
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 五渡亭國貞冩 くにさだ

2 五渡亭國貞画 くにさだ

3 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

4 五渡亭國貞画 くにさだ

5 五渡亭國貞画 くにさだ

6 國貞 くにさだ

7 五渡亭國貞画 くにさだ

8 五渡亭國貞画 くにさだ

9 五渡亭國貞画 くにさだ

10 國貞 くにさだ

11 五渡亭國貞画 くにさだ

12 五渡亭國貞画 くにさだ

13 五渡亭國貞画 くにさだ

14 五渡亭國貞画 くにさだ

15 五渡亭國貞画 くにさだ

16 五渡亭國貞画 くにさだ

17 五渡亭國貞画 くにさだ

18 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

19 香蝶樓國貞画 くにさだ

20 香蝶樓國貞画 くにさだ

21 五渡亭國貞画 くにさだ

22 香蝶樓國貞画 くにさだ

23 五渡亭國貞画 くにさだ

24 應需國貞画 くにさだ

25 五渡亭國貞画 くにさだ

26 五渡亭國貞画 くにさだ

27 五渡亭國貞画 くにさだ

28 五渡亭國貞画 くにさだ

29 五渡亭國貞画 くにさだ

30 五渡亭國貞画 くにさだ

31 五渡亭國貞画 くにさだ

32 五渡亭國貞画 くにさだ

33 五渡亭國貞画 くにさだ

34 五渡亭國貞画 くにさだ

35 五渡亭國貞画 くにさだ

36 五渡亭國貞画 くにさだ

37 五渡亭國貞画 くにさだ

38 五渡亭國貞画 くにさだ

39 五渡亭國貞画 くにさだ

40 五渡亭國貞画 くにさだ



41 五渡亭國貞画 くにさだ

42 香蝶樓國貞画 くにさだ

43 五渡亭國貞画 くにさだ

44 五渡亭國貞画 くにさだ

45 五渡亭國貞画 くにさだ

46 五渡亭國貞画 くにさだ

47 五渡亭國貞画 くにさだ

48 五渡亭國貞画 くにさだ

49 五渡亭國貞画 くにさだ

50 五渡亭國貞画 くにさだ

51 五渡亭國貞画 くにさだ

52 五渡亭國貞画 くにさだ

53 五渡亭國貞画 くにさだ

54 五渡亭國貞画 くにさだ

55 五渡亭國貞画 くにさだ

56 五渡亭國貞画 くにさだ

57 五渡亭國貞画 くにさだ

58 五渡亭　國貞画（1786-1864）くにさだ

59 五渡亭國貞画 くにさだ

60 五渡亭國貞画 くにさだ

61 五渡亭國貞画 くにさだ

62 五渡亭國貞画 くにさだ

63 五渡亭國貞画 くにさだ

64 五渡亭國貞画 くにさだ

65 五渡亭國貞画 くにさだ

66 五渡亭國貞画 くにさだ

67 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

68 五渡亭國貞画 くにさだ

69 五渡亭國貞画 くにさだ

70 五渡亭國貞画 くにさだ

71 五渡亭國貞画 くにさだ

72 五渡亭國貞画 くにさだ

73 五渡亭國貞画 くにさだ

74 五渡亭國貞画 くにさだ

75 五渡亭國貞画 くにさだ

76 五渡亭國貞画 くにさだ

77 五渡亭國貞画 くにさだ

78 五渡亭國貞画 くにさだ

79 五渡亭國貞画 くにさだ

80 五渡亭國貞画 くにさだ

81 五渡亭國貞画 くにさだ



82 五渡亭國貞画 くにさだ

83 五渡亭國貞画 くにさだ

84 五渡亭國貞画 くにさだ

85 五渡亭國貞画 くにさだ

86 五渡亭國貞画 くにさだ

87 五渡亭國貞画 くにさだ

88 五渡亭國貞画 くにさだ

89 五渡亭國貞画 くにさだ

90 五渡亭國貞画 くにさだ

91 五渡亭國貞画 くにさだ

92 五渡亭國貞画 くにさだ

93 五渡亭國貞画 くにさだ

94 五渡亭國貞画 くにさだ

95 五渡亭國貞画 くにさだ

96 五渡亭國貞画 くにさだ

97 五渡亭國貞画 くにさだ

98 五渡亭國貞画 くにさだ

99 五渡亭國貞画 くにさだ

100 國貞 くにさだ

101 五渡亭國貞画 くにさだ

102 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

103 五渡亭國貞画 くにさだ

104 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

105 五渡亭國貞画 くにさだ

106 五渡亭國貞画 くにさだ

107 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

108 五渡亭國貞画 くにさだ

109 五渡亭國貞画 くにさだ

110 五渡亭國貞画 くにさだ

111 五渡亭國貞画 くにさだ

112 五渡亭國貞画 くにさだ

113 五渡亭國貞画 くにさだ

114 五渡亭國貞画 くにさだ

115 五渡亭國貞画 くにさだ

116 五渡亭國貞画 くにさだ

117 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

118 香蝶樓國貞画 くにさだ

119 香蝶樓國貞画 くにさだ

120 國貞画 くにさだ

121 香蝶樓國貞画 くにさだ

122 五渡亭國貞画 くにさだ



123 五渡亭國貞画 くにさだ

124 五渡亭國貞画 くにさだ

125 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

126 五渡亭國貞画 くにさだ

127 五渡亭國貞画 くにさだ

128 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

129 五渡亭國貞画 くにさだ

130 五渡亭國貞画 くにさだ

131 五渡亭國貞画 くにさだ

132 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

133 五渡亭國貞画 くにさだ

134 五渡亭國貞画 くにさだ

135 五渡亭國貞画 くにさだ

136 五渡亭國貞画 くにさだ

137 五渡亭國貞画 くにさだ

138 五渡亭國貞画 くにさだ

139 五渡亭國貞画 くにさだ

140 五渡亭國貞画 くにさだ

141 五渡亭國貞画 くにさだ

142 五渡亭國貞画 くにさだ

143 五渡亭國貞画 くにさだ

144 五渡亭國貞画 くにさだ

145 五渡亭國貞画 くにさだ

146 五渡亭國貞画 くにさだ

147 五渡亭國貞画 くにさだ

148 五渡亭國貞画 くにさだ

149 五渡亭國貞画 くにさだ

150 五渡亭國貞画 くにさだ

151 五渡亭國貞画 くにさだ

152 香蝶樓國貞画 くにさだ

153 五渡亭國貞画 くにさだ

154 五渡亭國貞画 くにさだ

155 五渡亭國貞画 くにさだ

156 五渡亭國貞画 くにさだ

157 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

158 五渡亭國貞画 くにさだ

159 五渡亭國貞画 くにさだ

160 五渡亭國貞画 くにさだ

161 五渡亭國貞画 くにさだ

162 五渡亭國貞画 くにさだ

163 五渡亭國貞画 くにさだ



164 五渡亭國貞画 くにさだ

165 五渡亭國貞画 くにさだ

166 五渡亭國貞画 くにさだ

167 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

168 五渡亭國貞画 くにさだ

169 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

170 五渡亭國貞画 くにさだ

171 五渡亭國貞画 くにさだ

172 五渡亭國貞画 くにさだ

173 五渡亭國貞画 くにさだ

174 五渡亭國貞画 くにさだ

175 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

176 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

177 五渡亭國貞画 くにさだ

178 五渡亭國貞画 くにさだ

179 應需國貞戯画 くにさだ

180 應需國貞戯画 くにさだ

181 五渡亭國貞画 くにさだ

182 五渡亭國貞画 くにさだ

183 五渡亭國貞画 くにさだ

184 五渡亭國貞画 くにさだ

185 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

186 五渡亭國貞画 くにさだ

187 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

188 五渡亭國貞画 くにさだ

189 五渡亭國貞画 くにさだ

190 五渡亭國貞画 くにさだ

191 五渡亭國貞画 くにさだ

192 五渡亭國貞画 くにさだ

193 五渡亭國貞画 くにさだ

194 五渡亭國貞画 くにさだ

195 五渡亭國貞画 くにさだ

196 五渡亭國貞画 くにさだ

197 五渡亭國貞画 くにさだ

198 五渡亭國貞画 くにさだ

199 五渡亭國貞画 くにさだ

200 香蝶樓國貞画 くにさだ

201 香蝶樓國貞画 くにさだ

202 香蝶樓國貞画 くにさだ

203 五渡亭國貞画 くにさだ

204 香蝶樓國貞画 くにさだ



205 香蝶樓國貞画 くにさだ

206 香蝶樓國貞画 くにさだ

207 香蝶樓國貞画 くにさだ

208 香蝶樓國貞画 くにさだ

209 香蝶樓國貞画 くにさだ

210 香蝶樓國貞画 くにさだ

211 香蝶樓國貞画 くにさだ

212 香蝶樓國貞画 くにさだ

213 香蝶樓國貞画 くにさだ

214 香蝶樓國貞画 くにさだ

215 香蝶樓國貞画 くにさだ

216 香蝶樓國貞画 くにさだ

217 香蝶樓國貞画 くにさだ

218 香蝶樓國貞画 くにさだ

219 香蝶樓國貞画 くにさだ

220 香蝶樓國貞画 くにさだ

221 香蝶樓國貞画 くにさだ

222 香蝶樓國貞画 くにさだ

223 五渡亭國貞画 くにさだ

224 五渡亭國貞画 くにさだ

225 五渡亭國貞画 くにさだ

226 五渡亭國貞画 くにさだ

227 五渡亭國貞画 くにさだ

228 五渡亭國貞画 くにさだ

229 五渡亭國貞画 くにさだ

230 五渡亭國貞画 くにさだ

231 五渡亭國貞画 くにさだ

232 五渡亭國貞画 くにさだ

233 五渡亭國貞画 くにさだ

234 五渡亭國貞画 くにさだ

235 五渡亭國貞画 くにさだ

236 五渡亭國貞画 くにさだ

237 五渡亭國貞画 くにさだ

238 五渡亭國貞画 くにさだ

239 五渡亭國貞画 くにさだ

240 五渡亭國貞画 くにさだ

241 五渡亭國貞画 くにさだ

242 五渡亭國貞画 くにさだ

243 五渡亭國貞画 くにさだ

244 國貞画 くにさだ

245 五渡亭國貞画（1784-1864） くにさだ



246 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

247 五渡亭國貞画 くにさだ

248 五渡亭國貞画 くにさだ

249 五渡亭國貞画 くにさだ

250 五渡亭國貞画 くにさだ

251 五渡亭國貞画 くにさだ

252 五渡亭國貞画 くにさだ

253 五渡亭國貞画 くにさだ

254 五渡亭國貞画 くにさだ

255 五渡亭國貞画 くにさだ

256 五渡亭國貞画、貞房画 くにさだ1　さだふさ

257 應需國貞画 くにさだ

258 五渡亭國貞画、貞房画 くにさだ1　さだふさ

259 應需國貞画 くにさだ

260 五渡亭國貞画 くにさだ

261 五渡亭國貞画 くにさだ

262 五渡亭國貞画 くにさだ

263 五渡亭國貞画 くにさだ

264 五渡亭國貞画 くにさだ

265 五渡亭國貞画 くにさだ

266 五渡亭國貞画 くにさだ

267 五渡亭國貞画 くにさだ

268 五渡亭國貞画 くにさだ

269 五渡亭國貞画 くにさだ

270 五渡亭國貞画 くにさだ

271 五渡亭國貞画 くにさだ

272 五渡亭國貞画 くにさだ

273 五渡亭國貞画 くにさだ

274 香蝶樓國貞画 くにさだ

275 香蝶樓國貞画 くにさだ

276 香蝶樓國貞画 くにさだ

277 香蝶樓國貞画 くにさだ

278 香蝶樓國貞画 くにさだ

279 香蝶樓國貞画 くにさだ

280 香蝶樓國貞画 くにさだ

281 香蝶樓國貞画 くにさだ

282 香蝶樓國貞画 くにさだ

283 香蝶樓國貞画 くにさだ

284 香蝶樓國貞画 くにさだ

285 香蝶樓國貞画 くにさだ

286 香蝶樓國貞画 くにさだ



287 五渡亭國貞画 くにさだ

288 五渡亭國貞画 くにさだ

289 五渡亭國貞画 くにさだ

290 五渡亭國貞画 くにさだ

291 五渡亭國貞画 くにさだ

292 五渡亭國貞画 くにさだ

293 五渡亭國貞画 くにさだ

294 五渡亭國貞画 くにさだ

295 五渡亭國貞画 くにさだ

296 五渡亭國貞画 くにさだ

297 五渡亭國貞画 くにさだ

298 五渡亭國貞画 くにさだ

299 五渡亭國貞画 くにさだ

300 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

301 香蝶樓國貞画 くにさだ

302 香蝶樓國貞画 くにさだ

303 香蝶樓國貞画 くにさだ

304 香蝶樓國貞画 くにさだ

305 香蝶樓國貞画 くにさだ

306 香蝶樓國貞画 くにさだ

307 香蝶樓國貞画 くにさだ

308 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

309 應需國貞画 くにさだ

310 五渡亭國貞画 くにさだ

311 應需國貞画 くにさだ

312 五渡亭國貞画 くにさだ

313 香蝶樓國貞画 くにさだ

314 香蝶樓國貞画 くにさだ

315 香蝶樓國貞画 くにさだ

316 香蝶樓國貞画 くにさだ

317 香蝶樓國貞画 くにさだ

318 香蝶樓國貞画 くにさだ

319 香蝶樓國貞画 くにさだ

320 香蝶樓國貞画 くにさだ

321 香蝶樓國貞画 くにさだ

322 香蝶樓國貞画 くにさだ

323 香蝶樓國貞画 くにさだ

324 香蝶樓國貞画 くにさだ

325 香蝶樓國貞画 くにさだ

326 五渡亭國貞画 くにさだ

327 五渡亭國貞画 くにさだ



328 五渡亭國貞画 くにさだ

329 五渡亭國貞画 くにさだ

330 五渡亭國貞画 くにさだ

331 五渡亭國貞画 くにさだ

332 五渡亭國貞画 くにさだ

333 五渡亭國貞画 くにさだ

334 五渡亭國貞画 くにさだ

335 五渡亭國貞画 くにさだ

336 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

337 五渡亭國貞画 くにさだ

338 五渡亭國貞画 くにさだ

339 五渡亭國貞画 くにさだ

340 五渡亭國貞画 くにさだ

341 五渡亭國貞画 くにさだ

342 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

343 任好國貞画 くにさだ

344 任好五渡亭國貞画 くにさだ

345 任好五渡亭國貞画 くにさだ

346 任好國貞画（1786-1864） くにさだ

347 任好國貞画（1786-1864） くにさだ

348 任好國貞画 くにさだ

349 任好國貞画 くにさだ

350 任好五渡亭國貞画 くにさだ

351 任好國貞画 くにさだ

352 任好五渡亭國貞画 くにさだ

353 任好國貞画 くにさだ

354 五渡亭國貞画 くにさだ

355 五渡亭國貞画 くにさだ

356 五渡亭國貞画 くにさだ

357 五渡亭國貞画 くにさだ

358 五渡亭國貞画 くにさだ

359 五渡亭國貞画 くにさだ

360 五渡亭國貞画 くにさだ

361 五渡亭國貞画 くにさだ

362 五渡亭國貞画 くにさだ

363 五渡亭國貞画 くにさだ

364 五渡亭國貞画 くにさだ

365 五渡亭國貞画 くにさだ

366 五渡亭國貞画 くにさだ

367 五渡亭國貞画 くにさだ

368 五渡亭國貞画 くにさだ



369 香蝶樓國貞画 くにさだ

370 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

371 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

372 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

373 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

374 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

375 應需・香蝶樓國貞画 くにさだ

376 香蝶樓國貞画 くにさだ

377 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

378 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

379 五渡亭國貞画 くにさだ

380 五渡亭國貞画 くにさだ

381 五渡亭國貞画 くにさだ

382 五渡亭國貞画 くにさだ

383 五渡亭國貞画 くにさだ

384 香蝶樓國貞画 くにさだ

385 五渡亭國貞画 くにさだ

386 五渡亭國貞画 くにさだ

387 五渡亭國貞画 くにさだ

388 五渡亭國貞画 くにさだ

389 五渡亭國貞画 くにさだ

390 五渡亭國貞画 くにさだ

391 五渡亭國貞画 くにさだ

392 五渡亭國貞画 くにさだ

393 五渡亭國貞画 くにさだ

394 應好五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

395 應好五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

396 應好五渡亭國貞画 くにさだ

397 應需五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

398 應好五渡亭國貞画 くにさだ

399 應好五渡亭國貞画 くにさだ

400 應好五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

401 應好五渡亭國貞画 くにさだ

402 五渡亭國貞画 くにさだ

403 應好五渡亭國貞画 くにさだ

404 應好五渡亭國貞画 くにさだ

405 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

406 倣老師歌川豊春之圖一雄齋國貞画くにさだ

407 香蝶國貞画 くにさだ

408 五渡亭國貞画 くにさだ

409 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1



410 香蝶樓國貞画 くにさだ

411 香蝶樓國貞画 くにさだ

412 五渡亭國貞画 くにさだ

413 五渡亭國貞画 くにさだ

414 五渡亭國貞画 くにさだ

415 五渡亭國貞画 くにさだ

416 五渡亭國貞画 くにさだ

417 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

418 五渡亭國貞画 くにさだ

419 五渡亭國貞画 くにさだ

420 五渡亭國貞画 くにさだ

421 五渡亭國貞画 くにさだ

422 五渡亭國貞画 くにさだ

423 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

424 五渡亭國貞画 くにさだ

425 五渡亭國貞画 くにさだ

426 五渡亭國貞画 くにさだ

427 五渡亭國貞画 くにさだ

428 五渡亭國貞画 くにさだ

429 五渡亭國貞画 くにさだ

430 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

431 五渡亭國貞画 くにさだ

432 香蝶樓國貞画 くにさだ

433 香蝶樓國貞画 くにさだ

434 香蝶樓國貞画（1786-1864）（1786-1864）くにさだ

435 香蝶樓國貞画 くにさだ

436 香蝶樓國貞画 くにさだ

437 五渡亭國貞画 くにさだ

438 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

439 五渡亭國貞画 くにさだ

440 五渡亭國貞画 くにさだ

441 香蝶樓國貞画 くにさだ

442 國貞 くにさだ

443 五渡亭國貞画 くにさだ

444 五渡亭國貞画 くにさだ

445 五渡亭國貞画 くにさだ

446 五渡亭國貞画 くにさだ

447 一雄齋國貞画 くにさだ

448 一雄齋國貞画 くにさだ

449 一雄齋國貞画 くにさだ

450 一雄齋國貞画 くにさだ



451 國貞画 くにさだ

452 一雄齋國貞画 くにさだ

453 一雄齋國貞画 くにさだ

454 一雄齋國貞画 くにさだ

455 一雄齋國貞画 くにさだ

456 一雄齋國貞画 くにさだ

457 一雄齋國貞画 くにさだ

458 一雄齋國貞画 くにさだ

459 一雄齋國貞画 くにさだ

460 一雄齋國貞画 くにさだ

461 一雄齋國貞画 くにさだ

462 一雄齋國貞画 くにさだ

463 一雄齋國貞画 くにさだ

464 一雄齋國貞画 くにさだ

465 一雄齋國貞画（1786-1864） くにさだ

466 一雄齋國貞画 くにさだ

467 一雄齋國貞画 くにさだ

468 一雄齋國貞画 くにさだ

469 一雄齋國貞画 くにさだ

470 一雄齋國貞画 　 くにさだ　

471 一雄齋國貞画 　 くにさだ　

472 一雄齋國貞画 　 くにさだ　

473 一雄齋國貞画 　 くにさだ　

474 …國貞写 くにさだ

475 應需國貞画 くにさだ

476 應需國貞写（1786-1864） くにさだ

477 應需國貞画 くにさだ

478 應需國貞画 くにさだ

479 應需國貞画（1786-1864） くにさだ

480 應需國貞写（1786-1864） くにさだ

481 應需國貞写（1786-1864） くにさだ

482 應需國貞冩 くにさだ

483 應需國貞画 くにさだ

484 應需國貞画 くにさだ

485 應需五渡亭國貞冩 くにさだ

486 應需五渡亭國貞写 くにさだ

487 應需五渡亭國貞画 くにさだ

488 應需五渡亭國貞写 くにさだ

489 應需五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

490 應需五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

491 應需五渡亭國貞画 くにさだ



492 五渡亭國貞写 くにさだ

493 國貞写 くにさだ

494 香蝶樓國貞画 くにさだ

495 香蝶樓國貞画 くにさだ

496 國貞 くにさだ

497 香蝶樓國貞画 くにさだ

498 香蝶樓國貞画 くにさだ

499 五渡亭國貞画 くにさだ

500 五渡亭國貞画 くにさだ

501 五渡亭國貞画 くにさだ

502 五渡亭國貞画 くにさだ

503 應需五渡亭國貞画 くにさだ

504 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

505 五渡亭國貞画 くにさだ

506 五渡亭國貞画 くにさだ

507 應需五渡亭國貞画 くにさだ

508 應需五渡亭國貞画 くにさだ

509 五渡亭國貞画 くにさだ

510 應需五渡亭國貞画 くにさだ

511 五渡亭國貞画 くにさだ

512 應需五渡亭國貞画 くにさだ

513 應需五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

514 五渡亭國貞画 くにさだ

515 應需五渡亭國貞画 くにさだ

516 國貞 くにさだ

517 五渡亭國貞画 くにさだ

518 五渡亭國貞画 くにさだ

519 五渡亭國貞画 くにさだ

520 五渡亭國貞画 くにさだ

521 香蝶樓國貞画 くにさだ

522 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

523 五渡亭國貞画 くにさだ

524 國貞画 くにさだ

525 五渡亭國貞画 くにさだ

526 五渡亭國貞画 くにさだ

527 五渡亭國貞画 くにさだ

528 五渡亭國貞画 くにさだ

529 五渡亭國貞画 くにさだ

530 五渡亭國貞画 くにさだ

531 五渡亭國貞画 くにさだ

532 五渡亭國貞画 くにさだ



533 香蝶樓國貞画 くにさだ

534 五渡亭國貞画 くにさだ

535 五渡亭國貞画 くにさだ

536 香蝶樓國貞画 くにさだ

537 香蝶樓國貞画 くにさだ

538 國貞画 くにさだ

539 五渡亭國貞画 くにさだ

540 應需國貞画 くにさだ

541 五渡亭國貞画 くにさだ

542 五渡亭國貞画 くにさだ

543 五渡亭國貞画 くにさだ

544 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

545 五渡亭國貞画 くにさだ

546 五渡亭國貞画 くにさだ

547 五渡亭國貞画 くにさだ

548 五渡亭國貞画 くにさだ

549 五渡亭國貞画 くにさだ

550 應需國貞画 くにさだ

551 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

552 五渡亭國貞画 くにさだ

553 五渡亭國貞画 くにさだ

554 五渡亭國貞画 くにさだ

555 五渡亭國貞画 くにさだ

556 五渡亭國貞画 くにさだ

557 五渡亭國貞画 くにさだ

558 五渡亭國貞画 くにさだ

559 五渡亭國貞画 くにさだ

560 香蝶樓國貞画 くにさだ

561 五渡亭國貞画 くにさだ

562 五渡亭國貞画 くにさだ

563 五渡亭國貞画 くにさだ

564 五渡亭國貞画（1786-1864) くにさだ

565 五渡亭國貞画 くにさだ

566 香蝶樓國貞画 くにさだ

567 香蝶樓國貞画 くにさだ

568 香蝶樓國貞画 くにさだ

569 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

570 梓元乃應需香蝶樓國貞画 くにさだ

571 五渡亭國貞画 くにさだ

572 五渡亭國貞画 くにさだ

573 御好に付香蝶樓國貞画 くにさだ



574 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

575 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

576 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

577 御好に付香蝶樓國貞画 くにさだ

578 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

579 御好に付香蝶樓國貞画 くにさだ

580 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

581 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

582 御好に付香蝶樓國貞画 くにさだ

583 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

584 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

585 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

586 五渡亭國貞画 くにさだ

587 香蝶樓國貞画 くにさだ

588 香蝶樓國貞画 くにさだ

589 香蝶樓國貞画 くにさだ

590 香蝶樓國貞画 くにさだ

591 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

592 香蝶樓國貞画 くにさだ

593 香蝶樓國貞画 くにさだ

594 五渡亭國貞画 くにさだ

595 五渡亭國貞画 くにさだ

596 五渡亭國貞画 くにさだ

597 五渡亭國貞画 くにさだ

598 五渡亭國貞画 くにさだ

599 五渡亭國貞画 くにさだ

600 五渡亭國貞画 くにさだ

601 五渡亭國貞画 くにさだ

602 五渡亭國貞画 くにさだ

603 香蝶樓國貞画 くにさだ

604 香蝶樓國貞画 くにさだ

605 歌川國貞画＋柳亭種彦作 くにさだ＋たねひこ

606 歌川國貞狂画＋柳亭種彦戯作くにさだ＋たねひこ

607 五渡亭國貞画 くにさだ

608 五渡亭國貞画 くにさだ

609 國貞画 くにさだ

610 五渡亭國貞画 くにさだ

611 五渡亭國貞画 くにさだ

612 五渡亭國貞画 くにさだ

613 五渡亭國貞画 くにさだ

614 五渡亭國貞画 くにさだ



615 五渡亭國貞画 くにさだ

616 五渡亭國貞画 くにさだ

617 五渡亭國貞画 くにさだ

618 五渡亭國貞画 くにさだ

619 五渡亭國貞画 くにさだ

620 五渡亭國貞画 くにさだ

621 五渡亭國貞画 くにさだ

622 五渡亭國貞画 くにさだ

623 五渡亭國貞画 くにさだ

624 五渡亭國貞画 くにさだ

625 五渡亭國貞画 くにさだ

626 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

627 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

628 五渡亭國貞画 くにさだ

629 五渡亭國貞画 くにさだ

630 五渡亭國貞画 くにさだ

631 五渡亭國貞画 くにさだ

632 五渡亭國貞画 くにさだ

633 五渡亭國貞画 くにさだ

634 五渡亭國貞画 くにさだ

635 五渡亭國貞画 くにさだ

636 五渡亭國貞画 くにさだ

637 五渡亭國貞画 くにさだ

638 五渡亭國貞画 くにさだ

639 香蝶樓國貞画 くにさだ

640 五渡亭國貞画 くにさだ

641 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

642 五渡亭國貞画 くにさだ

643 五渡亭國貞画 くにさだ

644 五渡亭國貞画 くにさだ

645 五渡亭國貞画 くにさだ

646 五渡亭國貞画 くにさだ

647 五渡亭國貞画 くにさだ

648 五渡亭國貞画 くにさだ

649 香蝶樓國貞冩（1786-1864） くにさだ

650 歌川國貞画 くにさだ

651 香蝶樓國貞画 くにさだ

652 香蝶樓國貞画 くにさだ

653 香蝶樓國貞画 くにさだ

654 香蝶樓國貞画 くにさだ

655 香蝶樓國貞画 くにさだ



656 香蝶樓國貞画 くにさだ

657 國貞 くにさだ

658 五渡亭國貞画 くにさだ

659 五渡亭國貞画 くにさだ

660 五渡亭國貞画 くにさだ

661 五渡亭國貞画 くにさだ

662 五渡亭國貞画 くにさだ

663 五渡亭國貞画 くにさだ

664 五渡亭國貞画 くにさだ

665 五渡亭國貞画 くにさだ

666 五渡亭國貞画 くにさだ

667 五渡亭國貞画 くにさだ

668 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

669 五渡亭國貞画 くにさだ

670 五渡亭國貞画 くにさだ

671 五渡亭國貞画 くにさだ

672 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

673 五渡亭國貞画 くにさだ

674 五渡亭國貞画 くにさだ

675 五渡亭國貞画 くにさだ

676 五渡亭國貞画 くにさだ

677 五渡亭國貞画 くにさだ

678 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

679 五渡亭國貞画 くにさだ

680 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

681 五渡亭國貞画 くにさだ

682 五渡亭國貞画 くにさだ

683 國貞 くにさだ

684 五渡亭國貞画 くにさだ

685 香蝶樓國貞画 くにさだ

686 五渡亭國貞画 くにさだ

687 香蝶樓國貞画 くにさだ

688 香蝶樓國貞画 くにさだ

689 香蝶樓國貞画 くにさだ

690 香蝶樓國貞画 くにさだ

691 五渡亭國貞画 くにさだ

692 五渡亭國貞画 くにさだ

693 五渡亭國貞画 くにさだ

694 五渡亭國貞画 くにさだ

695 五渡亭國貞画 くにさだ

696 五渡亭國貞画 くにさだ



697 五渡亭國貞画 くにさだ

698 五渡亭國貞画 くにさだ

699 五渡亭國貞画 くにさだ

700 香蝶樓國貞画 くにさだ

701 香蝶樓國貞画 くにさだ

702 香蝶樓國貞画 くにさだ

703 香蝶樓國貞画 くにさだ

704 香蝶樓國貞画 くにさだ

705 香蝶樓國貞画 くにさだ

706 香蝶樓國貞画 くにさだ

707 香蝶樓國貞画 くにさだ

708 香蝶樓國貞画 くにさだ

709 香蝶樓國貞画 くにさだ

710 香蝶樓國貞画 くにさだ

711 香蝶樓國貞画 くにさだ

712 香蝶樓國貞画 くにさだ

713 香蝶樓國貞画 くにさだ

714 香蝶樓國貞画 くにさだ

715 香蝶樓國貞画 くにさだ

716 五渡亭國貞画 くにさだ

717 五渡亭國貞画 くにさだ

718 五渡亭國貞画 くにさだ

719 五渡亭國貞画 くにさだ

720 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

721 五渡亭國貞画 くにさだ

722 五渡亭國貞画 くにさだ

723 五渡亭國貞画 くにさだ

724 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

725 五渡亭國貞画 くにさだ

726 五渡亭國貞画 くにさだ

727 五渡亭國貞画 くにさだ

728 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

729 五渡亭國貞画 くにさだ

730 五渡亭國貞画 くにさだ

731 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

732 五渡亭國貞画 くにさだ

733 五渡亭國貞画 くにさだ

734 五渡亭　國貞画（1786-1864）くにさだ

735 五渡亭國貞画 くにさだ

736 五渡亭國貞画 くにさだ

737 不器用繪師出茂又平画（國貞）くにさだ（またべい）



738 五渡亭國貞画 くにさだ

739 五渡亭國貞画 くにさだ

740 香蝶樓國貞画 くにさだ

741 香蝶樓國貞画 くにさだ

742 香蝶樓國貞画 くにさだ

743 香蝶樓國貞画 くにさだ

744 香蝶樓國貞画 くにさだ

745 應需國貞画 くにさだ

746 香蝶樓國貞画 くにさだ

747 香蝶樓國貞画 くにさだ

748 香蝶樓國貞画 くにさだ

749 香蝶樓國貞画 くにさだ

750 五渡亭國貞画 くにさだ

751 五渡亭國貞画 くにさだ

752 五渡亭國貞画 くにさだ

753 五渡亭國貞画 くにさだ

754 香蝶樓國貞画 くにさだ

755 香蝶樓國貞画 くにさだ

756 香蝶樓國貞画 くにさだ

757 香蝶樓國貞画 くにさだ

758 香蝶樓國貞画 くにさだ

759 香蝶樓國貞画 くにさだ

760 香蝶樓國貞画 くにさだ

761 香蝶樓國貞画 くにさだ

762 香蝶樓國貞画 くにさだ

763 香蝶樓國貞画 くにさだ

764 香蝶樓國貞画 くにさだ

765 香蝶樓國貞画 くにさだ　

766 香蝶樓國貞画 くにさだ

767 香蝶樓國貞画 くにさだ

768 香蝶樓國貞画 くにさだ

769 香蝶樓國貞画 くにさだ

770 香蝶樓國貞画 くにさだ

771 香蝶樓國貞画 くにさだ　

772 香蝶樓國貞画 くにさだ　

773 五渡亭國貞画 くにさだ

774 國貞 くにさだ

775 香蝶樓國貞画 くにさだ

776 五渡亭國貞画 くにさだ

777 五渡亭國貞画 くにさだ

778 五渡亭國貞画 くにさだ



779 五渡亭國貞画 くにさだ

780 五渡亭國貞画 くにさだ

781 五渡亭國貞画 くにさだ

782 五渡亭國貞画 くにさだ

783 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

784 五渡亭國貞画 くにさだ

785 五渡亭國貞画 くにさだ

786 五渡亭國貞画 くにさだ

787 五渡亭國貞画 くにさだ

788 五渡亭國貞画 くにさだ

789 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

790 五渡亭國貞画 くにさだ

791 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

792 五渡亭國貞画 くにさだ

793 五渡亭國貞画 くにさだ

794 五渡亭國貞画 くにさだ

795 五渡亭國貞画 くにさだ

796 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

797 五渡亭國貞画 くにさだ

798 五渡亭國貞画 くにさだ

799 五渡亭國貞画 くにさだ

800 五渡亭國貞画 くにさだ

801 五渡亭國貞画 くにさだ

802 五渡亭國貞画 くにさだ

803 五渡亭國貞画 くにさだ

804 五渡亭國貞画 くにさだ

805 五渡亭國貞画 くにさだ

806 五渡亭國貞画 くにさだ

807 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

808 五渡亭國貞画 くにさだ

809 五渡亭國貞画 くにさだ

810 五渡亭國貞画 くにさだ

811 五渡亭國貞画 くにさだ

812 五渡亭國貞画 くにさだ

813 五渡亭國貞画 くにさだ

814 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

815 五渡亭國貞画 くにさだ

816 五渡亭國貞画 くにさだ

817 五渡亭國貞画 くにさだ1

818 五渡亭國貞画 くにさだ

819 五渡亭國貞画 くにさだ



820 五渡亭國貞画 くにさだ

821 五渡亭國貞画 くにさだ

822 五渡亭國貞画 くにさだ

823 五渡亭國貞画 くにさだ

824 五渡亭國貞画 くにさだ

825 五渡亭國貞画 くにさだ

826 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

827 五渡亭國貞画 くにさだ

828 五渡亭國貞画 くにさだ

829 五渡亭國貞画 くにさだ

