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113113  清親　東京両国百本杭暁之図清親　東京両国百本杭暁之図
    刷良 保存良 虫穴補修 ※人力車の図    刷良 保存良 虫穴補修 ※人力車の図
    明治 12 年 (1879)                       明治 12 年 (1879)                   120,000 円120,000 円

116116  清親　三ツ又永代橋遠景清親　三ツ又永代橋遠景
    刷良 保存良 少シミ 中折レ 少傷ミ    刷良 保存良 少シミ 中折レ 少傷ミ
    ※人力車の図 明治 13 年 (1880)            ※人力車の図 明治 13 年 (1880)        
　　　　　　　　　　　　　　45,000 円　　　　　　　　　　　　　　45,000 円

115115  清親　三ツ又永代橋遠景清親　三ツ又永代橋遠景
    刷良 保存良 シミ ※人力車の図    刷良 保存良 シミ ※人力車の図
    明治 13 年 (1880)            明治 13 年 (1880)        50,000 円50,000 円

117117  清親清親
    第二回内勧業博覧会内  美術館噴水    第二回内勧業博覧会内  美術館噴水
    刷良 保存良 少シミ 少傷ミ    刷良 保存良 少シミ 少傷ミ
    左上角冠水シミ 明治 14 年 (1881)               左上角冠水シミ 明治 14 年 (1881)           
　　　　　　　　　　　　　　　45,000 円　　　　　　　　　　　　　　　45,000 円

114114  清親　元柳橋両国遠景清親　元柳橋両国遠景
    刷良 保存良 少シミ 明治期           刷良 保存良 少シミ 明治期       95,000 円95,000 円

118118  周春　東京名所之内両国橋大花火之真図周春　東京名所之内両国橋大花火之真図
    3 枚続 刷並 保存良 少シミ ※ 3枚が繋がっています    3 枚続 刷並 保存良 少シミ ※ 3枚が繋がっています
　　明治 20 年 (1887)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治 20 年 (1887)　　　　　　　　　　　　　　　　　45,000 円45,000 円

119119  幾英　東京名所のうち洲さき弁天町遊郭真けい幾英　東京名所のうち洲さき弁天町遊郭真けい
    3 枚続 刷良 保存良 裏打 ヤケ 滲ミ 明治 21 年 (1888)     3 枚続 刷良 保存良 裏打 ヤケ 滲ミ 明治 21 年 (1888) 45,000 円45,000 円

120120  一景一景
   東京名所之内　両国花火   東京名所之内　両国花火
   刷良 保存良 少虫穴   刷良 保存良 少虫穴
   明治期          明治期       12,000 円12,000 円

名所 (Landscape)
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121121  吟光（銀光）吟光（銀光）
    東京名所花競  目黒 牡丹    東京名所花競  目黒 牡丹
    刷良 保存良 明治 22 年    刷良 保存良 明治 22 年
    (1889)              (1889)          15,000 円15,000 円

123123  延一　亀井戸臥龍梅延一　亀井戸臥龍梅
    3 枚続 刷良 保存良 シミ 中折レ ※犬の図    3 枚続 刷良 保存良 シミ 中折レ ※犬の図
    明治 26 年 (1893)                                明治 26 年 (1893)                            28,000 円28,000 円

122122  周延　上野公園の夜景周延　上野公園の夜景
    3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 少シミ 傷ミ ※煙管・街灯の図    3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 少シミ 傷ミ ※煙管・街灯の図
　　明治 28 年 (1895) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治 28 年 (1895) 　　　　　　　　　　　　　　　　50,000 円50,000 円

125125  一景　東京名所 海運はし三ツ井ハウス一景　東京名所 海運はし三ツ井ハウス
    刷良 保存良 少シワ ※人力車の図      刷良 保存良 少シワ ※人力車の図  
　　明治 6年（1873）            　　明治 6年（1873）            8,000 円8,000 円

124124  一景　東京名所　蠣売町水天宮一景　東京名所　蠣売町水天宮
    刷良 保存良 少傷ミ ※人力車の図      刷良 保存良 少傷ミ ※人力車の図  
    明治 6年（1873）　          明治 6年（1873）　      8,000 円8,000 円

