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2 国貞初代　当時高名会席尽国貞初代　当時高名会席尽
  山ノ二斬茶屋  山ノ二斬茶屋
  刷良 保存並 角欠損補修 　
　綴ジ穴 ※爪楊枝の図
　文化 -天保期 (1815-1842)

10,000 円10,000 円

3 国貞初代　江戸花見尽国貞初代　江戸花見尽
  新日くらし 八重一重山桜  新日くらし 八重一重山桜
  刷良 保存良 少虫穴 
  少シミ 中折レ
　文化 -天保期 (1815-1842)
               　 15,000 円15,000 円

11  国貞初代　神無月はつ雪のそうか国貞初代　神無月はつ雪のそうか
  刷良 保存良 裏打 虫穴補修 ※蕎麦の図 文化 -天保期 (1815-1842)                           刷良 保存良 裏打 虫穴補修 ※蕎麦の図 文化 -天保期 (1815-1842)                         350,000 円350,000 円

4 国貞初代国貞初代
  東都六玉顔ノ内　宮戸川  東都六玉顔ノ内　宮戸川
  刷良 保存良 トリミング
　裏打 少虫穴 ※投網の図
  文化 -天保期 (1815-1842)

16,000 円16,000 円

美人 (Beauty)
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88  左りがきく左りがきく    
　右端部切レ ※蕎麦の図　　右端部切レ ※蕎麦の図　

16,000 円16,000 円

99  ましなひがきくましなひがきく
　※人形の図 　※人形の図       16,000 円16,000 円

1010 きてんがきくきてんがきく
                            16,000 円16,000 円

11 しらせをきくしらせをきく
   少切レ　 　   少切レ　 　16,000 円16,000 円

13  芳幾　新島原呉竹街 品川楼之図芳幾　新島原呉竹街 品川楼之図
　 3 枚続 刷良 保存良 ※中図・左図が繋がっています
　 ※琴・碁盤の図 明治 2年 (1869)                  25,000 円25,000 円

12 貞秀　月宵好廓鏡貞秀　月宵好廓鏡
　 3 枚続 刷並 保存良 トリミング 少傷ミ 少虫穴存良 トリミング 少傷ミ 少虫穴
   ※金魚の図 文化 -天保期 (1815-1842)         ※金魚の図 文化 -天保期 (1815-1842)      35,000 円35,000 円

国芳　時世粧菊揃 国芳　時世粧菊揃 刷良 保存良刷良 保存良
　裏打 少シミ 中折レ 天保 -弘化期 (1843-1847)　裏打 少シミ 中折レ 天保 -弘化期 (1843-1847)

66  国芳　賢勇婦女鏡　常盤御前国芳　賢勇婦女鏡　常盤御前    
  刷良 保存良 少シミ   刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 
　※雪・椿の図 天保 -弘化期
  (1843-1847)            25,000 円25,000 円

77  国芳　見立挑灯蔵　六段目国芳　見立挑灯蔵　六段目
　 刷良 保存良 少シミ　 刷良 保存良 少シミ
   弘化 -嘉永期 (1847-1852)   弘化 -嘉永期 (1847-1852)
                                      25,000 円25,000 円

5 国貞初代　浮世人情天眼鏡国貞初代　浮世人情天眼鏡　　
  刷良 保存良 虫穴補修
　※鏡の図 文化 -天保期
　(1815-1842)　　45,000 円45,000 円

美人 (Beauty)
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144  国芳　人間万事愛婦美八卦意　駄国芳　人間万事愛婦美八卦意　駄
   刷良 保存良 トリミング 裏打   刷良 保存良 トリミング 裏打
　 少シミ ※駝鳥・兎の図　 少シミ ※駝鳥・兎の図
　 弘化 -嘉永期 (1847-1852)　 弘化 -嘉永期 (1847-1852)
                                                80,000 円80,000 円

1515  国芳　人間万事愛婦美八卦意　寒国芳　人間万事愛婦美八卦意　寒
　 刷良 保存良 トリミング 裏打　 刷良 保存良 トリミング 裏打
　 　 少シミ ※煙管・火鉢の図少シミ ※煙管・火鉢の図
　 弘化 -嘉永期 (1847-1852)　 弘化 -嘉永期 (1847-1852)
                                                65,000 円65,000 円