830 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

831 五渡亭國貞画 くにさだ

832 五渡亭國貞画 くにさだ

833 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

834 五渡亭國貞画 くにさだ

835 五渡亭國貞画 くにさだ

836 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

837 五渡亭國貞画 くにさだ

838 五渡亭國貞画 くにさだ

839 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

840 五渡亭國貞画 くにさだ

841 五渡亭國貞画 くにさだ

842 五渡亭國貞画 くにさだ

843 五渡亭國貞画 くにさだ

844 五渡亭國貞画 くにさだ

845 五渡亭國貞画 くにさだ

846 香蝶樓國貞画 くにさだ

847 香蝶樓國貞画 くにさだ

848 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

849 香蝶樓國貞画 くにさだ

850 香蝶樓國貞画 くにさだ

851 香蝶樓國貞画 くにさだ

852 五渡亭國貞画 くにさだ

853 應需五渡亭國貞画 くにさだ

854 應需五渡亭國貞画 くにさだ

855 應需五渡亭國貞画 くにさだ

856 應需五渡亭國貞画 くにさだ

857 應需五渡亭國貞画 くにさだ

858 應需五渡亭國貞画 くにさだ

859 應需五渡亭國貞画 くにさだ

860 應需五渡亭國貞画 くにさだ



861 應需五渡亭國貞画 くにさだ

862 應需五渡亭國貞画 くにさだ

863 應需五渡亭國貞画 くにさだ

864 應需五渡亭國貞画 くにさだ

865 應需五渡亭國貞画 くにさだ

866 應需五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

867 應需五渡亭國貞画 くにさだ

868 應需五渡亭國貞画 くにさだ

869 應需五渡亭國貞画 くにさだ

870 應需五渡亭國貞画 くにさだ

871 應需五渡亭國貞画 くにさだ

872 應需五渡亭國貞画 くにさだ

873 應需五渡亭國貞画 くにさだ

874 應需五渡亭國貞画 くにさだ

875 五渡亭國貞画 くにさだ

876 五渡亭國貞画 くにさだ

877 香蝶樓國貞画 くにさだ

878 香蝶樓國貞画 くにさだ

879 香蝶樓國貞画 くにさだ

880 香蝶樓國貞画 くにさだ

881 香蝶樓國貞画 くにさだ

882 香蝶樓國貞画 くにさだ

883 香蝶樓國貞画 くにさだ

884 香蝶樓國貞画 くにさだ

885 香蝶樓國貞画 くにさだ

886 香蝶樓國貞画 くにさだ

887 香蝶樓國貞画 くにさだ

888 香蝶樓國貞画 くにさだ

889 五渡亭國貞画 くにさだ

890 五渡亭國貞画 くにさだ

891 五渡亭國貞画 くにさだ

892 五渡亭國貞画 くにさだ

893 五渡亭國貞画 くにさだ

894 五渡亭國貞画 くにさだ

895 五渡亭國貞画 くにさだ

896 五渡亭國貞画 くにさだ

897 五渡亭國貞画 くにさだ

898 五渡亭國貞画 くにさだ

899 五渡亭國貞画 くにさだ

900 五渡亭國貞画 くにさだ

901 五渡亭國貞画 くにさだ



902 五渡亭國貞画 くにさだ

903 五渡亭國貞画 くにさだ

904 五渡亭國貞画 くにさだ

905 五渡亭國貞画 くにさだ

906 五渡亭國貞画 くにさだ

907 五渡亭國貞画 くにさだ

908 五渡亭國貞画 くにさだ

909 五渡亭國貞画 くにさだ

910 五渡亭國貞画 くにさだ

911 五渡亭國貞画 くにさだ

912 五渡亭國貞画 くにさだ

913 五渡亭國貞画 くにさだ

914 香蝶樓國貞画 くにさだ

915 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

916 五渡亭國貞画 くにさだ

917 五渡亭國貞画 くにさだ

918 五渡亭國貞画 くにさだ

919 五渡亭國貞画 くにさだ

920 五渡亭國貞画 くにさだ

921 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

922 五渡亭國貞画 くにさだ

923 五渡亭國貞画 くにさだ

924 五渡亭國貞画 くにさだ

925 五渡亭國貞画 くにさだ

926 五渡亭國貞画 くにさだ

927 五渡亭國貞画 くにさだ

928 五渡亭國貞画 くにさだ

929 五渡亭國貞画 くにさだ

930 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

931 五渡亭國貞画 くにさだ

932 五渡亭國貞画 くにさだ

933 五渡亭國貞画 くにさだ

934 於浮瀬國貞画 くにさだ

935 於浮瀬國貞画 くにさだ

936 於浮瀬國貞画 くにさだ

937 於浮瀬五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ1

938 五渡亭國貞画 くにさだ

939 五渡亭國貞画 くにさだ1

940 五渡亭國貞画 くにさだ

941 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

942 五渡亭國貞画 くにさだ



943 五渡亭國貞画 くにさだ

944 五渡亭國貞画 くにさだ

945 國貞画 くにさだ

946 五渡亭國貞画 くにさだ

947 應好國貞画 くにさだ

948 應好國貞画 くにさだ

949 五渡亭國貞画 くにさだ

950 應需國貞画 くにさだ

951 五渡亭國貞画 くにさだ

952 五渡亭國貞画 くにさだ

953 五渡亭國貞画 くにさだ

954 五渡亭國貞画 くにさだ

955 五渡亭國貞画 くにさだ

956 五渡亭國貞画 くにさだ

957 五渡亭國貞画 くにさだ

958 五渡亭國貞画 くにさだ

959 五渡亭國貞画 くにさだ

960 五渡亭國貞画 くにさだ

961 五渡亭國貞画 くにさだ

962 五渡亭國貞画 くにさだ

963 五渡亭國貞画 くにさだ

964 五渡亭國貞画 くにさだ

965 五渡亭國貞画 くにさだ

966 五渡亭國貞画 くにさだ

967 五渡亭國貞画 くにさだ

968 五渡亭國貞画 くにさだ

969 五渡亭國貞画 くにさだ

970 五渡亭國貞画 くにさだ

971 五渡亭國貞画 くにさだ

972 五渡亭國貞画 くにさだ

973 五渡亭國貞画 くにさだ

974 五渡亭國貞画 くにさだ

975 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

976 香蝶樓國貞画 くにさだ

977 五渡亭國貞画 くにさだ

978 五渡亭國貞画 くにさだ

979 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

980 五渡亭國貞画 くにさだ

981 五渡亭國貞画 くにさだ

982 五渡亭國貞画 くにさだ

983 五渡亭國貞画 くにさだ



984 五渡亭國貞画 くにさだ

985 五渡亭國貞画 くにさだ

986 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

987 五渡亭國貞画 くにさだ

988 香蝶樓國貞画 くにさだ

989 國貞 くにさだ

990 五渡亭國貞画 くにさだ

991 五渡亭國貞画 くにさだ

992 五渡亭國貞画 くにさだ

993 五渡亭國貞画 くにさだ

994 五渡亭國貞画 くにさだ

995 五渡亭國貞画 くにさだ

996 五渡亭國貞画 くにさだ

997 五渡亭國貞画 くにさだ

998 五渡亭國貞画 くにさだ

999 五渡亭國貞画 くにさだ

1000 五渡亭國貞画 くにさだ

1001 香蝶樓國貞画 くにさだ

1002 五渡亭國貞画 くにさだ

1003 五渡亭國貞画 くにさだ

1004 五渡亭國貞画 くにさだ

1005 五渡亭國貞画 くにさだ

1006 五渡亭國貞画 くにさだ

1007 五渡亭國貞画 くにさだ

1008 五渡亭國貞画 くにさだ

1009 五渡亭國貞画 くにさだ

1010 香蝶樓國貞画 くにさだ

1011 香蝶樓國貞画 くにさだ

1012 香蝶樓國貞画 くにさだ

1013 香蝶樓國貞画 くにさだ

1014 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1015 香蝶樓國貞画 くにさだ

1016 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1017 香蝶樓國貞画 くにさだ

1018 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1019 香蝶樓國貞画 くにさだ

1020 香蝶樓國貞画 くにさだ

1021 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

1022 五渡亭國貞画 くにさだ

1023 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1024 五渡亭國貞画 くにさだ



1025 五渡亭國貞画 くにさだ

1026 五渡亭國貞画 くにさだ

1027 五渡亭國貞画 くにさだ

1028 五渡亭國貞画 くにさだ

1029 五渡亭國貞画 くにさだ

1030 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1031 五渡亭國貞画 くにさだ

1032 香蝶樓國貞画 くにさだ

1033 香蝶樓國貞画 くにさだ

1034 香蝶樓國貞画 くにさだ

1035 香蝶樓國貞画 くにさだ

1036 香蝶樓國貞画 くにさだ

1037 香蝶樓國貞画 くにさだ

1038 香蝶樓國貞画 くにさだ

1039 香蝶樓國貞画 くにさだ

1040 香蝶樓國貞画 くにさだ

1041 香蝶樓國貞画 くにさだ

1042 香蝶樓國貞画 くにさだ

1043 香蝶樓國貞画 くにさだ

1044 香蝶樓國貞画 くにさだ

1045 香蝶樓國貞画 くにさだ

1046 香蝶樓國貞画 くにさだ

1047 香蝶樓國貞画 くにさだ

1048 香蝶樓國貞画 くにさだ

1049 香蝶樓國貞画 くにさだ

1050 香蝶樓國貞画 くにさだ

1051 香蝶樓國貞画 くにさだ

1052 香蝶樓國貞画 くにさだ

1053 香蝶樓國貞画 くにさだ

1054 香蝶樓國貞画 くにさだ

1055 香蝶樓國貞画 くにさだ

1056 香蝶樓國貞画 くにさだ

1057 香蝶樓國貞画 くにさだ

1058 香蝶樓國貞画 くにさだ

1059 香蝶樓國貞画 くにさだ

1060 香蝶樓國貞画 くにさだ

1061 香蝶樓國貞画 くにさだ

1062 香蝶樓國貞画 くにさだ

1063 香蝶樓國貞画 くにさだ

1064 香蝶樓國貞画 くにさだ

1065 香蝶樓國貞画 くにさだ



1066 香蝶樓國貞画 くにさだ

1067 香蝶樓國貞画 くにさだ

1068 五渡亭國貞画 くにさだ

1069 五渡亭國貞画 くにさだ

1070 五渡亭國貞画 くにさだ

1071 五渡亭國貞画 くにさだ

1072 香蝶樓國貞画 くにさだ

1073 香蝶樓國貞画 くにさだ

1074 國貞画 くにさだ

1075 香蝶樓國貞画 くにさだ

1076 香蝶樓國貞画 くにさだ

1077 香蝶樓國貞画 くにさだ

1078 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1079 香蝶樓國貞画 くにさだ

1080 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1081 香蝶樓國貞画 くにさだ

1082 香蝶樓國貞画 くにさだ

1083 香蝶樓國貞画 くにさだ

1084 五渡亭國貞画 くにさだ

1085 五渡亭國貞画 くにさだ

1086 五渡亭國貞画 くにさだ

1087 五渡亭國貞画 くにさだ

1088 五渡亭國貞画 くにさだ

1089 五渡亭國貞画 くにさだ

1090 五渡亭國貞画 くにさだ

1091 五渡亭國貞画 くにさだ

1092 五渡亭國貞画 くにさだ

1093 五渡亭國貞画 くにさだ

1094 五渡亭國貞画 くにさだ

1095 五渡亭國貞画 くにさだ

1096 香蝶樓國貞画 くにさだ

1097 香蝶樓國貞画 くにさだ

1098 香蝶樓國貞画 くにさだ

1099 香蝶樓國貞画 くにさだ

1100 香蝶樓國貞画 くにさだ

1101 香蝶樓國貞画 くにさだ

1102 香蝶樓國貞画 くにさだ

1103 香蝶樓國貞画 くにさだ

1104 五渡亭國貞画 くにさだ

1105 五渡亭國貞画 くにさだ

1106 五渡亭國貞画 くにさだ



1107 香蝶樓國貞画 くにさだ

1108 五渡亭國貞画 くにさだ

1109 五渡亭國貞画 くにさだ

1110 五渡亭國貞画 くにさだ

1111 五渡亭國貞画 くにさだ

1112 五渡亭國貞画 くにさだ

1113 五渡亭國貞画 くにさだ

1114 五渡亭國貞画 くにさだ

1115 五渡亭國貞画 くにさだ

1116 五渡亭國貞画 くにさだ

1117 五渡亭國貞画 くにさだ

1118 五渡亭國貞画 くにさだ

1119 五渡亭國貞画 くにさだ

1120 五渡亭國貞画 くにさだ

1121 五渡亭國貞画 くにさだ

1122 任好五渡亭國貞画 くにさだ

1123 國貞 くにさだ

1124 香蝶樓國貞画 くにさだ

1125 香蝶樓國貞画 くにさだ

1126 香蝶樓國貞画 くにさだ

1127 香蝶樓國貞画 くにさだ

1128 香蝶樓國貞画 くにさだ

1129 香蝶樓國貞画 くにさだ

1130 香蝶樓國貞画 くにさだ

1131 香蝶樓國貞画 くにさだ

1132 香蝶樓國貞画 くにさだ

1133 五渡亭國貞画 くにさだ

1134 香蝶樓國貞画 くにさだ

1135 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1136 香蝶樓國貞画 くにさだ

1137 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1138 香蝶樓國貞画 くにさだ

1139 香蝶樓國貞画 くにさだ

1140 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1141 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1142 五渡亭國貞画 くにさだ

1143 一雄齋國貞画 くにさだ

1144 五渡亭國貞画 くにさだ

1145 五渡亭國貞画 くにさだ

1146 五渡亭國貞画 くにさだ

1147 五渡亭國貞画 くにさだ



1148 五渡亭國貞画 くにさだ

1149 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1150 五渡亭國貞画 くにさだ

1151 五渡亭國貞画 くにさだ

1152 五渡亭國貞画 くにさだ

1153 五渡亭國貞画 くにさだ

1154 五渡亭國貞画 くにさだ

1155 五渡亭國貞画 くにさだ

1156 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1157 五渡亭國貞画 くにさだ

1158 五渡亭國貞画 くにさだ

1159 五渡亭國貞画 くにさだ

1160 五渡亭國貞画 くにさだ

1161 五渡亭國貞画 くにさだ

1162 五渡亭國貞画 くにさだ

1163 五渡亭國貞画 くにさだ

1164 五渡亭國貞画 くにさだ

1165 五渡亭國貞画 くにさだ

1166 五渡亭國貞画 くにさだ

1167 五渡亭國貞画 くにさだ

1168 好ニまかせ國貞画 くにさだ

1169 香蝶樓國貞画 くにさだ

1170 香蝶樓國貞画 くにさだ

1171 香蝶樓國貞画 くにさだ

1172 香蝶樓國貞画 くにさだ

1173 香蝶樓國貞画 くにさだ

1174 香蝶樓國貞画 くにさだ

1175 香蝶樓國貞画 くにさだ

1176 香蝶樓國貞画 くにさだ

1177 香蝶樓國貞画 くにさだ

1178 香蝶樓國貞画 くにさだ

1179 香蝶樓國貞画 くにさだ

1180 五渡亭國貞画 くにさだ

1181 五渡亭國貞画 くにさだ

1182 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1183 香蝶樓國貞画（1786-1864）［Kouchourou KUNISADA ga］くにさだ

1184 五渡亭國貞画 くにさだ

1185 五渡亭國貞画 くにさだ

1186 五渡亭國貞画 くにさだ

1187 國貞 くにさだ

1188 國貞 くにさだ



1189 國貞 くにさだ

1190 五渡亭國貞画 くにさだ

1191 五渡亭國貞画 くにさだ

1192 五渡亭國貞画 くにさだ

1193 五渡亭國貞画 くにさだ

1194 五渡亭國貞画 くにさだ

1195 五渡亭國貞画 くにさだ

1196 香蝶樓國貞画 くにさだ

1197 香蝶樓國貞画 くにさだ

1198 香蝶樓國貞画 くにさだ

1199 香蝶樓國貞画 くにさだ

1200 香蝶樓國貞画 くにさだ

1201 香蝶樓國貞画 くにさだ

1202 五渡亭國貞画 くにさだ

1203 五渡亭國貞画 くにさだ

1204 五渡亭國貞画 くにさだ

1205 五渡亭國貞画 くにさだ

1206 國貞 くにさだ

1207 五渡亭國貞画 くにさだ

1208 五渡亭國貞画 くにさだ

1209 五渡亭國貞画 くにさだ

1210 香蝶樓國貞画 くにさだ

1211 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

1212 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

1213 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

1214 香蝶樓國貞画 くにさだ

1215 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

1216 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

1217 御好に付香蝶樓國貞画 くにさだ

1218 御好ニ付香蝶樓國貞画 くにさだ

1219 香蝶樓國貞画 くにさだ

1220 香蝶樓國貞画 くにさだ

1221 香蝶樓國貞画 くにさだ

1222 香蝶樓國貞画 くにさだ

1223 香蝶樓國貞画 くにさだ

1224 應需國貞画 くにさだ

1225 五渡亭國貞画 くにさだ

1226 香蝶樓國貞画 くにさだ

1227 香蝶樓國貞画 くにさだ

1228 香蝶樓國貞画 くにさだ

1229 香蝶樓國貞画 くにさだ



1230 香蝶樓國貞画 くにさだ

1231 香蝶樓國貞画 くにさだ

1232 香蝶樓國貞画 くにさだ

1233 香蝶樓國貞画 くにさだ

1234 香蝶樓國貞画 くにさだ

1235 香蝶樓國貞画 くにさだ

1236 五渡亭國貞画 くにさだ

1237 香蝶樓國貞画 くにさだ

1238 香蝶樓國貞画 くにさだ

1239 香蝶樓國貞画 くにさだ

1240 香蝶樓國貞画 くにさだ

1241 香蝶樓國貞画 くにさだ

1242 香蝶樓國貞画 くにさだ

1243 香蝶樓國貞画 くにさだ

1244 香蝶樓國貞画 くにさだ

1245 香蝶樓國貞画 くにさだ

1246 香蝶樓國貞画 くにさだ

1247 香蝶樓國貞画 くにさだ

1248 五渡亭國貞画 くにさだ

1249 國貞 くにさだ

1250 五渡亭國貞画 くにさだ

1251 香蝶樓國貞画 くにさだ

1252 國貞 くにさだ

1253 御好に付五渡亭國貞画 くにさだ

1254 五渡亭國貞画 くにさだ

1255 五渡亭國貞画 くにさだ

1256 五渡亭國貞画 くにさだ

1257 五渡亭國貞画 くにさだ

1258 五渡亭國貞画 くにさだ

1259 五渡亭國貞画 くにさだ

1260 五渡亭國貞画 くにさだ

1261 五渡亭國貞画 くにさだ

1262 五渡亭國貞画 くにさだ

1263 五渡亭國貞画 くにさだ

1264 五渡亭國貞画 くにさだ

1265 五渡亭國貞画 くにさだ

1266 五渡亭國貞画 くにさだ

1267 香蝶樓國貞画 くにさだ

1268 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1269 香蝶樓國貞画 くにさだ

1270 香蝶樓國貞画 くにさだ



1271 五渡亭國貞画 くにさだ

1272 五渡亭國貞画 くにさだ

1273 應需五渡亭國貞画 くにさだ

1274 五渡亭國貞画 くにさだ

1275 五渡亭國貞画 くにさだ

1276 五渡亭國貞画 くにさだ

1277 五渡亭國貞画 くにさだ

1278 五渡亭國貞画 くにさだ

1279 五渡亭國貞画 くにさだ

1280 五渡亭國貞画 くにさだ

1281 五渡亭國貞画 くにさだ

1282 五渡亭國貞画 くにさだ

1283 五渡亭國貞画 くにさだ

1284 五渡亭國貞画 くにさだ

1285 五渡亭國貞画 くにさだ

1286 五渡亭國貞画 くにさだ

1287 五渡亭國貞画 くにさだ

1288 五渡亭國貞画 くにさだ

1289 五渡亭國貞画 くにさだ

1290 五渡亭國貞画 くにさだ

1291 御好に付國貞画 くにさだ

1292 御好に付國貞画 くにさだ

1293 御好ニ付國貞画 くにさだ

1294 御好ニ付五渡亭國貞画 くにさだ

1295 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1296 御好ニ付國貞画（1786-1864）くにさだ

1297 御好ニ付五渡亭國貞画 くにさだ

1298 御好に付國貞画 くにさだ

1299 五渡亭國貞画 くにさだ

1300 五渡亭國貞画 くにさだ

1301 御好ニ付五渡亭國貞画 くにさだ

1302 御好ニ付國貞画（1786-1864）くにさだ

1303 御好に付國貞画 くにさだ

1304 御好に付國貞画 くにさだ

1305 御好ニ付國貞画 くにさだ

1306 國貞画御好に付 くにさだ

1307 香蝶樓國貞画 くにさだ

1308 香蝶樓國貞画 くにさだ

1309 香蝶樓國貞画 くにさだ

1310 香蝶樓國貞画 くにさだ

1311 香蝶樓國貞画 くにさだ



1312 香蝶樓國貞画 くにさだ

1313 香蝶樓國貞画 くにさだ

1314 香蝶樓國貞画 くにさだ

1315 香蝶樓國貞画 くにさだ

1316 香蝶樓國貞画 くにさだ

1317 香蝶樓國貞画 くにさだ

1318 五渡亭國貞画 くにさだ

1319 香蝶樓國貞画 くにさだ

1320 香蝶樓國貞画 くにさだ

1321 香蝶樓國貞画 くにさだ

1322 香蝶樓國貞画 くにさだ

1323 五渡亭國貞画 くにさだ

1324 香蝶樓國貞画 くにさだ

1325 香蝶樓國貞画 くにさだ

1326 香蝶樓國貞画 くにさだ

1327 香蝶樓國貞画 くにさだ

1328 香蝶樓國貞画 くにさだ

1329 香蝶樓國貞画 くにさだ

1330 香蝶樓國貞画 くにさだ

1331 香蝶樓國貞画 くにさだ

1332 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1333 香蝶樓國貞画 くにさだ

1334 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1335 香蝶樓國貞画 くにさだ

1336 香蝶樓國貞画 くにさだ

1337 香蝶樓國貞画 くにさだ

1338 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1339 香蝶樓國貞画 くにさだ

1340 香蝶樓國貞画 くにさだ

1341 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1342 五渡亭國貞画（1786-1864) くにさだ

1343 香蝶樓國貞画 くにさだ

1344 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1345 香蝶樓國貞画 くにさだ

1346 香蝶樓國貞画 くにさだ

1347 香蝶樓國貞画 くにさだ

1348 香蝶樓國貞画 くにさだ

1349 香蝶樓國貞画 くにさだ

1350 香蝶樓國貞画 くにさだ

1351 五渡亭國貞画 くにさだ

1352 御好ニ付國貞画 くにさだ



1353 御好ニ付國貞画 くにさだ

1354 御好ニ付國貞画 くにさだ

1355 五渡亭國貞画 くにさだ

1356 五渡亭國貞画 くにさだ

1357 五渡亭國貞画 くにさだ

1358 五渡亭國貞画 くにさだ

1359 五渡亭國貞画 くにさだ

1360 五渡亭國貞画 くにさだ

1361 五渡亭國貞画 くにさだ

1362 五渡亭國貞画 くにさだ

1363 五渡亭國貞画 くにさだ

1364 五渡亭國貞画 くにさだ

1365 五渡亭國貞画 くにさだ

1366 五渡亭國貞画 くにさだ

1367 五渡亭國貞画 くにさだ

1368 五渡亭國貞画 くにさだ

1369 五渡亭國貞画 くにさだ

1370 五渡亭國貞画 くにさだ

1371 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1372 五渡亭國貞画 くにさだ

1373 國貞 くにさだ

1374 五渡亭國貞画 くにさだ

1375 五渡亭國貞画 くにさだ

1376 五渡亭國貞画 くにさだ

1377 香蝶樓國貞画 くにさだ

1378 香蝶樓國貞画 くにさだ

1379 香蝶樓國貞画 くにさだ

1380 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1381 香蝶樓國貞画 くにさだ

1382 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1383 香蝶樓國貞画 くにさだ

1384 五渡亭國貞画 くにさだ

1385 五渡亭國貞画 くにさだ

1386 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1387 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

1388 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1389 五渡亭國貞画 くにさだ

1390 五渡亭國貞画 くにさだ

1391 五渡亭國貞画 くにさだ

1392 五渡亭國貞画 くにさだ

1393 五渡亭國貞画 くにさだ



1394 五渡亭國貞画 くにさだ

1395 五渡亭國貞画 くにさだ

1396 五渡亭國貞画 くにさだ

1397 五渡亭國貞画 くにさだ

1398 五渡亭國貞画 くにさだ

1399 五渡亭國貞画 くにさだ

1400 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

1401 香蝶樓國貞画 くにさだ

1402 香蝶樓國貞画 くにさだ

1403 香蝶樓國貞画 くにさだ

1404 香蝶樓國貞画 くにさだ

1405 香蝶樓國貞画 くにさだ

1406 香蝶樓國貞画 くにさだ

1407 香蝶樓國貞画 くにさだ

1408 香蝶樓國貞画 くにさだ

1409 香蝶樓國貞画 くにさだ

1410 香蝶樓國貞画 くにさだ

1411 香蝶樓國貞画 くにさだ

1412 香蝶樓國貞画 くにさだ

1413 香蝶樓國貞画 くにさだ

1414 香蝶樓國貞画 くにさだ

1415 香蝶樓國貞画 くにさだ

1416 香蝶樓國貞画 くにさだ

1417 香蝶樓國貞画 くにさだ

1418 任好五渡亭國貞画 くにさだ

1419 任好五渡亭國貞画 くにさだ

1420 任好五渡亭國貞画 くにさだ

1421 五渡亭國貞画 くにさだ

1422 任好五渡亭國貞画 くにさだ

1423 香蝶樓國貞画 くにさだ

1424 香蝶樓國貞画 くにさだ

1425 香蝶樓國貞画 くにさだ

1426 香蝶樓國貞画 くにさだ

1427 香蝶樓國貞画（1786-1864) くにさだ

1428 香蝶樓國貞画 くにさだ

1429 香蝶樓國貞画 くにさだ

1430 香蝶樓國貞画 くにさだ

1431 香蝶樓國貞画 くにさだ

1432 五渡亭國貞画 くにさだ

1433 五渡亭國貞画 くにさだ

1434 五渡亭國貞画 くにさだ



1435 五渡亭國貞画 くにさだ

1436 五渡亭國貞画 くにさだ

1437 五渡亭國貞画 くにさだ

1438 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1439 五渡亭國貞画 くにさだ

1440 五渡亭國貞画 くにさだ

1441 五渡亭國貞画 くにさだ

1442 五渡亭國貞画 くにさだ

1443 五渡亭國貞画 くにさだ

1444 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1445 五渡亭國貞画 くにさだ

1446 五渡亭國貞画 くにさだ

1447 五渡亭國貞画 くにさだ

1448 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1449 五渡亭國貞画 くにさだ

1450 五渡亭國貞画 くにさだ

1451 五渡亭國貞画 くにさだ

1452 五渡亭國貞画 くにさだ

1453 五渡亭國貞画 くにさだ

1454 五渡亭國貞画 くにさだ

1455 五渡亭國貞画 くにさだ

1456 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1457 五渡亭國貞画 くにさだ

1458 五渡亭國貞画 くにさだ

1459 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1460 五渡亭國貞画 くにさだ

1461 五渡亭國貞画 くにさだ

1462 五渡亭國貞画 くにさだ

1463 五渡亭國貞画 くにさだ

1464 五渡亭國貞画 くにさだ

1465 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1466 五渡亭國貞画 くにさだ

1467 五渡亭國貞画 くにさだ

1468 五渡亭國貞画 くにさだ

1469 五渡亭國貞画 くにさだ

1470 五渡亭國貞画 くにさだ

1471 五渡亭國貞画 くにさだ

1472 五渡亭國貞画 くにさだ

1473 五渡亭國貞画 くにさだ

1474 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1475 五渡亭國貞画 　 くにさだ　



1476 五渡亭國貞画 くにさだ

1477 五渡亭國貞画 くにさだ

1478 五渡亭國貞画 くにさだ

1479 五渡亭國貞画 くにさだ

1480 五渡亭國貞画 くにさだ

1481 五渡亭國貞画 くにさだ

1482 五渡亭國貞画 くにさだ

1483 五渡亭國貞画 くにさだ

1484 五渡亭國貞画 くにさだ

1485 五渡亭國貞画 くにさだ

1486 五渡亭國貞画 くにさだ

1487 五渡亭國貞画 くにさだ

1488 五渡亭國貞画 くにさだ

1489 五渡亭國貞画 くにさだ

1490 五渡亭國貞画 くにさだ

1491 五渡亭國貞画 くにさだ

1492 五渡亭國貞画 くにさだ

1493 五渡亭國貞画 くにさだ

1494 五渡亭國貞画 くにさだ

1495 五渡亭國貞畫 くにさだ

1496 五渡亭國貞画 くにさだ

1497 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1498 五渡亭國貞画 くにさだ

1499 五渡亭國貞畫 くにさだ

1500 五渡亭國貞画 くにさだ

1501 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1502 五渡亭國貞畫 くにさだ

1503 五渡亭國貞画 くにさだ

1504 五渡亭國貞畫 くにさだ

1505 五渡亭國貞画 くにさだ

1506 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1507 五渡亭國貞畫 くにさだ

1508 五渡亭國貞画 くにさだ

1509 五渡亭國貞画 くにさだ

1510 香蝶樓國貞画 くにさだ

1511 香蝶樓國貞画 くにさだ

1512 香蝶樓國貞画 くにさだ

1513 香蝶樓國貞画 くにさだ

1514 香蝶樓國貞画 くにさだ

1515 香蝶樓國貞画 くにさだ

1516 香蝶樓國貞画 くにさだ



1517 香蝶樓國貞画 くにさだ

1518 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1519 香蝶樓國貞画 くにさだ

1520 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1521 香蝶樓國貞画 くにさだ

1522 香蝶樓國貞画 くにさだ

1523 香蝶樓國貞画 くにさだ

1524 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1525 香蝶樓國貞画 くにさだ

1526 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1527 香蝶樓國貞画 くにさだ

1528 香蝶樓國貞画 くにさだ

1529 香蝶樓國貞画 くにさだ

1530 香蝶樓國貞画 くにさだ

1531 香蝶樓國貞画 くにさだ

1532 香蝶樓國貞画 くにさだ

1533 香蝶樓國貞画 くにさだ

1534 香蝶樓國貞画 くにさだ

1535 香蝶樓國貞画 くにさだ

1536 香蝶樓國貞画 くにさだ

1537 香蝶樓國貞画 くにさだ

1538 香蝶樓國貞画 くにさだ

1539 香蝶樓國貞画 くにさだ

1540 御好に付國貞画 くにさだ

1541 御好ニ付國貞画 くにさだ

1542 御好ニ付國貞画 くにさだ

1543 御好ニ付國貞画 くにさだ

1544 五渡亭國貞画 くにさだ

1545 五渡亭國貞画 くにさだ

1546 五渡亭國貞画 くにさだ

1547 五渡亭國貞画 くにさだ

1548 五渡亭國貞画 くにさだ

1549 五渡亭國貞画 くにさだ

1550 五渡亭國貞画 くにさだ

1551 五渡亭國貞画 くにさだ

1552 國貞 くにさだ

1553 五渡亭國貞画 くにさだ

1554 五渡亭國貞画 くにさだ

1555 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1556 五渡亭國貞画 くにさだ

1557 五渡亭國貞画 くにさだ



1558 五渡亭國貞画 くにさだ

1559 五渡亭國貞画 くにさだ

1560 五渡亭國貞画 くにさだ

1561 五渡亭國貞画 くにさだ

1562 五渡亭國貞画 くにさだ

1563 五渡亭國貞画 くにさだ

1564 五渡亭國貞画 くにさだ

1565 五渡亭國貞画 くにさだ

1566 應需國貞画 くにさだ

1567 應需國貞画 くにさだ

1568 應需國貞画 くにさだ

1569 應需國貞画 くにさだ

1570 應需國貞画 くにさだ

1571 香蝶樓國貞画 くにさだ

1572 香蝶樓國貞画 くにさだ

1573 香蝶樓國貞画 くにさだ

1574 香蝶樓國貞画 くにさだ

1575 香蝶樓國貞画 くにさだ

1576 香蝶樓國貞画 くにさだ

1577 香蝶樓國貞画 くにさだ

1578 香蝶樓國貞画 くにさだ

1579 香蝶樓國貞画 くにさだ

1580 香蝶樓國貞画 くにさだ

1581 五渡亭國貞画 くにさだ

1582 五渡亭國貞画 くにさだ

1583 五渡亭國貞画 くにさだ

1584 五渡亭國貞画 くにさだ

1585 五渡亭國貞画 くにさだ

1586 五渡亭國貞画 くにさだ

1587 五渡亭國貞画 くにさだ

1588 五渡亭國貞画 くにさだ

1589 五渡亭國貞画 くにさだ

1590 五渡亭國貞画 くにさだ

1591 五渡亭國貞画 くにさだ

1592 五渡亭國貞画 くにさだ

1593 五渡亭國貞画 くにさだ

1594 香蝶樓國貞画 くにさだ

1595 香蝶樓國貞画 くにさだ

1596 香蝶樓國貞画 くにさだ

1597 香蝶樓國貞画 くにさだ

1598 香蝶樓國貞画 くにさだ



1599 香蝶樓國貞画 くにさだ

1600 應需五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ

1601 東都應需國貞画 くにさだ

1602 國貞 くにさだ

1603 國貞 くにさだ

1604 國貞 くにさだ

1605 國貞 くにさだ

1606 五渡亭國貞画 くにさだ

1607 五渡亭國貞画 くにさだ

1608 五渡亭國貞画 くにさだ

1609 五渡亭國貞画 くにさだ

1610 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1611 五渡亭國貞画 くにさだ

1612 五渡亭國貞画 くにさだ

1613 五渡亭國貞画 くにさだ

1614 五渡亭國貞画 くにさだ

1615 五渡亭國貞画 くにさだ

1616 五渡亭國貞画 くにさだ

1617 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1618 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1619 香蝶樓國貞画 くにさだ

1620 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1621 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1622 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1623 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1624 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1625 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1626 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1627 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1628 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1629 五渡亭國貞画 くにさだ

