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57 豊国三代　仁木弾正豊国三代　仁木弾正
   刷良 保存良 少虫穴補修    刷良 保存良 少虫穴補修 
   文久元年 (1861)    文久元年 (1861) 15,000 円15,000 円

56 国貞二代　東駅いろは日記国貞二代　東駅いろは日記
   3 冊 刷良 保存良 袋付 17.5 × 11.5 文久 2年 (1862)　　　　　　　　　　　　　　　   3 冊 刷良 保存良 袋付 17.5 × 11.5 文久 2年 (1862)　　　　　　　　　　　　　　　50,000 円50,000 円

58  国周　梅浪花真田軍配国周　梅浪花真田軍配
   3 枚続 刷良 保存良 傷ミ・少切レ補修 少シミ 明治 6年   3 枚続 刷良 保存良 傷ミ・少切レ補修 少シミ 明治 6年
   (1873)                                         (1873)                                      8,000 円8,000 円

60  国周国周
   けいせい敷島　沢村田之助   けいせい敷島　沢村田之助
   刷良 保存良 少虫穴 傷ミ    刷良 保存良 少虫穴 傷ミ 
   明治 2年 (1869)     明治 2年 (1869)  25,000 円25,000 円

5959  国周　四季之花三十六句撰之内　長吉 長五郎 於せき国周　四季之花三十六句撰之内　長吉 長五郎 於せき
   3 枚続 刷良 保存良 少シミ 右図裏面毛筆書込    3 枚続 刷良 保存良 少シミ 右図裏面毛筆書込 
   ※蝶の図 明治 6年 (1873)                      ※蝶の図 明治 6年 (1873)                   15,000 円15,000 円

61 国周　太鼓音智勇三略国周　太鼓音智勇三略
   3 枚続 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 明治 6年 (1873)                               3 枚続 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 明治 6年 (1873)                            
                                                                                          8,000 円8,000 円

役者 (Actors)



12

6363  国周　顔紅葉三津組盃国周　顔紅葉三津組盃
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 6年 (1873)                    3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 6年 (1873)                 
                                                                                      8,000 円8,000 円

6666  国周　蝶千鳥曽我実伝国周　蝶千鳥曽我実伝
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 7年 (1874)                            3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 7年 (1874)                         
                                                                                    8,000 円8,000 円

6565  国周　蝶千鳥曽我実伝国周　蝶千鳥曽我実伝
   3枚続 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 明治7年(1874)                            3枚続 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 明治7年(1874)                         
                                                                                  8,000 円8,000 円

6868  国周　春色霞網島国周　春色霞網島
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 7年 (1874)                            3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 7年 (1874)                         
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000 円

6767  国周　役者絵国周　役者絵
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ ※蛸・魚の図   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ ※蛸・魚の図
   明治 7年 (1874)                          明治 7年 (1874)                       10,000 円10,000 円

6262  国周　忠臣いろは実記国周　忠臣いろは実記
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 6年 (1873)        3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 明治 6年 (1873)     8,000 円8,000 円

6464  国周　太鼓音智勇三略国周　太鼓音智勇三略
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ ※雪の図   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ ※雪の図
   明治 6年 (1873)                           明治 6年 (1873)                        8,000 円8,000 円

役者 (Actors)
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6969  国周　碁太平記白石噺国周　碁太平記白石噺
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 少汚レ ※煙管の図 明治 13 年   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 少汚レ ※煙管の図 明治 13 年
   (1880)                                          (1880)                                       8,000 円8,000 円

7070  周延　高座開復讐美談周延　高座開復讐美談
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 シミ 明治 19 年 (1886)                            3 枚続 刷良 保存良 裏打 シミ 明治 19 年 (1886)                         
                                                                                    8,000 円8,000 円

7171  国周　扇富士蓬莱曽我国周　扇富士蓬莱曽我
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少汚レ 明治 22 年 (1889)                            3 枚続 刷良 保存良 裏打 少汚レ 明治 22 年 (1889)                         
                                                                                    8,000 円8,000 円

7272  国政四代　鳴響茶利音曲馬国政四代　鳴響茶利音曲馬
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 少汚レ ※サーカスの図 明治 19 年 (1886)                              3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 少汚レ ※サーカスの図 明治 19 年 (1886)                           
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,000 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,000 円

7373  幾英　川上座新演劇百種の内幾英　川上座新演劇百種の内
   備後三郎　川上音二郎   備後三郎　川上音二郎
   3 枚続 刷良 保存良 少シミ   3 枚続 刷良 保存良 少シミ
　 明治 25 年 (1892)   　 明治 25 年 (1892)   45,000 円45,000 円