126126  尾関トヨ　東京名勝図会尾関トヨ　東京名勝図会
    24 図 銅版 木版 刷良 保存良 ※花火・馬車・人力車・雪の図 小判（各 11.5 × 18） 　明治期       24 図 銅版 木版 刷良 保存良 ※花火・馬車・人力車・雪の図 小判（各 11.5 × 18） 　明治期   100,000 円100,000 円

名所 (Landscape)
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127127  貞秀　御開港横浜之全図貞秀　御開港横浜之全図
    刷良 保存良 少傷ミ 一部切レ ※黒船の図 68 × 189cm（紙寸） 安政 6年 (1859)　　        　      刷良 保存良 少傷ミ 一部切レ ※黒船の図 68 × 189cm（紙寸） 安政 6年 (1859)　　        　  250,000 円250,000 円

128128  貞秀　横浜休日貞秀　横浜休日
    魯西亜人遊行    魯西亜人遊行
    刷良 保存良 ヤケ    刷良 保存良 ヤケ
    下部傷ミ・欠損    下部傷ミ・欠損
    ※望遠鏡の図    ※望遠鏡の図
    文久元年 (1861)    文久元年 (1861)

15,000 円15,000 円

129129  広重二代広重二代
    諸国名所百景    諸国名所百景
    東都高輪海岸    東都高輪海岸
    刷良 保存良 ヤケ    刷良 保存良 ヤケ
    綴ジ穴 文久元年    綴ジ穴 文久元年
　　(1861)     　　(1861)     18,000 円18,000 円

130130  芳員　外国人どんたく遊らん行歩の図芳員　外国人どんたく遊らん行歩の図
    3 枚続 刷並 保存並 少虫穴 ※馬車の図    3 枚続 刷並 保存並 少虫穴 ※馬車の図
    文久元年 (1861)                            文久元年 (1861)                        25,000 円25,000 円

131131  芳虎　英吉利人芳虎　英吉利人
    遊行横浜踊    遊行横浜踊
    刷並 保存良    刷並 保存良
    少虫穴補修 少シミ    少虫穴補修 少シミ
    傷ミ ※三味線の図     傷ミ ※三味線の図 
    文久元年 (1861)    文久元年 (1861)

25,000 円25,000 円

132132  芳藤　WOROSIIAZIN 遊行芳藤　WOROSIIAZIN 遊行
    刷良 保存並 中折レ    刷良 保存並 中折レ
    文久元年 (1861)    文久元年 (1861)

15,000 円15,000 円

133133  芳藤　IGIRISWZIN芳藤　IGIRISWZIN
    清国南京遊行    清国南京遊行
    刷良 保存並    刷良 保存並
    虫穴補修 中折レ    虫穴補修 中折レ
    ※竹馬・犬の図    ※竹馬・犬の図
    文久元年 (1861)    文久元年 (1861)

15,000 円15,000 円

134134  芳盛　東都名所浅草芳盛　東都名所浅草
    ナンキン    ナンキン
    刷並 保存良 少虫穴・    刷並 保存良 少虫穴・
    上部角欠損補修      上部角欠損補修  
    文久元年 (1861)    文久元年 (1861)

20,000 円20,000 円

名所・開化 (Landscape・Westernization)
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135135  貞秀　肥前長崎丸山廓中之風景貞秀　肥前長崎丸山廓中之風景
    6 枚続 刷良 保存良 少シミ      6 枚続 刷良 保存良 少シミ  
    ※ 6 枚が繋がっています    ※ 6 枚が繋がっています
    文久 2年 (1862)               文久 2年 (1862)           350,000 円350,000 円

136136  芳豊　中天竺舶来 大象之図芳豊　中天竺舶来 大象之図
    刷良 保存良 シミ 少傷ミ 中折レ     刷良 保存良 シミ 少傷ミ 中折レ 
    ※象の図  文久 3年 (1863)    ※象の図  文久 3年 (1863)

60,000 円60,000 円

137137  立祥（広重二代）　横浜一覧之図立祥（広重二代）　横浜一覧之図
    3 枚続 刷良 保存並 裏打 ヤケ 一部欠損    3 枚続 刷良 保存並 裏打 ヤケ 一部欠損
    ※黒船の図 慶応元年 (1865)                    ※黒船の図 慶応元年 (1865)                50,000 円50,000 円

