
美人・源氏 (Beauty・Genji)

3 豊国三代　難有御代ノ賀界絵
　刷良 保存良 トリミング 虫穴補修 
  少シミ 少傷ミ 左端折レ跡
　※猫のかんざしの図
　天保 -弘化期 (1843-1847) 

80,000 円

1 国芳	 山城国井出の玉川	
　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 一部補修 少虫穴 少シミ
　弘化 4年 (1847) 45,000 円

2 国守	 今様源氏五性のうち　鈴虫の金性
　刷良 保存良 虫穴補修（顔含） 中折レ 
　※団扇絵 23 × 29.4cm（シートサイズ）
　弘化 -嘉永期 (1847-1852) 50,000 円

4 国貞二代　遊里八契　品川相模楼内	小さん	
　刷良 保存良 虫穴 1ヶ所 少シミ 少傷ミ
　※団扇に蝉の図 明治 2年 (1869) 50,000 円

6 豊国三代　源氏後集余情　第二乃巻
　2 枚続 刷良 保存良 少虫穴 少ヤケ
　安政 4年 (1857)　　　　　　　　 15,000 円

5 豊国三代	広重初代　東都堀切花菖蒲
　3 枚続 刷良 保存良 トリミング 傷ミ補修 少シミ 少ヤケ
　※子供の図 安政 4年 (1857)                    25,000円

7 豊国三代	広重二代　合筆源氏　庭中之雪	
　3 枚続 刷良 保存良 左図少シミ 端部少シワ ※雪の図 
　安政 6年 (1859) 60,000 円
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8 国周	 江戸八景之内　両ごくの晴嵐
　3 枚続 刷良 保存良 少シミ 端部少傷ミ 慶応 3年 (1867) 

45,000 円

11 国芳　小袖曾我薊色縫	
　		3枚続 刷良 保存良 少シミ 少ヤケ 文化-天保期(1815-1842)

20,000 円

9 国芳	 盟三五大切	
				3 枚続 刷良 保存良 トリミング 極少虫穴 端部少傷ミ
  文化 -天保期 (1815-1842)                     50,000 円

12 国芳　花三津雪瑞白石	
						3 枚続 刷良 保存並 虫穴 少傷ミ 天保 5年 (1834) 

15,000 円

13 国芳　花眺雪武田勝凱	
　		3 枚続 刷良 保存良 極少虫穴 嘉永 3年 (1850)

35,000 円

14 豊国三代　俳風花むしろ	
   3 枚続 刷良 保存良 トリミング 端部少傷ミ 
   ※花見の図 嘉永 5年 (1852) 18,000 円

10 春章　役者絵	
		　刷良 保存良 虫穴 1ヶ所 少シミ
   蔵印 裏面少書込・押印 1ヶ所   
   31.3 × 14.1cm（シートサイズ）  
   江戸期 180,000 円
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　　　源氏・役者 (Genji・Actors)



15 豊国三代　十二月ノ内　孟春	踊始
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 極少シミ
   ※三味線の図 安政元年 (1854) 18,000 円

18 豊国三代　吾孺下五十三駅
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 少虫穴 少シミ
   少傷ミ 安政元年 (1854) 18,000 円

16 豊国三代　八犬士
　	英名鑑　犬坂毛野胤智	
　		刷良 保存良 シミ
   少傷ミ 安政元年 (1854) 

15,000 円

17 豊国三代　八犬士
　	英名鑑　犬山道節忠與
　		刷良 保存良 少シミ 
　 安政元年 (1854) 

15,000 円

19 豊国三代　當見立五行相剋
　		3 枚 刷良 保存良 トリミング 少虫穴 少シミ 端部傷ミ 
   安政 5年 (1858) 20,000 円

20 国孝　芝居絵
　		2 枚続 刷良 保存良 トリミング 少虫穴補修 
   少傷ミ 端部 2ヵ所台紙貼付 文久 3年 (1863) 

15,000 円

21 国周　役者絵
　		3 枚 刷良 保存良 トリミング 裏打 少虫穴 少シミ 少傷ミ 端部欠ケ
   音羽屋瀧 坂東彦三郎／二丁町市 市村羽左衛門／成びしゃ駒 中村芝翫 
   ※刺青・楊枝の図 元治元年 (1864)                    90,000 円

22 国貞二代　処女評判善悪鏡　初瀬巷妾宅の場
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少シミ
   ※蚊帳の図 慶応元年 (1865) 90,000 円

23 国周　侠客角力合
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少虫穴補修
   少シミ 慶応 2年 (1866) 18,000 円
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役者 (Actors)