177  芳年　皇都会席別品競芳年　皇都会席別品競
   柳島 橋本   柳島 橋本
   刷良 保存良 ※三味線の図   刷良 保存良 ※三味線の図
   明治 11 年 (1878)   明治 11 年 (1878)  25,000 円25,000 円

18  芳年　新柳二十四時芳年　新柳二十四時
   正午十二時   正午十二時
　 　 刷良 保存良 少シミ刷良 保存良 少シミ
　 　 ※カメラの図※カメラの図
      明治 13 年 (1880) 明治 13 年 (1880) 35,000 円35,000 円

16 国周　開花人情鏡　弄絃国周　開花人情鏡　弄絃
   刷良 保存良 端部少切レ   刷良 保存良 端部少切レ
　 明治 11 年 (1878)   　 明治 11 年 (1878)   18,000 円18,000 円

199  周延　江戸砂子年中行事　重陽之図周延　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   3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打
　 ※菊の図 明治 18 年 (1885)        　 ※菊の図 明治 18 年 (1885)        15,000 円15,000 円

20  周延　全盛郭の賑ひ周延　全盛郭の賑ひ
   3 枚続 刷良 保存良   3 枚続 刷良 保存良
　 裏打 少シミ ※龍・鯉の図　 裏打 少シミ ※龍・鯉の図
   明治 21 年 (1888)    明治 21 年 (1888) 18,000 円18,000 円

美人 (Beauty)
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21  周延　梅園唱歌図周延　梅園唱歌図
　 　 3 枚続 刷良 保存良 ヤケ 左図マージン少欠ケ ※洋装・オルガン・バイオリンの図 明治 20 年 (1887)3 枚続 刷良 保存良 ヤケ 左図マージン少欠ケ ※洋装・オルガン・バイオリンの図 明治 20 年 (1887)

90,000 円90,000 円

22 周延　見立十二支周延　見立十二支
　 全 12 枚 刷良 保存良 裏打 少シミ 明治 26-27 年 (1893-1894)         　 全 12 枚 刷良 保存良 裏打 少シミ 明治 26-27 年 (1893-1894)         150,000 円150,000 円

美人 (Beauty)
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23  月耕　花美人名所合　亀戸臥龍梅月耕　花美人名所合　亀戸臥龍梅
　 3 枚続 刷良 保存良 少シミ 明治 28 年 (1895)                              　 3 枚続 刷良 保存良 少シミ 明治 28 年 (1895)                              55,000 円55,000 円

24 周延　真美人周延　真美人
      刷良 保存良 マージン少ヤケ刷良 保存良 マージン少ヤケ
　 裏面角貼付剥がし跡　 裏面角貼付剥がし跡
　 明治 30 年 (1897)  　 明治 30 年 (1897)  18,000 円18,000 円

255  豊国三代　夏座舗月夕顔豊国三代　夏座舗月夕顔
　 3 枚続 刷良 保存良 ※眼鏡・鏡の図 嘉永 5年 (1852)         　 3 枚続 刷良 保存良 ※眼鏡・鏡の図 嘉永 5年 (1852)         45,000 円45,000 円

26 豊国三代　吾妻源氏雪月花ノ内　花豊国三代　吾妻源氏雪月花ノ内　花
　 3 枚続 刷良 保存良 ※桜の図 安政元年 (1854)                               　 3 枚続 刷良 保存良 ※桜の図 安政元年 (1854)                               60,000 円60,000 円

美人・源氏 (Beauty・Genji)
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277  国芳　恋の鞘当て国芳　恋の鞘当て
　 3 枚続 刷良 保存良 少シミ 少虫穴補修 台紙貼付　 3 枚続 刷良 保存良 少シミ 少虫穴補修 台紙貼付
　 ※犬の図 安政元年 (1854)　　　　　　　　 ※犬の図 安政元年 (1854)　　　　　　　35,000 円35,000 円

28 豊国三代　花鳥乗合源氏豊国三代　花鳥乗合源氏
　 3 枚続 刷良 保存良 少シミ 中折レ　 3 枚続 刷良 保存良 少シミ 中折レ
   ※獅子舞・楽器の図 安政 6年 (1859)　　   ※獅子舞・楽器の図 安政 6年 (1859)　　25,000 円25,000 円

