光右ェ門	
							刷良 保存良 文久 3年
    (1863) 15,000 円

260 長谷川園吉（玉英） 東京名所江戸橋郵便局眞景	
							3 枚続 刷良 保存良 裏打 右図端部少切レ 明治 24 年 (1891)    120,000 円
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