
131 広重初代　東海道五十三次之内 宮	
							刷並 保存並 トリミング マージン傷ミ・修復 
    天保 4-5 年（1833-34）      60,000 円

132 広重初代　東海道五十三次之内 神奈川	
							刷良 保存良 中折レ マージン 1ヶ所テープ跡 
    天保 4-5 年（1833-34）      95,000 円

133 広重初代　東海道五十三次之内 小田原	
　　刷良 保存良 右端付耳 天保 4-5 年（1833-34） 
                  　　　　　　　　　180,000 円

134 広重初代　東海道五十三次之内 草津	
　　刷良 保存良 中折レ 少虫穴補修 天保 4-5 年
　　（1833-34） 　　　　　　　　　150,000 円

135 広重初代　東海道五十三次之内 藤枝	
　　刷良 保存良 中折レ マージン 1ヶ所少シミ 
　　天保 4-5 年（1833-34） 　150,000 円

136 広重初代　東海道五十三次之内 吉田 	
　　刷良 保存良 少汚レ マージンテープ跡 天保
　　4-5 年（1833-34） 　　　　　　60,000 円
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名所 (Landscape)



138 一徳斎高清　福岡博多鳥瞰図 
　　刷良 保存並 裏打 左端傷ミ・欠損 51 × 72.5cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65,000 円

137 横山華山　花洛一覧図	
　　刷良 保存良少虫穴 少汚レ 風折政香発行 41.5 × 64cm 
    文化 5年頃（C1808）                 100,000 円

139 歌麿　裾野の富士	
　　刷良 保存良 端部薄いシミ 文化・天保期（1815-42） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,000 円

141 広重初代　木曽街道六拾九次之内 松井田	
　　刷良 保存良 マージン 1ヶ所少修復 天保 6-8 年
　　（1835-37） 　　　　　　　　　　　　120,000 円

140 広重初代　東海道 有田屋板	
							4 図 刷良 保存良 四丁掛未裁断 1 ヶ所汚レ 
     シミ 上部右角欠ケ  ※見附／浜松／舞坂／
     荒井 弘化期（1844-1847）     40,000 円

142 広重初代　東海道 有田屋板	
　　4 図 刷良 保存良 四丁掛未裁断 少ヤケ 
     極少虫穴 少シミ ※丸子／岡部／藤枝／
　　 嶋田 弘化期（1844-1847）    40,000 円

143 作者不詳　江戸名所　	
　　6 図 刷良 保存良 少虫穴 大短冊判六丁掛未裁断 少傷ミ 
　　一部薄ミ 少汚レ ※真土山／霞ヶ関／浅草金龍山／真崎雪／
　　深川八幡／目黒不動 江戸期 　　　25,000 円
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148 国芳　七ついろは東都
　　富士尽 り 佃嶋の富士
　　鮨屋娘おさと	
　　刷良 保存良 裏打 
　　少汚レ 嘉永 5年（1852）
　　　　　　　　 30,000 円

149 国芳　
　　江戸名所見立十二ヶ月の内
　　正月 浅くさ 宮城野	
　			刷良 保存良 トリミング 
    左端折レ・薄ミ 
    嘉永 5年（1852）    
                 30,000 円

144 広重初代　
　　六十余州名所図会 佐渡 金やま	
　　刷良 保存良 少虫穴補修 トリミ
　　ング シワ 嘉永 6年（1853） 
　　　　　　　　　　　65,000 円

146 広重初代　六十余州名所図会 
　　美作 山伏谷	
　　刷良 保存良 嘉永 6年（1853）
　　　　　　　　　　 150,000 円

145 広重初代　六十余州名所図会 
　　越後 親志らづ	
　　刷良 保存良 裏打 中折レ 
　　安政 4年（1857）　90,000 円

151 豊国三代・広重初代 
    双筆五十三次　袋井 
    刷良 保存良 少シミ 極少
    虫穴 裏面貼付剥がし跡 
    安政元年（1854）         
                   45,000円

147 広重初代　
　　東海道五十三對 江尻	
　　刷良 保存良 マージン角少
　　 切レ補修 天保・弘化期
    （1843-47）  45,000 円

150 広重初代　東海道張交図会 
　　袋井 掛川 見附 濱松 舞坂	
　　刷良 保存良 中折レ 弘化・
　　嘉永期（1847-52） 　
　　　　　　　　　 65,000 円

152 広重初代　
　　江戸名所 よし原仲の町桜の紋日	
　　刷良 保存良 線状の切レ 安政元年
　　（1854） 　　　　　　35,000 円
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154 広重初代　山海見立相撲 相模大山	
　　刷良 保存良 安政 5年（1858） 200,000 円

158 広重初代　
　　諸国六玉川 山城井出
							刷良 保存並 左角傷ミ
    ・修復・シワ 
    安政 4年（1857） 
              25,000 円

153 広重初代　五十三次名所図会 （38） 
　　藤川 山中の里旧名宮路山	
　　刷良 保存良 マージン綴ジ穴修復 
    安政 2年（1855） 180,000 円

155 芳虎　新撰江戸名所 霞ヶ関之図	
						刷良 保存良 折レ 少シワ マージン
   少シミ・1ヶ所極少傷ミ 裏面鉛筆少
   書込 安政 2年（1855）  25,000 円

157 広重初代　東都名所霞がせき真景	
　			3 枚続 刷良 保存並 トリミング 少ヤケ 虫穴補修  
    ※安芸広島藩上屋敷正門の図 安政元年（1854）                   
                                       30,000 円

159 広重初代 
    諸国六玉川 紀伊高野	
							刷並 保存並 ヤケ 
    安政 4年（1857） 
               18,000 円