役者 (Actors)
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7474  貞秀　古歌の玉川・歌仙玉川貞秀　古歌の玉川・歌仙玉川
   6 枚揃 刷良 保存良 裏打 虫穴   6 枚揃 刷良 保存良 裏打 虫穴
　 ※牛・蝶・砧打ちの図 弘化 2年頃 (C1845)  　 ※牛・蝶・砧打ちの図 弘化 2年頃 (C1845)  
                                                                  65,000 円65,000 円

7575  国芳　子供遊 石はし山国芳　子供遊 石はし山
   3 枚続 刷良 保存良 トリミング     3 枚続 刷良 保存良 トリミング  
   綴ジ穴 中図端部欠ケ   綴ジ穴 中図端部欠ケ
   安政 2年 (1855)        安政 2年 (1855)     65,000 円65,000 円

7676  芳艶　京都加茂川遊覧ノ図芳艶　京都加茂川遊覧ノ図
   3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 左図左下部押印 少傷ミ 安政 3年 (1856)　　　　　   3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 左図左下部押印 少傷ミ 安政 3年 (1856)　　　　　100,000 円100,000 円

風俗 (Fuzoku)
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8181  周延周延
   東風俗福つくし　霧ふく   東風俗福つくし　霧ふく
   刷良 保存良 少ヤケ 中折レ      刷良 保存良 少ヤケ 中折レ   
   明治 22 年 (1889)     明治 22 年 (1889)  18,000 円18,000 円

7979  周延周延
   東風俗福つくし  へんふく   東風俗福つくし  へんふく
   刷良 保存良 少シミ 中折レ    刷良 保存良 少シミ 中折レ 
　 ※蝙蝠の図 明治 22 年 (1889) 　 ※蝙蝠の図 明治 22 年 (1889) 
                                        18,000 円18,000 円

8080  周延周延
   東風俗福つくし　七福まうで   東風俗福つくし　七福まうで
   刷良 保存良 少シミ 中折レ      刷良 保存良 少シミ 中折レ   
   明治 22 年 (1889)      明治 22 年 (1889)   25,000 円25,000 円

7878  周延周延
   東風俗福つくし　ふく写   東風俗福つくし　ふく写
   刷良 保存良 少シミ 中折レ    刷良 保存良 少シミ 中折レ 
　 ※写真・恵比寿天の図　 ※写真・恵比寿天の図
   明治 23 年 (1890)    明治 23 年 (1890) 25,000 円25,000 円

8282  周延　千代田之御表　山王祭礼上覧周延　千代田之御表　山王祭礼上覧
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少汚レ   3 枚続 刷良 保存良 裏打 少汚レ
　 ※中図・左図が繋がっています ※朝鮮通信使の図 　 ※中図・左図が繋がっています ※朝鮮通信使の図 
   明治 30 年 (1897)                                  明治 30 年 (1897)                               35,000 円35,000 円

7777  芳艶　江戸ノ花子供遊の図芳艶　江戸ノ花子供遊の図
   3 枚続 刷良 保存良 ピンホール補修 少汚レ 万延元年 (1860)                          3 枚続 刷良 保存良 ピンホール補修 少汚レ 万延元年 (1860)                       120,000 円120,000 円

風俗 (Fuzoku)
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8484  国芳　万亭応賀戯述の双紙釈迦八相倭文庫之内国芳　万亭応賀戯述の双紙釈迦八相倭文庫之内
   中天竺迦毘羅城三十七代の帝浄飯大王の若君悉達太子   中天竺迦毘羅城三十七代の帝浄飯大王の若君悉達太子
   御歳十五歳にて春宮に立賜ひ並に后妃を嫁り給ふ見立   御歳十五歳にて春宮に立賜ひ並に后妃を嫁り給ふ見立
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 中折レ   3 枚続 刷良 保存良 裏打 中折レ
   ※ 3 枚が繋がっています ※釈迦・雉・蝶の図   ※ 3 枚が繋がっています ※釈迦・雉・蝶の図
   弘化 -嘉永期 (1847-1852)                  弘化 -嘉永期 (1847-1852)               18,000 円18,000 円

8585  貞秀　東山殿猿楽興行図貞秀　東山殿猿楽興行図
   3 枚続 刷良 保存良 左図左上角欠ケ補修   3 枚続 刷良 保存良 左図左上角欠ケ補修
   少シミ ヤケ ※楽器の図 弘化-嘉永期(1847-1852)                 少シミ ヤケ ※楽器の図 弘化-嘉永期(1847-1852)              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,000 円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,000 円