24 国周	田蝶（芳兼）　みたていろはあわせ
　		全 48 枚＋目次 刷良 保存良 トリミング 傷ミ補修 少シミ 下部汚レ 少傷ミ 綴ジ穴 左端部少冠水シミ
   ※刺青の図 慶応 2年 (1866) 180,000 円
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   役者 (Actors)



25 芳瀧　八坂新地	都踊
　		8 枚続の内の 4枚 刷良 保存良 裏打 極少シミ
   中判 25.5 × 18.8cm（シートサイズ） 明治 5年 (1872) 

15,000 円

26 国周　成田山不導尊御着御道筋諸人群集図
　		3 枚続 刷良 保存良 明治 6年 (1873) 50,000 円

27 国周　松栄千代田神徳
　		3 枚続 刷良 保存良 極少虫穴 右図穴 1ヶ所 
   明治 11 年 (1878) 28,000 円

28 国周　千歳座開業式読立之図
　		3 枚続 刷良 保存良 少ヤケ 少傷ミ 左図シミ
   明治 17 年 (1884) 20,000 円

29 国周　捨小舟
　		3 枚続 刷良 保存良 ピンホール補修 少シミ 少ヤケ  
   端少切レ ※二胡の図 明治 30 年 (1897) 18,000 円

30 国貞初代　花見田楽
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 シミ 少ヤケ
   傷ミ 中折レ ※田楽の図 文化 -天保期 (1815-1842) 

35,000 円

31 豊国二代　風流五節句　七月
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 少シミ 端部少傷ミ
   文化 -天保期 (1815-1842)                90,000 円

32 芳年　新撰東錦絵　橋本屋白糸之話
　		2 枚続 刷良 保存良 少シワ 右図右角折レ
   明治 19 年 (1886) 60,000 円
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役者・風俗 (Actors・Fuzoku)



33 周延　林間煖酒焼紅葉
　		3枚続 刷良 保存良 少シミ 角少折レ 左図弱い折レ跡
   明治 26 年 (1893) 40,000 円

34 周延　千代田之御表　武術上覧
　		3 枚続 刷良 保存良 少シミ 少ヤケ 少シワ 一部角欠ケ
   ※剣道の図 明治 30 年 (1897)             18,000 円

35 暁翠　女礼式歌合
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治期 

18,000 円

36 国貞初代　元暦元年二月七日合戦平家討破讃州ハ嶋落ノ図
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 上部傷ミ 中折レ
   ※源平合戦の図 文化 -天保期 (1815-1842)

25,000 円

37 国貞初代　義経一代記之内　鬼一法眼の娘皆鶴姫より
			六韜三略の巻を授り兵道に達して其名を後世に挙る
　		3 枚続 刷良 保存並 中折レ シワ 天保 14 年 (1843)

18,000 円 38 貞秀　孝貞女鏡　ときは
　		刷良 保存並 傷ミ
   天保 -弘化期 (1843-1847) 

8,000 円

39 貞秀　孝貞女鏡
　	姉宮	妹信
   刷良 保存並 綴ジ穴
   左端部傷ミ
   天保 -弘化期 (1843-1847) 

8,000 円

40 貞秀　孝貞女鏡
　	しづの女	
　		刷良 保存良 少擦レ 綴ジ穴
   天保 -弘化期 (1843-1847)

15,000 円

41 貞秀　孝貞女鏡　妙女
　		刷良 保存並 傷ミ 
   綴ジ穴 下部欠ケ
   天保-弘化期(1843-1847)

8,000 円

42 貞秀　孝貞女鏡　於通　			
　		刷良 保存良 右下擦レ 綴ジ穴  
   ※三味線の図
   天保 -弘化期 (1843-1847)

12,000 円
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           風俗・歴史 (Fuzoku・History)



43 豊国三代　誠忠義士夜討図
　		3枚続 刷良 保存良 傷ミ ※雪の図 安政3年 (1856)             

35,000 円

44 貞秀　太平記六波羅合戦
　		3枚続 刷良 保存良 少破レ補修 中折レ ※源平合戦の図
   安政 6年 (1859)                     25,000 円

45 芳幾　英名二十八衆句
　	遠城治左ェ門
　		刷良 保存良 トリミング
   慶応 3年 (1867)

25,000 円

46 芳盛　八幡太郎義家奥州軍立之図
　		3枚続 刷良 保存良 トリミング 少虫穴 ※後三年の役の図
   明治元年 (1868)                 60,000円

47 芳虎　大津坂本城明渡之図（仮題）
　		3 枚続 刷良 保存良 上部シミ 少ヤケ 端部少シワ 
   明治 3年 (1870)                   　  25,000 円