1630 五渡亭國貞画 くにさだ

1631 香蝶樓國貞画 くにさだ

1632 五渡亭國貞画 くにさだ

1633 香蝶樓國貞画 くにさだ

1634 香蝶樓國貞画 くにさだ

1635 香蝶樓國貞画 くにさだ

1636 香蝶樓國貞画 くにさだ

1637 五渡亭國貞画 くにさだ

1638 香蝶樓國貞画 くにさだ

1639 香蝶樓國貞画 くにさだ



1640 香蝶樓國貞画 くにさだ

1641 香蝶樓國貞画 くにさだ

1642 五渡亭國貞画 くにさだ

1643 香蝶樓國貞画 くにさだ

1644 香蝶樓國貞画 くにさだ

1645 香蝶樓國貞画 くにさだ

1646 五渡亭國貞画 くにさだ

1647 香蝶樓國貞画 くにさだ

1648 香蝶樓國貞画 くにさだ

1649 香蝶樓國貞画 くにさだ

1650 五渡亭國貞画 くにさだ

1651 香蝶樓國貞画 くにさだ

1652 香蝶樓國貞画 くにさだ

1653 香蝶樓國貞画 くにさだ

1654 香蝶樓國貞画 くにさだ

1655 香蝶樓國貞画 くにさだ

1656 香蝶樓國貞画 くにさだ

1657 應需國貞画 くにさだ

1658 香蝶樓國貞画 くにさだ

1659 香蝶樓國貞画 くにさだ

1660 香蝶樓國貞画 くにさだ

1661 香蝶樓國貞画 くにさだ

1662 香蝶樓國貞画 くにさだ

1663 香蝶樓國貞画 くにさだ

1664 香蝶樓國貞画 くにさだ

1665 香蝶樓國貞画 くにさだ

1666 香蝶樓國貞画 くにさだ

1667 香蝶樓國貞画 くにさだ

1668 香蝶樓國貞画 くにさだ

1669 香蝶樓國貞画 くにさだ

1670 香蝶樓國貞画　 くにさだ

1671 香蝶樓國貞画 くにさだ

1672 香蝶樓國貞画 くにさだ

1673 香蝶樓國貞画 くにさだ

1674 香蝶樓國貞画 くにさだ

1675 香蝶樓國貞画 くにさだ

1676 香蝶樓國貞画 くにさだ

1677 香蝶樓國貞画 くにさだ

1678 香蝶樓國貞画 くにさだ

1679 香蝶樓國貞画 くにさだ

1680 香蝶樓國貞画 くにさだ



1681 香蝶樓國貞画 くにさだ

1682 香蝶樓國貞画 くにさだ

1683 香蝶樓國貞画 くにさだ

1684 香蝶樓國貞画 くにさだ

1685 香蝶樓國貞画 くにさだ

1686 香蝶樓國貞画 くにさだ

1687 香蝶樓國貞画 くにさだ

1688 香蝶樓國貞画 くにさだ

1689 香蝶樓國貞画 くにさだ

1690 香蝶樓國貞画 くにさだ

1691 香蝶樓國貞画 くにさだ

1692 香蝶樓國貞画 くにさだ

1693 香蝶樓國貞画 くにさだ

1694 香蝶樓國貞画 くにさだ

1695 香蝶樓國貞画 くにさだ

1696 香蝶樓國貞画 くにさだ

1697 香蝶樓國貞画 くにさだ

1698 五渡亭國貞画 くにさだ

1699 五渡亭國貞画 くにさだ

1700 五渡亭國貞画 くにさだ

1701 五渡亭國貞画 くにさだ

1702 五渡亭國貞画 くにさだ

1703 五渡亭國貞画 くにさだ

1704 五渡亭國貞画 くにさだ

1705 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1706 五渡亭國貞画 くにさだ

1707 五渡亭國貞画 くにさだ

1708 五渡亭國貞画 くにさだ

1709 五渡亭國貞画 くにさだ

1710 五渡亭國貞画 くにさだ

1711 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1712 五渡亭國貞画 くにさだ

1713 五渡亭國貞画 くにさだ

1714 五渡亭國貞画 くにさだ

1715 五渡亭國貞画 くにさだ

1716 五渡亭國貞画 くにさだ

1717 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1718 五渡亭國貞画 くにさだ

1719 五渡亭國貞画 くにさだ

1720 五渡亭國貞画 くにさだ

1721 五渡亭國貞画 くにさだ



1722 五渡亭國貞画 くにさだ

1723 五渡亭國貞画 くにさだ

1724 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1725 五渡亭國貞画 くにさだ

1726 五渡亭國貞画 くにさだ

1727 五渡亭國貞画 くにさだ

1728 五渡亭國貞画 くにさだ

1729 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1730 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1731 五渡亭國貞画 くにさだ

1732 五渡亭國貞画 くにさだ

1733 五渡亭國貞画 くにさだ

1734 五渡亭國貞画 くにさだ

1735 五渡亭國貞画 くにさだ

1736 五渡亭國貞画 くにさだ

1737 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1738 五渡亭國貞画 くにさだ

1739 五渡亭國貞画 くにさだ

1740 五渡亭國貞画 くにさだ

1741 五渡亭國貞画 くにさだ

1742 五渡亭國貞画 くにさだ

1743 五渡亭國貞画 くにさだ

1744 五渡亭國貞画 くにさだ

1745 五渡亭國貞画 くにさだ

1746 五渡亭國貞画 くにさだ

1747 五渡亭國貞画 くにさだ

1748 五渡亭國貞画 くにさだ

1749 五渡亭國貞画 くにさだ

1750 五渡亭國貞画 くにさだ

1751 五渡亭國貞画 くにさだ

1752 香蝶樓國貞画 くにさだ

1753 香蝶樓國貞画 くにさだ

1754 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1755 香蝶樓國貞画 くにさだ

1756 香蝶樓國貞画 くにさだ

1757 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1758 香蝶樓國貞画 くにさだ

1759 香蝶樓國貞画 くにさだ

1760 香蝶樓國貞画 くにさだ

1761 香蝶樓國貞画 くにさだ

1762 香蝶樓國貞画 くにさだ



1763 香蝶樓國貞画 くにさだ

1764 香蝶樓國貞画 くにさだ

1765 五渡亭國貞画 くにさだ

1766 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1767 香蝶樓國貞画 くにさだ

1768 香蝶樓國貞画 くにさだ

1769 香蝶樓國貞画 くにさだ

1770 香蝶樓國貞画 くにさだ

1771 香蝶樓國貞画 くにさだ

1772 香蝶樓國貞画 くにさだ

1773 五渡亭國貞画 くにさだ

1774 五渡亭國貞画 くにさだ

1775 香蝶樓國貞画 くにさだ

1776 香蝶樓國貞画 くにさだ

1777 香蝶樓國貞画 くにさだ

1778 香蝶樓國貞画 くにさだ

1779 香蝶樓國貞画 くにさだ

1780 香蝶樓國貞画 くにさだ

1781 五渡亭國貞画 くにさだ

1782 香蝶樓國貞画 くにさだ

1783 香蝶樓國貞画 くにさだ

1784 香蝶樓國貞画 くにさだ

1785 五渡亭國貞画 くにさだ

1786 五渡亭國貞画 くにさだ

1787 五渡亭國貞画 くにさだ

1788 五渡亭國貞画 くにさだ

1789 五渡亭國貞画 くにさだ

1790 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

1791 五渡亭國貞画 くにさだ

1792 五渡亭國貞画 くにさだ

1793 五渡亭國貞画 くにさだ

1794 五渡亭國貞画 くにさだ

1795 五渡亭國貞画 くにさだ

1796 五渡亭國貞画 くにさだ

1797 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

1798 五渡亭國貞画 くにさだ

1799 五渡亭國貞画 くにさだ

1800 五渡亭國貞画 くにさだ

1801 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ1

1802 五渡亭國貞画 くにさだ

1803 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ



1804 五渡亭國貞画 くにさだ

1805 五渡亭國貞画 くにさだ

1806 五渡亭國貞画 くにさだ

1807 （五渡亭國貞画） くにさだ

1808 五渡亭國貞画 くにさだ

1809 五渡亭國貞画 くにさだ

1810 五渡亭國貞画 くにさだ

1811 五渡亭國貞画 くにさだ

1812 五渡亭國貞画 くにさだ

1813 五渡亭國貞画 くにさだ

1814 香蝶樓國貞画 くにさだ

1815 應需國貞画 くにさだ

1816 五渡亭國貞画 くにさだ

1817 應需國貞画 くにさだ

1818 香蝶樓國貞画 くにさだ

1819 應需國貞画 くにさだ

1820 五渡亭國貞画 くにさだ

1821 香蝶樓國貞画 くにさだ

1822 五渡亭國貞画 くにさだ

1823 五渡亭國貞画 くにさだ

1824 五渡亭國貞画 くにさだ

1825 五渡亭國貞画 くにさだ

1826 五渡亭國貞画 くにさだ

1827 五渡亭國貞画 くにさだ

1828 五渡亭國貞画 くにさだ

1829 五渡亭國貞画 くにさだ

1830 香蝶國貞画 くにさだ

1831 香蝶樓國貞画 くにさだ

1832 應好國貞画 くにさだ

1833 五渡亭國貞画 くにさだ

1834 應好國貞画 くにさだ

1835 應好國貞画 くにさだ

1836 應好國貞画 くにさだ

1837 五渡亭國貞画 くにさだ

1838 五渡亭國貞画 くにさだ

1839 五渡亭國貞画 くにさだ

1840 五渡亭國貞画 くにさだ

1841 五渡亭國貞画 くにさだ

1842 五渡亭國貞画 くにさだ

1843 五渡亭國貞画 くにさだ

1844 五渡亭國貞画 くにさだ



1845 五渡亭國貞画 くにさだ

1846 香蝶樓國貞画 くにさだ

1847 香蝶樓國貞画 くにさだ

1848 香蝶樓國貞画 くにさだ

1849 五渡亭國貞画 くにさだ

1850 五渡亭國貞画 くにさだ

1851 五渡亭國貞画 くにさだ

1852 國貞画 くにさだ

1853 五渡亭國貞画 くにさだ

1854 五渡亭國貞画 くにさだ

1855 五渡亭國貞画 くにさだ

1856 五渡亭國貞画 くにさだ

1857 香蝶樓國貞画 くにさだ

1858 五渡亭國貞画 くにさだ

1859 應需國貞画（1786-1864） くにさだ

1860 國貞 くにさだ

1861 應需國貞画 くにさだ

1862 國貞 くにさだ

1863 香蝶樓國貞画 くにさだ

1864 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1865 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1866 香蝶樓國貞画 くにさだ

1867 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1868 香蝶樓國貞画 くにさだ

1869 國貞画 くにさだ

1870 香蝶樓國貞画 くにさだ

1871 國貞画（1786-1864） くにさだ

1872 五渡亭國貞画 くにさだ

1873 國貞画（1786-1864） くにさだ

1874 五渡亭國貞画 くにさだ

1875 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1876 五渡亭國貞画 くにさだ

1877 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1878 香蝶樓國貞画 くにさだ

1879 香蝶樓國貞画 くにさだ

1880 香蝶樓國貞画 くにさだ

1881 國貞 くにさだ

1882 好ニよりて國貞画（1786-1864）くにさだ

1883 五渡亭國貞画 くにさだ

1884 國貞 くにさだ

1885 一雄齋國貞画 くにさだ



1886 國貞 くにさだ

1887 五渡亭國貞画 くにさだ

1888 香蝶樓國貞画 くにさだ

1889 香蝶樓國貞画 くにさだ

1890 國貞画（1786-1864） くにさだ

1891 五渡亭國貞画 くにさだ

1892 香蝶樓國貞画 くにさだ

1893 香蝶樓國貞画 くにさだ

1894 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1895 五渡亭國貞画 くにさだ

1896 五渡亭國貞画 くにさだ

1897 香蝶樓國貞画 くにさだ

1898 香蝶樓國貞画 くにさだ

1899 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1900 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1901 五渡亭國貞画 くにさだ

1902 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1903 好によりて香蝶樓國貞画 くにさだ

1904 應需國貞画 くにさだ

1905 國貞 くにさだ

1906 國貞 くにさだ

1907 香蝶樓國貞画 くにさだ

1908 應需國貞画 くにさだ

1909 應需國貞画 くにさだ

1910 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1911 五渡亭國貞画 くにさだ

1912 應需國貞画 くにさだ

1913 五渡亭國貞画 くにさだ

1914 五渡亭國貞画 くにさだ

1915 五渡亭國貞画 くにさだ

1916 香蝶樓國貞画 くにさだ

1917 香蝶樓國貞画 くにさだ

1918 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1919 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

1920 五渡亭國貞画 くにさだ

1921 應需國貞画 くにさだ

1922 五渡亭國貞画 くにさだ

1923 五渡亭國貞画 くにさだ

1924 五渡亭國貞画 くにさだ

1925 香蝶樓國貞画 くにさだ

1926 五渡亭國貞画 くにさだ



1927 一雄濟國貞画 くにさだ

1928 五渡亭國貞画 くにさだ

1929 五渡亭國貞画 くにさだ

1930 五渡亭國貞画 くにさだ

1931 五渡亭國貞画 くにさだ

1932 五渡亭國貞画 くにさだ

1933 國貞画 くにさだ

1934 五渡亭國貞画 くにさだ

1935 五渡亭國貞画 くにさだ

1936 五渡亭國貞画 くにさだ

1937 五渡亭國貞画 くにさだ

1938 五渡亭國貞画 くにさだ

1939 五渡亭國貞画 くにさだ

1940 香蝶樓國貞画 くにさだ

1941 香蝶樓國貞画 くにさだ

1942 香蝶樓國貞画 くにさだ

1943 香蝶樓國貞画 くにさだ

1944 五渡亭國貞画 くにさだ

1945 五渡亭國貞画 くにさだ

1946 五渡亭國貞画 くにさだ

1947 五渡亭國貞画 くにさだ

1948 五渡亭國貞画 くにさだ

1949 香蝶樓國貞画 くにさだ

1950 香蝶樓國貞画 くにさだ

1951 香蝶樓國貞画 くにさだ

1952 香蝶樓國貞画 くにさだ

1953 五渡亭國貞画 くにさだ

1954 應需國貞画 くにさだ

1955 五渡亭國貞画 くにさだ

1956 五渡亭國貞画 くにさだ

1957 五渡亭國貞画 くにさだ

1958 香蝶樓國貞画 くにさだ

1959 五渡亭國貞画 くにさだ

1960 五渡亭國貞画 くにさだ

1961 香蝶樓國貞画 くにさだ

1962 國貞 くにさだ

1963 香蝶樓國貞画 くにさだ

1964 五渡亭國貞画 くにさだ

1965 五渡亭國貞画 くにさだ

1966 香蝶樓國貞画 くにさだ

1967 國貞 くにさだ



1968 香蝶樓國貞画 くにさだ

1969 五渡亭國貞画 くにさだ

1970 香蝶樓國貞画 くにさだ

1971 五渡亭國貞画 くにさだ

1972 五渡亭國貞画 くにさだ

1973 五渡亭國貞画 くにさだ

1974 五渡亭國貞画 くにさだ

1975 香蝶樓國貞画 くにさだ

1976 五渡亭國貞画 くにさだ

1977 香蝶樓國貞画 くにさだ

1978 五渡亭國貞画 くにさだ

1979 五渡亭國貞画 くにさだ

1980 五渡亭國貞画 くにさだ

1981 國貞 くにさだ

1982 香蝶樓國貞画 くにさだ

1983 五渡亭國貞画 くにさだ

1984 五渡亭國貞画 くにさだ

1985 五渡亭國貞画 くにさだ

1986 五渡亭國貞画 くにさだ

1987 五渡亭國貞画 くにさだ

1988 五渡亭國貞画 くにさだ

1989 應需國貞画 くにさだ

1990 五渡亭國貞画 くにさだ

1991 五渡亭國貞画 くにさだ

1992 五渡亭國貞画 くにさだ

1993 國貞 くにさだ

1994 香蝶樓國貞画 くにさだ

1995 五渡亭國貞画 くにさだ

1996 五渡亭國貞画 くにさだ

1997 御好に付香蝶樓國貞画 くにさだ

1998 五渡亭國貞画 くにさだ

1999 五渡亭國貞画 くにさだ

2000 五渡亭國貞画 くにさだ

2001 香蝶樓國貞画 くにさだ

2002 五渡亭國貞画 くにさだ

2003 應需國貞画 くにさだ

2004 應需國貞画 くにさだ

2005 五渡亭國貞画 くにさだ

2006 五渡亭國貞画 くにさだ

2007 五渡亭國貞画 くにさだ

2008 五渡亭國貞画 くにさだ



2009 國貞画 くにさだ

2010 香蝶樓國貞画 くにさだ

2011 香蝶樓國貞画 くにさだ

2012 東都國貞画 くにさだ

2013 香蝶樓國貞画 くにさだ

2014 五渡亭國貞画 くにさだ

2015 五渡亭國貞画 くにさだ

2016 五渡亭國貞画 くにさだ

2017 五渡亭國貞画 くにさだ

2018 香蝶樓國貞画 くにさだ

2019 香蝶樓國貞画 くにさだ

2020 香蝶樓國貞画 くにさだ

2021 香蝶樓國貞画 くにさだ

2022 五渡亭國貞画 くにさだ

2023 五渡亭國貞画 くにさだ

2024 五渡亭國貞画 くにさだ

2025 五渡亭國貞画 くにさだ

2026 香蝶樓國貞画 くにさだ

2027 香蝶樓國貞画 くにさだ

2028 香蝶樓國貞画 くにさだ

2029 香蝶樓國貞画 くにさだ

2030 香蝶樓國貞画 くにさだ

2031 五渡亭國貞画 くにさだ

2032 香蝶樓國貞画 くにさだ

2033 香蝶樓國貞画 くにさだ

2034 五渡亭國貞画 くにさだ

2035 五渡亭國貞画 くにさだ

2036 五渡亭國貞画 くにさだ

2037 五渡亭國貞画 くにさだ

2038 國貞 くにさだ

2039 五渡亭國貞画 くにさだ

2040 五渡亭國貞画 くにさだ

2041 五渡亭國貞画 くにさだ

2042 五渡亭國貞画 くにさだ

2043 五渡亭國貞画 くにさだ

2044 五渡亭國貞画 くにさだ

2045 五渡亭國貞画 くにさだ

2046 五渡亭國貞画 くにさだ

2047 國貞画 くにさだ

2048 香蝶樓國貞画 くにさだ

2049 香蝶樓國貞画 くにさだ



2050 國貞画 くにさだ

2051 香蝶樓國貞画 くにさだ

2052 香蝶樓國貞画 くにさだ

2053 香蝶樓國貞画 くにさだ

2054 香蝶樓國貞画 くにさだ

2055 香蝶樓國貞画 くにさだ

2056 應需國貞画 くにさだ

2057 香蝶樓國貞画 くにさだ

2058 五渡亭國貞画 くにさだ

2059 五渡亭國貞画 くにさだ

2060 五渡亭國貞画 くにさだ

2061 五渡亭國貞画 くにさだ

2062 五渡亭國貞画 くにさだ

2063 五渡亭國貞画 くにさだ

2064 五渡亭國貞画 くにさだ

2065 香蝶樓國貞画 くにさだ

2066 五渡亭國貞画 くにさだ

2067 五渡亭國貞画 くにさだ

2068 五渡亭國貞画 くにさだ

2069 五渡亭國貞画 くにさだ

2070 五渡亭國貞画 くにさだ

2071 五渡亭國貞画 くにさだ

2072 五渡亭國貞画 くにさだ

2073 五渡亭國貞画 くにさだ

2074 五渡亭國貞画 くにさだ

2075 五渡亭國貞画 くにさだ

2076 五渡亭國貞画 くにさだ

2077 五渡亭國貞画 くにさだ

2078 五渡亭國貞画 くにさだ

2079 五渡亭國貞画 くにさだ

2080 五渡亭國貞画 くにさだ

2081 五渡亭國貞画 くにさだ

2082 五渡亭國貞画 くにさだ

2083 五渡亭國貞画 くにさだ

2084 五渡亭國貞画 くにさだ

2085 五渡亭國貞画 くにさだ

2086 五渡亭國貞画 くにさだ

2087 五渡亭國貞画 くにさだ

2088 五渡亭國貞画 くにさだ

2089 五渡亭國貞画 くにさだ

2090 五渡亭國貞画 くにさだ



2091 五渡亭國貞画 くにさだ

2092 五渡亭國貞画 くにさだ

2093 五渡亭國貞画 くにさだ

2094 五渡亭國貞画 くにさだ

2095 五渡亭國貞画 くにさだ

2096 五渡亭國貞画 くにさだ

2097 五渡亭國貞画 くにさだ

2098 五渡亭國貞画 くにさだ

2099 五渡亭國貞画 くにさだ

2100 五渡亭國貞画 くにさだ

2101 國貞画 くにさだ

2102 五渡亭國貞画 くにさだ

2103 五渡亭國貞画 くにさだ

2104 五渡亭國貞画 くにさだ

2105 五渡亭國貞画 くにさだ

2106 香蝶樓國貞画 くにさだ

2107 香蝶樓國貞画 くにさだ

2108 香蝶樓國貞画 くにさだ

2109 五渡亭國貞画 くにさだ

2110 香蝶樓國貞画 くにさだ

2111 香蝶樓國貞画 くにさだ

2112 香蝶樓國貞画 くにさだ

2113 香蝶樓國貞画 くにさだ

2114 香蝶國貞画 くにさだ

2115 香蝶樓國貞画 くにさだ

2116 香蝶樓國貞画 くにさだ

2117 香蝶樓國貞画 くにさだ

2118 五渡亭國貞画 くにさだ

2119 香蝶樓國貞画 くにさだ

2120 五渡亭國貞画 くにさだ

2121 香蝶樓國貞画 くにさだ

2122 五渡亭國貞画 くにさだ

2123 五渡亭國貞画 くにさだ

2124 國貞 くにさだ

2125 國貞画 くにさだ

2126 五渡亭國貞画 くにさだ

2127 香蝶樓國貞画 くにさだ

2128 五渡亭國貞画 くにさだ

2129 五渡亭國貞画 くにさだ

2130 五渡亭國貞画 くにさだ

2131 一雄齋國貞画 くにさだ



2132 五渡亭國貞画 くにさだ

2133 五渡亭國貞画 くにさだ

2134 香蝶樓國貞画 くにさだ

2135 香蝶樓國貞画 くにさだ

2136 香蝶樓國貞画 くにさだ

2137 五渡亭國貞画 くにさだ

2138 國貞画 くにさだ

2139 五渡亭國貞画 くにさだ

2140 香蝶樓國貞画 くにさだ

2141 香蝶樓國貞画 くにさだ

2142 香蝶樓國貞画 くにさだ

2143 五渡亭國貞画 くにさだ

2144 五渡亭國貞画 くにさだ

2145 香蝶樓國貞画 くにさだ

2146 香蝶樓國貞画 くにさだ

2147 香蝶樓國貞画 くにさだ

2148 國貞画 くにさだ

2149 香蝶樓國貞画 くにさだ

2150 五渡亭國貞画 くにさだ

2151 五渡亭國貞画 くにさだ

2152 五渡亭國貞画 くにさだ

2153 香蝶樓國貞画 くにさだ

2154 一雄齋國貞画 くにさだ

2155 香蝶樓國貞画 くにさだ

2156 五渡亭國貞画 くにさだ

2157 五渡亭國貞画 くにさだ

2158 香蝶樓國貞画 くにさだ

2159 一雄齋國貞画 くにさだ

2160 五渡亭國貞画 くにさだ

2161 香蝶樓國貞画 くにさだ

2162 五渡亭國貞画 くにさだ

2163 香蝶樓國貞画 くにさだ

2164 香蝶樓國貞画 くにさだ

2165 五渡亭國貞画 くにさだ

2166 五渡亭國貞画 くにさだ

2167 香蝶樓國貞画 くにさだ

2168 香蝶樓國貞画 くにさだ

2169 香蝶樓國貞画 くにさだ

2170 五渡亭國貞画 くにさだ

2171 香蝶樓國貞画 くにさだ

2172 五渡亭國貞画 くにさだ



2173 香蝶樓國貞画 くにさだ

2174 五渡亭國貞画 くにさだ

2175 香蝶樓國貞画 くにさだ

2176 五渡亭國貞画 くにさだ

2177 香蝶樓國貞画 くにさだ

2178 五渡亭國貞画 くにさだ

2179 香蝶樓國貞画 くにさだ

2180 香蝶樓國貞画 くにさだ

2181 國貞画 くにさだ

2182 五渡亭國貞画 くにさだ

2183 五渡亭國貞画 くにさだ

2184 五渡亭國貞画 くにさだ

2185 一雄齋國貞画 くにさだ

2186 五渡亭國貞画 くにさだ

2187 國貞画 くにさだ

2188 五渡亭國貞画 くにさだ

2189 五渡亭國貞画 くにさだ

2190 五渡亭國貞画 くにさだ

2191 五渡亭國貞画 くにさだ

2192 國貞画 くにさだ

2193 五渡亭國貞画 くにさだ

2194 國貞 くにさだ

2195 國貞 くにさだ

2196 五渡亭國貞画 くにさだ

2197 五渡亭國貞画 くにさだ

2198 五渡亭國貞画 くにさだ

2199 五渡亭國貞画 くにさだ

2200 五渡亭國貞画 くにさだ

2201 五渡亭國貞画 くにさだ

2202 一雄齋國貞画 くにさだ

2203 五渡亭國貞画 くにさだ

2204 國貞画 くにさだ

2205 五渡亭國貞画 くにさだ

2206 五渡亭國貞画 くにさだ

2207 五渡亭國貞画 くにさだ

2208 五渡亭國貞画 くにさだ

2209 五渡亭國貞画 くにさだ

2210 五渡亭國貞画 くにさだ

2211 五渡亭國貞画 くにさだ

2212 五渡亭國貞画 くにさだ

2213 五渡亭國貞画 くにさだ



2214 五渡亭國貞画 くにさだ

2215 五渡亭國貞画 くにさだ

2216 五渡亭國貞画 くにさだ

2217 五渡亭國貞画 くにさだ

2218 五渡亭國貞画 くにさだ

2219 五渡亭國貞画 くにさだ

2220 香蝶樓國貞画 くにさだ

2221 五渡亭國貞画 くにさだ

2222 國貞 くにさだ

2223 五渡亭國貞画 くにさだ

2224 五渡亭國貞画 くにさだ

2225 五渡亭國貞画 くにさだ

2226 五渡亭國貞画 くにさだ

2227 國貞 くにさだ

2228 國貞画 くにさだ

2229 五渡亭國貞画 くにさだ

2230 國貞 くにさだ

2231 五渡亭國貞画 くにさだ

2232 國貞 くにさだ

2233 五渡亭國貞画 くにさだ

2234 五渡亭國貞画 くにさだ

2235 五渡亭國貞画 くにさだ

2236 五渡亭國貞画 くにさだ

2237 五渡亭國貞画 くにさだ

2238 香蝶樓國貞画 くにさだ

2239 五渡亭國貞画 くにさだ

2240 五渡亭國貞画 くにさだ

2241 五渡亭國貞画 くにさだ

2242 五渡亭國貞画 くにさだ

2243 五渡亭國貞画 くにさだ

2244 五渡亭國貞画 くにさだ

2245 好侭五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ1

2246 五渡亭國貞画 くにさだ

2247 五渡亭國貞画 くにさだ

2248 五渡亭國貞画 くにさだ

2249 五渡亭國貞画 くにさだ

2250 應需國貞画　國貞画　國貞画くにさだ

2251 五渡亭國貞画、一圓齋國丸筆くにさだ1　くにまる

2252 五渡亭國貞画、一圓齋國丸筆くにさだ1　くにまる

2253 五渡亭國貞画、一圓齋國丸筆くにさだ1　くにまる

2254 五渡亭國貞画 くにさだ



2255 國貞 くにさだ

2256 國貞画 くにさだ

2257 五渡亭國貞画 くにさだ

2258 香蝶樓國貞画 くにさだ

2259 香蝶樓國貞画 くにさだ

2260 五渡亭國貞画 くにさだ

2261 五渡亭國貞画 くにさだ

2262 一雄齋國貞画 くにさだ

2263 五渡亭國貞画 くにさだ

2264 五渡亭國貞画 くにさだ

2265 五渡亭國貞画 くにさだ

2266 五渡亭國貞画 くにさだ

2267 五渡亭國貞画 くにさだ

2268 五渡亭國貞画 くにさだ

2269 五渡亭國貞画 くにさだ

2270 五渡亭國貞画 くにさだ

2271 五渡亭國貞画 くにさだ

2272 五渡亭國貞画 くにさだ

2273 應需國貞画 くにさだ

2274 國貞画 くにさだ

2275 國貞画 くにさだ

2276 五渡亭國貞画 くにさだ

2277 五渡亭國貞画 くにさだ

2278 香蝶樓國貞画 くにさだ

2279 五渡亭國貞画 くにさだ

2280 五渡亭國貞画 くにさだ

2281 國貞 くにさだ

2282 五渡亭國貞画 くにさだ

2283 五渡亭國貞画 くにさだ

2284 五渡亭國貞画 くにさだ

2285 五渡亭國貞画 くにさだ

2286 五渡亭國貞画 くにさだ

2287 國貞画 くにさだ

2288 五渡亭國貞画 くにさだ

2289 五渡亭國貞画 くにさだ

2290 國貞 くにさだ

2291 五渡亭國貞画 くにさだ

2292 五渡亭國貞画 くにさだ

2293 五渡亭國貞画 くにさだ

2294 五渡亭國貞画 くにさだ

2295 五渡亭國貞画 くにさだ



2296 五渡亭國貞画 くにさだ

2297 五渡亭國貞画 くにさだ

2298 五渡亭國貞画 くにさだ

2299 五渡亭國貞画 くにさだ

2300 五渡亭國貞画 くにさだ

2301 五渡亭國貞画 くにさだ

2302 國貞 くにさだ

2303 五渡亭國貞画 くにさだ

2304 五渡亭國貞画 くにさだ

2305 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

2306 五渡亭國貞画 くにさだ

2307 五渡亭國貞画 くにさだ

2308 五渡亭國貞画 くにさだ

2309 香蝶樓國貞画 くにさだ

2310 香蝶樓國貞画 くにさだ

2311 香蝶樓國貞画 くにさだ

2312 香蝶樓國貞画 くにさだ

2313 香蝶樓國貞画 くにさだ

2314 香蝶樓國貞画 くにさだ

2315 香蝶樓國貞画 くにさだ

2316 香蝶樓國貞画 くにさだ

2317 香蝶樓國貞画 くにさだ

2318 香蝶樓國貞画 くにさだ

2319 香蝶樓國貞画 くにさだ

2320 香蝶樓國貞画 くにさだ

2321 香蝶樓國貞画 くにさだ

2322 香蝶樓國貞画 くにさだ

2323 香蝶樓國貞画 くにさだ

2324 香蝶樓國貞画 くにさだ

2325 香蝶樓國貞画 くにさだ

2326 香蝶樓國貞画 くにさだ

2327 香蝶樓國貞画 くにさだ

2328 香蝶樓國貞画 くにさだ

2329 香蝶樓國貞画 くにさだ

2330 香蝶樓國貞画 くにさだ

2331 香蝶樓國貞画 くにさだ

2332 香蝶樓國貞画 くにさだ

2333 香蝶樓國貞画 くにさだ

2334 香蝶樓國貞画 くにさだ

2335 香蝶樓國貞画 くにさだ

2336 香蝶樓國貞画 くにさだ



2337 香蝶樓國貞画 くにさだ

2338 香蝶樓國貞画 くにさだ

2339 香蝶樓國貞画 くにさだ

2340 香蝶樓國貞画 くにさだ

2341 香蝶樓國貞画 くにさだ

2342 香蝶樓國貞画 くにさだ

2343 香蝶樓國貞画 くにさだ

2344 香蝶樓國貞画 くにさだ

2345 香蝶樓國貞画 くにさだ

2346 香蝶樓國貞画 くにさだ

2347 香蝶樓國貞画 くにさだ

2348 香蝶樓國貞画 くにさだ

2349 香蝶樓國貞画 くにさだ

2350 香蝶樓國貞画 くにさだ

2351 香蝶樓國貞画 くにさだ

2352 香蝶樓國貞画 くにさだ

2353 五渡亭國貞画 くにさだ

2354 五渡亭國貞画 くにさだ

2355 五渡亭國貞画 くにさだ

2356 五渡亭國貞画 くにさだ

2357 五渡亭國貞画 くにさだ

2358 五渡亭國貞画 くにさだ

2359 五渡亭國貞画 くにさだ

2360 五渡亭國貞画 くにさだ

2361 五渡亭國貞画 くにさだ

2362 五渡亭國貞画 くにさだ

2363 五渡亭國貞画 くにさだ

2364 五渡亭國貞画 くにさだ

2365 五渡亭國貞画 くにさだ

2366 五渡亭國貞画 くにさだ

2367 五渡亭國貞画 くにさだ

2368 五渡亭國貞画 くにさだ

2369 五渡亭國貞画 くにさだ

2370 五渡亭國貞画 くにさだ

2371 五渡亭國貞画 くにさだ

2372 五渡亭國貞画 くにさだ

2373 五渡亭國貞画 くにさだ

2374 五渡亭國貞画 くにさだ

2375 五渡亭國貞画 くにさだ

2376 國貞 くにさだ

2377 五渡亭國貞画 くにさだ



2378 五渡亭國貞画 くにさだ

2379 五渡亭國貞画 くにさだ

2380 五渡亭國貞画 くにさだ

2381 五渡亭國貞画 くにさだ

2382 五渡亭國貞画 くにさだ

2383 五渡亭國貞画 くにさだ

2384 香蝶樓國貞画 くにさだ

2385 香蝶樓國貞画 くにさだ

2386 香蝶樓國貞画 くにさだ

2387 五渡亭國貞画 くにさだ

2388 五渡亭國貞画 くにさだ

2389 五渡亭國貞画 くにさだ

2390 五渡亭國貞画 くにさだ

2391 五渡亭國貞画 くにさだ

2392 國貞画 くにさだ

2393 五渡亭國貞画 くにさだ

2394 五渡亭國貞画 くにさだ

2395 五渡亭國貞画 くにさだ

2396 香蝶樓國貞画 くにさだ

2397 五渡亭國貞画 くにさだ

2398 香蝶樓國貞画 くにさだ

2399 香蝶樓國貞画 くにさだ

2400 香蝶樓國貞画 くにさだ

2401 香蝶樓國貞画 くにさだ

2402 香蝶樓國貞画 くにさだ

2403 五渡亭國貞画 くにさだ

2404 五渡亭國貞画 くにさだ

2405 五渡亭國貞画 くにさだ

2406 五渡亭國貞画 くにさだ

2407 香蝶樓國貞画 くにさだ

2408 五渡亭國貞画 くにさだ

2409 香蝶樓國貞画 くにさだ

2410 五渡亭國貞画 くにさだ

2411 五渡亭國貞画 くにさだ

2412 五渡亭國貞画 くにさだ

2413 五渡亭國貞画 くにさだ

2414 國貞 くにさだ

2415 香蝶樓國貞画 くにさだ

2416 五渡亭國貞画 くにさだ

2417 五渡亭國貞画 くにさだ

2418 五渡亭國貞画 くにさだ



2419 國貞画（1786-1864） くにさだ

2420 香蝶樓國貞画 くにさだ

2421 國貞画 くにさだ

2422 國貞 くにさだ

2423 五渡亭國貞画 くにさだ

2424 五渡亭國貞画 くにさだ

2425 五渡亭國貞画 くにさだ

2426 五渡亭國貞画 くにさだ

2427 國貞 くにさだ

2428 五渡亭國貞画 くにさだ

2429 五渡亭國貞画 くにさだ

2430 五渡亭國貞画 くにさだ

2431 五渡亭國貞画 くにさだ

2432 五渡亭國貞画 くにさだ

2433 五渡亭國貞画 くにさだ

2434 五渡亭國貞画 くにさだ

2435 五渡亭國貞画 くにさだ

2436 五渡亭國貞画 くにさだ

2437 五渡亭國貞画 くにさだ

2438 五渡亭國貞画 くにさだ

2439 五渡亭國貞画 くにさだ

2440 國貞画 くにさだ

2441 五渡亭國貞画 くにさだ

2442 國貞画 くにさだ

2443 五渡亭國貞画 くにさだ

2444 國貞画 くにさだ

2445 五渡亭國貞画 くにさだ

2446 五渡亭國貞画 くにさだ

2447 五渡亭國貞画 くにさだ

2448 五渡亭國貞画 くにさだ

2449 五渡亭國貞画 くにさだ

2450 五渡亭國貞画 くにさだ　

2451 五渡亭國貞画 くにさだ　

2452 香蝶樓國貞画 くにさだ　

2453 香蝶樓國貞画 くにさだ　

2454 國貞 くにさだ

2455 香蝶樓國貞画 くにさだ

2456 五渡亭國貞画 くにさだ

2457 五渡亭國貞画 くにさだ

2458 國貞 くにさだ

2459 五渡亭國貞画 くにさだ



2460 五渡亭國貞画 くにさだ

2461 國貞画 くにさだ

2462 香蝶樓國貞画 くにさだ

2463 五渡亭國貞画 くにさだ

2464 國貞画 くにさだ

2465 五渡亭國貞画 くにさだ

2466 五渡亭國貞画 くにさだ

2467 五渡亭國貞画 くにさだ

2468 國貞 くにさだ

2469 香蝶樓國貞画 くにさだ

2470 香蝶樓國貞画 くにさだ

2471 五渡亭國貞画 くにさだ

2472 五渡亭國貞画 くにさだ

2473 五渡亭國貞画 くにさだ

2474 五渡亭國貞画 くにさだ

2475 香蝶樓國貞画 くにさだ

2476 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2477 五渡亭國貞画 くにさだ

2478 香蝶樓國貞画 くにさだ

2479 五渡亭國貞画 くにさだ

2480 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2481 香蝶樓國貞画 くにさだ

2482 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2483 五渡亭國貞画 くにさだ

2484 香蝶樓國貞画 くにさだ

2485 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2486 香蝶樓國貞画 くにさだ

2487 香蝶樓國貞画 くにさだ

2488 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2489 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2490 香蝶樓國貞画 くにさだ