138138  国輝二代　東京鉄砲洲新嶋原遊郭之図国輝二代　東京鉄砲洲新嶋原遊郭之図
    3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ 少傷ミ      3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ 少傷ミ  
    ※洋館の図 明治 2年 (1869)                    ※洋館の図 明治 2年 (1869)                45,000 円45,000 円

名所・開化 (Landscape・Westernization)
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139139  芳虎　蛮国名勝尽競之内　亜墨利加華盛頓府芳虎　蛮国名勝尽競之内　亜墨利加華盛頓府
    3 枚続 刷良 保存良 少シミ ※馬車・気球の図 文久 2年 (1862)                                 3 枚続 刷良 保存良 少シミ ※馬車・気球の図 文久 2年 (1862)                             280,000 円280,000 円

140140  芳虎　亜墨利加国芳虎　亜墨利加国
    3 枚続 刷良 保存良    3 枚続 刷良 保存良
    虫穴補修    虫穴補修
　　※馬車・気球の図　　※馬車・気球の図
    慶応元年 (1865)    慶応元年 (1865)
                        150,000 円150,000 円

141141  芳虎　亜墨利加国芳虎　亜墨利加国
    3 枚続 刷良 保存良    3 枚続 刷良 保存良
    虫穴補修    虫穴補修
    ※気球の図    ※気球の図
    慶応元年 (1865)    慶応元年 (1865)
                          150,000 円150,000 円

開化 (Westernization)



26

143143  貞秀　横浜鉄橋之図貞秀　横浜鉄橋之図
    6 枚続 刷良 保存良 少シミ ※馬車の図 明治 3年 (1870)                                     6 枚続 刷良 保存良 少シミ ※馬車の図 明治 3年 (1870)                                 250,000 円250,000 円

144144  芳虎　新吉原金瓶樓図芳虎　新吉原金瓶樓図
    3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※洋館の図     3 枚続 刷良 保存良 少虫穴 ※洋館の図 
    明治 3年 (1870)                            明治 3年 (1870)                        25,000 円25,000 円

145145  芳虎　高輪蒸気車之図芳虎　高輪蒸気車之図
    3 枚続 刷良 保存良 傷ミ補修 ※汽車の図     3 枚続 刷良 保存良 傷ミ補修 ※汽車の図 
　　明治 4年 (1871) 　　　　　　　　　　　　明治 4年 (1871) 　　　　　　　　　　　　55,000 円　　55,000 円

146146  国輝二代　東京高輪国輝二代　東京高輪
    蒸気車鉄道之全図    蒸気車鉄道之全図
    3 枚続 刷良 保存良    3 枚続 刷良 保存良
    点シミ 少傷ミ    点シミ 少傷ミ
　　※汽車・馬車の図 　　※汽車・馬車の図 
    明治 5年頃 (c1872)    明治 5年頃 (c1872)

95,000 円95,000 円

142142  国輝二代　東京築地鉄砲洲景国輝二代　東京築地鉄砲洲景
    6 枚続 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 明治 2年 (1869)                                          6 枚続 刷良 保存良 少シミ 少傷ミ 明治 2年 (1869)                                      80,000 円80,000 円

名所・開化 (Landscape・Westernization)
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147147  国政四代　東京名所室町三井富士遠景国政四代　東京名所室町三井富士遠景
    3 枚続 刷良 保存良 少シミ 折レ ※ 3枚が繋がって    3 枚続 刷良 保存良 少シミ 折レ ※ 3枚が繋がって
　　います ※馬車・人力車の図 明治 7年 (1874)　　います ※馬車・人力車の図 明治 7年 (1874)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000 円20,000 円

148148  広重三代　東京名所内　上野公園地不忍見晴図広重三代　東京名所内　上野公園地不忍見晴図
    3 枚続 刷並 保存良 切レ補修 ※馬車の図    3 枚続 刷並 保存良 切レ補修 ※馬車の図
　  明治 9年 (1876)                      　  明治 9年 (1876)                      25,000 円25,000 円

149149  広重三代　東京名所内　火消組出初階子乗之図広重三代　東京名所内　火消組出初階子乗之図
    3 枚続 刷良 保存良 裏打 少傷ミ 右、中図切レ・    3 枚続 刷良 保存良 裏打 少傷ミ 右、中図切レ・
　　欠損（補修） ※東京裁判所・纏の図　　欠損（補修） ※東京裁判所・纏の図
　  明治 13 年 (1880)                    　  明治 13 年 (1880)                    45,000 円45,000 円