48 周延　鹿児嶋勇士揃
　		3 枚続 刷良 保存並 裏打 極少虫穴 明治 10 年 (1877)                  

10,000 円

49 豊宣　新撰太閤記　阿阪城の勇戦
　		2 枚続 刷良 保存良 少虫穴 マージン少傷ミ
   明治 16 年 (1883)               12,000 円

50 豊宣　関白秀吉公	於御前三十六番角觝之図
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少傷ミ ※3枚が繋がっています
   明治 17 年 (1884)                         35,000 円

7

                              歴史 (History)



52 清親　鉢木　北条時頼	佐野常世
　		3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ ※ 3枚が繋がっています
   ※盆栽の図 明治 17 年 (1884)                      45,000 円

53 広重初代　名所江戸百景
　	日本橋雪晴
　		刷良 保存良 少傷ミ 裏面紙テープ跡
   安政 3年 (1856)

120,000 円

54 貞秀　奥州会津図
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 虫穴補修 明治元年 (1868)

80,000 円

55 一景　外桜田陸軍調練之図
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少傷ミ
   ※馬車・人力車・楽器の図 明治 5年 (1872)                 

20,000 円

56 広重三代　東京開化名所
　		20 図 刷良 保存良 少シミ 波打ち 表紙冠水シミ 帖仕立
   ※折本仕立 17.5 × 12cm（シートサイズ） 明治 7年 (1874)

35,000 円

51 周延　女水滸伝
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 折レ ※雷・蛇・蜘蛛の図 明治 16 年 (1883)

 120,000 円
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歴史・名所・開花 (History・Landscape・Westernization)



59 芳富　魯西亜
　		刷良 保存良 少虫穴補修
   中折レ 万延元年 (1860)

30,000 円

64 芳虎　魯西亜
　		刷良 保存並 極少虫穴
   中折レ 文久元年 (1861)

25,000 円

57 芳虎　外国人物畫　魯西亜
　		刷良 保存良 トリミング
   少傷ミ 裏面紙テープ跡
   文久元年 (1861)

35,000 円

62 芳虎　外国人物畫　魯西亜女人
　		刷良 保存並 少虫穴 
   文久元年 (1861)

20,000 円

58 芳幾　外国人物図画　魯西亜	
　		刷良 保存良 トリミング
   端部ヤケ 少シミ 裏面
   紙テープ跡 文久元年 (1861)

25,000 円

60 国久　五ヶ国之内魯西亜人
　		刷良 保存並 左端部傷ミ補修
   少傷ミ 文久元年 (1861)

30,000 円

63 芳員　魯西亜人之生写
　		刷良 保存並 マージン左角切レ
   文久元年 (1861)

18,000 円

61 長崎絵　阿蘭陀人男女之図
　		合羽摺 刷良 保存良 極少虫穴
   ※望遠鏡の図 31.3×21.8cm（シートサイズ） 
   江戸期                  120,000 円
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開花 (Westernization)



73 清親　茶の水雪
　		刷良 保存良 トリミング 厚い裏打
   中折レ 明治 13 年 (1880)       

30,000 円

74 清親　大川富士見渡
　		刷良 保存良 トリミング 厚い裏打
   中折レ 明治 13 年 (1880)       

30,000 円

75 清親　天王寺下衣川
　 刷良 保存良 トリミング 厚い裏打
   少傷ミ 中折レ 明治 13 年 (1880)       

35,000 円

67 清親　上野東照宮積雪之図
　		刷良 保存良 トリミング 厚い裏打
   中折レ 明治 12 年 (1879)

30,000 円

68 清親　亀戸梅屋敷
　		刷良 保存良 トリミング 厚い裏打
   中折レ 明治 12 年 (1879)      

25,000 円

69 清親　東京両国百本杭暁之図
　 刷良 保存並 トリミング 厚い裏打
   少傷ミ 中折レ 明治 12 年 (1879)       

25,000 円

71 清親　向島桜
　		刷良 保存良 トリミング 厚い裏打   
   中折レ 明治 13 年 (1880)       

25,000 円

72 清親　佃島雨晴
　		刷良 保存良 トリミング 厚い裏打
   中折レ 明治 13 年 (1880)       

30,000 円

70 清親　万代橋朝日出
　 刷良 保存良 トリミング 厚い裏打
   少虫穴 中折レ 明治 13 年 (1880) 

25,000 円

66 清親　浜町より写	両国大火
　		刷良 保存良 極少虫穴 シミ 中折レ 裏面角剥がし跡
   明治 14 年 (1881)                   120,000 円

65 清親　道灌山夕日暮
　		刷良 保存良 少ヤケ 裏面角剥がし跡 明治 12年 (1879)

80,000 円
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開花 (Westernization)