2491 香蝶樓國貞画 くにさだ

2492 香蝶樓國貞画 くにさだ

2493 五渡亭國貞画 くにさだ

2494 香蝶樓國貞画 くにさだ

2495 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2496 五渡亭國貞画 くにさだ

2497 香蝶樓國貞画 くにさだ

2498 香蝶樓國貞画 くにさだ

2499 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2500 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ



2501 五渡亭國貞画 くにさだ

2502 香蝶樓國貞画 くにさだ

2503 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2504 五渡亭國貞画 くにさだ

2505 香蝶樓國貞画 くにさだ

2506 香蝶樓國貞画 くにさだ

2507 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2508 五渡亭國貞画 くにさだ

2509 香蝶樓國貞画 くにさだ

2510 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2511 香蝶樓國貞画 くにさだ

2512 五渡亭國貞画 くにさだ

2513 五渡亭國貞画 くにさだ

2514 五渡亭國貞画 くにさだ

2515 五渡亭國貞画 くにさだ

2516 國貞画 くにさだ

2517 五渡亭國貞画 くにさだ

2518 五渡亭國貞画 くにさだ

2519 國貞画 くにさだ

2520 五渡亭國貞画 くにさだ

2521 香蝶樓國貞画 くにさだ

2522 應需國貞画 くにさだ

2523 應好五渡亭國貞画 くにさだ

2524 應需國貞画 くにさだ

2525 五渡亭國貞画 くにさだ

2526 國貞画 くにさだ

2527 五渡亭國貞画 くにさだ

2528 香蝶樓國貞画 くにさだ

2529 香蝶樓國貞画 くにさだ

2530 五渡亭國貞画 くにさだ

2531 國貞画 くにさだ

2532 五渡亭國貞画 くにさだ

2533 香蝶樓國貞画 くにさだ

2534 香蝶樓國貞画 くにさだ

2535 香蝶樓國貞画 くにさだ

2536 香蝶樓國貞画 くにさだ

2537 五渡亭國貞画 くにさだ

2538 五渡亭國貞画 くにさだ

2539 五渡亭國貞画 くにさだ

2540 五渡亭國貞画 くにさだ

2541 五渡亭國貞画 くにさだ



2542 五渡亭國貞画 くにさだ

2543 五渡亭國貞画 くにさだ

2544 五渡亭國貞画 くにさだ

2545 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

2546 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

2547 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

2548 五渡亭國貞画 くにさだ

2549 五渡亭國貞画 くにさだ

2550 五渡亭國貞画 くにさだ

2551 五渡亭國貞画 くにさだ

2552 五渡亭國貞画 くにさだ

2553 五渡亭國貞画 くにさだ

2554 五渡亭國貞画 くにさだ

2555 五渡亭國貞画 くにさだ

2556 國貞 くにさだ

2557 五渡亭國貞画 くにさだ

2558 五渡亭國貞画 くにさだ

2559 五渡亭國貞画 くにさだ

2560 五渡亭國貞画 くにさだ

2561 五渡亭國貞画 くにさだ

2562 五渡亭國貞画 くにさだ

2563 五渡亭國貞画 くにさだ

2564 五渡亭國貞画 くにさだ

2565 五渡亭國貞画 くにさだ

2566 五渡亭國貞画 くにさだ

2567 五渡亭國貞画 くにさだ

2568 國貞 くにさだ

2569 五渡亭國貞画 くにさだ

2570 五渡亭國貞画 くにさだ

2571 一雄齋國貞画 　 くにさだ　

2572 國貞画 くにさだ

2573 五渡亭國貞画 くにさだ

2574 五渡亭國貞画 くにさだ

2575 五渡亭國貞画 くにさだ

2576 五渡亭國貞画 くにさだ

2577 五渡亭國貞画 くにさだ

2578 五渡亭國貞画 くにさだ

2579 五渡亭國貞画 くにさだ

2580 五渡亭國貞画 くにさだ

2581 五渡亭國貞画 くにさだ

2582 五渡亭國貞画 くにさだ



2583 應需國貞画 くにさだ

2584 應需國貞画 くにさだ

2585 好任五渡亭國貞画 くにさだ

2586 好任五渡亭國貞画 くにさだ

2587 五渡亭國貞画 くにさだ

2588 好任五渡亭國貞画 くにさだ

2589 五渡亭國貞画 くにさだ

2590 五渡亭國貞画 くにさだ

2591 五渡亭國貞画 くにさだ

2592 五渡亭國貞画 くにさだ

2593 五渡亭國貞画 くにさだ

2594 五渡亭國貞画 くにさだ

2595 國貞画 くにさだ

2596 國貞画 くにさだ

2597 五渡亭國貞画 くにさだ

2598 五渡亭國貞画 くにさだ

2599 五渡亭國貞画 くにさだ

2600 五渡亭國貞画 くにさだ

2601 五渡亭國貞画 くにさだ

2602 五渡亭國貞画 くにさだ

2603 五渡亭國貞画 くにさだ

2604 五渡亭國貞画 くにさだ

2605 五渡亭國貞画 くにさだ

2606 五渡亭國貞画 くにさだ

2607 五渡亭國貞画 くにさだ

2608 五渡亭國貞画 くにさだ

2609 五渡亭國貞画 くにさだ

2610 五渡亭國貞画 くにさだ

2611 國貞画 くにさだ

2612 五渡亭國貞画 くにさだ

2613 五渡亭國貞画 くにさだ

2614 五渡亭國貞画 くにさだ

2615 國貞画 くにさだ

2616 國貞画 くにさだ

2617 五渡亭國貞画 くにさだ

2618 五渡亭國貞画 くにさだ

2619 五渡亭國貞画 くにさだ

2620 五渡亭國貞画 くにさだ

2621 五渡亭國貞画 くにさだ

2622 五渡亭國貞画 くにさだ

2623 國貞 くにさだ



2624 五渡亭國貞画 くにさだ

2625 五渡亭國貞画 くにさだ

2626 五渡亭國貞画 くにさだ

2627 五渡亭國貞画 くにさだ

2628 五渡亭國貞画 くにさだ

2629 國貞画 くにさだ

2630 五渡亭國貞画 くにさだ

2631 五渡亭國貞画 くにさだ

2632 五渡亭國貞画 くにさだ

2633 香蝶樓國貞画 くにさだ

2634 五渡亭國貞画 くにさだ

2635 五渡亭國貞画 くにさだ

2636 五渡亭國貞画 くにさだ

2637 五渡亭國貞画 くにさだ

2638 五渡亭國貞画 くにさだ

2639 五渡亭國貞画 くにさだ

2640 五渡亭國貞画 くにさだ

2641 香蝶樓國貞画 くにさだ

2642 五渡亭國貞画 くにさだ

2643 香蝶樓國貞画 くにさだ

2644 五渡亭國貞画 くにさだ

2645 五渡亭國貞画 くにさだ

2646 香蝶樓國貞画 くにさだ

2647 五渡亭國貞画 くにさだ

2648 香蝶樓國貞画 くにさだ

2649 五渡亭國貞画 くにさだ

2650 國貞画 くにさだ

2651 五渡亭國貞画 くにさだ

2652 五渡亭國貞画 くにさだ

2653 五渡亭國貞画 くにさだ

2654 應需國貞画 くにさだ

2655 國貞画 くにさだ

2656 五渡亭國貞画 くにさだ

2657 五渡亭國貞画 くにさだ

2658 五渡亭國貞画 くにさだ

2659 五渡亭國貞画 くにさだ

2660 五渡亭國貞画 くにさだ

2661 國貞画 くにさだ

2662 五渡亭國貞画 くにさだ

2663 香蝶樓國貞画 くにさだ

2664 五渡亭國貞画 くにさだ



2665 五渡亭國貞画 くにさだ

2666 五渡亭國貞画 くにさだ

2667 五渡亭國貞画 くにさだ

2668 五渡亭國貞画 くにさだ

2669 香蝶樓國貞画 くにさだ

2670 五渡亭國貞画 くにさだ

2671 五渡亭國貞画 くにさだ

2672 五渡亭國貞画 くにさだ

2673 五渡亭國貞画 くにさだ

2674 五渡亭國貞画 くにさだ

2675 五渡亭國貞画 くにさだ

2676 五渡亭國貞画 くにさだ

2677 國貞画 くにさだ

2678 國貞 くにさだ

2679 五渡亭國貞画 くにさだ

2680 五渡亭國貞画 くにさだ

2681 五渡亭國貞画 くにさだ

2682 五渡亭國貞画 くにさだ

2683 香蝶樓國貞画 くにさだ

2684 香蝶樓國貞画 くにさだ

2685 五渡亭國貞画 くにさだ

2686 五渡亭國貞画 くにさだ

2687 五渡亭國貞画 くにさだ

2688 五渡亭國貞画 くにさだ

2689 五渡亭國貞画 くにさだ

2690 國貞画 くにさだ

2691 五渡亭國貞画 くにさだ

2692 五渡亭國貞画 くにさだ

2693 五渡亭國貞画 くにさだ

2694 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

2695 五渡亭國貞画 くにさだ

2696 國貞画 くにさだ

2697 五渡亭國貞画 くにさだ

2698 五渡亭國貞画 くにさだ

2699 五渡亭國貞画 くにさだ

2700 五渡亭國貞画 くにさだ

2701 香蝶樓國貞画 くにさだ

2702 香蝶樓國貞画 くにさだ

2703 香蝶樓國貞画 くにさだ

2704 香蝶樓國貞画 くにさだ

2705 好にまかせ香蝶樓國貞画 くにさだ



2706 五渡亭國貞画 くにさだ

2707 五渡亭國貞画 くにさだ

2708 五渡亭國貞画 くにさだ

2709 一雄齋國貞画 くにさだ

2710 國貞画 くにさだ

2711 五渡亭國貞画 くにさだ

2712 五渡亭國貞画 くにさだ

2713 五渡亭國貞画 くにさだ

2714 五渡亭國貞 くにさだ

2715 五渡亭國貞画 くにさだ

2716 五渡亭國貞画 くにさだ

2717 五渡亭國貞画 くにさだ

2718 國貞改二世歌川豊國画（1786-1864）くにさだ1

2719 五渡亭國貞画 くにさだ

2720 五渡亭國貞画 くにさだ

2721 五渡亭國貞画 くにさだ

2722 五渡亭國貞画 くにさだ

2723 五渡亭國貞画 くにさだ

2724 五渡亭國貞画 くにさだ

2725 五渡亭國貞画 くにさだ

2726 五渡亭國貞画 くにさだ

2727 五渡亭國貞画 くにさだ

2728 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

2729 香蝶樓國貞画　 くにさだ

2730 香蝶樓國貞画　 くにさだ

2731 香蝶樓國貞画 くにさだ

2732 香蝶樓國貞画 くにさだ

2733 香蝶樓國貞画 くにさだ

2734 香蝶樓國貞画 くにさだ

2735 香蝶樓國貞画 くにさだ

2736 香蝶樓國貞画 くにさだ

2737 香蝶樓國貞画 くにさだ

2738 五渡亭國貞画 くにさだ

2739 五渡亭國貞画 くにさだ

2740 五渡亭國貞画 くにさだ

2741 五渡亭國貞画 くにさだ

2742 香蝶樓國貞画 くにさだ

2743 香蝶樓國貞画 くにさだ

2744 香蝶樓國貞画 くにさだ

2745 香蝶樓國貞画 くにさだ

2746 香蝶樓國貞画 くにさだ



2747 香蝶樓國貞画 くにさだ

2748 香蝶樓國貞画 くにさだ

2749 香蝶樓國貞画 くにさだ

2750 香蝶樓國貞画 くにさだ

2751 香蝶樓國貞画 くにさだ

2752 香蝶樓國貞画 くにさだ

2753 香蝶樓國貞画 くにさだ

2754 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

2755 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

2756 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

2757 五渡亭國貞画 くにさだ

2758 五渡亭國貞画 くにさだ

2759 五渡亭國貞画 くにさだ

2760 五渡亭國貞画 くにさだ

2761 五渡亭國貞画 くにさだ

2762 五渡亭國貞画 くにさだ

2763 五渡亭國貞画 くにさだ

2764 五渡亭國貞画 くにさだ

2765 五渡亭國貞画 くにさだ

2766 五渡亭國貞画 くにさだ

2767 五渡亭國貞画 くにさだ

2768 五渡亭國貞画 くにさだ

2769 五渡亭國貞画 くにさだ

2770 五渡亭國貞画 くにさだ

2771 五渡亭國貞画 くにさだ

2772 五渡亭國貞画 くにさだ

2773 五渡亭國貞画 くにさだ

2774 五渡亭國貞画 くにさだ

2775 五渡亭國貞画 くにさだ

2776 五渡亭國貞画 くにさだ

2777 五渡亭國貞画 くにさだ

2778 五渡亭國貞画 くにさだ

2779 五渡亭國貞画 くにさだ

2780 五渡亭國貞画 くにさだ

2781 五渡亭國貞画 くにさだ

2782 五渡亭國貞画 くにさだ

2783 五渡亭國貞画 くにさだ

2784 五渡亭國貞画 くにさだ

2785 香蝶樓國貞画 くにさだ

2786 五渡亭國貞画 くにさだ

2787 五渡亭國貞画 くにさだ



2788 香蝶樓國貞画 くにさだ

2789 香蝶樓國貞画 くにさだ

2790 香蝶樓國貞画 くにさだ

2791 香蝶樓國貞画　… くにさだ

2792 香蝶樓國貞画 くにさだ

2793 香蝶樓國貞画 くにさだ

2794 五渡亭國貞画 くにさだ

2795 香蝶樓國貞画 くにさだ

2796 香蝶樓國貞画 くにさだ

2797 香蝶樓國貞画 くにさだ

2798 五渡亭國貞画 くにさだ

2799 五渡亭國貞画 くにさだ

2800 五渡亭國貞画 くにさだ

2801 五渡亭國貞画 くにさだ

2802 五渡亭國貞画 くにさだ

2803 五渡亭國貞画 くにさだ

2804 五渡亭國貞画 くにさだ

2805 五渡亭國貞画 くにさだ

2806 國貞画 くにさだ

2807 五渡亭國貞画 くにさだ

2808 五渡亭國貞画 くにさだ

2809 五渡亭國貞画 くにさだ

2810 五渡亭國貞画 くにさだ

2811 五渡亭國貞画 くにさだ

2812 五渡亭國貞画 くにさだ

2813 國貞 くにさだ

2814 五渡亭國貞画 くにさだ

2815 五渡亭國貞画 くにさだ

2816 五渡亭國貞画 くにさだ

2817 五渡亭國貞画 くにさだ

2818 五渡亭國貞画 くにさだ

2819 五渡亭國貞画 くにさだ

2820 五渡亭國貞画 くにさだ

2821 五渡亭國貞画 くにさだ

2822 五渡亭國貞画 くにさだ

2823 五渡亭國貞画 くにさだ

2824 國貞 くにさだ

2825 好任五渡亭國貞画（1786-1864）くにさだ1

2826 五渡亭國貞画 くにさだ

2827 五渡亭國貞画 くにさだ

2828 五渡亭國貞画 くにさだ



2829 五渡亭國貞画 くにさだ

2830 香蝶樓國貞画 くにさだ

2831 五渡亭國貞画 くにさだ

2832 五渡亭國貞画 くにさだ

2833 應需國貞画（1786-1864） くにさだ

2834 五渡亭國貞画 くにさだ

2835 五渡亭國貞画 くにさだ

2836 五渡亭國貞画 くにさだ

2837 五渡亭國貞画 くにさだ

2838 五渡亭國貞画 くにさだ

2839 五渡亭國貞画 くにさだ

2840 五渡亭國貞画 くにさだ

2841 五渡亭國貞画　 くにさだ　

2842 五渡亭國貞画 　 くにさだ　



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

文政八酉年 1825 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

天保10.03 1839 大1

天保10.03 1839 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

天保10.03 1839 大1

天保10.03 1839 大1

天保10.03 1839 大1

天保10.03 1839 大1

天保10.03 1839 大1

天保10.03 1839 大1

天保10.03 1839 大1

天保（1840s） 1840s 大1

大1

大1

文政後期 1820s 大1

天保10.05 1839 大1

天保8.07 1837 大1

大1

文政 1820s 大1

1820s 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政7 1824 大3

天保9.11 1838 大1



天保9.11 1838 大1

大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

1823c 1823c 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

1823c 1823c 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政6 1823 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1820-1821 1820-1821 大1

文政3頃 1820c 大1

文政4頃 1821c 大1

1820c 1820c 大1

大1

文政3頃 1820c 大1

大1

文政3頃 1820c 大1



文政3頃 1820c 大1

大1

文政3頃 1820c 大1

文政3頃 1820c 大1

文政4頃 1821c 大1

文政3頃 1820c 大1

大1

文政3頃 1820c 大1

大1

文政3頃 1820c 大1

大1

文政3頃 1820c 大1

1815c 1815c 大1

文化12頃 1815c 大1

文化12頃 1815c 大1

文化12頃 1815c 大1

文化12頃 1815c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

- 大1

1820c 1820c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政1頃 1818c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政1頃 1818c 大1

文政1頃 1818c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

大1

文政1頃 1818c 大1

大1

文政1頃 1818c 大1

文政1頃 1818c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政1頃 1818c 大1

文政1頃 1818c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

1844 1844 大1

文政 1820s 大1



1824c 1824c 大1

1823 1823 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

- 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

1830c 1830c 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

天保 1830s 大1

1820-1824 1820-1824 大1

文政3頃 1820c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政4頃 1821c 大1

文政4頃 1821c 大1



文政3頃 1820c 大1

文政3頃 1820c 大1

文政3頃 1820c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政3頃 1820c 大1

文政3頃 1820c 大1

文政4頃 1821c 大1

1820-1824c 1820-1824c 大1

文政4頃 1821c 大1

文政4頃 1821c 大1	

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

1820-1824c 1820-1824c 大1

文政巳初夏石山に遊ひ 1821c 大1

文政巳初夏石山に遊ひ 1821 大1

文政4頃 1821c 大1

文政4頃 1821c 大1

文政4頃 1821c 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1



天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

1839 1839 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

1818-1820 1818-1820 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1



文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1818-1820 1818-1820 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

1818-1820c 1818-1820c 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

1822-1825 1822-1825 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保 1830s 大1



1820s 1820s 大1

1817c 大1

大1

文化14頃 1817c 大1

文化14頃 1817c 大1

文化14頃 1817c 大1

文化14頃 1817c 大1

1821 1821 大1

文化14頃 1817c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

文化14頃 1817c 大1

文化14頃 1817c 大1

天保（1840s） 1840s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1830 1830 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保10頃 1839c 大1

天保10頃 1839c 大1

天保10頃 1839c 大1

天保10頃 1839c 大1

天保10頃 1839c 大1

天保10頃 1839c 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1



大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1823 1823 大1

文政6頃 1823c 大1

文政6頃 1823c 大1

文政6頃 1823c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政6頃 1823c 大1

文政6頃 1823c 大1

文政6頃 1823c 大1

文政6頃 1823c 大1

文政6頃 1823c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1823c 1823c 大1

1818 1818 大1

文政 1820s 大1

大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政5以前（1822） 1822 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1



天保4.09 1833 大1

天保4頃 1833c 大1

天保2頃 1831c 大1

天保2頃 1831c 大1

天保2頃 1831c 大1

天保2頃 1831c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保2頃 1831c 大1

天保2頃 1831c 大1

天保2頃 1831c 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

1814-1815 1814-1815 大1

文政 1820s 大1

文政10.06 1827 大1

文政10.06 1827 大1

文政10.06 1827 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1825c 1825c 大1

1827 1827 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文化13 1816 大1

文化 1810s 大1

天保 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1



天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文化12.07 1815 大1

文化10.09 1813 大1

文化12.09 1815 大1

文政8.07 1825 大1

文政3.09 1820 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保9.06 1838 大1

1818-1820 1818-1820 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1818-1820c 1818-1820c 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

1832c 1832c 大1

- 大1

1823-1825 1823-1825 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1825-1830 1825-1830 大1

文化8-9 1811-1819 大1

文化8-9 1811-12 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化9 1812 大1



文化9 1812 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化9 1812 大1

文化8-9 1811-12 大1

文化9 1812 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化9 1812 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化9 1812 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化9 1812 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化9 1812 大1

文化8-11（1811-14） 1811-14 大1

文化8-9 1811-12 大1

文化9 1812 大1

文化7-8 1810-11 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文政2 1819 大1

文政2（1819） 1819 大1

文政二年七月（1819） 1819 大1

文化（1810s） 1810s 大1

文化（1810s） 1810s 大1

文政2（1819） 1819 大1

文政二年七月（1819） 1819 大1

文政二年七月（1819） 1819 大1

文政 1820s 大1

文政2（1819） 1819 大1

文化（1810s） 1810s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2 1819 大1

文政2（1819） 1819 大1

文政2（1819） 1819 大1

文政二年七月（1819） 1819 大1

文政2（1819） 1819 大1

文政2（1819） 1819 大1



文政二年七月上旬 1819.07 大1

文政二年七月上旬 1819.07 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文化12.03 1815 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c　 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保10頃 1839c 大1

文政8.09 1825 大1

文化12.05 1815 大1

大1

文政 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政10頃 1827c 大1

安政6 1859 大1

天保4頃 1833c 大1

文政6 1823 大1

文政3（1820） 1820 大1

1815 1815 大1

天保 1830s 大1

天保(1830s) 1830s 大1

大1

天保12.07 1841 大1

文化12.07 1815 大1

文化12.07 1815 大1

文化12.07 1815 大1

文化12.07 1815 大1

文化12.07 1815 大1

大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1



天保（1830s） 1830s 大1

大1

文政6頃 1823c 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保6頃 1835.02 大1

文政13.08 1830 大1

1819 1819 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

天保2.08 1831 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保7.02 1836 大1

天保6頃 1835.02 大1

天保6頃 1835.02 大1

天保6頃 1835.02 大1

天保6頃 1835.02 大1

天保6頃 1835.02 大1

天保6頃 1835.02 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保 1830s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文化14.03 1817 大1

文化14.03 1817 大1

文政7（1824） 1824	 大1

天保4頃 1833c 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

弘化4頃 1847c 大1

文化12.11 1815 大1

文政3.11（1820） 1820.11 大1

天保3頃 1832c 大1



1831.02 1831.02 大1

1831 1831 大1

天保3（1832） 1832 大1

天保3頃 1832c 大1

天保3（1832） 1832 大1

天保3頃 1832c 大1

天保3（1832） 1832 大1

天保3（1832） 1832 大1

天保3頃 1832c 大1

天保3（1832） 1832 大1

1831 1831 大1

1831.02 1831.02 大1

天保9.03 1838 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

1833-1834 1833-1834 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

不明 不明 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政4頃 1821c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1843c 1843c 大1

文政5 1822 大1

文政5 1822 大1

文化12.03 1815 大1

天保8.07 1837 大1

文化 1810s 大1

文政6.03 1823 大1

1818-1820 1818-1820 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1



大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文化11 1814 大1

文化11 1814 大1

文化10.03 1813 大1

文化10.03 1813 大1

文化10.03 1813 大1

文化10.03 1813 大1

文化10.03 1813 大1

文化10.03 1813 大1

天保11.03 1840 大1

天保11.03 1840 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1832-1834 1832-1834 大1

天保 1830s 大1

1820s 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保六年八月（1835） 1835 大1

天保六年八月 1835.08 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1



天保14頃 1843c 大1

文化5頃 1808c 大1

天保4.03 1833 大1

文化14.03 1817 大1

大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

大1

文化13頃 1816c 大1

大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

文化13頃 1816c 大1

文化12頃 1815c 大1

大1

文化13頃 1816c 大1

大1

文化13頃 1816c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文化11-12（1815） 1814-15 大1

文化12頃 1815c 大1

文化13頃 1816c 大1

1816c 1816c 大1

天保13 1842 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政4.03 1821 大1

文政4.03 1821 大1

文政4.03 1821 大1

文政4.03 1821 大1

文政4.03 1821 大1

文政4.03 1821 大1



文政4.03 1821 大1

文政4.03 1821 大1

文政9.09 1826 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1832-33 大1

天保4頃 1832-33 大1

天保4頃 1833c 大

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1832-33 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1832-33 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1832-33 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1832-33 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1832-33 大1

不明 不明 大1

文化11.09 1814 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化5.11 1808 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化11.11 1814 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化10.07 1813 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化10.07 1813 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化6.03 1809 大1

文化11-12 1814-15 大1

文化6（1809） 1809 大1

文化5.04 1808 大1

文化11-12 1814-15 大1

文政九年十一月 1826 大判



大1

天保10.02 1839 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1830s 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

1829 1829 大1

天保 1830s 大1

文政8.07 1825 大1

大1

文政10.07 1827 大1

文政10.07 1827 大1

天保9.08 1838 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

1836-1838c 1836-1838c 大1

天保 1830s 大1

1836-1838 1836-1838 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保4頃 1833c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

1822c 1822c 大1

大1

1838c 1838c 大1

大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1



文政2頃 1819c 大1

大1

大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

1820s 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1



大1

大1

1820 1820 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820ｓ） 1820ｓ 大1

1819-1820 1819-1820 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1825-1826 1824-1825 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保3 1832 大1

1836-1838 1836-1838 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

1822-1823 1822-1823 大1

1822-1823 1822-1823 大1

文政6 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1

文政6頃 1823 大1

文政6頃 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1



文政6頃 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1

文政6頃 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1

文政6頃 1823 大1

文政（1820s） 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1

文政6頃 1823 大1

文政6頃 1823 大1

文政6頃（1823） 1823 大1

1823c 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1

1823c 1823 大1

文政6頃（1823c） 1823 大1

1822 1822 大1

1820c 1820c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃（1833） 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃（1833） 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

1833 1833 大1

天保4頃（1833） 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃（1833） 1833c 大1

天保4頃（1833） 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

1822c 1822c 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1



文政4 1821 大1

1822c 1822c 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

文政4 1821 大1

- 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1824-1825 1824-1825 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

1826c 1826c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

1826c 1826c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1826c 1826c 大1

文政 1820s 大1

1821-1822 1821-1822 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1818-1821 1818-1821 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1



文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1826c 1826c 大1

1826-1828c 1826-1828c 大1

大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1830c 1830c 大1

文政 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

1827c 1827c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

大1

文政12頃 1828c 大1



文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

1830c 1830c 大1

1821-1822 1821-1822 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保14頃 1843c 大1

1822c 1822c 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

1835 大1

1835 1835 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1844c 1844c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1



文政（1820s） 1820s 大1

1823-1826 1823-1826 大1

文政 1820s 大1

1822-1826c 1822-1826 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

大1

天保 1830s 大1

大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

大1

天保 1830s 大1

1835-1836 1835-1836 大1

天保10.11 1839 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保5.03 1834 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保8.11 1837 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11.01 1840 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11.01 1840 大1

天保11.01 1840 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保5.03 1834 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11.02 1840 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保7.09 1836 大1

天保7.09 1836 大1



天保7頃 1836c 大1

天保7.09 1836 大1

天保5頃 1834c 大1（4丁掛）

天保4頃 1833c 大1（4丁掛）

天保9.09 1838 大1

天保9.09 1838 大1

天保2頃 1831c 大1

天保6.11 1835 大1

天保2.09 1831 大1

天保6.11 1835 大1

天保2.09 1831 大1

天保6.11 1835 大1

天保11.08 1840 大1

天保12.05 1841 大1

天保11.09 1840 大1

天保11.01 1840 大1

天保12.07 1841 大1

天保11.07 1840 大1（5齣）

文政5.03 1822 大1

文政5.03 1822 大1

文政5.03 1822 大1

文政5.03 1822 大1

文政5 1822 大1

文政5.11 1822 大1

文政5.03 1822 大1

文政5 1822 大1

文政5.02 1822 大1

文政3.11 1820 大1

文政5.03 1822 大1

文政5.03 1822 大1

天保2.09 1831 大1

天保2.07 1831 大1

天保2.09 1831 大1

天保2.09 1831 大1

天保2.07 1831 大1

天保2.07 1831 大1

天保2.08 1831 大1

天保2.07 1831 大1

文政9.01 1826 大1

文政9.03 1826 大1

文政9.03 1826 大1



天保2.07 1831 大1

文政9.03 1826 大1

文政2.06 1819 大1

文政 1820s 大1

文政2 1819 大1

文政12頃（1829c） 1829c 大1

文政12頃（1829c） 1829c 大1

文政12頃（1829c） 1829c 大1

文政12頃（1829c） 1829c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政10頃 1827c 大1

文政12頃（1829c） 1829c 大1

文政10頃 1827c 大1

1818-1821 1818-1821 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

1840-1842 1840-1842 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1830s 大1

文政3頃 1820c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14-弘化4（1843-47） 1843-47 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14-弘化4（1843-47） 1843-47 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14-弘化4（1843-47） 1843-47 大1

天保14-弘化4（1843-47） 1843-47 大1

天保12.07 1841 大1

文化 1810s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保4.09 1833 大1

天保4.09 1833 大1

文政（1820s） 1820s 大1



文政2.09 1819 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保1.03 1830 大1

天保4.03 1833 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保1.03 1830 大1

大1

天保1.03 1830 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保1.03 1830 大1

天保4.03 1833 大1

天保4.03 1833 大1

天保4.03 1833 大1

天保4.03 1833 大1

天保4.03 1833 大1

天保4.03 1833 大1

天保4.03 1833 大1

天保1.03 1830 大1

文政11.07 1828 大1

天保2.09 1831 大1

1833 1833 大1

天保14頃 1843c 大1

天保 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1

天保 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1

天保 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1

天保 1830s 大1

1840-1843 1840-1843 大1

天保14頃 1843c 大1

天保 1830s 大1

1823c 1823c 大1

文政1頃 1818c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s）［Tempou (1830s)］1830s 大1［Ooban (regular size)］

1818-1820 1818-1820 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

大1



大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

1820s 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1830s 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

大1

文政10.07 1827 大1

天保8.09 1837 大1

文政10.04 1827 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政2.04 1819 大1

天保2.06 1831 大1

天保2.06 1831 大1

大1

天保5頃 1834c 大1

天保6頃（1835） 1835c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保6頃（1835） 1835c 大1

天保5頃 1834c 大1

天保6頃（1835） 1835c 大1

天保6頃（1835） 1835c 大1

天保5頃 1834c 大1

天保6頃（1835） 1835c 大1

1830 1830 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

大1

1825-1826 1825-1826 大1

1833 1833 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1



天保 1830s 大1

1838c 大1

1838c 大1

天保 1830s 大1

1838c 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保14-弘化4（1843-47） 1843-47 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保6.08 1835 大1

嘉永5 1852 大1

文政 1820s 大1

1844 1844 大1

1835-1836 大1

文政7 1824 大1

1821-1822 1821-1822 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政3.09 1820 大1

文政12.03 1829 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

文政12頃 1829c 大1



文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

1825-1830 1825-1830 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1822 1822 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

1822c 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

大1

天保（1840s） 1840s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1835c 1835c 大1

大1

天保 1830s 大1

大1



天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

大1

1831 1831 大1

天保2頃 1831c 大1

天保2頃 1831c 大1

天保2頃 1831c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保(1830s) 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保 1830s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

文政（1820s） 1820s	 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

1830s 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1



文政（1820s） 1820s 大1

1818-1822 1818-1822 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1825c 1825c 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1（≦38）

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1825c 1825c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1830 1830 大1

文政12頃 1829c 大1

天保（1840s） 1840s 大1

文政12頃 1829c 大1

天保(1830s) 1830s 大1

文政12頃 1829c 大1

1822 1822 大1

大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1



文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政2頃 1819c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

1842-1843 1842-1843 大1

天保6.08（1836） 1836 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保14頃 1843c 大1

1843 1843 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14-弘化4（1843-47） 1843-47 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1

大1

大1

天保14頃 1843c 大1

1816c 1816c 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1



文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

1814c 1814c 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

1814c 1814c 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

文化13 1818 大1

1819 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1



文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政2 1819 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

1815c 1815c 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

文化13 1814 大1

天保 1830s 大1

天保 大1

天保 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 大1

天保 大1



1832-1834c 1832-1834c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1832-1834 1832-1834 大1

大1

文政12頃 1829c 大1

文政12頃 1829c 大1

文政12頃 1829c 大1

文政12頃 1829c 大1

文政12頃 1829c 大1

文政12頃 1829c 大1

文政12頃 1829c 大1

天保 大1

文政6-7 1823-24 大1

文政6-7（1823-24） 1823-24 大1

文政6-7（1823-24） 1823-24 大1

文政6-7（1823-24） 1823-24 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1822-1826 1822-1826 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

大1

文政11頃 1828c 大1

文政11頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政11頃 1828c 大1

文政11頃 1828c 大1



大1

文政11頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政11頃 1828c 大1

文政11頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政11頃 1828c 大1

文政11頃 1828c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政10頃 1827c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

天保6頃 1835c 大1

天保6頃 1835c 大1

1830s 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

- 大1

天保9.03 1838 大1

天保9.03 1838 大1

天保9.03 1838 大1

文政7.09 1824 大1

文政7.09 1824 大1

文化10頃 1813c 大1

1823-1825 1823-1825 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1



1843c 1843c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

安政4 1857 大1

安政4 1857 大1

安政4 1857 大1

安政4 1857 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1822-1826 1822-1826 大1

文政（1820ｓ） 1820ｓ 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保（1840s） 1840s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保11.09 1840 大1

天保11（1840） 1840 大1

天保11.09 1840 大1

天保11（1840） 1840 大1

天保11.09 1840 大1

天保11（1840） 1840 大1

天保11.09 1840 大1

天保11（1840） 1840 大1

天保11.09 1840 大1

天保11（1840） 1840 大1

天保11.09 1840 大1

天保11（1840） 1840 大1

文政11.03 1828 大1

文政12.12 1829 大1

文政12.12 1829 大1

天保2.03 1831 大1

天保4.01 1833 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保3.01 1832 大1

文政12.01 1829 大1

文政10.02 1827 大1

天保6.01 1835 大1



天保3.08 1832 大1

文政12.01 1829 大1

文政12.03 1829 大1

天保3.04 1832 大1

天保4.01 1833 大1

文政4.06 1821 大1

天保1.03 1830 大1

天保 1830s 大1

天保3 1832 大1

天保2.11 1831 大1

天保1.08 1830 大1

天保3.05 1832 大1

天保3.03 1832 大1

天保2.11 1831 大1

文政10.12 1827 大1

天保2.09 1831 大1

天保3.04 1832 大1

文化13頃 1816c 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保4（1833） 1833 大1

天保4.03 1833 大1

天保4（1833） 1833 大1

天保4（1833） 1833 大1

天保4.05 1833 大1

天保4（1833） 1833 大1

天保4（1833） 1833 大1

天保4.05 1833 大1

天保4（1833） 1833 大1

天保4.05 1833 大1

天保4 1833 大1

天保9頃 1838c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1



天保9.04 1838 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保9頃 1838c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保9.08 1838 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保9.03 1838 大1