156 広重初代　山海見立相撲 相模大山	
　			刷良 保存良 少ヤケ 少シワ 数ヶ所ピンホール大の穴 
    安政 5年（1858）                  120,000 円

24

   名所 (Landscape)



160 広重初代　名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火	 　　
　　刷良 保存良 裏打 安政 4年（1857）　　　　　　　　　　　　1,800,000 円

25

名所 (Landscape)



165 広重初代　名所江戸百景 
　　永代橋佃しま	
　　刷良 保存良 マージン綴ジ
　　 穴補修 安政 4年（1857） 
　　　　　　　　　80,000 円

162 広重二代 
　　諸国名所百景 安芸宮島汐干
　　刷良 保存良 薄いヤケ 
　　 安政 6年（1859）　　65,000 円

161 広重二代　
　　諸国名所百景 信州木曽之雪	
　　刷良 保存良 マージン少傷ミ 
　　 安政 6年（1859）　120,000 円

164 広重二代　諸国名所百景 
　　伯耆下谷真景
　　刷良 保存良 安政 6年（1859） 
　　　　　　　　　　45,000 円

163 広重二代　諸国名所百景 
　　信州戸隠山九頭龍大権現	
　　刷良 保存良 虫穴 文久元年
　　（1861） 　　　50,000 円

168 豊国三代・広重・国貞 
　　江戸の花名勝会 い 一番組 
　　市川小団次／日本橋の初鰹
　　／日本橋	
　　刷良 保存良 虫穴 文久 2年
　　（1862） 　　18,000円

166 重宣（広重二代）　江戸名所 梅屋敷	
　　刷良 保存良 中折レ 左右付耳 安政 5年
　　頃（C1858）　　 　　　　35,000 円

167 豊国三代　伊勢の海士長鮑制ノ図	
　　3 枚続 刷良 保存良 経年の汚レ 万延元年（1860） 　　　　100,000 円

26

名所 (Landscape)



169 広重二代　東海道五十三次	
　　全 56 枚揃 刷良 保存良 少シミ 少汚レ 表紙・裏表紙少傷ミ 24.3 × 17.7cm 帖仕立 文久 3年 -元治 1年　　　
　　（1863-1864） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　680,000 円

27

　　　　　名所 (Landscape)



172 暁斎　書画五十三駅 川崎	
　　刷良 保存良 少虫穴 少汚レ 
　　 明治 5年（1872）  
                 18,000 円

170 清親　江戸橋夕暮冨士	
　　刷良 保存並 少虫穴 シミ 折レ 明治 12 年（1879） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,000 円

171 広重三代　東京名勝高輪ノ真景	
　　3 枚続 刷良 保存良 裏打 中折レ 少汚レ 明治 3年
　　（1870） 　　　　　　　　　　　　45,000 円

175 長崎絵 阿蘭陀使節の上陸	
　　刷良 保存良 少点シミ 31.5 × 45cm 江戸期 　　　　　350,000 円

173 長崎絵 魯西亜人ノ図	 　				
　　	刷良 保存良 中折レ 
    31 × 22.5cm 江戸期 
　　　　　　　　　　150,000 円

174 長崎絵 卓子の唐美人
　　刷良 保存良 大和屋版 　
　　 点シミ 全体に薄い汚レ 
     45.7 × 16.2cm 文久頃 
               80,000 円
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178 芳虎　萬国盡　唐土人	
　　刷良 保存良 汚レシミ 極少
　　 虫穴 一部少擦レ 文久元年
   （1861）         80,000 円

177 芳虎　清朝人	
　　刷良 保存良 極少虫穴 
　　極少シミ 文久 3年（1863）
　　　　　　　　　30,000 円

176 玉泉　団扇絵　
　　駿河国安倍川橋長サ弐百八十間
　　刷良 保存並 マージン傷ミ 
　　少冠水シミ ※電線の図 明治期 
　　　　　　　　　　　 20,000 円

179 国輝　東京築地ホテル館繁栄之図	
　　3 枚続 刷良 保存良 トリミング シワ 折レ 裏打剥が
　　し跡 明治 2年（1869） 　　　　　20,000 円

181 芳虎　蒸気車陸道通行之図	
　　3 枚続 刷良 保存良 裏打 
　　「蒸気車」部分に 2ヶ所少加筆
　　少ヤケ 少シミ 少汚レ マージン
　　1ヶ所少薄ミ 明治 3年（1870） 
　　　　　　　　　 120,000 円

180 広重三代　横浜海岸通之図	
　　3 枚続 刷良 保存良 裏打 一部傷ミ・薄ミ 少汚レ
　　シミ 明治 3年（1870） 　　　　60,000 円

182 国輝　
　　神奈川蒸気車鉄道之全図	
　　3 枚続 刷良 保存良 
　　トリミング 点シミ 
　　明治 3年（1870） 　
　　　　　　　　　95,000 円
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185 広重三代　横浜海上蒸気車鉄道之図	
　　3 枚続 刷並 保存良 裏打 中折レ 少汚レ 少傷ミ 
　　明治 4年（1871） 　　　　　　　　　60,000 円

186 広重三代　神奈川入河ノ景蒸気車鉄道ノ図	
　　3 枚続 刷並 保存良 裏打 中折レ 少汚レ 少傷ミ 
　　一部薄ミ 明治 4年（1871） 　　　　　50,000 円

184 国輝二代　東京汐留鉄道蒸気車通行図	
　　3 枚続 刷良 保存良 一部裏打 極少虫穴補修 少シミ 明治 5年（1872） 　　200,000 円

183 国輝二代　上州富岡製糸場之図	
　　3 枚続 刷良 保存良 裏打 左図 10cm・右図 4cm ほど破レ 少虫穴 一部薄ミ 中折レ
    明治 6年（1873） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350,000 円
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