150150  広重三代広重三代
    東京上野公園地第二内国勧業博覧会開場之図    東京上野公園地第二内国勧業博覧会開場之図
    3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ    3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ
    ※噴水・街灯の図 明治 14 年 (1881)        ※噴水・街灯の図 明治 14 年 (1881)    35,000 円35,000 円

151151  広重三代　東都築地ホテル館之図／東都築地ホテル館 庭前の図広重三代　東都築地ホテル館之図／東都築地ホテル館 庭前の図
    3 枚続 2組 刷並 保存良 一部裏打 明治期              　　　　　　　　　　　　　　　　　　     3 枚続 2組 刷並 保存良 一部裏打 明治期              　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95,000 円95,000 円

152152  広重三代　東京名所 筋違万代橋図広重三代　東京名所 筋違万代橋図
    3 枚続 刷良 保存良 少ヤケ    3 枚続 刷良 保存良 少ヤケ
　　※馬車・人力車の図 明治期        　　※馬車・人力車の図 明治期        25,000 円25,000 円

153153  広重三代　東京名勝図会広重三代　東京名勝図会
    品川沖の黒ふね    品川沖の黒ふね
    刷良 保存良 点シミ    刷良 保存良 点シミ
    下部少切レ    下部少切レ
　　※黒船の図 明治期　　※黒船の図 明治期

20,000 円20,000 円

名所・開化 (Landscape・Westernization)
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155155  重清　東京名所日本橋馬車鉄道図重清　東京名所日本橋馬車鉄道図
    3 枚続 刷良 保存良 ※馬車・人力車の図     3 枚続 刷良 保存良 ※馬車・人力車の図 
　　明治 15 年 (1882)　　　　　　　　　　　　　　　明治 15 年 (1882)　　　　　　　　　　　　　60,000 円60,000 円

154154  国政四代　東京府金龍山国政四代　東京府金龍山
    浅草寺五重塔修復之図    浅草寺五重塔修復之図
    竪 2 枚続 刷良 保存良 裏打    竪 2 枚続 刷良 保存良 裏打
    少虫穴 シミ 明治 19 年 (1886)    少虫穴 シミ 明治 19 年 (1886)
                                            180,000 円180,000 円

156156  作者不詳　信濃八景作者不詳　信濃八景
    全 8 枚＋目次 刷良 保存良 ※馬車の図    全 8 枚＋目次 刷良 保存良 ※馬車の図
    中判（各 26 × 18.8cm） 明治 21 年 (1888)     中判（各 26 × 18.8cm） 明治 21 年 (1888) 10,000 円10,000 円

157157  安治（探景）　明治天皇宮城出門図安治（探景）　明治天皇宮城出門図
    3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ 少傷ミ        3 枚続 刷良 保存良 裏打 少シミ 少傷ミ    
    ※中図・左図が繋がっています ※騎馬隊の図    ※中図・左図が繋がっています ※騎馬隊の図
    明治 21 年 (1888)                         明治 21 年 (1888)                     15,000 円15,000 円

160160  幾英　東京名所 芝公園増上寺真景幾英　東京名所 芝公園増上寺真景
   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ ※犬・人力車の図   3 枚続 刷良 保存良 少傷ミ ※犬・人力車の図
　 明治 23 年 (1890)　　　　　　　　　　 明治 23 年 (1890)　　　　　　　　　15,000 円15,000 円

159159  松山　横浜名所　柳橋松山　横浜名所　柳橋
    刷良 保存良    刷良 保存良
    ※街灯・月・投網の図         ※街灯・月・投網の図     
    明治期         明治期     35,000 円35,000 円

158158  暁斎　東京名所之内　上野勧業博覧会図暁斎　東京名所之内　上野勧業博覧会図
　　3枚続 刷良 保存良 少汚レ ※馬車の図　　3枚続 刷良 保存良 少汚レ ※馬車の図
　  明治 14 年 (1881)                  　  明治 14 年 (1881)                  25,000 円25,000 円