299  豊国四代　源氏五十四帖豊国四代　源氏五十四帖
　 全 54 枚＋目次 刷良 保存良 裏打 虫穴補修 少シミ 明治 31 年 (1898)　 　　　　　　 　 全 54 枚＋目次 刷良 保存良 裏打 虫穴補修 少シミ 明治 31 年 (1898)　 　　　　　　 150,000 円150,000 円

300  国貞初代　御摂曽我閏正月国貞初代　御摂曽我閏正月
　 2 枚続 刷良 保存良 トリミング 虫穴補修　 2 枚続 刷良 保存良 トリミング 虫穴補修
　 少シミ 台紙貼付 ※蝶・鶴の図 文政 5年 (1822)　 少シミ 台紙貼付 ※蝶・鶴の図 文政 5年 (1822)
                                                                            15,000 円15,000 円

3131  豊国初代　絵本合法衢豊国初代　絵本合法衢
   2 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ヤケ 左図左上角欠損 　   2 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ヤケ 左図左上角欠損 　
　 中折レ 文政 7年 (1824)              　 中折レ 文政 7年 (1824)              18,000 円18,000 円

322  国貞初代　松資巴藤浪国貞初代　松資巴藤浪
   3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※貝の図 天保 2 年 (1831)                                 3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※貝の図 天保 2 年 (1831)                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,000 円

33 国芳　仮名手本忠臣蔵  おかる 勘平国芳　仮名手本忠臣蔵  おかる 勘平
   2 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 天保 3年   2 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 天保 3年
   (1832)                          (1832)                       15,000 円15,000 円

源氏・役者 (Genji・Actors)
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344  豊国三代　五十三次ノ内　大磯豊国三代　五十三次ノ内　大磯
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少折レ   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少折レ
　 ※ 3枚が繋がっています　 ※ 3枚が繋がっています
   弘化 -嘉永期 (1847-1852)    弘化 -嘉永期 (1847-1852) 45,000 円45,000 円

35 豊国三代　春宵梅の魁豊国三代　春宵梅の魁
   3 枚続 刷良 保存並 少虫穴補修   3 枚続 刷良 保存並 少虫穴補修
   ※煙管の図 弘化 -嘉永期 (1847-1852)   ※煙管の図 弘化 -嘉永期 (1847-1852)
                                                          18,000 円18,000 円

36  国芳　蕣物語国芳　蕣物語
   3 枚続 刷良 保存良   3 枚続 刷良 保存良
   少シミ 少傷ミ 少虫穴     少シミ 少傷ミ 少虫穴  
   ※三味線・琴の図   ※三味線・琴の図
   嘉永元年 (1848)    嘉永元年 (1848) 45,000 円45,000 円

377  国芳　月の影むかし絵姿国芳　月の影むかし絵姿
   3 枚続 刷良 保存良 ※力士の図 嘉永 2年 (1849)                     3 枚続 刷良 保存良 ※力士の図 嘉永 2年 (1849)                  65,000 円65,000 円

役者 (Actors)
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41  豊国三代　詞花紅成盛豊国三代　詞花紅成盛
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少点シミ 右図墨汚レ 折レ   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少点シミ 右図墨汚レ 折レ
   ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 2年 (1849)    ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 2年 (1849) 25,000 円25,000 円

38  豊国三代 広重初代豊国三代 広重初代
   東都高名会席尽   東都高名会席尽
   助六 金子   助六 金子
      刷良 保存良 トリミング刷良 保存良 トリミング
   ※月の図 嘉永 3年   ※月の図 嘉永 3年
　 (1850)       　 (1850)       10,000 円10,000 円

40  豊国三代　詞花紅成盛豊国三代　詞花紅成盛
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少汚レ ※ 3枚が繋がって   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少汚レ ※ 3枚が繋がって
   います  嘉永 2年 (1849)                   います  嘉永 2年 (1849)                25,000 円25,000 円

422  豊国三代　東山桜荘子豊国三代　東山桜荘子
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ   3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ ※ 3枚が繋がっています 　 ※ 3枚が繋がっています 　
　 ※忍者の図 嘉永 4年 (1851)              　 ※忍者の図 嘉永 4年 (1851)              25,000 円25,000 円