天保11頃（1840） 1840c 大1

文化11頃 1814c 大1

文化11頃 1814c 大1

文化11頃 1814c 大1

1811-1814山口 1812 大1

文化9頃 1812c 大1

文化9 1812 大1

文化9頃 1812c 大1

文化8-11（1811-14） 1811-14 大1

文化9 1812 大1

文化9頃 1812c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文化8-11（1811-14） 1811-14 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文化9頃 1812c 大1

文化9 1812 大1

文化9頃 1812c 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文化9頃 1812c 大1

文化9頃 1812c 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1



文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文化13頃 1816c 大1

文政7（1824） 1824 大1

文政7.05 1824 大1

文政7（1824） 1824 大1

文政7.05 1824 大1

文政7（1824） 1824 大1

文政7.05 1824 大1

文政7（1824） 1824 大1

文政7.05 1824 大1

文政7（1824） 1824 大1

文政7.05 1824 大1

文政7頃 1823c 大1

文政7（1824） 1824 大1

文政7.05 1824 大1

文政7（1824） 1824 大1

大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保3頃 1832c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保3頃 1832c 大1



天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保3頃 1832c 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保3頃 1832c 大1

大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

1842-1843 1842-1843 大1

文化（1810s） 1810s 大1

天保12.04 1841 大1

1842-1843 1842-1843 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

天保14頃 1843c 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文政-天保 1820s 大1

1818-1820 1818-1820 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1818-1820c 1818-1820c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1



文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1822-1826 1822-1826 大1

天保（1840s） 1840s 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

1820s 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1820s 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

1822 1822 大1

天保 大1

天保 1830s 大1

文政11頃 1828c 大1

文政9.06 1826 大1

文政11頃 1828c 大1

文政11頃 1828c 大1

文政11.07 1828 大1

文政8頃 1825c 大1

文政8頃 1825c 大1

文政8頃 1825c 大1

文政8頃 1825c 大1

文政8頃 1825c 大1

文政8頃 1825c 大1

文政8頃 1825c 大1

文政8頃 1825c 大1



文政8頃 1825c 大1

天保 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保（1830s） 1830s 大1

天保2.03 1831 大1

天保12.08 1841 大1

天保12.08 1841 大1

天保12.08 1841 大1（4丁）

天保6 1835 大1

天保6 1835 大1

天保6 1835 大1

天保6 1835 大1

天保 1830s 大1

文政4.09.27 1821.09.27 大1

文政七年七月廿七日（1824.07.27）1824.07.27 大1

文政7 1824.07.27 大1

文政7.07.24 1824.07.24 大1

天保7 1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保七丙申四月八日（1836.04.08）1836.04.08 大1

天保七年四月八日（1836.04.08）1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保七年四月八日（1836.04.08）1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保七丙申四月八日（1836.04.08）1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保七年四月八日（1836.04.08）1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保七年四月八日（1836.04.08）1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保七年四月八日（1836.04.08）1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

天保7.04.08 1836.04.08 大1

文化13 1816 大1

文化十二年十月十六日（1815.10.16）1815.10.16 大1

文化9.12.08 1812.12.08 大1

文化14.01 1817.01.28 大1

文化14.01.28 1817 大1



天保3 1832.01.07 大1

天保3.01.07 1832.01.07 大1

天保3.01.06 1832.01.06 大1

天保3.01.06 1832.01.06 大1

天保三年辰正月六日（1832.01.06）1832.01.06 大1

天保3.01.06 1832.01.06 大1

天保3.01.06 1832.01.06 大1

天保3.01.06- 1832.01.06... 大1

天保3.01.07 1832.01.07 大1

天保3.01.07 1832.01.07 大1

文化9.11.29 1812.11.29 大1

天保10.09.27 1839.09.27 大1

天保10.09.28 1839.09.28 大1

天保十己亥九月廿八日（1839.09.28）1839.09.28 大1

天保十己亥九月廿八日（1839.09.28）1839.09.28 大1

天保10.09.28 1839.09.28 大1

文政八酉年正月七日（1825.01.07）1825.01.07 大1

天保9.07.25 1838.07.25 大1

天保9.07.22 1838.07.22 大1

天保2 1831.12.27 大1

天保2 1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保二年辛十二月廿七日（1831.12.27）1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保2.12.27 1831.12.27 大1

天保9.05.10 1838.05.10 大1

天保9.05.10 1838.05.10 大1

天保九年戌五月十日（1838.05.10）1838.05.10 大1

天保九戌年五月十日（1838.05.10）1838.05.10 大1

文政6.07 1823 大1

文政 1820s 大1

1825c 1825c 大1

文政 1820s 大1

1820s 1820s 大1

1836 1836 大1

1827c 1827c 大1



文化十四丁丑正月廿八日（1817）1817 大1

天保2.01 1831 大1

天保8.02 1837 大1

天保7.03 1836 大1

天保3.03 1832 大1

天保7.01 1836 大1

文化9.11 1812 大1

文政5.03 1822 大1

文政5.11 1822 大1

文政6.05 1823 大1

文政12.02 1829 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政12.03 1829 大1

天保10.02 1839 大1

文政11.11 1828 大1

文政8.01 1825 大1

天保4.01 1833 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保1.01 1830 大1

文政 1820s 大1

天保7.01 1836 大1

天保10.11 1839 大1

天保7.07 1836 大1

天保 1830s 大1

天保2.09 1831 大1

天保2.07 1831 大1

天保 1830s 大1

天保12.11 1841 大1

天保 1830s 大1

文政6.03 1823 大1

天保10.11 1839 大1

天保 1830s 大1

天保2.08 1831 大1



天保9.03 1838 大1

天保5.09 1834 大1

天保7 1836 大1

天保2.09 1831 大1

天保8.11 1837 大1

天保2.03 1831 大1

天保7.02 1836 大1

天保 1830s 大1

天保9.11 1838 大1

天保 1830s 大1

天保7.03 1836 大1

天保3.09 1832 大1

文政8.01 1825 大1

天保5.09 1834 大1

天保 1830s 大1

天保12.04 1841 大1

文政 1820s 大1

天保1.03 1830 大1

天保3.05 1832 大1

文政12.03 1829 大1

文政8.01 1825 大1

天保（1840s） 1840s 大1

文政12.01 1829 大1

天保1.11 1830 大1

天保4.11 1833 大1

天保7.03 1836 大1

1831 1831 大1

天保2.09 1831 大1

天保12.11 1841 大1

文政12.01 1829 大1

文政12.03 1829 大1

天保11.05 1840 大1

天保7.03 1836 大1

1831 1831 大1

天保4.05 1833 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文化13.05 1816 大1

天保3.03 1832 大1

文政11.03 1828 大1

文政3.09 1820 大1



文化12.08 1815 大1

文政-天保 1830s 大1

文政-天保 1830s 大1

1821c 1821c 大1

天保 1830s 大1

天保1.11 1830 大1

天保1.03 1830 大1

天保4.03 1833 大1

天保3.08 1832 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政11.07 1828 大1

文政12.03 1829 大1

天保2.03 1831 大1

文政-天保 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保13.01 1842 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文化12.04 1815 大1

文化12.07 1815 大1

天保7.02 1836 大1

文政10.01 1827 大1

天保9.01 1838 大1

文政5頃 1822c 大1

天保3.11 1832 大1

1822 1822 大1

文政5.01 1822 大1

1814 1814 大1

1822 1822 大1

文化12.03 1815 大1

文化12.07 1815 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1



文政1.11（1818） 1818 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保11.02 1840 大1

天保 1830s 大1

文政8.03 1825 大1

文政1.09 1818 大1

文政09（1826） 1826.03.07 大1

1826 1826 大1

天保6.08 1835 大1

文政5.11 1822 大1

文政09（1826） 1820s 大1

1831 1831 大1

文政5.02 1822 大1

天保4.09 1833 大1

天保三年壬辰正月六日（1832）1832 大1

文政11.03 1828 大1

文政1.02 1818 大1

文政1.02 1818 大1

文政01（1818） 1818.02.10 大1

文政09（1826） 1820s 大1

天保6.07 1835 大1

- - 大1

天保10.07 1839 大1

文政01（1818） 1818 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保1.08 1830 大1

文政5.01 1822 大1

文政2.01 1819 大1

文政10.11 1827 大1

文政6.08 1823 大1

文政11.01 1828 大1

天保2.03 1831 大1

天保2.03 1831 大1

文政8.03 1825 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政5.01 1822 大1



文政8.01 1825 大1

天保2.08 1831 大1

文政3.03 1820 大1

文政3.01 1820 大1

文政4.07 1821 大3

天保2.03 1831 大1

文政7.08 1824 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政（1820s） 1820s	 大1

文政5.01 1822 大1

文政3.11 1820 大1

文政1.11 1818 大1

文化12.11 1815 大1

文化9.09 1812 大1

文化11.07 1814 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政10.05 1827 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

1830s 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保7.01 1836 大1

天保13.08 1842 大1

天保8.03 1837 大1

文化8-11　伊賀 1811-1814 大1

文化9.12.08（1812） 1812 大1

天保12.05 1841 大1

天保2.08 1831 大3

天保9.01 1838 大1

天保2.03 1831 大1

文化8.11 1811 大1



- 大1

- 大1

天保9頃 1838c 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政5.11 1822 大1

文化9.01 1812 大1

文化9.06 1812 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文化11.08 1814 大1

天保1.08 1830 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文化9.01 1812 大1

天保 1830s 大1

文化11.09 1814 大1

文化8.09 1811 大1

文化9.06 1812 大1

天保 1830s 大1

文化9.03 1812 大1

天保 1830s 大1

天保1.03 1830 大1

文政8.09 1825 大1

天保 1830s 大1

文化9.01 1812 大1

天保12.05 1841 大1

天保 1830s 大1

天保10.03 1839 大1

天保14頃 1843c 大1

天保 1830s 大1

天保1.01 1830 大1

文政11.01 1828 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政8.03 1825 大1

1833.01 1833.01 大1

天保1.09 1830 大1



天保 1830s 大1

天保5.10 1834 大1

天保 1830s 大1

天保12.09 1841 大1

天保14頃 1843c 大1

天保6.03 1835 大1

天保 1830s 大1

天保14頃 1843c 大1

文政2.03 1819 大1

文政5.01 1822 大1

文政3.09 1820 大1

文政2.03 1819 大1

文化9.03 1812 大1

文政3.11 1820 大1

文化10.01 1813 大1

文化12頃 1815c 大1

天保9.11 1838 大1

文化14.03 1817 大1

天保8.11 1837 大1

文化12.04 1815 大1

文政1.11 1818 大1

天保4.09 1833 大1

天保7.03 1836 大1

文政？ 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保1.09 1830 大1

天保9.07 1838 大1

文政4.09 1821 大1

文政12.04 1829 大1

文化十四丁丑正月廿八日（1817）1817 大1

天保11.09 1840 大1

文化後期 1820s 大1

1838.03 1838.03 大1

文政9.03 1826 大1

文政3.01 1820 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1



天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文化 1810s 大1

文政10.11 1827 大1

天保9.11 1838 大1

文化9.05 1812 大1

天保 1830s 大1

天保1.01 1830 大1

文化 1810s 大1

天保7.11 1836 大1

文政 1820s 大1

文化11.07 1814 大1

文政1.11 1818 大1

文政 1820s 大1

- 大1

文政 1820s 大1

- 大1

文政8.07 1825 大1

天保9.11 1838 大1

天保11.03 1840 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文政1.05 1818 大1

天保4.03 1833 大1

文化14.01 1817 大1

天保2.07 1831 大1

文政中頃 1820s 大1

文化 1810s 大1

文政 1820s 大1

天保7.04 1836 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文化14.08 1817 大1

文化 1810s 大1

文政12.08 1829 大1

文政6.03 1823 大1

文政6 1823 大1

大1

大1

大1

天保8.03 1837 大1



天保8.03 1837 大1

文政2.06 1819 大1

天保2.07 1831 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文化13.03 1816 大1

文化末期 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保14頃 1843c 大1

文政 1820s 大1

天保9.01 1838 大1

天保10.09 1839 大1

文政11.03 1828 大1

天保4.06 1833 大1

文政11.03 1828 大1

文化12.11 1815 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文化5-6頃 1808-09 大1

文化 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

1831.07 1831.07 大1

文政10.04 1827 大1

文化10.03 1813 大1

天保 1830s 大1

文政7.11 1824 大1

天保9.06 1838 大1

天保9.11 1838 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文化10.06 1813 大1

天保1.11 1830 大1

天保1.11 1830 大1

- 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

1822 1822 大1

文政5頃 1822c 大1



文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

文政5頃 1822c 大1

大1

- 大1

文化 1810s 大1

天保12頃 1841c 大1

天保11.11 1840 大1

文化9 1812 大1

文化9 1812 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1



文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文政12-天保4（1829-33） 1829-33 大1

文化10 1813 大1

文化10 1813 大1

文化10 1813 大1

文化10 1813 大1

文化10 1813 大1

文政9.09 1826 大1

天保 1830s 大1

文化12.08 1815 大1

文政6.07 1823 大1

文政11.09 1828 大1

文政11.09 1828 大1

文政 1820s 大1

天保4.03 1833 大1

天保8.09 1837 大1

天保6.08 1835 大1

文政10.07 1827 大1

天保6.08 1835 大1

天保6.08 1835 大1

文政8.07 1825 大1

文政10.07 1827 大1

文政10.07 1827 大1

天保4.03 1833 大1

天保6.09 1835 大1

天保1.05 1830 大1

天保4.03 1833 大1



文化11.09 1814 大1

文政1.02 1818 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保2.01 1831 大1

文政 大1

1831.09 1831.09 大1

1835.11 1835.11 大1

天保2 1831 大

天保 1830s 大1

文化12.03 1815 大1

文政 1820s 大1

文政12.09 1829 大1

文政 1820s 大1

文化10.01 1813 大1

- 大1

文化13.11 1816 大1

天保 1830s 大1

- 大1

文化 1810s 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政12.01 1829 大1

文化12.05 1815 大1

1831 1831 大1　

大1

天保9頃 1838c 大1

文政3.07 1820 大1

天保7.02 1836 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

天保12.08 1841 大1

天保11.08 1840 大1



文政（1820s） 1820s 大1

大1

文化9.11 1812 大1

天保12.01 1841 大1

文政11.07 1828 大1

天保9.08 1838 大1

文政7.03 1824 大1

文政 1820s 大1

文政12.01 1829 大1

1820.11 1820.11 大1

1820.01 1820.01 大1

文政6.07 1823 大1

天保2.03 1831 大1

文化12.07 1815 大1

文政 1820s 大1

文政5.11 1822 大1

文政5.11 1822 大1

文化14.01 1817 大1

天保9頃 1838c 大1

文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

文化 大1

天保3.03 1832 大1

天保8.03 1837 大1

文化8.03 1811 大1

文化14.02 1817 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

天保4頃 1833c 大1

文政8頃 1825c 大1

1831.07 1831.07 大1

文政11.03 1828 大1

文政3.03 1820 大1

天保9.03 1838 大1

天保9.03 1838 大1



文政10.05 1827 大1

文政8.08 1825 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文化10.01 1813 大1

1820.11 1820.11 大1

文政1.11 1818 大1

天保8.01 1837 大1

文政4.01 1821 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政1頃 1818c 大1

文政1頃 1818c 大1

文政1頃 1818c 大1

文政 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

1832c 1832c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1



文政（1820s） 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政12頃 1828c 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

天保4.05 1833 大1

天保2.05 1831 大1

文政2.04 1819 大1

文政8.09 1825 大1

文政8.09 1825 大1

天保 1830s 大1

文政2.03 1819 大1

文政2.03 1819 大1

文政2.03 1819 大1

文政2.03 1819 大1

文化11.03 1814 大1

文化11.03 1814 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文化8頃 1811c 大1

文政-天保 1820s 大1

天保 1830s 大1

文政-天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保7.01 1836 大1

- 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

文化後期 1820s 大1



天保1.09 1830 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文政4（1821） 1821 大1/3

文政4（1821） 1821 大1/3

文政4（1821） 1821 大1/3

天保1.03 1830 大1

文政 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政11.07 1828 大1

文政11.07 1828 大1

文政11.03 1828 大1

文政11.03 1828 大1

文政11.03 1828 大1

文化11.09 1814 大1

天保8.01 1837 大1

天保8.01 1837 大1

文政2.01 1819 大1

文政2.01 1819 大1

文化12.03 1815 大1

文化12.03 1815 大1

文化12.03 1815 大1

文化12.03 1815 大1

文政1.04 1818 大1

文政1.04 1818 大1

天保10.07 1839 大1

天保10.07 1839 大1

文化13.08 1816 大1

文政5.03 1822 大1

文化14頃 1817c 大1

文政1.11 1818 大1

天保 1830s 大1

天保10.02 1839 大1

文政1.07 1818 大1

文政12.03 1829 大1

天保9.01 1838 大1

文化12.01 1815 大1

文化12.01 1815 大1

文化12.01 1815 大1

天保3.11 1832 大1

天保3.11 1832 大1



文政 1820s 大1

文政 大1

文政1頃 1818c 大1

文政 1820s 大1

大1

文政 1820s 大1

天保13.11 1842 大1

天保4.01 1833 大1

天保4.01 1833 大1

天保1.09 1830 大1

文政12.11 1829 大1

天保 1830s 大1

天保10.07 1839 大1

文政3.07 1820 大1

文政3.07 1820 大1

文化13.07 1816 大1

文化13 1816 大1

文化13.07 1816 大1

文化13 1816 大1

文化13.07 1816 大1

文化13 1816 大1

文化13 1816 大1

文化13 1816 大1

文政8.11 1825 大1

文化13.07 1816 大1

文化13 1816 大1

文化13.07 1816 大1

文化13 1816 大1

文化12.09 1815 大1

文化11.04 1814 大1

文化11.04 1814 大1

天保1.05 1830 大1

文化12.09 1815 大1

文化12.09 1815 大1

文化12.09 1815 大1

天保1.04 1830 大1

天保4.08 1833 大1

文化11.04 1814 大1

文政10.07 1827 大1

天保4.08 1833 大1

文化12.09 1815 大1



天保4.08 1833 大1

天保10.07 1839 大1

文化13.03 1816 大1

文政10.03 1827 大1

文政6.09 1823 大1

文化8頃 1811c 大1

天保5.06 1834 大1

天保9.11 1838 大1

天保3.08 1832 大1

大1

天保4.09 1833 大1

天保2.08 1831 大1

文政8.07 1825 大1

文政8.07 1825 大1

文政8.07 1825 大1

天保2.08 1831 大1

文政12.11 1829 大1

天保 1830s 大1

天保9.07 1838 大1

天保9.04 1838 大1

文化-天保 1820s 大1

天保7.05 1836 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

1836.09 1836.09 大1

文化11.05 1814 大1

文化11.05 1814 大1

天保9.09 1838 大1

文化13.09 1816 大1

文政1.01 1818 大1

文政6.06 1823 大1

文政12.03 1829 大1

文政 1820s 大1

文化11.09 1814 大1

天保7.01 1836 大1

天保7.03 1836 大1

天保5.05 1834 大1

文化14.11 1817 大1

天保 1830s 大1

天保7頃 1836c 大1

文政11.07 1828 大1



文政 1820s 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

- 大1

文政 1820s 大1

文政10.06 1827 大1

天保7.09 1836 大1

天保2頃 1831c 大1

天保4.01 1833 大1

天保4.01 1833 大1

文政9.05 1826 大1

天保7頃 1836c 大1

文政11.01 1828 大1

文政11.01 1828 大1

文政11.01 1828 大1

天保12.01 1841 大1

天保12.01 1841 大1

天保12.01 1841 大1

天保 1830s 大1

1836.09 1836.09 大1

文化 1810s 大1

文化-天保 1820s 大1

天保1.09 1830 大1

天保2.03 1831 大1

天保2.03 1831 大1

文化13.03 1816 大1

天保9.04 1838 大1

天保7.07 1836 大1

天保7.07 1836 大1

天保14頃 1843c 大1

文政7.09 1824 大1

1831.09 1831.09 大1

天保13.01 1842 大1

天保 1830s 大1

文政 1820s 大1

文政前期 1820s 大1

天保9頃 1838c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保9頃 1838c 大1

天保 1830s 大1



天保4.05 1833 大1

文政 1820s 大1

- - 大1

文化後期 1820s 大1

天保 1830s 大1

天保 1830s 大1

天保6.02 1835 大1

1838.03 1838.03 大1

- 大1

天保 1830s 大1

文化12頃 1815c 大1

文政7.03 1824 大1

天保15-弘化2頃 1843-45c 大1

文政13.06 1830 大1

文化11.05 1814 大1

文政9.08 1826 大1

文政8.03 1825 大1

文政12.01 1829 大1

文政12.01 1829 大1

文政8頃 1825c 大1

1820.11 1820.11 大1

文政6.01 1823 大1

天保（1830s） 1830s 大1

文政12 1829 大1

文政12 1829 大1

天保13頃 1842c 大1

天保13頃 1842c 大1

天保13頃 1842c 大1

天保13頃 1842c 大1

天保13頃 1842c 大1

天保13頃 1842c 大1

天保13頃 1842c 大1

文政3（1820） 1820 大1

文政3（1820） 1820 大1

文政3（1820） 1820 大1

文政3（1820） 1820 大1

天保7（1836） 1836 大1

天保7（1836） 1836 大1

天保7（1836） 1836 大1

天保7（1836） 1836 大1

天保7（1836） 1836 大1



天保2（1831） 1831 大1

天保6（1835） 1835 大1

天保6（1835） 1835 大1

天保2（1831） 1831 大1

天保6（1835） 1835 大1

天保2（1831） 1831 大1

天保6（1835） 1835 大1

天保7頃（1836） 1836c 大1

天保7頃（1836） 1836c 大1

天保7頃（1836） 1836c 大1

天保7（1836） 1836 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政6（1823） 1823 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政5（1822） 1822 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政9（1826） 1826 大1

天保2（1831） 1831 大1

文政9（1826） 1826 大1

天保9（1838） 1838 大1



天保2（1831） 1831 大1

天保13（1842） 1842 大1

天保2（1831） 1831 大1

天保2（1831） 1831 大1

天保13（1842） 1842 大1

天保13（1842） 1842 大1

文政9（1826） 1826 大1

天保2（1831） 1831 大1

天保2（1831） 1831 大1

天保2（1831） 1831 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政9（1826） 1826 大1

天保9（1838） 1838 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政9（1826） 1826 大1

天保2（1831） 1831 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政9（1826） 1826 大1

文政11（1828） 1828 大1

文政11（1828） 1828 大1

天保2.05 1831 大1

文政2.11 1819 大1

文政2.11 1819 大1

文政2.11 1819 大1

1820.11 1820.11 大1

文政 1820s 大1

文政2.03 1819 大1

文政2.03 1819 大1

文政7.11 1824 大1

文化12 1815 大1

文政2.07 1819 大1

文化 1810s 大1

天保12.04 1841 大1

文政 1820s 大1

文政（1820s） 1820s 大1

天保 1830s 大1

文化13.09 1816 大1

文化 1810s 大1



文化9.11 1812 大1

天保 1830s 大1

文政3.05 1820 大1

天保10.03 1839 大1

文政（1820s） 1820s 大1

文政 1820s 大1

文政5.03 1822 大1

文政5.07 1822 大1

天保2.03 1831 大1

天保2.03 1831 大1

天保2.03 1831 大1

天保2.03 1831 大1

文政6頃 1823c 大1

文化9.11 1812 大3　大2＋大1



07 判型記号 08 外題 09 げだい

大1 （豊國肖像） 0

大1 當り年名代註文 あたりどしなだいちゅうもん

大1 當りとし名代註文 あたりどしなだいちゅうもん

大1 當り年名代註文 あたりどしなだいちゅうもん

大1 當り年名代註文 あたりどしなだいちゅうもん

大1 東八景之内 あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景ノ内 あづまはっけいのうち

大1 東八景ノ内 あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 東八景の内（花翫暦色所八景）あづまはっけいのうち

大1 あ屋つり狂言道行盡 あやつりきょうげんみちゆきづくし

大1 あ屋つり狂言道行盡 あやつりきょうげんみちゆきづくし

大1 あ屋つり狂言道行盡 あやつりきょうげんみちゆきづくし

大1 市川…（無外題） いちかわ…

大1 座付口上市川海老藏（御目見得口上）いちかわえびぞう

大1 市川九藏所作事ノ内（彩模様見立八景）いちかわくぞうしょさのうち

大1 市川團十郎口演 いちかわだんじゅうろうこうえん

大1 市川白猿成田山行法之圖 いちかわはくえんなりたさん…

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 一歩線香即席噺　三笑亭可楽いちぶせんこうそくせきばなし

大1 市村座三階之圖 いちむらざさんかいのづ

大1 一世一代（一世一代功力妙法字）いっせいいちだい



大1 一世一代功力妙法字 いっせいいちだい…

大1 田舎源氏のうち いなかげんじのうち

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今風化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 今様化粧鏡 いまふうけしょうかがみ

大1 時世薄化粧 いまよううすげしょう

大1 時世薄化粧 いまよううすげしょう

大1 時世薄化粧 いまよううすげしょう

大1 時世薄化粧 いまよううすげしょう

大1 時世薄化粧 いまよううすげしょう

大1 時世薄化粧 いまよううすげしょう

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 當世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ



大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 當世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 當世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 時世江戸鹿子 いまようえどかのこ

大1 今様大津ゑ いまようおおつえ

大1 今様大津絵 いまようおおつえ

大1 今様大津絵 いまようおおつえ

大1 今よう大つ絵 いまようおおつえ

大1 今様大津絵 いまようおおつえ

大1 今様大津ゑ いまようおおつえ

大1 今様源氏花揃 いまようげんじはなぞろい

大1 今様斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 今世斗計十二時 いまようとけいじゅうにとき

大1 時世百化鳥 いまようひゃっかちょう

大1 時世百世鳥 いまようももよどり

大1 時世百世鳥 いまようももよどり

大1 浮世大江山 うきよおおえやま

大1 浮世五色合 うきよごしきあわせ

大1 浮世三興 うきよさんきょう



大1 浮世三興 うきよさんきょう

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世十六むさし うきよじゅうろくむさし

大1 浮世床ノ伊之助 うきよどこのいのすけ

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世人精天眼鏡 うきよにんじょうてんがんきょう

大1 浮世見立 うきよみたて

大1 浮世見立 うきよみたて

大1 浮世見立 うきよみたて

大1 浮世見立 うきよみたて

大1 浮世三組美人 うきよみつぐみびじん

大1 浮世名異所圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ



大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會 うきよめいしょづえ

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 浮世名異女圖會二篇 うきよめいしょづえ2

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら



大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 繪兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 絵兄弟忠臣藏 えきょうだいちゅうしんぐら

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん



大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸自慢 えどじまん

大1 江戸十二鐘 えどじゅうにしょう

大1 江戸十二鐘 えどじゅうにしょう

大1 江戸十二鐘 えどじゅうにしょう

大1 江戸十二鐘 えどじゅうにしょう

大1 江戸十二鐘 えどじゅうにしょう

大1 江戸勝景 えどしょうけい

大1 江戸勝景 えどしょうけい

大1 江戸勝景 えどしょうけい

大1 江戸勝景 えどしょうけい

大1 江戸勝景二編 えどしょうけい2

大1 江戸勝景二編 えどしょうけい2

大1 江戸勝景二編 えどしょうけい2

大1 江戸っ子揃ひゐきかた氣 えどっこぞろいひいきかたぎ

大1 江戸っ子揃ひゐきかた氣 えどっこぞろいひいきかたぎ

大1 江戸ツ子揃ひゐきかた氣 えどっこぞろいひいきかたぎ

大1 江戸っ子揃ひゐきかた氣 えどっこぞろいひいきかたぎ

大1 江戸ツ子揃ひゐきかた氣 えどっこぞろいひいきかたぎ

大1 江戸っ子揃ひゐきかた氣 えどっこぞろいひいきかたぎ

大1 江戸ッ子揃ひゐきかた氣 えどっこそろいひゐきかたぎ

大1 江戸の花浮世 えどのはなうきよ

大1 江戸の花浮世 えどのはなうきよ

大1 江戸の花浮世 えどのはなうきよ

大1 江戸の花浮世 えどのはなうきよ

大1 江戸橋尽 えどはしづくし

大1 江戸橋盡 えどはしづくし

大1 江戸橋尽 えどはしづくし

大1 江戸橋盡 えどはしづくし

大1 江戸橋尽 えどはしづくし

大1 江戸橋尽 えどはしづくし

大1 江戸橋尽 えどはしづくし

大1 江戸橋尽 えどはしづくし

大1 江戸橋盡 えどはしづくし

大1 江戸橋盡 えどはしづくし

大1 江戸橋盡 えどはしづくし

大1 江戸橋尽 えどはしづくし

大1 江戸橋盡 えどはしづくし



大1 江戸八景 えどはっけい

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸八景ノ内 えどはっけいのうち

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸花見自慢* えどはなみづくし

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸花見盡 えどはなみづくし

大1 江戸名所 えどめいしょ

大1 江戸名所 えどめいしょ

大1 江戸名所 えどめいしょ

大1 江戸名所 えどめいしょ

大1 江戸名異女圖會 えどめいしょづえ

大1 江戸名異女圖會 えどめいしょづえ

大1 江戸名異女圖會 えどめいしょづえ

大1 江戸名異女圖會 えどめいしょづえ

大1 江戸名異女圖會 えどめいしょづえ

大1 江戸名異女圖會 えどめいしょづえ

大1 江戸名異女圖會 えどめいしょづえ

大1 江戸名所之内（相撲関取） えどめいしょのうち

大1 江戸名所之内（相撲関取） えどめいしょのうち

大1 江戸名所之内（相撲関取） えどめいしょのうち

大1 江戸名所之内（相撲関取） えどめいしょのうち

大1 江戸名所之内（相撲関取） えどめいしょのうち

大1 江戸名所之内（相撲関取） えどめいしょのうち

大1 荏原天満宮 えばらてんまんぐう

大1 艶姿辰巳勝景 えんしたつみしょうけい



大1 艶姿辰巳勝景 えんしたつみしょうけい

大1 艶姿辰巳勝景 えんしたつみしょうけい

大1 艶姿辰巳勝景 えんしたつみしょうけい

大1 艶姿辰巳勝景 えんしたつみしょうけい

大1 縁むすひ女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 縁むすび女夫評判 えんむすびみょうとひょうばん

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬尽 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬盡 おあつらええまづくし

大1 御誂繪馬尽 おあつらええまづくし

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ

大1 御誂當世好 おあつらえとうせいこのみ



大1 御江戸御名殘狂言（再春菘種蒔）おえどおなごりきょうげん

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言盡 おおあたりきょうげんづくし

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 おおあたりきょうげんのうち

大1 大廓はるのすみれ おおくるわはるのすみれ

大1 大仕掛五十三段がけの内（独道中五十三驛）おおじかけごじゅうさん…

大1 大仕掛五十三段がけの内（独道中五十三驛）おおじかけごじゅうさん…

大1 大仕掛五十三段がけの内（独道中五十三驛）おおじかけごじゅうさん…

大1 大津絵 おおつえ

大1 大津絵 おおつえ

大1 大津絵 おおつえ

大1 大津絵 おおつえ

大1 大津絵 おおつえ

大1 大津絵 おおつえ

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津絵つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大津繪つくし おおつえづくし

大1 大星由良之助（市川團十郎7）おおぼしゆらのすけ

大1 大星由良之助［元祖沢村宗十郎］おおぼしゆらのすけ

大1 大森彦七盛長　…　楠の亡魂…おおもりひこしち…

大1 御好藝者五行の内 おこのみげいしゃごぎょうのうち

大1 御好藝者五行の内 おこのみげいしゃごぎょうのうち



大1 稚六藝の内 おさなろくげいのうち

大1 稚六藝の内 おさなろくげいのうち

大1 御名残り一世一代　芝翫 おなごり…

大1 御名残狂言（大内鑑） おなごりきょうげん

大1 御名残狂言十日替りの内（妹背山婦女庭訓）おなごりきょうげん…

大1 御名残狂言口上 おなごりきょうげんこうじょう

大1 御名殘狂言口上 おなごりきょうげんこうじょう

大1 御名殘狂言ノ内 おなごりきょうげんのうち

大1 尾上松緑廿三回忌追善狂言（音菊家怪談）おのえしょうろく…

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩絵 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩絵 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩絵 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩絵 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩絵 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩絵 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 思事鏡冩繪 おもうことかがみのうつしえ

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女用十二手箱ノ内 おんなようじゅうにてばこのうち

大1 女粧三十六貴賎 おんなよそおいさんじゅうろくきせん

大1 顔見世狂言榮 かおみせきょうげんのさかえ

大1 花街問答 かがいもんどう

大1 花街問答 かがいもんどう

大1 花街問答 かがいもんどう

大1 樂屋錦繪	 がくやにしきえ

大1 楽屋錦繪一篇 がくやにしきえ

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2



大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 楽屋錦繪二篇十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 樂屋錦繪二編十枚之内 がくやにしきえ2

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工　細工人浪花　一田庄七郎かございく

大1 籠細工　細工人　浪花　一田庄七郎かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工　細工人　浪華　一田庄七郎かございく

大1 籠細工　細工人　浪花　一田庄七郎かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工　 かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工　浪花　一田庄七郎 かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工　浪花　細工人一田庄七郎かございく

大1 籠細工 かございく

大1 籠細工　浪花細工人　一田庄七郎かございく



大1 籠細工 かございく

大1 籠細工 かございく

大1 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大1 九変化の内（其九絵彩四季桜*）かなでほんちゅうしんぐらくへんげのうち