8686  芳兼　源平一ノ谷大合戦図芳兼　源平一ノ谷大合戦図
   3 枚続 刷良 保存良 補修 少シミ 少傷ミ   3 枚続 刷良 保存良 補修 少シミ 少傷ミ
   弘化 -嘉永期 (1847-1852)                 弘化 -嘉永期 (1847-1852)              30,000 円30,000 円

8383  芳虎　義士勢揃之図芳虎　義士勢揃之図
   3 枚続 刷良 保存良 嘉永 6年 (1853)                                              3 枚続 刷良 保存良 嘉永 6年 (1853)                                           85,000 円85,000 円

8787  芳員　建久四年五月廿八日富士之裾野芳員　建久四年五月廿八日富士之裾野
   曽我兄弟夜討本望之図   曽我兄弟夜討本望之図
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 台紙貼付     3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ 台紙貼付  
   安政 5年 (1858)              安政 5年 (1858)           45,000 円45,000 円

歴史 (History)
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8888  国芳 芳鳥女 芳女　誠忠義臣名々鏡国芳 芳鳥女 芳女　誠忠義臣名々鏡
   全 48 図揃 刷良 保存並 裏打 少傷ミ 安政 4年 (1857)　　　　　    全 48 図揃 刷良 保存並 裏打 少傷ミ 安政 4年 (1857)　　　　　 850,000 円850,000 円

歴史 (History)
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9393  芳藤　元亀年中 織田家城塀芳藤　元亀年中 織田家城塀
   破損して木下藤吉是お承三日の内ニ繕之図   破損して木下藤吉是お承三日の内ニ繕之図
   2 枚続 刷良 保存良 裏打 ※ 2枚が繋がっています    2 枚続 刷良 保存良 裏打 ※ 2枚が繋がっています 
   ※刺青・大工道具の図 慶応 4年 (1868)     ※刺青・大工道具の図 慶応 4年 (1868)  35,000 円35,000 円

9292  清親　列仙画註　皇大姥清親　列仙画註　皇大姥
   刷良 保存良 明治 16 年 (1883)                刷良 保存良 明治 16 年 (1883)             
　　　　　　　　　　　　15,000 円　　　　　　　　　　　　15,000 円

8989  芳艶　破奇術頼光袴垂為搦芳艶　破奇術頼光袴垂為搦
   3 枚続 刷良 保存良 少シミ 中折レ 安政 5年 (1858)         　　　　                  3 枚続 刷良 保存良 少シミ 中折レ 安政 5年 (1858)         　　　　               200,000 円200,000 円

9090  芳年　魁題百撰相　鬼小島弥太郎芳年　魁題百撰相　鬼小島弥太郎
   刷良 保存良 シミ 台紙貼付   刷良 保存良 シミ 台紙貼付
   ※生首の図 明治元年 (1868)        ※生首の図 明治元年 (1868)     
                                              100,000 円100,000 円

9191  芳年　魁題百撰相 鳥井彦右エ門元忠芳年　魁題百撰相 鳥井彦右エ門元忠
   刷良 保存良 トリミング 少虫穴    刷良 保存良 トリミング 少虫穴 
   少シミ 台紙貼付 ※鉄砲の図   少シミ 台紙貼付 ※鉄砲の図
   明治期                    明治期                 150,000 円150,000 円

歴史 (History)



19

9494  広重初代　江戸名所　永代橋佃島広重初代　江戸名所　永代橋佃島
   刷並 保存良 シミ 少傷ミ 中折レ   刷並 保存良 シミ 少傷ミ 中折レ
   文化 -天保期 (1815-1842)   文化 -天保期 (1815-1842)
                                                30,000 円30,000 円

9595  広重初代　江戸名所之内広重初代　江戸名所之内
   新吉原春曙ノ図   新吉原春曙ノ図
   刷良 保存良 少虫穴補修   刷良 保存良 少虫穴補修
   中折レ 文化 -天保期   中折レ 文化 -天保期
   (1815-1842)           (1815-1842)        35,000 円35,000 円

9696  広重初代　江戸高名会亭尽広重初代　江戸高名会亭尽
   本所小梅   本所小梅
   刷良 保存良 切レ補修 少シミ        刷良 保存良 切レ補修 少シミ     
   中折レ 文化 -天保期   中折レ 文化 -天保期
   (1815-1842)           (1815-1842)        45,000 円45,000 円

9797  広重初代　東都名所広重初代　東都名所
   あすかやま花盛   あすかやま花盛
   刷良 保存良 切レ補修 少シミ    刷良 保存良 切レ補修 少シミ 
   文化 -天保期 (1815-1842)   文化 -天保期 (1815-1842)

