
57 広重初代　名所江戸百景 大はしあたけの夕立	
　	刷良 保存良 裏打 安政 3年（1856）                            1,800,000 円

11

名所 (Landscape)



58 広重初代  近江八景

   堅田落雁 粟津晴嵐 三井晩鐘

   瀬田夕照 矢橋帰帆 	
　		5 枚 刷良 保存良 少汚レ 綴ジ穴 
   安政 4年（1857）    600,000 円

12

名所 (Landscape)



60 広重初代　冨士三十六景 

　 雑司がや不二見茶屋	
					刷良 保存良 少虫穴 マージン
   一部薄ミ 安政 5年（1858） 

                     45,000 円

63 広重二代　江戸名勝図会 

　 柳島妙見	
					刷良 保存良 少虫穴 
   文久 2年（1862） 

                  18,000 円

61 広重二代　諸国名所百景 

　 信州木曽の雪	
					刷良 保存良 中折レ 少ヤケ
   シミ  安政 6年（1859） 

                    50,000 円

62 広重二代　諸国名所百景    

   阿波鳴戸真景	 		
					刷良 保存並 中折レ 退色 
   シミ 虫穴補修 安政 6年

　（1859） 　　35,000 円

59 国輝二代　東都名所日本橋従高輪之風景 子供あそひ纏固図小	
					3 枚続 刷良 保存良 中図・左図中折レ 1 ヵ所少虫穴 文久 3年（1863）  180,000 円

64 広重二代　

　　東海道名所之内 四日市追分	
						刷良 保存良 
   文久 3年（1863）    

                   18,000 円

65 広重二代　東都名所 霞ヶ関春之景	
					刷良 保存良 中折レ ※凧の図  元治元年
  （1864）               　　　　25,000 円
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名所 (Landscape)



66 作者不詳　Vreemde groote schip	
　		刷良 保存並 虫穴補修 シミ 汚レ ※樋口弘編
  「長崎浮世絵」に同図柄所収 45 × 31cm 江戸期 

                                200,000 円
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67 年参  徳川十五代記略

   米使ペルリ家定公を笄謁の図

					小判 刷良 保存良 中折レ 16 × 22.8cm 
   明治 8年（1875）         20,000 円

14

  開化 (Westernization)



69 芳年　東京名勝高輪 蒸気車鉄道之全図	
　	3 枚続 刷並 保存並 少シワ 少虫穴補修 一部欠損部分修復 明治 4年（1871） 120,000 円

70 年信　明治七 十一月廿七日辨理大臣帰朝市中祝賀之図	
　	3 枚続 刷良 保存良 ※大久保利通の図  明治 7年（1874） 
                                                    45,000 円

72 国周　

　 開化三十六会席 今戸有明楼	
					刷良 保存良 1 ヵ所折レ跡 
   マージン少シミ 一部台紙に

   貼付 明治 10 年（1877） 

                    10,000 円

71 進斎（年光） 上野公園地内國勧業博覧会開業図	
					3 枚続 刷良 保存良  明治 10 年（1877）    　　　　  50,000 円

73 国政　

　 野州柏倉鞍掛山琴平神社境内之図	
					3 枚続 刷良 保存良 極少虫穴 
   明治期        85,000 円
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開化・名所 (Westernization・Landscape)



75 清親　東京両国百本杭暁之図	
　		刷良 保存良 ニス引 中折レ マージン右端
   トリミング  明治 12 年（1879） 70,000 円

76 清親　東京両国百本杭暁之図	
					刷良 保存良 中折レ マージンシミ 明治 12
   年（1879）                  35,000円

77 清親　道潅山夕日暮	
					刷良 保存良 中折レ 少色移り 明治
   12 年（1878）           25,000 円

80 清親　大森朝乃海	
　		刷良 保存良 マージン少汚レ 明治 13
   年（1880）             45,000 円

78 清親　佃嶋雨晴	
　		刷良 保存良 中折レ 薄い汚レ 明治 
   13 年（1880）            35,000 円

79 広重三代　明治十四年御巡幸秋田寺内招魂社之図	
					3 枚続 刷良 保存良 「御供奉人名」部分 1ヵ所穴  
   明治 14 年（1881）                50,000 円