大1 假名手本忠臣藏十一段目・夜討人数の頭領かなでほんちゅうしんぐらじゅういちだんめ…

大1 假名手本忠臣藏十一段目・夜討人数の内かなでほんちゅうしんぐらじゅういちだんめ…

大1 假名手本忠臣藏夜討人数ノ内かなでほんちゅうしんぐらようちにんずうのうち

大1 假名手本忠臣藏夜討人数ノ内かなでほんちゅうしんぐらようちにんずうのうち

大1 亀戸天満宮奉納田舎源氏額面写かめいどてんまんぐうほうのう…

大1 河原崎座御名残狂言（舞扇榮松稚）かわらさきざおなごりきょうげん

大1 河原崎櫓再興の壽 かわらざきやぐらさいこうのことぶき

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談 かんそぐんだん

大1 漢楚軍談* かんそぐんだん*

大1 観音霊験記 かんのんれいげんき

大1 吉例 きちれい

大1 吉例之暫 きちれいのしばらく

大1 吉例の暫（市川團十郎） きちれいのしばらく

大1 九役之内 きゅうやくのうち

大1 草華集遊美人粧 くさばなしゅうゆうびじんよそおい

大1 草花集遊美人粧 くさばなしゅうゆうびじんよそおい

大1 九へん化の内 くへんげのうち

大1 九変化の内（八重九重花姿絵）くへんげのうち

大1 九役之内（御所桜堀川夜討）くやくのうち

大1 九役之内（織合つづれ乃錦）くやくのうち

大1 九役の内（慙紅葉汗顔見勢）くやくのうち

大1 九役の内（慙紅葉汗顔見勢）くやくのうち

大1 九役の内（慙紅葉汗顔見勢）くやくのうち

大1 九役之内 くやくのうち

大1 化粧三美人 けしょうさんびじん

大1 化粧三美人 けしょうさんびじん



大1 化粧六歌仙　大坂角ノ芝居（芝翫）けしょうろっかせん

大1 源氏合ノ内 げんじあわせのうち

大1 源氏合ノ内 げんじあわせのうち

大1 源氏物語 げんじものがたり

大1 源氏物語 げんじものがたり

大1 賢女鑑 けんじょかがみ

大1 五十三次ノ内 ごうじゅうさんつぎのうち

大1 高野山参詣伊勢参宮・帰着口上こうじょう

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 極彩色時世仕立 ごくさいしきいまようしたて

大1 古今大當り戸板かえし［東海道四谷怪談］ここんおおあたりといたがえし

大1 古今未曾有工夫の幽霊・尾上梅幸ここんみぞう…

大1 古今未曾有工夫の幽霊（曲輪来伊達大寄）ここんみぞうくふうのゆうれい

大1 五十三次ノ内 ごじゅうさんつぎのうち

大1 五十三次ノ内 ごじゅうさんつぎのうち

大1 五十三次ノ内 ごじゅうさんつぎのうち

大1 五十三次ノ内 ごじゅうさんつぎのうち

大1 五十三次ノ内 ごじゅうさんつぎのうち

大1 五十三次ノ内 ごじゅうさんつぎのうち

大1 五節句所作ノ内 ごせっくしょさのうち

大1 五節句の内 ごせっくのうち

大1 五節句の内 ごせっくのうち

大1 五節句の内（鍪忿身五郎） ごせっくのうち

大1 五節句の内（檀獅贔屓物） ごせっくのうち

大1 五節句乃内			 ごせっくのうち	

大1 五大力 ごだいりき

大1 子寶遊 こだからあそび

大1 子寶遊 こだからあそび

大1 子寶遊 こだからあそび

大1 子寶遊 こだからあそび

大1 今昔忠孝家賀見 こんじゃくちゅうこうかがみ

大1 座付口上 ざつきこうじょう

大1 猿若瓢軍記* さるわかひさごぐんき

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん



大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 三芝居見立對面 さんしばいみたてたいめん

大1 芝翫改下り中村歌右衛門（改名御目見得口上）しかん…

大1 四季の内 しきのうち

大1 四季ノ内 しきのうち

大1 四季の内 しきのうち

大1 四季の内 しきのうち

大1 四季ノ内 しきのうち

大1 四季の内 しきのうち

大1 四季之内 しきのうち

大1 四季ノ内 しきのうち

大1 四季の目附絵 しきのめつけえ

大1 四季の目附繪 しきのめつけえ

大1 四季の目附絵 しきのめつけえ

大1 四季の目附繪 しきのめつけえ

大1 四季の目附絵 しきのめつけえ

大1 四季の目附繪 しきのめつけえ

大1 四季の目附絵 しきのめつけえ

大1 四季の目附繪 しきのめつけえ

大1 時聖代民ノ賑ひ じせいだいたみのにぎわい

大1 時聖代民の賑ひ じせいだいたみのにぎわい

大1 七變化女眼かづら しちへんげおんなめかづら

大1 七變化女眼かづら しちへんげおんなめかづら

大1 七変化ノ内（八重霞桜花掛合）しちへんげのうち

大1 七変化の内（彩模様見立八景しちへんげのうち

大1 暫 しばらく

大1 十三回忌追善狂言（大和い手向五字）じゅうさんかいき…

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい



大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 集女八景 しゅうじょはっけい

大1 十二支　七ツ目合 じゅうにし

大1 十二支所作　七ツ目合 じゅうにし

大1 十二月之内（四季詠寄三大字）じゅうにつきのうち

大1 十二月之内（四季詠寄三大字）じゅうにつきのうち

大1 十二月之内（四季詠寄三大字）じゅうにつきのうち

大1 十二月之内（四季詠寄三大字）じゅうにつきのうち

大1 十二月之内（四季詠寄三大字）じゅうにつきのうち

大1 十二月之内（四季詠寄三大字）じゅうにつきのうち

大1 十二月ノ内（花■（兄弟）十二月所作）じゅうにつきのうち

大1 十二月ノ内 じゅうにつきのうち

大1 十番切 じゅうばんぎり

大1 春景千社詣 しゅんけいせんじゃもうで

大1 春景千社詣 しゅんけいせんじゃもうで

大1 春景千社詣 しゅんけいせんじゃもうで

大1 勝景鏡 しょうけいかがみ

大1 勝景鏡 しょうけいかがみ

大1 勝景鏡 しょうけいかがみ

大1 勝景鏡 しょうけいかがみ

大1 勝景競 しょうけいくらべ

大1 勝景競 しょうけいくらべ

大1 勝景競 しょうけいくらべ

大1 勝景競 しょうけいくらべ

大1 勝景競 しょうけいくらべ

大1 猩壽　猩美　（毛が赤い） しょうじゅ　しょうび

大1 猩々 しょうじょう

大1 女子教訓狂哥合 じょしきょうくんきょうかあわせ

大1 女子教訓狂歌合 じょしきょうくんきょうかあわせ

大1 女子教訓狂哥合 じょしきょうくんきょうかあわせ

大1 女子教訓狂歌合 じょしきょうくんきょうかあわせ

大1 女子教訓狂歌合 じょしきょうくんきょうかあわせ



大1 女子教訓狂歌合 じょしきょうくんきょうかあわせ

大1 新工夫組立武者人形 しんくふうくみたてむしゃにんぎょう

大1 新忠臣藏 しんちゅうしんぐら

大1 新内ぶし六玉川所作之内（六玉川秀歌姿見）しんないぶしむたがわしょさのうち

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪・當世美人合 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 新板錦繪當世美人 しんぱんにしきえとうせいびじんあわせ

大1 菅原天神記操人形之図 すがわらてんじんき…

大1 隅田川雪の勝景 すみだがわゆきのしょうけい

大1 相撲取組の圖 すもうとりくみのづ

大1 青樓三顔合の内 せいろうさんかおあわせのうち

大1 青樓美人合 せいろうびじんあわせ

大1 青樓美人合 せいろうびじんあわせ

大1 青樓美人合 せいろうびじんあわせ

大1 青樓美人合 せいろうびじんあわせ

大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内（吾嬬菊弥生雛形）せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち

大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち

大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち

大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち

大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち

大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち



大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち

大1 瀬川菊之丞・七変化所作事の内せがわきくのじょうしちへんげしょさごとのうち

大1 関三十郎御名殘 せきさんじゅうろう…

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 千社詣 せんじゃもうで

大1 曾我や尾上之助=三枡源之助そがや…

大1 大當狂言内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言之内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大當狂言ノ内 だいあたりきょうげんのうち

大1 大婬婦・新古色事附 だいいんぷしんこいろごとづけ



大1 （大織冠鎌足と入鹿大臣） だいしょくっかん

大1 館扇面真砂白浪* たちおうぎ天

大1 辰巳十二時ノ内 たつみじゅうにときのうち

大1 辰巳十二時ノ内 たつみじゅうにときのうち

大1 辰巳十二時ノ内 たつみじゅうにときのうち

大1 辰巳十二時ノ内 たつみじゅうにときのうち

大1 辰巳十二時ノ内 たつみじゅうにときのうち

大1 太郎坊の霊 たろうぼうのれい

大1 戲繪兄弟 たわむれえきょうだい

大1 戲繪兄弟 たわむれえきょうだい

大1 戯繪兄弟 たわむれえきょうだい

大1 戲繪兄弟 たわむれえきょうだい

大1 筑紫太宰府参詣御名残狂言（忠臣藏）ちくしだざいふさんけい…

大1 忠臣藏 ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏七役の内 ちゅうしんぐらななやくのうち

大1 忠臣藏七役の内（假名手本忠臣藏）ちゅうしんぐらななやくのうち

大1 追善狂言（御攝手向花川戸）ついぜんきょうげん

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月乃陰忍逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月の陰忍び逢う夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月乃陰忍逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 月乃陰忍逢ふ夜 つきのかげしのびあうよる

大1 當世美女吾妻風景 とうえいびじょあづまふうけい

大1 東海道五拾三次之内 とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 東海道五十三次之内 とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし



大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席づくし とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席つくし とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名会席盡 とうじこうめいかいせきづくし



大1 當時高名會席つくし とうじこうめいかいせきづくし

大1 當時高名會席盡 とうじこうめいかいせきづくし　

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世相性懐中鏡 とうせいあいしょうかいちゅうかがみ

大1 當世東錦繪 とうせいあずまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世東錦繪 とうせいあづまにしきえ

大1 當世薄化粧 とうせいうすけしょう

大1 當世江戸寿々女 とうせいえどすずめ

大1 當世江戸寿々女 とうせいえどすずめ

大1 當世江戸壽々女 とうせいえどすずめ

大1 當世江戸寿々女 とうせいえどすずめ

大1 當世江戸寿々女 とうせいえどすずめ

大1 當世江戸寿々女 とうせいえどすずめ

大1 當世大坂 とうせいおおさか

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押絵羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた



大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世押繪羽子板 とうせいおしえはごいた

大1 當世高名會席盡 とうせいこうめいかいせきづくし

大1 當世高名會席盡 とうせいこうめいかいせきづくし

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世五人男 とうせいごにんおとこ

大1 當世三十二相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貳相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十二相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十二相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう



大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貳相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十二相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貳相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十二相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十貮相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世三十二相 とうせいさんじゅうにそう

大1 當世・千代の田のしみ とうせいちよのたのしみ

大1 當世・千代のたのしみ とうせいちよのたのしみ

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世庭訓往来 とうせいていきんおうらい

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世夏景色 とうせいなつげしき

大1 當世浪花の三興 とうせいなにわのさんきょう

大1 當世浪花の三興 とうせいなにわのさんきょう

大1 當世浪花の三興 とうせいなにわのさんきょう

大1 當世浪花の三興 とうせいなにわのさんきょう

大1 當世浪花の三興 とうせいなにわのさんきょう

大1 當世花くらへ とうせいはなくらべ

大1 當世花競 とうせいはなくらべ

大1 當世花競 とうせいはなくらべ

大1 當世花くらへ とうせいはなくらべ

大1 當世花競 とうせいはなくらべ



大1 當世花競 とうせいはなくらべ

大1 當世花競 とうせいはなくらべ

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世春景色 とうせいはるげしき

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女東風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 とうせい美女あづまふうけいのうちとうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女東風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美女あづま風景 とうせいびじょあづまふうけい

大1 當世美人合（全身） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（全身） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（全身） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（全身） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（全身） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（全身） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 美人合* とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ



大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人合（大首） とうせいびじんあわせ

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人七小町 とうせいびじんななこまち

大1 當世美人花くらべ とうせいびじんはなくらべ

大1 當世美人流光好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世美人流行好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世美人流行好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世美人流行好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世美人流行好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世美人流行好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世美人流行好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世美人流行好 とうせいびじんりゅうこうこのみ

大1 當世風江戸名物盡 とうせいふうえどめいぶつづくし

大1 當世風俗五性 とうせいふうぞくごしょう

大1 當世風俗五性 とうせいふうぞくごしょう

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世見立七小町 とうせいみたてななこまち

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり



大1 當世道行ふり とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世道行振 とうせいみちゆきぶり

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世六玉顔 とうせいむたまがお

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優香箱 とうせいやくしゃこうばこ

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい



大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃* とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃* とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃* とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃* とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい



大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優揃 とうせいやくしゃぞろい

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鏡* とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優手鑑 とうせいやくしゃてかがみ

大1 當世俳優贔屓競 とうせいやくしゃひいきくらべ

大1 當世俳優贔屓競 とうせいやくしゃひいきくらべ

大1 東都五大橋 とうとごおおはし

大1 東都五大橋 とうとごおおはし

大1 東都月の名所 とうとつきのめいしょ

大1 東都月の名所 とうとつきのめいしょ

大1 東都六玉顔ノ内 とうとむたまがおのうち

大1 東都六玉顔ノ内 とうとむたまがおのうち

大1 東都六玉顔ノ内 とうとむたまがおのうち

大1 東都六玉顔ノ内 とうとむたまがおのうち

大1 東都六玉顔ノ内 とうとむたまがおのうち

大1 東都六玉川ノ内 とうとむたまがわのうち

大1 十の眠りも美名目覚東姿繪 とうのねぶりも…

大1 時聖代民の賑ひ ときのみよたみのにぎわい

大1 時聖代民ノ賑ひ ときのみよたみのにぎわい

大1 時聖代民の賑ひ ときのみよたみのにぎわい

大1 時聖代民ノ賑ひ ときのみよたみのにぎわい

大1 時聖代民の賑ひ ときのみよたみのにぎわい

大1 時聖代民の賑ひ ときのみよたみのにぎわい

大1 時聖代民ノ賑ひ ときのみよたみのにぎわい

大1 時聖代民ノ賑ひ ときよみよたみのにぎわい

大1 鳥羽繪九変化ノ内（（八重九重花姿繪）とばえくへんげのうち

大1 虎あそび とらあそび

大1 中村歌右衛門一世一代 なかむらうたうえもんいっせいいちだい

大1 中村芝翫　江戸表御名殘口上なかむらしかんえどおもて…

大1 中村芝翫御名残狂言（手向山紅葉御幣）なかむらしかんおなごりきょうげん

大1 中村芝翫御名残狂言ノ内 なかむらしかんおなごりきょうげんのうち



大1 中村芝翫御名残狂言ノ内（御名残押絵交張）なかむらしかんおなごりきょうげんのうち

大1 中村芝翫御名残狂言ノ内 なかむらしかんおなごりきょうげんのうち

大1 中村芝翫九変化の内（第二番目九変化）なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化ノ内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内（第二番目九変化）なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化ノ内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内（第二番目九変化）なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化ノ内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内（第二番目九変化）なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内（興九重弥生花道）なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内 なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫九変化の内（第二番目九変化）なかむらしかんくへんげのうち

大1 中村芝翫七変化の内（拙筆七以呂波）なかむらしかんしちへんげのうち

大1 中村芝翫四変化ノ内（信田森鳴響嫁）なかむらしかんしへんげのうち

大1 中村芝翫浪花登り出立丿圖なかむらしかんなにわ…

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 梨壺五歌仙 なしつぼごかせん

大1 夏狂言 なつきょうげん

大1 夏の交加 なつのいきかい

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町［Nana-Komachi (seven Komachi)］ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち



大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町 ななこまち

大1 七小町の内 ななこまちのうち

大1 七十二候 ななじゅうにこう

大1 七十二候 ななじゅうにこう

大1 七十二候 ななじゅうにこう

大1 七十二候 ななじゅうにこう

大1 七十二候 ななじゅうにこう

大1 七役の内（假名手本忠臣藏）ななやくのうち

大1 七役の内（假名手本忠臣藏）ななやくのうち

大1 七役の内（お染久松色読販）ななやくのうち

大1 七役ノ内（假名手本忠臣藏） ななやくのうち

大1 七役の内（お染久松色読販）ななやくのうち

大1 七役の内（夏浴衣國字小紋）ななやくのうち

大1 七役の内（夏浴衣國字小紋）ななやくのうち

大1 七役ノ内　 ななやくのうち

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 浪花の春見立對面 なにわのはるみたてたいめん

大1 賑ふや妹背縁日 にぎわうやいもせえんにち

大1 賑ふや妹背縁日 にぎわうやいもせのえんにち

大1 賑ふや妹背縁日 にぎわうやいもせのえんにち

大1 賑ふや妹背縁日 にぎわうやいもせのえんにち

大1 賑ふや妹背縁日 にぎわうやいもせのえんにち

大1 錦の裏 にしきのうら

大1 錦の裏 にしきのうら

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ



大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 偐紫田舎源氏 にせむらさきいなかげんじ

大1 子の日小松引 ねのひこまつびき

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 俳仙十哲ノ内 はいせんじってつのうち

大1 長谷川一世一代忠臣藏十一段大道具大仕掛ノ内（假名手本忠臣藏）はせがわいっせいいちだい…

大1 八犬傳いぬの双紙の内 はっけんでんいぬのそうしのうち

大1 花競美人合 はなくらべびじんあわせ

大1 花暦吉日姿 はなごよみきちじつすがた

大1 英一螮十二ヶ月の内 はなぶさいったいじゅうにかげつのうち

大1 春狂言稽古の圖 はるきょうげんけいこのづ

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 春交加 はるのいきかい

大1 坂東三津五郎御名残狂言雪月花の内（月雪花名殘文臺）ばんどうみつごろうおなごりきょうげんせつげっか…

大1 坂東簔助七変化所作事ノ内（七重八重咲分桜）ばんどうみのすけしちへんげしょさごとのうち

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ



大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合 びじんあわせ

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人合・春の曙 びじんあわせはるのあけぼの

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろは短歌 びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろは多舞哥 びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたむか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろは短哥 びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろは短哥 びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人傾城いろはたんか びじんけいせいいろはたんか

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい



大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい

大1 美人八景 びじんはっけい*

大1 美人八景 びじんはっけい*

大1 百人美女 ひゃくにんびじょ

大1 風流相生□□□ ふうりゅうあいおいづくし

大1 風流相生づくし ふうりゅうあいおいづくし

大1 風流相生づくし ふうりゅうあいおいづくし

大1 風流相生づくし ふうりゅうあいおいづくし

大1 風流五雁金 ふうりゅういつつかりがね

大1 風流五節句の内 ふうりゅうごせっくのうち

大1 風流五節句の内 ふうりゅうごせっくのうち

大1 風流五節句之内 ふうりゅうごせっくのうち

大1 風流五節句の内 ふうりゅうごせっくのうち

大1 風流五節句の内 ふうりゅうごせっくのうち

大1 風流五節句の内 ふうりゅうごせっくのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流十二月ノ内 ふうりゅうじゅうにつきのうち

大1 風流淨瑠璃集 ふうりゅうじょうるりしゅう

大1 風流淨瑠璃集 ふうりゅうじょうるりしゅう



大1 風流淨瑠璃集 ふうりゅうじょうるりしゅう

大1 風流浄瑠理集當りものノ内 ふうりゅうじょうるりしゅうあたりもののうち

大1 風流調子婦繪 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦繪 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦繪 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦絵 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦絵 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦絵 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流てうしふゑ ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流てうしふゑ ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流てうしふゑ ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流てうしふゑ ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子ふゑ ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流てうしふゑ ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流てうしふえ ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦絵 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流てうし婦絵 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦絵 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流調子婦繪 ふうりゅうちょうしぶえ

大1 風流投扇興 ふうりゅうとうせんきょう

大1 風流投扇興 ふうりゅうとうせんきょう

大1 風流投扇興 ふうりゅうとうせんきょう

大1 風流投扇興 ふうりゅうとうせんきょう

大1 風流投扇興 ふうりゅうとうせんきょう

大1 風りう花暦 ふうりゅうはなごよみ

大1 風流花暦 ふうりゅうはなごよみ

大1 風流花暦 ふうりゅうはなごよみ

大1 風流花暦 ふうりゅうはなごよみ

大1 風流花暦 ふうりゅうはなごよみ

大1 風りう花暦 ふうりゅうはなごよみ

大1 風流花 ふうりゅうはなごよみ

大1 風流六玉顔 ふうりゅうむたまがお

大1 風流六玉かほ ふうりゅうむたまがお

大1 風流六玉顔 ふうりゅうむたまがお

大1 風流六玉顔 ふうりゅうむたまがお

大1 風流六玉顔 ふうりゅうむたまがお

大1 風流六玉顔 ふうりゅうむたまがお

大1 風流六玉顔 ふうりゅうむたまがお

大1 風流六玉川 ふうりゅうむたまがわ

大1 風流六玉川 ふうりゅうむたまがわ

大1 風流六玉川 ふうりゅうむたまがわ



大1 風流六玉川 ふうりゅうむたまがわ

大1 風流六玉川 ふうりゅうむたまがわ

大1 風流六玉川 ふうりゅうむたまがわ

大1 風流六ケ仙 ふうりゅうろっかせん

大1 風流六ケ仙 ふうりゅうろっかせん

大1 風流六ケ仙 ふうりゅうろっかせん

大1 風流六ケ仙 ふうりゅうろっかせん

大1 風流和雅三人 ふうりゅうわかさんじん

大1 風流和雅三人 ふうりゅうわかさんじん

大1 風流和雅三人 ふうりゅうわかさんじん

大1 婦女倭寿賀多 ふじょやまとすがた

大1 婦女倭寿賀多 ふじょやまとすがた

大1 婦人一代鑑 ふじんいちだいかがみ

大1 婦人一代鑑 ふじんいちだいかがみ

大1 婦人一代鑑 ふじんいちだいかがみ

大1 婦人一代鑑 ふじんいちだいかがみ

大1 婦人一代鑑 ふじんいちだいかがみ

大1 婦人たしなみ草 ふじんたしなみぐさ

大1 婦人たしなみ草 ふじんたしなみぐさ

大1 婦人たしなみ草 ふじんたしなみぐさ

大1 婦人たしなみ草 ふじんたしなみぐさ

大1 婦人たしなみ草 ふじんたしなみぐさ

大1 婦人たしなみ草 ふじんたしなみぐさ

大1 豊前國宇佐八幡宮神領　小濱村の産ぶぜんのくにうさはちまんぐうしんりょう

大1 不動尊づくし* ふどうそんづくし

大1 不動尊づくし* ふどうそんづくし

大1 不動尊づくし* ふどうそんづくし

大1 不動尊づくし* ふどうそんづくし

大1 不動尊づくし* ふどうそんづくし

大1 豊歳五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳・五節句遊	 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳・五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳・五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 豊歳五節句ノ遊 ほうさいごせっくのあそび

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）



大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（提灯） ほうのう（ちょうちん）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 奉納（手拭） ほうのう（てぬぐい）

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく



大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 星の霜當世風俗 ほしのしもとうせいふうぞく

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 蛍狩江戸ッ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 北國五色墨 ほっこくごしきずみ

大1 本朝高名鑑 ほんちょうこうめいかがみ

大1 本朝・高名鑑 ほんちょうこうめいかがみ

大1 本朝・高名鑑 ほんちょうこうめいかがみ

大1 本朝高名鑑 ほんちょうこうめいかがみ

大1 本朝高名鑑 ほんちょうこうめいかがみ

大1 本朝高名鑑 ほんちょうこうめいかがみ

大1 本朝高名鑑 ほんちょうこうめいかがみ



大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風景美人競 ほんちょうふうけいびじんくらべ

大1 本朝風流美人競 ほんちょうふうりゅうびじんくら

大1 本朝風流美人競 ほんちょうふうりゅうびじんくら

大1 本朝風流美人競 ほんちょうふうりゅうびじんくら

大1 本朝風流美人競 ほんちょうふうりゅうびじんくら

大1 本朝風流美人競 ほんちょうふうりゅうびじんくら

大1 本朝風流美人競 ほんちょうふうりゅうびじんくら

大1 本朝風流美人競 ほんちょうふうりゅうびじんくら

大1 本朝武者高名鑑 ほんちょうむしゃこうめいかがみ

大1 見立狂言 みたてきょうげん

大1 見立狂言 みたてきょうげん

大1 見立狂言 みたてきょうげん

大1 見立狂言 みたてきょうげん

大1 見立七福神 みたてしちふくじん

大1 見立七福神 みたてしちふくじん

大1 見立十二ノ氣候 みたてじゅうにのきこう

大1 見立十二の氣候 みたてじゅうにのきこう

大1 見立十二の氣候 みたてじゅうにのきこう

大1 見立十二ノ氣候 みたてじゅうにのきこう

大1 見立十二の氣候 みたてじゅうにのきこう

大1 見立十二の氣候 みたてじゅうにのきこう

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立・忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら



大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立忠臣藏 みたてちゅうしんぐら

大1 見立八景 みたてはっけい

大1 見立八景 みたてはっけい

大1 見立八景 みたてはっけい

大1 見立八景 みたてはっけい

大1 見立八景 みたてはっけい

大1 見立春の賑い みたてはるのにぎわい

大1 見立春の賑ひ みたてはるのにぎわい

大1 見立風俗三國志 みたてふうぞくさんごくし

大1 見立風俗三國志 みたてふうぞくさんごくし

大1 見立娘六花撰 みたてむすめろっかせん

大1 見立娘六花撰 みたてむすめろっかせん

大1 見立娘六花撰 みたてむすめろっかせん

大1 見立娘六花撰 みたてむすめろっかせん

大1 見立娘六花撰 みたてむすめろっかせん

大1 見立娘六花撰 みたてむすめろっかせん

大1 三ツ人形之内 みつにんぎょうのうち

大1 三人形ノ内 みつにんぎょうのうち

大1 三人形ノ内 みつにんぎょうのうち

大1 三人形ノ内 みつにんぎょうのうち

大1 三つ人形ノ内（復新三組盃） みつにんぎょうのうち

大1 三ツ人形の内（復新三組盞）みつにんぎょうのうち

大1 源頼朝公富士之裾野牧狩之図みなもとのよりともこうふじのすその…

大1 美女競 みめくらべ

大1 美女競 みめくらべ

大1 美女競 みめくらべ

大1 美女競 みめくらべ

大1 美女競 みめくらべ

大1 美女競 みめくらべ

大1 昔語十二段 むかしがたりじゅうにだん

大1 昔語十二段 むかしがたりじゅうにだん

大1 昔語十二段 むかしがたりじゅうにだん

大1 昔語十二段 むかしがたりじゅうにだん

大1 昔語十二段 むかしがたりじゅうにだん



大1 昔話十二段 むかしばなしじゅうにだん

大1 六玉川の内 むたまがわのうち

大1 梅都堀江げいこ むめづほりえげいこ

大1 紫しきぶ源氏かるた むらさきしきぶげんじかるた

大1 紫し記ぶ源氏かるた むらさきしきぶげんじかるた

大1 紫し記ぶ源氏かるた むらさきしきぶげんじかるた

大1 紫し記ぶ源氏かるた むらさきしきぶげんじかるた

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 名筆浮世繪鑑 めいひつうきよえかがみ

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優大入盃 やくしゃおおいりさかづき

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ



大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡 やくしゃおしえかがみ

大1 俳優押絵鏡* やくしゃおしえかがみ

大1 役者高名会席料理 やくしゃこうめいかいせきりょうり

大1 俳優水滸傳豪傑百八人之一個やくしゃすいこでんごうけつ…

大1 俳優水滸傳豪傑百八人之一個やくしゃすいこでんごうけつ…

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世団扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 役者當世團扇 やくしゃとうせいうちわ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ



大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 俳優當世家賀見 やくしゃとうせいかがみ

大1 役者夏の富士 やくしゃなつのふじ

大1 役者夏の富士 やくしゃなつのふじ

大1 役者夏の富士 やくしゃなつのふじ

大1 役者はんじ物 やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんしもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 （役者判じもの） やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 （役者判じもの） やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの

大1 役者はんじもの やくしゃはんじもの



大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優日時計 やくしゃひどけい

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞臺扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優舞台扇 やくしゃぶたいおうぎ

大1 俳優見立夏商人 やくしゃみたてなつあきんど

大1 俳優見立商人 やくしゃみたてなつあきんど

大1 俳優見立夏商人* やくしゃみたてなつあきんど

大1 俳優見立商人 やくしゃみたてなつあきんど

大1 俳優見立商人 やくしゃみたてなつあきんど

大1 俳優見立夏商人* やくしゃみたてなつあきんど

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお



大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉かお やくしゃむたまがお

大1 俳優六玉顔 やくしゃむたまがお

大1 大和高名列女鏡 やまとこうめいれつじょかがみ

大1 大和高名烈女鏡 やまとこうめいれつじょかがみ

大1 大和高名列女鏡 やまとこうめいれつじょかがみ

大1 大和高名列女鏡 やまとこうめいれつじょかがみ

大1 やよひの図 やよいのづ

大1 八幡鐘如念短夜* やわたがね…

大1 幼女・四雅之内 ようじょしがのうち

大1 幼女四雅之内 ようじょしがのうち

大1 幼女四雅之内 ようじょしがのうち

大1 幼女四雅之内 ようじょしがのうち

大1 幼女四雅之内 ようじょしがのうち

大1 幼女四雅之内 ようじょしがのうち

大1 横綱土俵入の圖 よこづなどひょういりのづ

大1 横綱土俵入の圖 よこづなどひょういりのづ

大1 横綱土俵入の圖 よこづなどひょういりのづ

大1 横綱土俵入の圖 よこづなどひょういりのづ

大1 横綱土俵入の圖 よこづなどひょういりのづ

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい



大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計 よしわらとけい

大1 吉原時計二編 よしわらとけい2

大1 吉原時計二編見立八景 よしわらとけい2

大1 吉原時計二編見立八景　 よしわらとけい2

大1 吉原時計二編見立八景 よしわらとけい2

大1 吉原時計二編見立八景　 よしわらとけい2

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原七小町 よしわらななこまち

大1 吉原年中行事 よしわらねんじゅうぎょうじ

大1 吉原年中行事 よしわらねんじゅうぎょうじ

大1 吉原年中行事 よしわらねんじゅうぎょうじ

大1 吉原年中行事 よしわらねんじゅうぎょうじ

大1 吉原年中行事 よしわらねんじゅうぎょうじ

大1 吉原年中行事 よしわらねんじゅうぎょうじ

大1 吉原年中行事 よしわらねんじゅうぎょうじ

大1 吉原年中行事 よしわらねんぢゅうぎょうじ

大1 頼家卿　伊豆の國御狩のとき　荏柄平太山中にて大蛇を殺すよりいえきょう…　えがらへいた…

大1 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大1 流行役者水滸傳百八人之一個りゅうこうやくしゃすいこでん…

大1 流行役者水滸傳百八人之一個りゅうこうやくしゃすいこでん…

大1 流行役者水滸傳百八人之一個りゅうこうやくしゃすいこでん…

大1 流行役者水滸傳百八人之一個りゅうこうやくしゃすいこでん…

大1 流行役者水滸傳百八人之一個りゅうこうやくしゃすいこでん…

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ



大1 流光俳優利生鏡 りゅうこうやくしゃりしょうかがみ

大1 流光六花撰 りゅうこうろっかせん

大1 流光六花撰 りゅうこうろっかせん

大1 流光六花撰 りゅうこうろっかせん

大1 六ケ撰之内（六歌仙容彩） ろっかせんのうち

大1 六ケ撰之内 ろっかせんのうち

大1 六ケ撰之内（六歌仙體綵） ろっかせんのうち

大1 六ヶ仙ノ内（六歌仙体綵） ろっかせんのうち

大1 六佳撰梅の難波津（大坂角ノ芝居ろっかせんむめのなにわづ

大1 六佳撰梅の難波津（大坂角ノ芝居ろっかせんむめのなにわづ

大1 六佳撰梅の難波津（大坂角ノ芝居ろっかせんむめのなにわづ

大1 六佳撰梅の難波津（大坂角ノ芝居ろっかせんむめのなにわづ

大1 和哥三人の内 わかさんじんのうち

大1 （死絵） 死絵あらしりかん

大1 （死絵） 死絵いちかわしんしゃ3

大1 （死絵） 死絵いちかわもんのすけ3

大1 （死絵） 死絵いちかわもんのすけ3

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵） 死絵いわいはんしろう6

大1 （死絵）？ 死絵おのえきくごろう5

大1 （死絵） 死絵おのえしょうろく

大1 （死絵） 死絵さわむらそうじゅうろう4

大1 （死絵） 死絵さわむらたのすけ2

大1 （死絵） 死絵さわむらたのすけ2



大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわきくのじょう5

大1 （死絵） 死絵せがわろこう4

大1 （死絵） 死絵せきさんじゅうろう2

大1 （死絵） 死絵せきさんじゅうろう2

大1 （死絵） 死絵せきさんじゅうろう2

大1 （死絵） 死絵せきさんじゅうろう2

大1 （死絵） 死絵せきさんじゅうろう2

大1 （死絵） 死絵とよくに1

大1 （死絵） 死絵なかむらうたうえもん4

大1 （死絵） 死絵なかむらたますけ

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵ばんどうみつごろう3

大1 （死絵） 死絵まつもとこうしろう5

大1 （死絵） 死絵まつもとこうしろう5

大1 （死絵） 死絵まつもとこうしろう5

大1 （死絵） 死絵まつもとこうしろう5

大1 ■雜石尊■ 難読かたきうち…

大1 （近江八景） 無外題

大1 （近江八景） 無外題

大1 （無外題） 無外題

大1 （江戸名所） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （武者） 無外題



大1 （死絵、思ひきや... 澤村田之助）無外題

大1 河津繋曾我本説* 無外題

大1 一谷嫩軍記* 無外題

大1 義經千本桜* 無外題

大1 伊達鏡* 無外題

大1 伊達競阿国戲場* 無外題

大1 御攝恵雨乞* 無外題

大1 信仰記* 無外題

大1 （下り口上） 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 魁曾我* 無外題

大1 （三芝居見立助六） 無外題

大1 （見立雪中だんまり） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 関取二代勝負附* 無外題

大1 関取二代勝負附* 無外題

大1 雪御伽平家* 無外題

大1 皐月富士曾我初夢* 無外題

大1 初芝居愛敬曾我* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 虎石想曾我* 無外題

大1 （花魁） 無外題

大1 若市神曾我類湊* 無外題

大1 太平記入船篠塚* 無外題

大1 世善知鳥相馬舊殿* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 信田盛噂響嫁入* 無外題

大1 一谷嫩軍記* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 七夕星祭祀* 無外題

大1 隅田川雪籏陣立* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 千本桜* 無外題



大1 （改名御目見得口上） 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 鬼切丸三升角鐔* 無外題

大1 牡丹蝶初筐* 無外題

大1 曲輪来伊達大寄* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 愛思恋山風* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 菅原流國字曾我* 無外題

大1 廓文章* 無外題

大1 御國入曾我中村* 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 堺開帳三升花衣* 無外題

大1 其俤淺間嶽* 無外題

大1 桜時清水清玄* 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 姿花宿錦繪* 無外題

大1 御國入曾我中村* 無外題

大1 （近江八景） 無外題

大1 色一座曾我大寄席* 無外題

大1 一陽来復渋谷兵* 無外題

大1 四天王劇場寄初* 無外題

大1 菅原流國字曾我* 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 信田森鳴響嫁入* 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 色一座曾我大寄* 無外題

大1 義經千本桜* 無外題

大1 伊賀越読切講釋* 無外題

大1 菅原流國字曾我* 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 新兵衛菖蒲帷子* 無外題

大1 （近江八景） 無外題

大1 （近江八景） 無外題

大1 増補妹背山* 無外題

大1 助六由縁江戸桜* 無外題

大1 千本桜* 無外題

大1 月雪花名殘文臺* 無外題



大1 義經千本桜* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （妓楼+遊女）（難波） 無外題

大1 （大丸屋） 無外題

大1 一陽来復渋谷兵* 無外題

大1 全盛陸奥山* 無外題

大1 五大力恋緘* 無外題

大1 増補筑紫■（車+榮）* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 千本桜* 無外題

大1 義經千本桜* 無外題

大1 牡丹蝶初筐* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 飾海老藏曾我門松* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （武者） 無外題

大1 ひらかな盛衰記* 無外題

大1 傾城返魂香* 無外題

大1 曲輪伊達大寄* 無外題

大1 群曾我嶋臺* 無外題

大1 伊達競全盛曾我* 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 坂東武者綱手始* 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 閏蝶々御恵曾我* 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 （五大力艶湊） 無外題

大1 （見立先代萩） 無外題

大1 （江戸八景） 無外題

大1 （江戸八景） 無外題



大1 （歌舞妓）名にしおふ周の春　...無外題

大1 （江戸八景） 無外題

大1 （江戸八景） 無外題

大1 （江戸八景） 無外題

大1 （江戸八景） 無外題

大1 （江戸八景） 無外題

大1 傘濡衣* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 其噂桜色時* 無外題

大1 新板忠臣講釋狂言津久し* 無外題

大1 （歌舞妓、大首絵） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 （口上） 無外題

大1 四贔屓竹馬友達* 無外題

大1 （歌舞妓、大首絵） 無外題

大1 （役者、大首） 無外題

大1 助六桜の二帶* 無外題

大1 手向山紅葉御幣* 無外題

大1 （死絵） 無外題

大1 再春菘種蒔* 無外題

大1 曾我梅念力弦* 無外題

大1 曾我梅念力弦* 無外題

大1 （歌舞妓、大首絵） 無外題

大1 （歌舞妓、大首絵） 無外題

大1 松主殿下茶屋聚* 無外題

大1 （菅原傳授手習鑑） 無外題

大1 其往昔恋江戸染* 無外題

大1 （歌舞妓、大首絵） 無外題

大1 （美人、木火土金水） 無外題

大1 （美人、木火土金水） 無外題

大1 市川哉真砂御攝* 無外題

大1 閏蝶々御恵曾我* 無外題

大1 恵方曾我万吉原* 無外題

大1 金峯山艶色源氏* 無外題

大1 御ぞんじ松竹梅* 無外題

大1 鴛鴦容姿の正夢* 無外題

大1 （御目見得口上） 無外題

大1 真砂白浪* 無外題

大1 仕掛袖浮名替紋* 無外題

大1 （美人、木火土金水） 無外題

大1 御攝曾我閏正月* 無外題



大1 皐月冨士曾我初夢* 無外題

大1 義經千本桜* 無外題

大1 桜舞臺幕伊達染* 無外題

大1 仕入曾我雁金染* 無外題

大1 玉藻前御園公服* 無外題

大1 牡丹蝶初筐* 無外題

大1 音聞く高麗恋* 無外題

大1 （歌舞妓） 無外題

大1 （美人、木火土金水） 無外題

大1 閏蝶々御恵曾我* 無外題

大1 猿若瓢軍記* 無外題

大1 四天王産湯玉川* 無外題

大1 四天王御江戸鏑* 無外題

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題

大1 新織博多絹入船* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 夏祭浪花鑑* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （武者） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 伊達競阿国戲場* 無外題

大1 伊達競阿国戲場* 無外題

大1 桜花大江戸入船* 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 （死絵） 無外題

大1 押絵鏡役者揃* 無外題

大1 千本桜* 無外題

大1 伊達競全盛曾我* 無外題

大1 五大力比翼三紋* 無外題

大1 （市村座楽屋口之圖） 無外題



大1 （むしろ遊びの図） 無外題

大1 （川、座敷に立つ遊女） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 御贔屓竹馬友達* 無外題

大1 仰高冨士根曾我* 無外題

大1 其姿まゐらせ候* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 伊賀越乘掛合羽* 無外題

大1 故衣繿褸錦* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 初松鶯曾我* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 兜軍記* 無外題

大1 千本桜* 無外題

大1 京詣雷神桜* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 姿花江戸伊達染* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 全盛陸奥山* 無外題

大1 御名残狂言（舞扇榮松進） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 仰高富士根曾我* 無外題

大1 初冠曾我皐月富士根* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 義經千本桜* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 虎石想曾我* 無外題

大1 水滸傳曾我風流* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （見立五人男） 無外題

大1 仕掛袖浮名替紋* 無外題

大1 （鏡 無外題

大1 近頃河原の達引* 無外題



大1 （相撲絵） 無外題

大1 花三津雪瑞白石* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 双蝶々* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 花舞臺丹前侠客* 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 （相撲絵） 無外題

大1 助六由縁江戸桜* 無外題

大1 御攝閏曾我中村* 無外題

大1 一谷嫩軍記* 無外題

大1 助六由縁江戸桜* 無外題

大1 （清水清玄面影桜） 無外題

大1 猿若瓢軍記* 無外題

大1 見立恋飛脚* 無外題

大1 （見立五人男） 無外題

大1 花舞台霞猿曳* 無外題

大1 頃桜曾我湊* 無外題

大1 積恋雪関扉* 無外題

大1 義經千本桜* 無外題

大1 四天王産湯玉川* 無外題

大1 再春菘種蒔* 無外題

大1 義經千本桜* 無外題

大1 扇合天狗俳諧* 無外題

大1 （役者） 無外題

大1 関取二代勝負附* 無外題

大1 晴鼓雲井曲* 無外題

大1 菊宴月白浪* 無外題

大1 （高野山詣道中の吟） 無外題

大1 （死絵、西へ行く... 澤村田之助）無外題

大1 世界吉田花街稲妻* 無外題...

