風俗 (Fuzoku)

70 周延 月秋の三曲
      3 枚続 刷良 保存良 裏打（一部剥がし跡）
トリミング 一部折レ 極少虫穴補修 明治 22 年（1891）
20,000 円

71 周延 見立曽我子ども遊の図
  3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少シミ 極少
虫穴 ※凧の図 明治 22 年（1891） 35,000 円

72 周延 江戸砂子年中行事 重陽之図
     3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打剥がし跡 少虫穴
補修 少折レ 少汚レ 明治 18 年（1887） 15,000 円

73 周延 千代田大奥 御花見
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治 27 年
（1894）
18,000 円

74 周延 千代田の大奥 観菊
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 極少汚レ
明治 28 年（1895）
15,000 円

75 周延 千代田の大奥 お庭あるき
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 右図少
15,000 円
赤滲ミ 明治 29 年（1896）

76 周延 千代田の大奥 花菖蒲
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 右図少汚レ
明治 29 年（1896）
15,000 円

77 周延 園中のうめ
  3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 極少汚レ
明治 28 年（1895）
20,000 円

78 周延 婦人諸礼式之図 雛
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治 29 年
（1896）
20,000 円

79 周延 明治風俗 少女の禮式
  3 枚続 刷良 保存良 少シミ 明治 29 年（1896）
28,000 円

11

風俗 (Fuzoku)

80 月耕 日本花図絵
  全 36 枚＋目録 1 枚 刷良 保存良 一部シミ・少冠水シミ・縁に少傷ミ 明治 25-31 年（1894-1900）
250,000 円

12

風俗・歴史 (Fuzoku・History)

81 国政四代 東京新富町 守田座大入之図       
  3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治 5 年（1872）
40,000 円

82 周延 新吉原仁和賀之図
     3 枚続 刷良 保存良 裏打剥がし跡（一部薄ミ）
端折レ 明治 13 年（1880）
25,000 円

83 周延 温故東の花 旧正月元旦諸侯初登城ノ図
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少虫穴 裏打剥がし跡
（一部裏打） 明治期
12,000 円

84 周延 温故東の花 第四篇 旧諸侯参勤御入府之図
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打（一部剥がし
跡） 中図上部に少欠ケ 明治 22 年（1891）
18,000 円

85 周延 温故東の花 第六篇 旧諸侯上野初御仏参之図
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング 右図・中図裏打
左図虫穴・傷ミ補修 少赤滲ミ 明治 22 年（1891）
10,000 円

86 周延 温故東の花 第七篇 将軍家於吹上而公事上聴之図
     3 枚続 刷良 保存良 一部折レ 少シミ 明治 22 年（1891）
28,000 円

87 国芳 二十四孝童子鑑 王褒
  刷良 保存良 天保 14 年（1843）

80,000 円

88 国芳 二十四孝童子鑑 呉猛
     刷良 保存良 マージン少シミ 天保 14 年（1843）
80,000 円
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歴史 (History)

89 国貞初代 足柄山得公時図
  3 枚続 刷良 保存良 トリミング 極少虫穴 一部傷ミ補修 中折レ 文化 8 年（1811）

90 国芳 楠家勇士四条縄手にて討死
      3 枚続 刷良 保存良 一部汚レ 端折レ 裏打剥がし跡 弘化・嘉永期（1847-1852）
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250,000 円

500,000 円

歴史 (History)

91 貞秀 羽柴久吉公陣幕武将図
      3 枚続 刷良 保存良 トリミング ※佐名田（真田）昌幸の図 文久 2 年（1862）
150,000 円

92 国芳 三十六歌仙童女教訓鏡
猿丸太夫
刷良 保存良 トリミング
天保・弘化期（1843-47）
25,000 円

94 広重初代 曽我物語図会
工藤左ェ門祐経 曽我五郎
時宗 曽我十郎祐成
     刷良 保存良 天保・弘化
期（1843-47） 25,000 円

93 国芳 岸柳島報讐図 宮本武蔵・佐々木小次郎
  3 枚続 刷良 保存良 ヤケ 少虫穴 左図右端傷ミ 安政 3 年（1856）
80,000 円

95 豊国三代 岩戸神楽ノ起顕
  3 枚続 刷良 保存良 裏打 中折レ 少傷ミ 一部少薄ミ 安政 4 年
45,000 円
（1857）
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歴史 (History)

96 芳年

藤原保昌月下弄笛図  3 枚続 刷良 保存良 明治 16 年（1883）

97 芳年
月百姿 名月や畳の上に松の影
     刷良 保存良 裏打 明治 18 年
65,000 円
（1885）
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98 芳年 月百姿 破窓月
     刷良 保存良 少ヤケ 明治
19 年（1886） 60,000 円

1,600,000 円

99 芳年 月百姿 大物海上月
     刷良 保存良 裏打 明治
19 年（1886） 150,000 円

歴史 (History)