45,000 円45,000 円

9898  広重初代　東都名所　駿河町之図広重初代　東都名所　駿河町之図
   刷並 保存良 中折レ ※魚の図   刷並 保存良 中折レ ※魚の図
   天保 -弘化期 (1843-1847)   天保 -弘化期 (1843-1847)

25,000 円25,000 円

9999  広重初代　東都名所　霞ヶ関之図広重初代　東都名所　霞ヶ関之図
   刷良 保存良 少傷ミ ピンホール    刷良 保存良 少傷ミ ピンホール 
   ※虹の図   ※虹の図
  天保 -弘化期 (1843-1847)  天保 -弘化期 (1843-1847)

35,000 円35,000 円

100100  広重初代　東都名所　築地御門跡広重初代　東都名所　築地御門跡
    刷並 保存良 少虫穴    刷並 保存良 少虫穴
    弘化 -嘉永期 (1847-1852)    弘化 -嘉永期 (1847-1852)
                                                  35,000 円35,000 円

101101  広重初代　江戸名所　深川八幡宮広重初代　江戸名所　深川八幡宮
    刷良 保存良 少傷ミ    刷良 保存良 少傷ミ
    安政元年 (1854)          安政元年 (1854)      35,000 円35,000 円

103103  広重二代広重二代
    江戸名勝図会　大門通    江戸名勝図会　大門通
    刷良 保存良 少折レ     刷良 保存良 少折レ 
    文久 2年 (1862)     文久 2年 (1862) 35,000 円35,000 円

1022  広重初代　江戸名所広重初代　江戸名所
    糀町通 ごふく店    糀町通 ごふく店
    刷並 保存良 汚レ 安政 5年    刷並 保存良 汚レ 安政 5年
　　(1858)　　　　　　　　　(1858)　　　　　　　28,000 円28,000 円

104104  広景　江戸名所道化尽広景　江戸名所道化尽
    新三橋の大風    新三橋の大風
    刷良 保存良 少シミ       刷良 保存良 少シミ   
    安政 6年 (1859)          安政 6年 (1859)      
　　　　　　　　15,000 円　　　　　　　　15,000 円

名所 (Landscape)
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107107  広重初代　広重初代　
    東海道五十三対　京    東海道五十三対　京
    刷良 保存良 少汚レ 少傷ミ    刷良 保存良 少汚レ 少傷ミ
    ※人形の図 天保 -弘化期    ※人形の図 天保 -弘化期
    (1843-1847)        (1843-1847)    45,000 円45,000 円

108108  広重初代広重初代
    東海道五十三対　蒲原    東海道五十三対　蒲原
    刷良 保存良 裏打 綴ジ穴    刷良 保存良 裏打 綴ジ穴
    少汚レ 天保 -弘化期    少汚レ 天保 -弘化期
　　(1843-1847)    　　(1843-1847)    60,000 円60,000 円

109109  広重初代  六十余名所図会　広重初代  六十余名所図会　
    安房  小湊内浦    安房  小湊内浦
    刷良 保存良 トリミング    刷良 保存良 トリミング
    切レ補修 中折レ 嘉永 6年    切レ補修 中折レ 嘉永 6年
    (1853)             (1853)         45,000 円45,000 円

110110  広重初代　富士三十六景  東都駿河町広重初代　富士三十六景  東都駿河町
    刷良 保存良 少シミ 虫穴 ※楽器の図      刷良 保存良 少シミ 虫穴 ※楽器の図  
　　安政 5年 (1858)　　　　　　　安政 5年 (1858)　　　　　80,000 円80,000 円

106106  広重初代　名所江戸百景広重初代　名所江戸百景
    佃しま住吉の祭    佃しま住吉の祭
    刷良 保存良 傷ミ補修    刷良 保存良 傷ミ補修
    安政 4年 (1857)      安政 4年 (1857)  65,000 円65,000 円

105105  広重初代　名所江戸百景広重初代　名所江戸百景
    高田の馬場    高田の馬場
    刷良 保存良 綴ジ穴補修    刷良 保存良 綴ジ穴補修
    安政 4年 (1857)　    安政 4年 (1857)　50,000 円50,000 円

111111  広重二代　諸国名所百景広重二代　諸国名所百景
    肥前 長崎唐船の津    肥前 長崎唐船の津
    刷良 保存良 シミ 中折レ       刷良 保存良 シミ 中折レ   
    安政 6年 (1859)     安政 6年 (1859) 45,000 円45,000 円

112112  広重二代　諸国名所百景広重二代　諸国名所百景
    武蔵 秩父山中    武蔵 秩父山中
    刷良 保存良 台紙貼付      刷良 保存良 台紙貼付  
    安政 6年 (1859)           安政 6年 (1859)       
                                  45,000 円45,000 円

名所 (Landscape)