大1 （無外題） 無外題...

大1 無外題 無外題...

大1 富小か恋山開* 無外題...

大1 陬曾我門松* 無外題...そがかどまつ

大1 （無外題） 無外題あいずりびじん

大1 （無外題） 無外題あいずりびじん

大1 （無外題） 無外題あいずりびじん

大1 （無外題） 無外題あいずりびじん

大1 （無外題） 無外題あいずりびじん

大1 （無外題） 無外題あいずりびじん



大1 （無外題） 無外題あきつしま

大1 （無外題） 無外題あさがおせんぺい

大1 （無外題） 無外題あざみやせいべい

大1 當顔見世狂言第二番目（江戸育娘道成寺）無外題あたるかおみせきょうげん

大1 當平家世盛* 無外題あたるへいけよのさかり

大1 誂繻子帶屋* 無外題あつらえしゅすおびや

大1 （無外題） 無外題あつらえぞめ

大1 新織帶屋注文* 無外題あらおりおびやちゅうもん

大1 （無外題） 無外題いおはたゆうこん

大1 勢源氏貢扇* 無外題いきおいげんじみつぎおうぎ

大1 （無外題） 無外題いしやごんべい

大1 伊勢音頭恋寝刃* 無外題いせおんどこいのねたば

大1 伊勢平氏攝神風* 無外題いせへいしひいきのかみかぜ

大1 （夕涼之図） 無外題いちかわだんじゅうおる7

大1 （無外題） 無外題いちかわだんじゅうろう

大1 （無外題） 無外題いちかわだんじゅうろう

大1 七代目市川團十郎の暫* 無外題いちかわだんじゅうろう7

大1 一の谷嫩軍記* 無外題いちのたにふたばぐんき

大1 一世一代功力妙法字* 無外題いっせいいちだいくどくみょうほうのじ

大1 一世帶雛遊睦相生目録* 無外題いっせたいひなあそびむつみ...

大1 （無外題） 無外題いぬ

大1 （無外題） 無外題いのすけ

大1 （無外題） 無外題いましろう

大1 妹背山婦女庭訓* 無外題いもせやまおんなていきん

大1 妹背山婦女庭訓* 無外題いもせやまおんなていきん

大1 妹背縁利生組糸* 無外題いもせやまむすぶくみいと

大1 色操廓文月* 無外題いろのみさおくるわのふみづき

大1 （無外題） 無外題いわいしじゃく

大1 （無外題） 無外題いわいはんしろう

大1 （無外題） 無外題いわいはんしろう

大1 （無外題） 無外題いわいはんしろう

大1 （男女木火土金水） 無外題いんようもっか...

大1 浮偕結紙治* 無外題ういたどしむすぶかみぢ

大1 （無外題） 無外題ういろううり

大1 浮名草紅のべ紙* 無外題うきなぐさべにののべがみ

大1 浮世柄比翼稲妻* 無外題うきよづかひよくのいなづま

大1 （無外題、団扇） 無外題うちわ

大1 （団扇と風景） 無外題うちわのふうけい

大1 （団扇と風景） 無外題うちわのふうけい

大1 （団扇と風景） 無外題うちわのふうけい

大1 裏表桜彩幕* 無外題うらおもてさくらのいろどり



大1 裏表桜彩幕* 無外題うらおもてさくらのいろどり

大1 裏模様菊伊達染* 無外題うらもようきくのだてそめ

大1 駅相良聞書* 無外題えきさがらのききがき

大1 （無外題） 無外題えどはっけい

大1 （無外題） 無外題えどはっけい

大1 （無外題） 無外題えどはっけい

大1 江戸紫手向七字* 無外題えどむらさきたむけななもじ

大1 （無外題） 無外題えびなげんぱち

大1 （無外題） 無外題えもんのかみふじわらのぶより

大1 （無外題） 無外題おいという...

大1 （無外題） 無外題おいらん

大1 扇扇曙曾我* 無外題おうぎおうぎあけぼのそが

大1 奥州安達原* 無外題おうしゅうあだちがはら

大1 嫗山姥* 無外題おうなやまうば

大1 嫗山姥* 無外題おうなやまうば

大1 嫗山姥* 無外題おうなやまうば

大1 嫗山姥* 無外題おうなやまうば

大1 （無外題） 無外題おおいそのとら

大1 （大津絵） 無外題おおつえ

大1 （無外題） 無外題おおもりひこしち

大1 （武者絵） 無外題おおもりひこしち

大1 （無外題） 無外題おおもりひこしち

大1 （無外題） 無外題おけ

大1 無外題 無外題おそで

大1 お染久松色読販* 無外題おそめひさまついろよみかき

大1 お染久松色読* 無外題おそめひさまついろよみかき

大1 （無外題） 無外題おとこぶり...

大1 男山恵源氏* 無外題おとこやまめぐみげんじ

大1 音菊家怪談* 無外題おとにきくいえのかいだん

大1 尾上菊五郎一世一代御名殘口上*無外題おのえきくごろう

大1 （無外題） 無外題おのえきくごろう

大1 （無外題） 無外題おのえきくごろう

大1 尾上松緑洗濯噺* 無外題おのえしょうろくせんたくばなし

大1 鈍業綱顔鏡* 無外題およばぬうでつながかおみせ

大1 鈍業綱顔鏡* 無外題およばぬうでつながかおみせ

大1 （無外題） 無外題おらん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん



大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （音曲提灯） 無外題おんぎょくちょうちん

大1 （雪の女） 無外題おんな

大1 （無外題） 無外題おんな

大1 （無外題） 無外題おんなとうぞくたきやしゃ

大1 （無外題） 無外題かいどうまる

大1 （歸花雪武田） 無外題かえるはなゆきのたけだ

大1 （鏡） 無外題かがみ

大1 （鏡） 無外題かがみ

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい



大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　俳諧） 無外題かがみはいかい

大1 （鏡　紋） 無外題かがみもん

大1 （鏡　紋） 無外題かがみもん

大1 （鏡　紋） 無外題かがみもん

大1 （鏡　紋） 無外題かがみもん

大1 （鏡　紋） 無外題かがみもん

大1 杜若艶色紫* 無外題かきつばた...

大1 （無外題） 無外題かこがわひょうすけ

大1 霰帶地安売* 無外題かすみおびぢのやすうり

大1 ■（立心+雙）雜石尊贐* 無外題かたきうち...

大1 敵討合法衢* 無外題かたきうちがっぽうがつじ

大1 敵討合法衢* 無外題かたきうちがっぽうがつじ

大1 （無外題） 無外題かつらのすけ

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題かなでほんちゅうしんぐら



大1 兜軍記* 無外題かぶとぐんき

大1 鎌倉三代記* 無外題かまくらさんだいき

大1 （無外題） 無外題かみなりしょうくろう

大1 （亀井戸） 無外題かめいど

大1 河津繋曾我本説* 無外題かわづつなぎそが...

大1 （武者絵） 無外題かわづまたの

大1 無外題 無外題かんしょうじょう

大1 無外題 無外題かんしょうじょう

大1 （菅相丞　澤村源之助） 無外題かんしょうじょう

大1 （無外題） 無外題がんたん

大1 祇園祭禮信仰記* 無外題ぎおんさいれいしんこうき

大1 （無外題） 無外題きがえ

大1 菊月千種の夕映* 無外題きくづきちぐさのゆうばえ

大1 （色紙づくし） 無外題きせる

大1 例服曾我伊達染* 無外題きちれいそがだてそめ

大1 （無外題） 無外題きねがわようえもん

大1 清盛榮花台* 無外題きよもりえいがのうてな

大1 （妓楼+遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （妓楼＋遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （妓楼+遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （妓楼+遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （妓楼＋遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （妓楼＋遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （妓楼＋遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （妓楼＋遊女） 無外題ぎろうゆうじょ

大1 （金太郎） 無外題きんたろう

大1 （無外題） 無外題きんとき

大1 金幣猿島郡* 無外題きんのさいさるしまごおり

大1 句兄弟菖蒲帷子* 無外題くきょうだいあやめかたびら

大1 無外題 無外題くずのうらみきつね

大1 （熊谷） 無外題くまがい

大1 （羽子板） 無外題くまがい

大1 組合いろは建前* 無外題くみあわせいろはたてまえ

大1 曲輪来伊達大寄* 無外題くるわくるわだてのおおよせ

大1 （深川の藝者） 無外題げいしゃ

大1 （無外題） 無外題げいしゃ

大1 （無外題） 無外題げいしゃ

大1 （無外題） 無外題げいしゃ

大1 （無外題） 無外題げいしゃこひな

大1 けいせい恋飛脚* 無外題けいせいこいひきゃく

大1 けいせゐ返魂香* 無外題けいせいはんごんこう



大1 （役者） 無外題けいせいやえぎり

大1 （化粧鏡） 無外題けしょうかがみ

大1 恋いろは徒盛娘* 無外題こいいろはいたづらむすめ

大1 恋相撲和合曾我* 無外題こいすもう...

大1 恋女房染分手綱* 無外題こいにょうぼうそめわけたづな

大1 （恋灘根曳繿） 無外題こいのなだねびきつづれ

大1 （口上） 無外題こうじょう

大1 （無外題） 無外題こうぞう

大1 江南魁曾我* 無外題こうなんさきがけそが

大1 無外題 無外題こざるのひよし

大1 無外題 無外題こしもとおかる

大1 ごぞんじ松竹梅* 無外題ごぞんじしょうちくばい

大1 五大力比翼三紋* 無外題ごだいりきひよくのさんもん

大1 壽靱猿* 無外題ことぶきうつぼざる

大1 （無外題） 無外題こども

大1 御贔屓竹馬友達* 無外題ごひいきちくばの...

大1 御贔屓竹馬友達* 無外題ごひいきちくばのとも

大1 木挽町曾我賜物* 無外題こびきちょうそがの...

大1 （無外題） 無外題ごろうときむね

大1 （無外題） 無外題ごろうはち

大1 （無外題） 無外題こんがらどう

大1 （武者絵） 無外題さかたきんとき

大1 桜時女行烈* 無外題さくらどきおんなぎょうれつ

大1 桜花大江戸入船* 無外題さくらばなおおえどいりふね

大1 桜花大江戸入船* 無外題さくらばなおおえどいりふね

大1 桜姫東文章* 無外題さくらひめあづまぶんしょう

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃ

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃ

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃ

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃ

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃ

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃおおくび

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃおおくび

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃおおくび

大1 （冊子役者大首）(舞臺姿） 無外題さっしやくしゃおおくび

大1 （無外題） 無外題さわいまたごろう

大1 無外題 無外題さわいまたごろう

大1 楼門五三桐* 無外題さんもんごさんのきり

大1 楼門五三桐* 無外題さんもんごさんのきり

大1 楼門詠千本* 無外題さんもんながめせんぼん

大1 楼門詠千本* 無外題さんもんながめせんぼん



大1 三略巻* 無外題さんりゃく

大1 仕入者連理帶屋* 無外題しいれものれんりのおびや

大1 （無外題） 無外題しおひがり

大1 （無外題） 無外題しおひがり

大1 例服曾我伊達染* 無外題しきたりそがだてぞめ

大1 無外題 無外題しづのかた

大1 四天王産湯玉川* 無外題してんのううぶゆたまがわ

大1 戲場花紺權曾我* 無外題しばいはなこんげんそが

大1 劇場春曾我書初* 無外題しばいはるそがのかきぞめ

大1 （十二ヶ月） 無外題じゅうにかげつ

大1 （十二ヶ月） 無外題じゅうにかげつ

大1 （十二月） 無外題じゅうにかげつ

大1 （十二月） 無外題じゅうにかげつ

大1 （十二月） 無外題じゅうにかげつ

大1 （無外題） 無外題しょうじ

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠理づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし



大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （浄瑠璃づくし） 無外題じょうるりづくし

大1 （無外題） 無外題しらいごんぱち

大1 （無外題） 無外題しらびょうし

大1 （無外題） 無外題じんぐうこうごう

大1 新兵衛菖蒲帷子* 無外題しんべいあやめかたびら

大1 神靈矢口渡* 無外題しんれいやぐちのわたし

大1 菅原傳授手習鑑* 無外題すがわらでんじゅてならいかがみ

大1 （菅原利生好文梅） 無外題すがわらりしょう...

大1 菅原利生好文梅* 無外題すがわりしょうこのむ...

大1 （無外題） 無外題すぎさかやおみわ

大1 （二人助六） 無外題すけろく

大1 助六曲輪菊* 無外題すけろくくるわのきく

大1 助六曲輪菊* 無外題すけろくくるわのきく

大1 助六由縁江戸桜* 無外題すけろくゆかいｒのえどざくら

大1 隅田川花御所染* 無外題すみだがわはなのごしょぞめ

大1 隅田川花御所染* 無外題すみだがわはなのごしょぞめ

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （無外題） 無外題すもう

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （相撲絵） 無外題すもう

大1 （世界春再鏡） 無外題せかい...

大1 （無外題） 無外題せがわきくのじょう

大1 （無外題） 無外題せがわきくのじょう

大1 （無外題） 無外題せがわみちのじょう

大1 （無外題） 無外題せがわろこう



大1 関取二代勝負附* 無外題せきとりにだいとりくみ

大1 （無外題） 無外題せきべい

大1 （無外題） 無外題せのお

大1 （全盛遊）三津の（あいけん) 無外題ぜんせいあそびさんがのつ

大1 （全盛遊三津の）あいけん 無外題ぜんせいあそびさんがのつ

大1 全盛遊（三津のあいけん） 無外題ぜんせいあそびさんがのつ

大1 全盛陸奥山* 無外題ぜんせいみちのおくやま

大1 （無外題） 無外題せんたく

大1 （無外題） 無外題せんたく

大1 千本桜* 無外題せんぼんざくら

大1 千本桜* 無外題せんぼんざくら

大1 千本桜* 無外題せんぼんざくら

大1 千本桜* 無外題せんぼんざくら

大1 千本桜* 無外題せんぼんざくら

大1 惣一座色世界* 無外題そういちざいろのせかい

大1 曾我蝶鵆比翼結* 無外題そがちょうちどりひよくむすび

大1 曾我蝶鵆比翼結* 無外題そがちょうちどりひよくむすび

大1 曾我模様妹背門松* 無外題そがもよういもせかどまつ

大1 曾我模様妹背門松* 無外題そがもよういもせのかどまつ

大1 其九絵彩四季桜* 無外題そのここのえいろどり...

大1 其九絵彩四季桜* 無外題そのここのえいろどり...

大1 其九絵彩四季桜* 無外題そのここのえいろどり...

大1 其九絵彩四季桜* 無外題そのここのえいろどり...

大1 其姿花図絵* 無外題そのすがたはなのにしきえ

大1 其姿花図絵* 無外題そのすがたはなのにしきえ

大1 其往昔恋江戸染* 無外題そのむかしこいのえどぞめ

大1 其往昔恋江戸染* 無外題そのむかしこいのえどぞめ

大1 染替蝶桔梗* 無外題そめかえちょうききょう

大1 染分葱彩色* 無外題そめわけねぎ...

大1 （大黒、二子供） 無外題だいこく

大1 誰身色和字事* 無外題たがみいろ...

大1 （無外題） 無外題たけやぢへい

大1 館扇面真砂白砂* 無外題たちおうぎまさごしらすな

大1 伊達競阿国戲場* 無外題だてくらべおくにかぶき

大1 伊達競阿国戲場* 無外題だてくらべおくにかぶき

大1 伊達競全盛曾我* 無外題だてくらべぜんせいそが

大1 伊達彩曾我雛形* 無外題だてくらべそがのひながた

大1 伊達彩曾我雛形* 無外題だてのいろどりそが...

大1 伊達彩曾我雛形* 無外題だてもようそがの...

大1 頼有御攝綱* 無外題たよりありごひいきつな

大1 頼有御攝綱* 無外題たよりありごひいきつな



大1 （無外題） 無外題たわらとうだひでさと

大1 （武者絵） 無外題たわらとうだひでさと

大1 （男女相性） 無外題だんじょうらない

大1 （男女相性） 無外題だんじょうらない

大1 無外題 無外題だんじょうらない

大1 （男女相性） 無外題だんじょうらない

大1 壇浦兜軍記* 無外題だんのうらかぶとぐんき

大1 壇ノ浦兜軍記* 無外題だんのうらかぶとぐんき

大1 壇ノ浦兜軍記* 無外題だんのうらかぶとぐんき

大1 近頃河原達引* 無外題ちかごろかわらのたてひき

大1 智仁勇爰頼三津* 無外題ちじんゆうここによりみつ

大1 （無外題） 無外題ちどりのかんじゃ

大1 忠孝義士由良意* 無外題ちゅうこうぎしゆらい

大1 忠孝染分纏* 無外題ちゅうこうそめわけたづな

大1 忠孝染分纏* 無外題ちゅうこうそわけたづな

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 東内裡劇場正月* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 假名手本忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 （忠臣藏） 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 （忠臣藏） 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら



大1 忠臣藏* 無外題ちゅうしんぐら

大1 忠勇義士由来* 無外題ちゅうゆうぎしのゆらい

大1 ちらし書仇命毛* 無外題ちらしがきあだのいのちげ

大1 月雪花蒔繪の盃* 無外題つきゆきはなまきえの...

大1 造物梅の由兵衛* 無外題つくりものむめのよしべい

大1 （無外題） 無外題つじぎみ

大1 當穐八幡祭* 無外題できあきやわたまつり

大1 天竺徳兵衛万里入舟* 無外題てんじくとくべい...

大1 天竺徳兵衛韓噺* 無外題てんじくとくべい...

大1 （無外題） 無外題てんまやおはつ

大1 東海道四谷怪談* 無外題とうかいどうよつやかいだん

大1 東海道四谷怪談* 無外題とうかいどうよつやかいだん

大1 東海道四谷怪談* 無外題とうかいどうよつやかいだん

大1 東海道四谷怪談* 無外題とうかいどうよつやかいだん

大1 東海道四谷怪談* 無外題とうかいどうよつやかいだん

大1 東海道四谷怪談* 無外題とうかいどうよつやかいだん

大1 道成寺思恋音曲* 無外題どうじょうじおもうこいねいろ

大1 （當世俳優） 無外題とうせいやくしゃ

大1 晴鼓雲井曲* 無外題ときのつづみくもいのきょく

大1 歳戌里見八熟梅* 無外題としはいぬさとみやえむめ

大1 （無外題） 無外題とびのものさんのすけ

大1 富岡恋山開* 無外題とみがおかこいのやまびらき

大1 （無外題） 無外題ともえごぜん

大1 四世中村芝翫襲名披露の図*無外題なかむらしかん4

大1 無外題 無外題なごやさんざ

大1 夏祭浪花鑑* 無外題なつまつりなにわかがみ

大1 倣三舛四季俳優* 無外題なろうてみますしきのやくしゃ

大1 （女房盛中由兵衛） 無外題にょうぼうさかりなかのよしべい

大1 布引滝* 無外題ぬのびきのたき

大1 年々曾我曲輪日記* 無外題ねんねんそがくるわにっき

大1 法懸松成田利劔* 無外題のりかけてまつなりた...

大1 秤傘濡網島* 無外題はかりかさぬれあみしま

大1 （七夕） 無外題はたおり

大1 八陣守護城* 無外題はちじんしゅごじょう

大1 （八犬伝） 無外題はっけんでん

大1 花頭劇弥生* 無外題はなかしらしばい...

大1 花菖蒲浮名顔触* 無外題はなしょうぶうきなのかおぶれ

大1 花雪和合太平記* 無外題はなのゆきわごうたいへいき

大1 （無外題） 無外題はやえだ

大1 （無外題） 無外題はる...

大1 返魂香* 無外題はんごんこう



大1 （無外題） 無外題ばんどうみつごろう

大1 （無外題） 無外題ばんどうみつごろう

大1 （無外題） 無外題ばんどうみつごろう

大1 東山* 無外題ひがしやま...

大1 （美人合の内） 無外題びじんあわせのうち

大1 独道中五十三驛* 無外題ひとりどうちゅう...

大1 姫小松子日遊* 無外題ひめこまつねのひのあそび

大1 （病中の図） 無外題びょうき

大1 富士扇三升曾我* 無外題ふじおうぎみますそが

大1 冨士扇三升曾我* 無外題ふじおうぎみますそが

大1 藤川船■（舟+寄）話* 無外題ふじかわ...

大1 （無外題） 無外題ふせひめ

大1 二葉春花麗曾我* 無外題ふたのはるはなの...

大1 二葉春花麗曾我* 無外題ふたばのはる...

大1 二葉春花麗曾我* 無外題ふたばはる...

大1 筆初曾我福贔屓* 無外題ふではじめそがのふくびき

大1 筆初曾我福贔屓* 無外題ふではじめそがのふくびき

大1 筆初曾我福贔屓* 無外題ふではじめそがのふくびき

大1 （無外題） 無外題ふりそで

大1 無外題 無外題ふわばんざえもん

大1 （無外題） 無外題べんけい

大1 （弁慶安宅勧進帳） 無外題べんけいあたか

大1 故衣繿褸錦* 無外題ほごつづれにしき

大1 牡丹蝶初筐* 無外題ぼたんちょうはつかたみ

大1 牡丹蝶初筐* 無外題ぼたんちょうはつはこ

大1 時鳥貞婦噺* 無外題ほととぎす...

大1 本朝廿四孝* 無外題ほんちょうにじゅうしこう

大1 本朝廿四孝* 無外題ほんちょうにじゅうしこう

大1 本朝廿四孝* 無外題ほんちょうにじゅうしこう

大1 （無外題） 無外題ぼんぼり

大1 復新三組盃* 無外題またあらたみつぐみさかづき

大1 無外題 無外題まつおうまる

大1 松朝霞彩色* 無外題まつのあさかすみのいろどり

大1 （無外題） 無外題まつわかまる

大1 万歳阿国歌舞妓* 無外題まんざいおくにかぶき

大1 見立杜若艶色紫* 無外題みたてかきつばた...

大1 見立五人男* 無外題みたてごにんおとこ

大1 見立五人男* 無外題みたてごにんおとこ

大1 見立五人男* 無外題みたてごにんおとこ

大1 見立五人男* 無外題みたてごにんおとこ

大1 見立五人男* 無外題みたてごにんおとこ



大1 三銀杏御存地染* 無外題みついちょうごぞんじそめ

大1 （無外題） 無外題みますげんのすけ

大1 （無外題） 無外題みますげんのすけ

大1 （無外題） 無外題むかんたゆうあつもり

大1 （無外題） 無外題むま

大1 （無外題） 無外題むめのかた

大1 梅初春五十三驛* 無外題むめのはつはるごじゅうさんつぎ

大1 無外題 無外題むめのよしべい

大1 （梅見二美人） 無外題むめみ

大1 （無外題） 無外題めいげつに

大1 （名所+役者） 無外題めいしょやくしゃ

大1 冥土の飛脚* 無外題めいどのひきゃく

大1 （風俗） 無外題めにあおば

大1 蒙古國流将公ガ妻妙昌蛙女無外題もうこのくに...

大1 戻駕籠* 無外題もどりかご

大1 戻駕色相肩* 無外題もどりかごいろのあいかた

大1 物ぐさ太郎* 無外題ものぐさたろう

大1 紅葉鹿振袖曾我* 無外題もみじしかふりそでそが

大1 紅葉鹿振袖曾我* 無外題もみじしかふりそでそが

大1 桃太郎雷退治* 無外題ももたろいかづちたいぢ

大1 無外題 無外題もりひめ

大1 八重霞曾我組絲* 無外題やえがすみそがのくみいと

大1 （役者鏡） 無外題やくしゃかがみ

大1 （役者鏡、俳諧） 無外題やくしゃかがみ

大1 （役者鏡、俳諧） 無外題やくしゃかがみ

大1 （役者納涼手拭） 無外題やくしゃてぬぐい

大1 （役者納涼手拭） 無外題やくしゃてぬぐい

大1 （役者納涼手拭） 無外題やくしゃてぬぐい

大1 （役者納涼手拭） 無外題やくしゃてぬぐい

大1 （役者納涼手拭） 無外題やくしゃてぬぐい

大1 （役者納涼手拭） 無外題やくしゃてぬぐい

大1 （役者納涼手拭） 無外題やくしゃてぬぐい

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはいかい

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはいかい

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはいかい

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはいかい

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん



大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　暫） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん



大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　俳諧） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 （役者半身　役名） 無外題やくしゃはんしん

大1 矢口渡* 無外題やぐちのわたし

大1 奴江戸花繪* 無外題やっこえどのはなのえ

大1 奴江戸花鎗* 無外題やっこえどのはなやり

大1 奴江戸花鎗* 無外題やっこえどはなのやり

大1 無外題 無外題やっこやだへい

大1 （八つ橋） 無外題やつはし

大1 宿花女雛形* 無外題やどのはなおんな...

大1 宿花女雛形* 無外題やどのはなおんな...

大1 倭仮名平家物語* 無外題やまとかなへいけものがたり

大1 （大和名所千本桜）三立目 無外題やまとめいしょせんぼんざくら

大1 大和文字恋の歌* 無外題やまもともじこいのうた

大1 （無外題） 無外題やよい

大1 八幡鐘念妬短夜* 無外題やわたがねしっとみじかよ

大1 （仲之町二遊女） 無外題ゆうじょ

大1 （遊女集、木火土金水） 無外題ゆうじょうらない

大1 （無外題） 無外題ゆうれい

大1 由縁の暦歌* 無外題ゆかりのこよみ

大1 （無外題） 無外題ゆき



大1 雪吉野恵木顔鏡* 無外題ゆきのよしのめぐみ...

大1 （夕立） 無外題ゆだだち

大1 義經千本桜* 無外題よしつねせんぼんざくら

大1 義經千本桜* 無外題よしつねせんぼんざくら

大1 （四谷怪談）（提灯に仕掛け）無外題よつやかいだん

大1 （無外題） 無外題よりとも

大1 頼政射家桜* 無外題よりまさ...

大1 霊験亀山鉾* 無外題れいげんかめやまぼこ

大1 六歌仙容紋* 無外題ろっかせん...

大1 六歌仙容紋* 無外題ろっかせん...

大1 六歌仙容紋* 無外題ろっかせん...

大1 六歌仙容紋* 無外題ろっかせん...

大1　藍摺 （妓楼+遊女）（藍摺） 無外題ぎろうゆうじょ

大3　大2＋大1 成田山不動座像 なりたさんふどうざぞう



10 版元 11 ハンモト 12 内題

ト ト 實彩麗毫信士

岩戸屋 イワトヤ 1　来る正月十五日より

（無版元） イワトヤ 2　来ル三月三日ヨリ　三月狂言榮

岩戸屋 イワトヤ 3　夏狂言　来る六月より

岩戸屋 イワトヤ 4　秋狂言　来る九月九日より

久 キュウ 1　花誘　吉原の夜雨

久 キュウ 1　花誘　吉原の夜雨［歌右衛門］

久 キュウ 1　花誘　吉原の夜雨［歌右衛門］

久 キュウ 1　花誘　吉原の夜雨［中村歌右衛門］

久 キュウ 2　花に埋　葵坂ノ暮雪

久 キュウ 2　花に埋　葵坂の暮雪［歌右衛門］

久 キュウ 3　花に雲　高輪の朧月［歌右衛門］

久 キュウ 4　花に隔　忍ケ岡ノ歸鳫

久 キュウ 5　花の移　両国の夕照［歌右衛門］

久 キュウ 6　花を狂　音羽の晴嵐［歌右衛門］

久 キュウ 7　花を散　隅田の晩鐘［歌右衛門］

久 キュウ 8　花を積　深川の歸帆［歌右衛門］

森 モリ 1　おはん長右衛門

森 モリ 1　おはん長右衛門

森 モリ 2　藝子おその　大工六三

川口 カワグチ 市川升藏　古市の遊女

重（上州屋重藏） ジュウ 下り尾上民藏

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 水中早替り（瓢たん鯰）

岩戸屋 イワトヤ 狂言…　家秘・清醒丸…（広告）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 箱王丸［團十郎］

山口板 ヤマグチバン

山口板 ヤマグチバン 1　大振袖…

山口板 ヤマグチバン 2　おかみさん

山口板 ヤマグチバン 3　おりとてぶぜん太夫…（扇子）

山口板 ヤマグチバン 4　女かみゆい

山口板 ヤマグチバン 5　きむすめ

山口板 ヤマグチバン 6　妾宅

山口板 ヤマグチバン 7　女郎

山口板 ヤマグチバン 8　辻君

山口板 ヤマグチバン 9　羽織しゅ

山口板 ヤマグチバン 10　ひと…ゑは…（懐紙を持つ）

山口板 ヤマグチバン 11　町娘

山口板 ヤマグチバン 12　若後家

商標［巴］ 商標［巴］ 市川團十郎　岩井半四郎　…當ル申の顔見世狂言古今稀成大入大繁昌　

清 セイ 藥王丸［一世一代菊五郎］



川口 カワグチ 功力妙法　尾上菊五郎

鶴屋 ツル く羅満山山の圖

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 1（合わせ鏡）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 1（合わせ鏡）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 1（合わせ鏡）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 2（鉄漿つけ）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 2（鉄漿つけ）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 3（布で唇）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 4（髪に笄を差す）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 5（鬢を梳く）

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 5（髪梳き）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 6（房楊枝）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 6（房楊枝）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 6（歯ぶらし）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 6（歯を磨く）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 7（牡丹刷毛）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 7（牡丹刷毛）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 7（牡丹刷毛）

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 7（牡丹刷毛）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 8（眉かくし）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 8（眉を隠す）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 8（眉を隠す）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 9（眉毛抜き）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 9（眉を剃る）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 9（眉毛抜き）

商標［大＋鍵］ 商標（大+鍵） 10（…）

商標［大＋鍵］ ［商標］大＋鍵 7（眉毛抜き）

三 サン 1（役者が顔を）

三 サン 2（子を顔に）

三 サン 3（番台の下）

三 サン 4（柱に背を）

三 サン 5（梯子に）

三 サン 6（向島藝者）

久+違山型 キュウ

久 キュウ 1　王子の稲荷

久 キュウ 1　王子の稲荷

久+違山型 キュウ 1　王子の稲荷

久［＋違山型］ キュウ 2　茅場町旅宿

久 キュウ 2　茅場町旅宿

久［＋違山型］ キュウ 3　九郎助稲荷

久 キュウ 3　九郎助稲荷



久 キュウ 4　白銀町観世音

久［＋違山型］ キュウ 4　白銀の清正公

久 キュウ 4　白銀の清正公

久 キュウ 5　隅田川　木母寺

久 キュウ 5　隅田川　木母寺

久 キュウ 6　中通妙見

久［＋違山型］ キュウ 6　中通妙見

久 キュウ 7　深川八幡

久［＋違山型］ キュウ 8　堀ノ内

久 キュウ 8　堀の内

久［＋違山型］ キュウ 9　薬研堀

久 キュウ 9　薬研堀　金毘羅

河源	 カワゲン

河源 カワゲン 1（鬼の念仏）

河源 カワゲン 2（鷹匠）

河源 カワゲン 3（藤娘）

河源 カワゲン 4（座頭）

河源 カワゲン 5（毛槍奴見立）

喜 キ #NAME?