100 芳年
月百姿 心観月 手友梅
       刷良 保存良 裏打（一部剥が
し跡） 傷ミ 虫穴補修 明治 19
年（1886）
60,000 円

101 芳年
月百姿 音羽山月 田村明神
       刷良 保存良 裏打（一部剥が
し跡） 一部薄ミ 虫穴補修
明治 19 年（1886）50,000 円

103 芳年 月百姿 石山月
   刷良 保存良 裏打 明治
22 年（1889） 25,000 円

104 芳年 月百姿 月のものぐるひ
文ひろげ
       刷良 保存良 裏打（一部
剥がし跡） 傷ミ 虫穴補修
下部 1 ヶ所 1cm 程切レ 明治
22 年（1891）
35,000 円

105 芳年 月百姿 朧夜月 熊坂
       刷良 保存良 裏打 虫穴補修
少シミ 明治 20 年（1889）
50,000 円

106 芳年 月百姿 調布里の月
        刷良 保存良 マージン少汚レ
シミ 角折レ 縁少傷ミ 明治
24 年（1891）
30,000 円

107 芳年 月百姿 弓取の数に
入るさの身となればおしま
さりけり夏夜月 明石儀太夫
       刷良 保存良 裏打（一部剥がし
跡） 傷ミ 虫穴補修 明治 23 年
（1892）
25,000 円

108 芳年
つきの百姿 いでしほの月
      刷良 保存良 裏打 マージン
少汚レ 明治 25 年（1894）
25,000 円

102 芳年 月百姿 神事残月
   刷良 保存良 裏打（一部
剥がし跡） マージン少シミ
明治 19 年（1886） 60,000 円

17

歴史 (History)

109 芳年 楠多門丸古狸退治之図
3 枚続 刷良 保存良 トリミング 一部汚レ・傷ミ・虫穴 端折レ ※妖怪の図 万延元年（1860）

110 芳年 新形三十六怪撰 平惟茂戸
隠山に悪鬼を退治す図
  
        刷良 保存良 明治 23 年
（1890）
50,000 円

113 芳年 芳年武者无類 八幡太郎義家
      刷良 保存良 裏打（一部剥がし跡）
下部少冠水シミ ※碁盤の図
明治 19 年（1886） 35,000 円

18

400,000 円

111 芳年 新形三十六怪撰 平惟茂戸
隠山より悪鬼を退治す図
       刷良 保存良 裏打 明治 35 年
（1902）
65,000 円

112 芳年
芳年武者旡類 弾正忠松永久秀
       刷良 保存良 明治 16 年
65,000 円
（1883）

114 暁斎 元禄日本錦 倉橋傳助
武幸 岡嶋八十右ェ紋常樹
刷良 保存良 トリミング
明治 19 年（1886）100,000 円

115 暁斎
元禄日本錦 堀部安兵衛武庸
       刷良 保存良 弱い中折レ 明治
19 年（1886） 100,000 円

歴史 (History)

116 周延 雪月花 下総
岩橋雪 木内惣五郎
       刷良 保存良 少シミ
マージン少汚レ 明治
17 年（1884）
8,000 円

117 周延 雪月花 大和
歌比子 豊日前中将姫
       刷良 保存良 少シミ
少汚レ 左下角欠ケ
明治 17 年（1884）
8,000 円

118 周延 雪月花 三州 岡崎
雪 小冬 石川五右衛門
       刷良 保存並 少汚レ
左下角破レ 明治 17
年 (1884) 8,000 円

119 周延 雪月花 山城 深草
雪 小野小町 四位の少将
       刷良 保存良 少シミ
明治 17 年 (1884)
8,000 円

120 周延 雪月花 山城
禁中の雪 清少納言
       刷良 保存並 少汚レ
明治 18 年（1885）
8,000 円

121 周延 雪月花 野州 佐野
雪 西明寺 佐野源左エ門
妻白妙
       刷良 保存良 明治 18 年
（1885）
8,000 円

122 周延 雪月花 山城
大内ノ花 女三宮
       刷良 保存良 ※猫の図
明治 18 年 (1885)
12,000 円

123 周延 雪月花 山城
金閣寺 ゆき姫
刷良 保存並 少シミ
角折レ 明治 17 年
（1884）
8,000 円

124 周延 雪月花 近江
石山秋の月 紫式部
刷良 保存並 少汚レ
明治 17 年（1884）
8,000 円

125 周延 雪月花 江戸
吉原花 橋本太夫
不破伴左 名古屋山三
刷良 保存並 少汚レ
明治 17 年（1884）
8,000 円

19

名所 (Landscape)

126 広重初代 東海道五十三次之内 箱根
       刷良 保存良 シワ 裏面 2 ヵ所紙テープ跡 天保 4-5 年（1833-34）
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350,000 円

127 広重初代 東海道五十三次之内 大磯
刷良 保存良 裏打 天保 4-5 年（1833-34）
120,000 円

128 広重初代 東海道五十三次之内 関
       刷良 保存良 トリミング 天保 4-5 年（1833-34）
65,000 円

129 広重初代 東海道五十三次之内 大尾 京師
       刷良 保存並 中折レ 少シミ マージン少虫穴
天保 4-5 年（1833-34）
150,000 円

130 広重初代 東海道五十三次之内 嶋田
    刷良 保存良 少汚レ 天保 4-5 年（1833-34）
120,000 円