43  豊国三代　東山桜荘子豊国三代　東山桜荘子
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ 折レ   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ 折レ
   ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 4年 (1851)     ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 4年 (1851)  25,000 円25,000 円

39 豊国三代　東山桜荘子豊国三代　東山桜荘子
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ ※ 3枚が繋がっています 嘉永 4 年 (1851)                                                3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ ※ 3枚が繋がっています 嘉永 4 年 (1851)                                             
                                                                                                                            50,000 円50,000 円

役者 (Actors)
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44 豊国三代　東山桜荘子豊国三代　東山桜荘子
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ   3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ
   ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 4年 (1851)     ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 4年 (1851)  28,000 円28,000 円

45  豊国三代　東山桜荘子豊国三代　東山桜荘子
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ    3 枚続 刷良 保存良 裏打 折レ 
   ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 4年 (1851)    ※ 3 枚が繋がっています 嘉永 4年 (1851) 25,000 円25,000 円

46  豊国三代　世界花小栗外伝豊国三代　世界花小栗外伝
   3 枚続 刷良 保存良 裏打   3 枚続 刷良 保存良 裏打
   ※ 3 枚が繋がっています   ※ 3 枚が繋がっています
   ※碁盤・鼓の図 嘉永 4年 (1851)   ※碁盤・鼓の図 嘉永 4年 (1851)
                                                  45,000 円45,000 円

49  豊国三代　勧進帳豊国三代　勧進帳
   3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 シミ 嘉永 5年 (1852)   3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 シミ 嘉永 5年 (1852)

25,000 円25,000 円

50  豊国三代　梅柳魁双紙豊国三代　梅柳魁双紙
   3 枚続 刷良 保存良    3 枚続 刷良 保存良 左図折レ 上部台紙貼付左図折レ 上部台紙貼付      
   安政元年 (1854)　　　　　　　　　　　　   安政元年 (1854)　　　　　　　　　　　　18,000 円18,000 円

47 豊国三代　頼三升曽我神垣豊国三代　頼三升曽我神垣
   2 枚続 刷良 保存良 顔に汚レ 台紙貼付   2 枚続 刷良 保存良 顔に汚レ 台紙貼付
   ※刺青の図 安政 6年 (1859)      ※刺青の図 安政 6年 (1859)   18,000 円18,000 円

48 豊国三代　鞘当豊国三代　鞘当
   3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※燕の図 万延元年 (1860)   3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※燕の図 万延元年 (1860)

15,000 円15,000 円

役者 (Actors)
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511  芳艶　江戸花夜の賑芳艶　江戸花夜の賑
   5 枚 刷良 保存良 少虫穴補修 ※龍の図 万延元年 (1860)                           　　　　      5 枚 刷良 保存良 少虫穴補修 ※龍の図 万延元年 (1860)                           　　　　   350,000 円350,000 円

52 豊国三代豊国三代
   今様押絵鏡　白井権八   今様押絵鏡　白井権八
   刷良 保存良 万延元年   刷良 保存良 万延元年
   (1860)         (1860)      10,000 円10,000 円

5353  国員　お染久松 嬰読販国員　お染久松 嬰読販
   4 枚続 刷良 保存良 虫穴・欠損補修 中判（各 24.5 × 18cm） 江戸期    4 枚続 刷良 保存良 虫穴・欠損補修 中判（各 24.5 × 18cm） 江戸期 
                                                                                                                      10,000 円10,000 円

5555  国芳　死絵国芳　死絵
   11 枚 刷良 保存並 虫穴 シミ ※蝶・三味線の図   11 枚 刷良 保存並 虫穴 シミ ※蝶・三味線の図
   江戸期                                      江戸期                                   65,000 円65,000 円

5454  豊国三代 重政 作者不詳　死絵豊国三代 重政 作者不詳　死絵
   4 枚 刷良 保存良 一枚中折レ・   4 枚 刷良 保存良 一枚中折レ・
   少虫穴 ※烏・蝶の図 江戸期   少虫穴 ※烏・蝶の図 江戸期

30,000 円30,000 円

役者 (Actors)