74 広重三代　東京名所之内 銀座通煉瓦造鉄道馬車往復図	
						3 枚続 刷良 保存良 トリミング 右図左角傷ミ補修 ※右図窓に「東京馬車鉄道
   略則」有 明治 15 年（1882）                                  120,000 円
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開化・名所 (Westernization・Landscape)



86 山中榮三郎　明治十年従春至秋九州戦地一目図	
　		刷良 保存良 軸装 銅版 木版 33 × 55cm
   明治 10 年（1877）                    85,000 円

81 安治　京橋勧業場之景	
　		刷良 保存良 裏打 マージン一部トリミング 
   マージン少汚レ 明治 15 年（1882）  65,000 円

82 探景（安治） 東京劇場千歳座之景	
						3 枚続 刷良 保存良 裏打 トリミング シワ 明治 17 年
  （1884）                             50,000 円

83 清親　武蔵百景之内 両国花火	
　		刷極良 保存良 マージン 1ヵ所薄い点シミ 
   明治 17 年（1884）          150,000 円

85 山邨誠輔　東京名所之内上野公園地櫻花満開之風景	
　		3 枚続 刷良 保存良 明治 21 年（1888） 35,000 円

84 延一　亀井戸臥龍梅	
　		3 枚続 刷良 保存良 左図子供の顔に少シミ ※犬の図 
   明治 26 年（1893）                   45,000 円

87 延一　栃木県陸軍大演習之図	
					3 枚続 刷良 保存並 トリミング 少虫穴 少シワ マージン
   シミ・傷ミ 明治 25 年（1892）             15,000 円
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名所・開化 (Landscape・Westernization)



88 国芳　荷宝蔵壁のむだ書	
					刷良 保存並 裏打 トリミング シミ 
   左下角傷ミ補修  弘化・嘉永期

  （1847-52）             150,000 円

89 国芳　浮世又平名画奇特	
					2 枚続 刷良 保存良 裏打 少虫穴 嘉永 6年（1853） 
                                            65,000円

91 国芳　當盛見立人形之内粂の仙人	
　		2 枚続 刷良 保存良 トリミング 少薄シミ 右図左端折レ跡 
    安政 3年（1856）                    80,000 円

90 芳年　文覚荒行之図	
　		竪 2枚 刷良 保存良 薄いヤケ
   マージン 1ヵ所少虫穴 明治 18 年（1885） 

                                  200,000 円
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その他



92 芳幾　見たて似たかきん魚	
　		3 枚 刷良 保存良 トリミング 少虫穴補修 少シミ 1 図左端部傷ミ 文久 3年（1863）               650,000 円

93 暁斎　福の帳合	
						3 枚続 刷良 保存良 全体に少ヤケ 明治 23 年（1890）          60,000 円

94 暁斎　浮世絵大津之連中酔眠の図	
						2 枚続 刷良 保存良 端部折レ跡
   明治元年（1868）   90,000 円
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その他



96 地震津浪末代噺乃種 1-2 編 

　 2 冊 刷良 保存良 少虫穴 表紙一部傷ミ 16.4 × 10.7cm 寛永 7年頃（C1854）    45,000 円

95 作者不詳　江戸地震類焼場所図・御府内御屋敷方市中共地震類焼場所明細書之写（并街道筋近郷聞書）	
　		2 点 限 2000 刷良 保存良 袋付 30.5 × 42.5cm 和綴 14 頁（表紙含） 11.8 × 32.5cm 安政 2年（1855）  
                                                                                       220,000 円

98 貞秀　蚕織錦絵	
						2 枚 刷良 保存良 文化・天保期（1815-42）          
                                   30,000 円

99 貞秀　蚕養道	
						3 枚続 刷良 保存良 薄いヤケ 左図シミ
   安政 5年（1858）      80,000 円

97 忠臣蔵穴さがし柳樽（完） 

   1 冊 全 17 編 刷並 保存並 シミ 汚レ 虫穴補修 一部欠損部分

   修復 印 藍屋喜兵衛 16 × 11cm 江戸期        25,000 円
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その他