名所・開化 (Landscape・Westernization)
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161161  長崎絵　雪中志学深長崎絵　雪中志学深
    刷良 保存良 ヤケ    刷良 保存良 ヤケ
    （英文作品情報付）    （英文作品情報付）
    ※雪の図    ※雪の図
    24.5 × 11.7（紙寸）     24.5 × 11.7（紙寸） 
    江戸末期        江戸末期    30,000 円30,000 円

162162  長崎絵　大清人徒歩之図長崎絵　大清人徒歩之図
    刷良 保存良 ヤケ    刷良 保存良 ヤケ
    （英文作品情報付） ※煙管の図    （英文作品情報付） ※煙管の図
     24.6 × 18.2（紙寸）        24.6 × 18.2（紙寸）   
    江戸末期              江戸末期          40,000 円40,000 円

166166  長崎絵　大清朝人図長崎絵　大清朝人図
    刷良 保存良 少傷ミ      刷良 保存良 少傷ミ  
    シワ 上部台紙貼付    シワ 上部台紙貼付
    （英文作品情報付）       （英文作品情報付）   
    江戸末期       江戸末期   80,000 円80,000 円

163163  長崎絵　大清人酒妾図長崎絵　大清人酒妾図
    刷良 保存良 少虫穴 ※辮髪の図    刷良 保存良 少虫穴 ※辮髪の図
    18.7 × 27（紙寸）江戸末期                    18.7 × 27（紙寸）江戸末期                
                                                            40,000 円40,000 円

165165  長崎絵　大清人男女之図長崎絵　大清人男女之図
    刷良 保存良 ヤケ 少シミ 傷ミ     刷良 保存良 ヤケ 少シミ 傷ミ 
    左端部台紙貼付 ※阮咸の図     左端部台紙貼付 ※阮咸の図 
    32.2 × 21.4（紙寸）        32.2 × 21.4（紙寸）    
    江戸末期               江戸末期           50,000 円50,000 円

169169  長崎絵　阮咸を弾く男長崎絵　阮咸を弾く男
    刷良 保存並 裏打 ヤケ    刷良 保存並 裏打 ヤケ
    汚レ ※阮咸の図    汚レ ※阮咸の図
    29.6 × 16（紙寸）    29.6 × 16（紙寸）
    江戸末期        江戸末期    10,000 円10,000 円

168168  長崎絵　楽器を奏でる人々長崎絵　楽器を奏でる人々
    刷良 保存良 欠損補修    刷良 保存良 欠損補修
    ※楽器・辮髪の図    ※楽器・辮髪の図
    31.5 × 21.6（紙寸）    31.5 × 21.6（紙寸）
    江戸末期            江戸末期        50,000 円50,000 円

167167  長崎絵　婦人と子供長崎絵　婦人と子供
  　刷良 保存良 ヤケ   　刷良 保存良 ヤケ 
    少傷ミ ※太鼓・銅鑼    少傷ミ ※太鼓・銅鑼
    の図 江戸末期    の図 江戸末期
                            40,000 円40,000 円

164164  長崎絵　唐人舩揚図長崎絵　唐人舩揚図
    刷良 保存良 傷ミ ※銅鑼・人形の図    刷良 保存良 傷ミ ※銅鑼・人形の図
    江戸末期                          江戸末期                      60,000 円60,000 円

長崎絵 (Nagasaki-e)
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171171  国芳　墨戦之図国芳　墨戦之図
    3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少傷ミ 天保 -弘化期 (1843-1847)    3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少傷ミ 天保 -弘化期 (1843-1847)
                                                                                                                              48,000 円48,000 円

172172  鯰絵　入用御間商売競鯰絵　入用御間商売競
    2 枚続 刷良 保存良 少虫穴 少シミ    2 枚続 刷良 保存良 少虫穴 少シミ
    折レ 台紙貼付 ※ 2枚が繋がっています     折レ 台紙貼付 ※ 2枚が繋がっています 
    安政 2年 (1855)  　　　　　     安政 2年 (1855)  　　　　　 80,000 円80,000 円

170170  広景　青物魚軍勢大合戦之図広景　青物魚軍勢大合戦之図
    3 枚続 刷良 保存良 安政 6年 (1859)                                                          3 枚続 刷良 保存良 安政 6年 (1859)                                                      200,000 円200,000 円

その他 (Others)