松+富士山型 マツ

松 マツ 1　子ノ刻

松 マツ 2　丑ノ刻

松 マツ 2　丑ノ刻

松 マツ 3　寅ノ刻　夜七ツ

松 マツ 4　卯ノ刻　明六ツ時

松 マツ 4　卯の刻

松+富士山型 マツ 4　寅ノ刻　夜七ツ（そば）

松［＋富士山型］ マツ 5　辰ノ刻

松 マツ 5　辰ノ刻　日の五ツ時

松［＋富士山型］ マツ 6　巳ノ刻

松 マツ 6　巳ノ刻　日の四ツ時

松 マツ 7　午ノ刻　日九ツ時

松 マツ 8　未の刻　日ノ八ツ時

松 マツ 9　申ノ刻

松 マツ 10　酉ノ刻　暮六ツ時

喜 キ 風車にみゝづく

喜 キ （風車、みみづく）

喜 キ （…）

（無版元） 無版元 市川團十郎　瀬川菊之丞　岩井粂三郎　岩井松之助

佐野喜 サノキ 黒

… … 大師かえりの四ツ手籠



岩戸屋 イワトヤ 大師かえりの四ツ手籠

吉+山型 キチ

吉［山形］ キチ 1　いぐいにされては…

吉 キチ 1　いくひにされては…

吉 キチ 2　親がむづかしさ…

吉［山形］ キチ 3　子に目をぬかるゝ親

吉 キチ 4　子をだしにして…

吉 キチ 5　すすぎせんたく

吉 キチ 6　だまされて…

吉 キチ 6　だまされて…くう親

吉 キチ 7　はたらいて…

吉 キチ *　（手摺りに腰かけ）

吉 キチ *　（…）

大黒屋金之助版 ダイコクヤキンノスケ こと元若草

森 モリ 1　（団扇をもつ）

森 モリ 2　（着物を見る）

森 モリ 3　（手で黒襟）

森 モリ 4　（化粧、布を手に）

森 モリ 5　（両手で手拭い）

森 モリ 6　（手を懷に）

森 モリ 7　（針に糸を）

森 モリ 8　（文書き）

森 モリ 9　（湯呑み）

森？ モリ 9　（美人、湯のみ）

森 モリ 10　（指差す）

三 サン 1　浅妻舟

三［＋山型］ サン 2　粂の仙人

三 サン 2　粂の仙人

三＋山形 サン 2　粂の仙人

泉市 センイチ

林+山型 ハヤシ

林 ハヤシ 3　江戸町藝者

林 ハヤシ 3　江戸町藝者　両国花火

林 ハヤシ 6　三州岡崎　女郎衆

林 ハヤシ 8　不忍の景

林 ハヤシ 11　勢洲相の山　お杉お玉

林 ハヤシ 11　勢州相の山　お杉お玉

林 ハヤシ 11　勢州相の山　お杉お玉

林 ハヤシ 12　勢州小畑尼　二見浦の景

林 ハヤシ 13　勢州古市　…山踊り

林 ハヤシ 14　攝州有馬湯女　湯治場



林 ハヤシ 15　東都品川女郎

林 ハヤシ 16　東都新吉原　呼出し　五明樓

林 ハヤシ 17　東都辰巳　深川新富士

林 ハヤシ 17　東都辰巳　深川新冨士

林 ハヤシ 17　東都辰巳

林［山形］ ハヤシ 17　東都辰巳　深川新富士

林 ハヤシ 18　東都貮丁町風　芝居の光景

林 ハヤシ 19　東都　遊女

林 ハヤシ 20　浪花嶋の内　仲詰

林+山型 ハヤシ 20　浪花嶋の内中詰

林 ハヤシ 21　浪花新町太夫　吉田屋

林 ハヤシ 21　浪花新町大夫　吉田屋

林 ハヤシ 23　洛東白拍子丸山　端の寮

林 ハヤシ 24　洛東白拍子丸山　端の寮

林+山型 ハヤシ 23　洛東白拍子丸山　端の寮

林 ハヤシ 25　洛陽をはら女　八瀬の里

林 ハヤシ 25　洛陽をはら女　八瀬の里

林 ハヤシ 26　洛陽祇園の仲居　井筒

林 ハヤシ 27　洛陽祇園町　藝子　四条河原夕涼

林 ハヤシ 28　洛陽祇園町　白人　今は女中

林 ハヤシ 29　洛陽嶋原　太夫　角徳石松

林* ハヤシ 29　洛陽嶋原　太夫　角徳名松

林 ハヤシ 30　洛陽ポント町　本詰　一名白湯毛志

林 ハヤシ 32　兩國夕涼　江戸町藝者

林 ハヤシ 1　朝の内　（本を読む）

林 ハヤシ 2　上野黒門　（洗濯をする）

林 ハヤシ 4　大川はたの雪

林 ハヤシ 5　きりみせ　わたしがつけた…

林 ハヤシ 7　山谷　（子の頭を）

林 ハヤシ 8　不忍の景

林 ハヤシ 9　新吉原ノ景

林 ハヤシ 9　新吉原ノ景

林 ハヤシ 10　隅田川

林 ハヤシ 22　屋形船

林 ハヤシ 31　両国

林 ハヤシ 33　…

佐野喜 サノキ 01　初段

佐野喜 サノキ 1　初段

佐野喜 サノキ 02　貳段目

佐野喜 サノキ 2　二段目

佐野喜 サノキ 03　三段目



佐野喜 サノキ 3　三段目

佐野喜 サノキ 04　四段目

佐野喜 サノキ 4　四段目

佐野喜 サノキ 05　五段目

佐野喜 サノキ 5　五段目

佐野喜 サノキ 06　六段目

佐野喜 サノキ 6　六段目

佐野喜 サノキ 07　七段目

佐野喜 サノキ 7　七段目

佐野喜 サノキ 07　七段目

佐野喜 サノキ 08　八段目

佐野喜 サノキ 8　八段目

佐野喜 サノキ 09　九段目

佐野喜 サノキ 9　九段目

佐野喜 サノキ 10　十段目

佐野喜 サノキ 10　十段目

佐野喜 サノキ 11　十一段目

佐野喜 サノキ 11　十一段目

林+山型 ハヤシ

林［＋山型］ ハヤシ 1　開帳の朝参

林 ハヤシ 1　開帳の朝参

林［＋山型］ ハヤシ 2　五百羅漢施餓鬼

林 ハヤシ 2　五百羅漢施餓鬼

林* ハヤシ 2　五百羅漢施餓鬼

林［＋山型］ ハヤシ 3　駒込冨士参り

林 ハヤシ 3　駒込富士参り

林［＋山型］ ハヤシ 4　山王御祭礼

林 ハヤシ 4　山王御祭禮

林 ハヤシ 4　山王御祭禮

林［＋山型］ ハヤシ 5　四万六千日

林 ハヤシ 5　四万六千日

林 ハヤシ 5　四万六千日

林 ハヤシ 6　首尾の松

林［＋山型］ ハヤシ 7　洲崎廿六夜

林 ハヤシ 7　洲崎二十六夜

林［＋山型］ ハヤシ 8　仲の町燈篭

林 ハヤシ 8　仲の町燈籠

林［＋山型］ ハヤシ 9　花屋敷の七草

林 ハヤシ 9　花屋敷の七草

林 ハヤシ 9　花屋敷の七草

林+山形 ハヤシ 9　花屋敷の七草



林［山形］ ハヤシ 10　真崎みそぎ

林 ハヤシ 10　真崎みそぎ

林［＋山型］ ハヤシ 11　兩國夕涼

林 ハヤシ 11　両国夕涼　今様見立扇

林 ハヤシ 11　両国夕涼

川口？ カワグチ

川口 カワグチ 1　せうとう寺

川口 カワグチ 2　東海寺

川口 カワグチ 3　八まん…

川口 カワグチ 3　八まんかね

鶴喜板 ツルキバン 1　白ひげ

鶴喜 ツルキバン 1　白ひげ

鶴喜板 ツルキバン 2　柳嶌妙見

鶴喜 ツルキバン 2　柳島妙見

森 モリ 1　飛鳥山

森 モリ 2　五百羅漢寺

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　三圍

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 1　音羽屋

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 2　滝の屋風

無版元 商標［蔦吉］ 3　成田屋風

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 3　成田屋風

（無版元） 商標［蔦吉］ 3　成田屋風

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 4　大和屋風

商標（蔦） 商標（蔦）

松 マツ 1（二人で更衣）

松 マツ 2（文をわたす）

松 マツ 3（お灸をして貰う）

松 マツ 4（茣蓙に座る）

竹内 タケノウチ 1　あづま橋

竹内 タケノウチ 2　永代橋

竹内 タケノウチ 2　永代橋

竹内 タケノウチ 3　江戸橋

竹内 タケノウチ 3　江戸橋

竹内 タケノウチ 4　親父橋

竹内 タケノウチ 5　かみ洗橋

竹内 タケノウチ 6　京橋

竹内 タケノウチ 7　新あづま橋

竹内 タケノウチ 8　新大橋

竹内 タケノウチ 9　千住大橋

竹内 タケノウチ 10　萬年橋

竹内 タケノウチ 11　両国橋



無版元 商標（三巴） 6　三迴

商標［三巴］ 商標（三巴） 1　愛宕

商標［三巴＋山型］ 商標（三巴） 2　上野

商標［三巴］ 商標（三巴） 2　上野

商標［三巴］ 商標（三巴） 3　金龍山

商標［三巴］ 商標（三巴） 4　品川

商標［三巴］ 商標（三巴） 5　貮丁町

商標（三巴） 商標（三巴） 5　貳丁町

商標［三巴］ 商標（三巴） 6　三迴

商標［三巴］ 商標（三巴） 6　三迴

商標［三巴＋山型］ 商標（三巴） 7　吉原

商標［三巴］ 商標（三巴） 7　吉原

商標［三巴］ 商標（三巴） 8　両国

（無版元） キュウ 1　神田明神　八重一重

（無版元） キュウ 1　神田明神　八重一重

久 キュウ 2　新日くらし　八重一重

久 キュウ 3　隅田川　八重一重あさき櫻

久+違山形 キュウ 3　隅田川　八重一重あさき桜

久 キュウ 4　瀧の川　相生桜

久 キュウ 3　瀧の川　相生桜

久 キュウ 5　日ぐらしの里　八重二重糸櫻

久 キュウ 5　日ぐらしの里　八重一重糸桜

無版元 マツ 1　淺草　囲れ風

松 マツ 2　忍はすの圖

無版元 マツ 3　新吉原　おいらん

松 マツ 4　三圍の圖

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 1（金魚鉢、花）

商標［三巴］* 商標［蔦吉］ 2（子を負い、足元に鷄）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 3（水天宮？）

吉* 商標［蔦吉］ 4（両国花火）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 4（両国花火）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 5（後ひもを結ぶ）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 6（前掛け）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 1　上野　阿州　劍山谷右衛門

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 2　亀戸天神　錦竜四郎

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 3　五百羅漢　丸亀　五十嵐

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 4　不忍　盛岡　柏戸宗五郎

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 5　真乳山　江戸　小柳常吉

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 6　兩國　平戸　御用木雲右衛門

久 キュウ

山口板 ヤマグチバン 1　夷の宮



山口板 ヤマグチバン 2　三十三間堂

山口板 ヤマグチバン 2　三十三間堂

山口板 ヤマグチバン 3　新地

山口板 ヤマグチバン 4　州崎

久+違山型 キュウ

久 キュウ 1　糸町笄の金性　…木性　（食膳）

久 キュウ 1　糸町笄の金性　…木性

久 キュウ 2　おはぐろのかね性　うがひの水性

久 キュウ 2　おはぐろのかね性　うがひの水性（眉剃り）

久 キュウ 3　摺子木木性　摺鉢の土性

久 キュウ 4　たばこの火性　ゑひざめの水性

久 キュウ 5　盥の金性　こたつの火性

久 キュウ 6　ながれの水性　根引の金性

久 キュウ 7　ひやっこい水性　蛍の火性

久 キュウ 7　ひやつこい水性　蛍の火性

岩戸屋 イワトヤ 1　押上普賢寺

岩戸屋 イワトヤ 1　押上普賢寺

岩戸屋 イワトヤ 2　亀戸天神之額の内

岩戸屋 イワトヤ 2　亀戸天神之額の内

岩戸屋 イワトヤ 3　芝愛宕山の額ノ内

岩戸屋 イワトヤ 3　芝愛宕山の額ノ内

岩戸屋 イワトヤ 4　総州成田山の額ノ内

岩戸屋 イワトヤ 4　総州成田山之額の内

岩戸屋 イワトヤ 5　深川三十三間堂の額の内　大願成就

岩戸屋 イワトヤ 6　三迴稲荷の額ノ内

岩戸屋 イワトヤ 6　三迴稲荷の額ノ内

岩戸屋 イワトヤ 7　柳嶌妙見の額ノ内

川口	 ？

川口 カワグチ 1　厚板

川口 カワグチ 2　今はやる…　本町庵三馬

川口 カワグチ 2　今はやる色の…

川口 カワグチ 3　大福や

川口 カワグチ 4　太夫とは禿のミどり色まして...

川口 カワグチ 4　太夫とは…（階段）

川口 カワグチ 5　緬（縮）結城

川口 カワグチ 6　註文梅幸茶

川口 カワグチ 7　初荷物…

川口 カワグチ 7　初荷物…　三馬

川口 カワグチ 8　梅もと

川口 カワグチ 9　柳鼠

川口 カワグチ 10　山舞縮緬



竹内 タケノウチ 三番叟　中村芝翫

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 1　市川海老藏　家名成田屋　景清　吉例の暫…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 2　市川團十郎　家名成田屋　景清　吉例の暫…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 3　岩井粂三郎　家名大和屋　三浦の揚巻　うし若丸…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 4　尾上菊五郎　家名音羽屋　四ツ谷お岩　大星由良之助…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 5　瀬川菊之丞　家名浜村屋　道成寺　ぬれがみ…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 6　中村歌右衛門

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 7　なかむら芝翫　家名成駒屋　高師直　大伴黒主…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 8　坂東簔助　家名大和屋　熊谷直実　工藤左衛門…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 9　松本幸四郎　家名高麗屋　髭の伊久　幡ずい長兵衛…

川口 カワグチ 菅丞相

川口 カワグチ 大工六三郎

川口 カワグチ 八百屋お七

川口 カワグチ 与次郎

川口 カワグチ 与次郎

三 サン 角ゑひや

久 キュウ 鳴海　中野藤助　俵…［團十郎］

久 キュウ 日坂　日本駄右衛門實ハ丹波与作［三津五郎］

久 キュウ 日坂　日本駄右衛門實ハ丹波与作［三津五郎］

林 ハヤシ 1　鬼の念仏

林 ハヤシ 2　雷

林 ハヤシ 3　鷹匠

林 ハヤシ 4　瓢箪から駒

林 ハヤシ 5　奴

林 ハヤシ 6　…

林 ハヤシ 1（鬼の太鼓釣り）

林 ハヤシ 2（鬼の念仏）

林 ハヤシ 3（毛鎗奴）

林 ハヤシ 4（太鼓を吊る）

林 ハヤシ 5（猫と鼠）

林 ハヤシ 6（瓢箪から駒）

林 ハヤシ 7（福禄寿の頭髪剃り）

林+山型 ハヤシ 7（福禄寿の頭髪剃り）

林+山型 ハヤシ 7（福禄寿の頭髪剃り）

林 ハヤシ 8（藤娘）

林 ハヤシ 9（辨慶の七道具）

岩 イワ 大星由良之助（市川團十郎7）

（無版元） 無版元 元祖沢村宗十郎後年改名長十郎ト成リ又助高屋高助ト更ル

森田屋板 モリタヤバン 大森彦七盛長 ...

林 ハヤシ 1　木　桜　仲の町

林 ハヤシ［林］ 5　水　池の端　



上金 ジョウキン 1　射御

上金 ジョウキン 2　書数

藤 トウ 名殘りとて…

河源 カワゲン 梅のよし兵衛［田之助］

鈴伊 スズイ 中村歌右衛門一世一代　

大？ ダイ 尾上菊五郎　当年出生伜尾上鐘助

松［松村］ マツ 坂東三津五郎　同簔助

平 ヘイ 宿祢たろう（中むら芝翫）

佐野喜 サノキ 重井筒かさね［菊五郎］

松+富士山型 マツ

松［＋富士山型］ マツ 1（蚊帳）

松 マツ 1（蚊帳、行灯、煙草）

松 マツ 2（煙管をこよりで）

松 マツ 2（吸付けキセル）

松［＋富士山型］ マツ 3（質店）

松 マツ 3（質屋、腕を組む）

松 マツ 4（鳥追女、三味線）

松+富士山形 マツ 4（鳥追女）

松 マツ 5（猫を抱き上げ）

松 マツ 5（蒲団、猫）

松* マツ 5（猫を上げる）

松［＋富士山型］ マツ 6（湯上がり）

泉市 センイチ 1　香箱

泉市 センイチ 2　琴柱箱

泉市 センイチ 2　琴柱箱

泉市 センイチ 3（砥石？　煙草）

泉市 センイチ 3　たばこぼん

泉市 センイチ 4（針箱）

泉市 センイチ 4　針箱

泉市 センイチ 5（髪を梳く）

泉市 センイチ 6（見台）

泉吉 センキチ 2　琴柱箱

… … 上総あわびとり

岩戸屋 イワトヤ 當り年名代註文

大+鍵 ダイ 1　材木にあらずして…

大+鍵 ダイ 2　雪乃あしたにも…

大+鍵 ダイ 2　雪乃あしたにも…

商標（三巴） 商標（三巴） 二編　太刀打ふり附之圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ （無内題）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　うちあわせさらいの圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　うちあわせさらひの圖



商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　かづら師かづら打圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　かづら師かづら打圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　狂言出前之圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　狂言出前之圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 4　鏡台前で一服の図

商標［三巴］ 商標［三巴］ 5（化粧の図）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 6　所作事ふり付の圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 6　所作事ふり附之圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 7　太刀打ふり付之圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 7　太刀打ふり附之圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 8　天神まつり夜宮の圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 8　天神まつり夜宮の圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 9　年礼の圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 9　年禮の圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 10　日まちの夜　たわむれの圖

商標［巴］ 商標［三巴］ 10　日まちの夜たわむれの圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 10　日まちの夜たわむれの圖

商標［巴］ 商標［三巴］ 11　舞臺うしろの圖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 11　舞臺うしろの圖　東にかいのうしろ

商標［三巴］ 商標［三巴］ 12　岩井半四郎5

商標［三巴］ 商標［三巴］ 13　関三十郎　中村東藏（歌右衛門3）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 14　坂東三津五郎3

［商標］三巴 商標［三巴］ 15　松本幸四郎5

久 キュウ 1　赤鬼　…

久 キュウ 1　赤鬼　…　　細工人浪花一田庄一郎

（無版元） キュウ 1　赤鬼　孔雀　狗　獅子すきぬき

久 キュウ 1　赤鬼　…　　細工人浪花一田庄一郎

久 キュウ 1　赤鬼　…　　細工人浪花一田庄一郎

久 キュウ 2　牛　すきぬき　…

久 キュウ 2　牛　すきぬき　猪　牝鹿　牡鹿　玉黍　黒馬すき…　蜀鷄　白馬

久 キュウ 3　山鵲　一家　翠雀　鳳凰　麒麟

久 キュウ 3　山鵲　…　麒麟　…　細工人　浪花一田庄七郎

久 キュウ 3　山鵲　…

久 キュウ 3　山鵲　…

久 キュウ 4　関帝　周蒼　浪花　細工人　一田庄七郎　

久 キュウ 4　関帝　周蒼

久 キュウ 4　関帝　周蒼

久 キュウ 4　関帝　周蒼　浪花　細工人　一田庄七郎　

久 キュウ 4　関帝　周蒼

久 キュウ 4　関帝　周蒼細工人浪花　一田庄七郎

久 キュウ 5　口上　演口齋玉眠



中川芳山堂・山本屋平吉板 ナカガワ・ヤマモト

山本屋平吉板 ヤマモトヤ

商標［二引］ 商標［二引］ 三段目

商標［二引］ 商標［二引］ 四段目　塩谷判官　大星由良之助

商標［二引］ 五段目

商標［二引］ 商標［二引］ 八段目　小浪　戸無瀬

商標［二引］ 商標［二引］ 十段目　天川屋儀平

長 チョウ 酒屋でっち［歌右衛門］

林 ハヤシ 大星由良之助肖像

林 ハヤシ 大星力彌　肖像

林 ハヤシ 大星由良之助肖像

林 ハヤシ 矢佐間喜内　若嶋安右衛門

鶴喜 ツルキ

平 ヘイ …に牛の前［菊五郎］

長 チョウ （團十郎の口上）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　漢黄石公　韓張良

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　漢黄石公　韓張良　張良下■の■橋にて履を取り黄石公に奉る

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　漢の高祖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　漢の高祖

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　漢の樊噲

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　漢の樊噲　鴻門の會に怒て轅門を破る

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　漢の樊噲

商標［三巴］ 商標［三巴］ 4　楚項羽

重（上州屋重藏） ジュウ 荘子辛嵜山間に虎を撃

山庄 ヤマショウ 秩父順禮十九番

竹内 タケノウチ 暫　市川海老藏

松［松村］ マツ 市川團十郎伜市川新之助

与+上山形 ヨ 顔見勢は入ますほめますあたります... 七十八翁焉馬

藤+山型 フジ 細川勝元（市川團十郎）

泉市 センイチ

泉市 センイチ （黄菊）

長 チョウ 酒屋でつち［中村歌右衛門］

（無版元） 無版元 大工六三［多見藏］

總與（總州屋） ソウヨ 3　中村歌右衛門　一世一代

總與（總州屋） ソウヨ 3　中村歌右衛門　一世一代　

藤 トウ 1　金五郎坊主［團十郎］

藤 トウ 2　外記左衛門［團十郎］

藤 トウ 4　仁木だん正［團十郎］

藤 フジ 5　よりかね公［市川團十郎］

林 ハヤシ 1　世の中に…

林 ハヤシ 2　（おはぐろ）



平 ヘイ 大伴黒主　僧正遍正

重？［＋山型］ ジュウ 1　橋姫

東+山形 ヒガシ 1　橋姫

森 モリ 1　若菜の巻

森 モリ 2（無内題）

久 キュウ 1

竹内［竹　霊鹽竹内］ タケノウチ 01　日本橋　白井権八［］尾上菊五郎3］

久 キュウ 1　旅行帰り市川團十郎

林+山型 ハヤシ

林 ハヤシ 1（手で簪）

林 ハヤシ 2（腰掛けて）

林 ハヤシ 3（三宝に…）

林 ハヤシ 4（子に手習い）

林 ハヤシ 5（縫い物）

林 ハヤシ 6（両手に撥）

林 ハヤシ 7（文を両手で）

林 ハヤシ 8（酔う）

林 ハヤシ お岩小平［菊五郎］民谷伊右衛門［三十郎］

丸清板 マルセイバン

清 セイ 幽霊［菊五郎］

竹内［竹　霊鹽竹内］ タケノウチ 1　品川　小夜衣お七［尾上菊五郎3］

竹内［竹　霊鹽竹内］ タケノウチ 2　藤沢　小林ノ朝比奈［三桝源之助］

竹内［竹　霊鹽竹内］ タケノウチ 3　大磯　曾我十郎［三桝源之助］

竹内［竹　霊鹽竹内］ タケノウチ 4　箱根　曾我の五郎時宗［市村羽左衛門12］

竹内［竹　霊鹽竹内］ タケノウチ 5　吉原　工藤左衛門［尾上菊五郎3］

竹内［竹　霊鹽竹内］ タケノウチ 6　大津　清水の冠者［尾上菊五郎3］

林 リン 九月　朝日奈　市川團十郎　評判は…

川口板 カワグチバン 新吉原江戸町壱丁目　甲子樓内政人

久 キュウ 重陽　廿三回忌…源五兵衛（訥子）

商標［二引］ 商標［二引］ 5　端午　矢の根五郎［團十郎］大切所作事

商標［二引］ 商標［二引］ 9　重陽　綱五郎［團十郎］大切所作事

久 キュウ		 棚機　岩井紫若　	

竹内 タケノウチ 桜屋小萬［杜若］第二番目　相勤申候

森 モリ

森 モリ 1（雷、蚊帳を吊る）

森 モリ 2（乳を吸う子）

森 モリ 2（乳飲み子）

錦集堂 キンシュウドウ 工藤左衛門祐經

長 チョウ 大坂下り［沢村田之助］

松 マツ 奴矢田平［嵐徳三郎］

佐野喜 サノキ 1　大磯のとら［菊之丞］



佐野喜 サノキ 1　大磯のとら［瀬川菊之丞］

佐野喜 サノキ 大磯のとら（瀬川菊之丞）

佐野喜 サノキ 1　大磯の虎御前［瀬川菊之丞］

佐野喜 サノキ 2　工藤左衛門祐經［團十郎］

佐野喜 サノキ 2　工藤祐經［市川團十郎］

佐野喜 サノキ 3　化粧坂少将［粂三郎］

佐野喜 サノキ 3　化粧坂の少将［岩井粂三郎］

佐野喜 サノキ 4　曾我五郎時宗［尾上菊五郎］

佐野喜 サノキ 5　曾我十郎祐成［訥升］

佐野喜 サノキ 5　曾我十郎祐成［沢村訥升］

佐野喜 サノキ 曾我の五郎時宗（尾上菊五郎）

佐野喜 サノキ 5　曽我の十郎祐成［澤村訥升］

重（上州屋重藏） ジュウ 尾上菊五郎御引合せ口上

川口板 カワグチ 2　夏

川口 カワグチ 2　夏

川口 カワグチ 2　夏

川口板 カワグチ 3　秋

川口 カワグチ 3　秋

川口板 カワグチ 4　冬

佐野喜 サノキ［佐野喜］ 初卯ノ日詣の圖

平 ヘイ 4　冬

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　春

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　春

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　夏

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　夏

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　秋

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3   秋

商標［三巴］ 商標［三巴］ 4　冬

商標［三巴］ 商標［三巴］ 4　冬

山口 ヤマグチ 1　士

山口 ヤマグチ 3　工

- 1　ほろゑひの眼　...

- *　（袋）

鈴伊 スズイ 美免与利　阿らし三五郎

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ うしろ面［九藏］

川口 カワグチ 市川團十郎

久 キュウ 五節句乃内　棚機　岩井紫若

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　遠寺晩鐘

無版元 商標［三巴］ 2　遠浦帰帆

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　遠帆歸帆　ふね宿



商標［三巴＋山型］ 商標［三巴］ 3　漁村夕照

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　漁村夕照

商標［三巴］ 商標［三巴］ 4　江天暮雪

大* 商標［三巴］ 5　山市晴嵐

商標［三巴］ 商標［三巴］ 5　山市晴嵐

商標［三巴＋山型］ 商標［三巴］ 6　粛湘夜雨

商標［三巴］ 商標［三巴］ 6　瀟湘夜雨

商標［三巴］ 商標［三巴］ 6　蕭（瀟）湘夜雨

商標［三巴＋山型］ 商標［三巴］ 7　洞庭秋月

商標［三巴］ 商標［三巴］ 7　洞庭秋月

商標［三巴］ 商標［三巴］ 8　平砂落雁

藤 フジ 03　寅　ういろう賣所作　坂東三津五郎相勤申候　申　猿田彦

藤 フジ 12　亥　仁田四郎　坂東三津五郎相つとめ申候　巳　江の嶋座頭

河源 カワゲン 02　坂東三津五郎所作事　初午　二月　半田稲荷　坊主

河源 カワゲン 03　坂東三津五郎所作事　弥生　三月　雛人形　業平

河源 カワゲン 04　坂東三津五郎所作事　卯月　四月　初鰹　いさみ商人

河源 カワゲン 09　坂東三津五郎所作事　菊月　九月　木賊刈

河源 カワゲン 10　坂東三津五郎所作事　初寒　十月　炉開

河源 カワゲン **　坂東三津五郎所作事

久 キュウ 文月　葉月　手ならい子［家橘］月の紋月［翫雀］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 葉月　月の紋月　中村芝翫

川口 カワグチ 曾我五郎時宗　御前五郎丸重宗　

大國屋　四谷 ダイコクヤ 1　九郎助

大黒屋？ ダイコクヤ 九郎助

大黒や ダイコクヤ 2　政木の稲荷

山口 ヤマグチ 2　三迴（三圍）

山口板 ヤマグチバン 1　観音

山口板 ヤマグチバン 2　三迴（三圍）

山口板 ヤマグチバン 3　吉原

山口板 ヤマグチバン 1　駿河町

山口板 ヤマグチバン 2　日本橋

山口板 ヤマグチバン 3　三迴

山口板 ヤマグチバン 4　吉原

山口板 ヤマグチバン …

森 モリ 豊前國宇佐八幡宮神領　小濱村の産　…

猩壽猩美

泉市 センイチ 登ゞめても...

泉市 センイチ 1　好色のはなしの…

泉市 センイチ 2　とゝとめても…（「神明宮」、火縄？）

泉市 センイチ 3（後ろに何か）

泉市 センイチ 4（子犬）



泉市 センイチ 5（盥で子供）

… …

川正 カワショウ 川の屋義平［菊五郎］

河源 カワゲン きり見せ女郎［三津五郎］

萩原 ハギワラ 1　粂三きどり

萩原 ハギワラ 1　粂三きどり

萩原 ハギワラ 2　三光きどり

萩原 ハギワラ 3　三升きどり

萩原 ハギワラ 3　三升きどり

萩原 ハギワラ 4　秀佳きどり

吉* ハギワラ 4　秀佳きどり

萩原 ハギワラ 4　秀佳きどり

萩原 ハギワラ 4　秀佳・きどり

萩原 ハギワラ 4　秀佳きとり

萩原 ハギワラ 5　曙山きどり

萩原 ハギワラ 5　曙山きどり

萩原 ハギワラ 8　曙山きどり

萩原 ハギワラ 6　杜若きどり

萩原 ハギワラ 6　杜若きどり

萩原 ハギワラ 7　梅好きどり

萩原 ハギワラ 7　梅好きどり

萩原 ハギワラ 7　梅好きどり

萩原 ハギワラ 7　梅好きどり

萩原 ハギワラ 7　梅好きどり

萩原 ハギワラ 7　梅好きどり

萩原 ハギワラ 8　路考きどり

吉+山型	 ハギワラ（キチ） 1　粂三郎きどり

古賀屋勝五郎 コガヤ

平 ヘイ 木母寺　岩井杜若

久 キュウ 湖東山×不知火

… …

森 モリ 1　扇屋内　花扇

森 モリ 2　角玉屋内　濃紫

森 モリ 3　玉屋内　花紫

森 モリ 4　松葉屋内　粧い

上与 ウエヨ 8（狂乱たひもく踊）

林 ハヤシ 1　あつまむすめ

林 ハヤシ 2　いさみ

林 ハヤシ 3　狂乱

林 ハヤシ 4　神功皇后

林 ハヤシ 5　雀踊



林 ハヤシ 6　たひもく踊

林 ハヤシ 7　弁財天

松［松村］ マツ 市川團十郎　高うは厶り升が…

竹内 タケノウチ 1　牛の御前　芝翫

竹ノ内 タケノウチ 1　牛の御前［中村芝翫］

竹ノ内 タケノウチ 2　王子稲荷［沢村訥升］

竹内（たけのうち） タケノウチ 2　王子稲荷　訥升　仙女香取次

竹内 タケノウチ 2　王子の稲荷　訥升

竹内 タケノウチ 3　亀戸天神　杜若

竹ノ内 タケノウチ 3　亀戸天神［岩井杜若］

竹内 タケノウチ 4　白髭　梅幸

竹ノ内 タケノウチ 4　白髭［尾上菊五郎］

竹内 タケノウチ 5　洲崎弁財天　白猿

竹ノ内 タケノウチ 5　洲崎辨財天［市川白猿］

竹内 タケノウチ 6　成田山　…

竹内 タケノウチ 7　深川八幡　秀調

竹ノ内 タケノウチ 7　深川八幡［坂東三津五郎］

竹内 タケノウチ 8　真崎稲荷　梅我

竹ノ内 タケノウチ 8　真崎稲荷［岩井半四郎］

商標［蔦］ 商標［蔦］ 曾我や尾上之助=三枡源之助

川口 カワグチ 1　阿古屋（中村松江）

川口 カワグチ 1　阿古屋（中村松江）

川口 カワグチ 2　梶原源太（三津五郎

川口 カワグチ 2　梶原源太

川口 カワグチ 2　梶原源太景時（坂東三津五郎）

川口 カワグチ 3　菅丞相（團十郎

川口 カワグチ 3　菅丞相

川口 カワグチ 3　菅丞相

川口 カワグチ 3　菅丞相（市川團十郎）

川口 カワグチ 4　大工六三郎（松助）

川口 カワグチ 4　大工六三郎（尾上松助）

川口 カワグチ 4　大工六三郎

川口 カワグチ 5　幡隨長兵衛（幸四郎）

川口 カワグチ 5　幡隨長兵衛（松本幸四郎）

川口 カワグチ 5　幡隨長兵衛

川口 カワグチ 6　八百屋お七（半四郎）

川口 カワグチ 6　八百屋お七（岩井半四郎）

川口 カワグチ 6　八百屋お七

川口 カワグチ 7　與次郎（歌右衛門）

川口 カワグチ 7　與次郎（中村歌右衛門）

だいいんぷしんこいろごとづけ



商標［三巴］ 商標［三巴］ 酒屋娘おみわ（岩井半四郎）

有田屋 アリタヤ 真砂路［杜若］

ト ト 1　午ノ刻

ト ト 2　未ノ刻

ト ト 2　未ノ刻

ト ト 4　未ノ刻

ト ト 3　酉ノ刻

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［二引］ 商標［二引］ 1　島物語

商標［二引］ 商標［二引］ 2　弁慶尻馬

商標［二引］ 商標［二引］ 2　弁慶尻馬

商標［二引］ 商標［二引］ 3　堀川の段

三 サン 大星由良之助［菊五郎］

小間物や弥七

松［松村］ マツ 1　斧定九郎［菊五郎］

松［松村］ マツ 2　となせ［菊五郎］

林 ハヤシ 白井權八［岩井杜若］幡隨長兵衛［市川海老藏］

久 キュウ 1　御家寿見所　千客萬来　大入叶

久 キュウ 2　…

久 キュウ 3（行灯を手に）

久+違山形 キュウ 3（行灯を消す）

久 キュウ 5（口を隠して）

久+違山形 キュウ 5（口を隠して）

久 キュウ 6（藝者、着物を）

久 キュウ 9（文を読む）

久 キュウ 10（屋形舟の中）

泉市版 センイチバン 3（行灯を手に）

泉市版 センイチバン 2（行灯）

泉市版 センイチバン 4（掛け行灯）

泉市版 センイチバン 4（「歌川」提灯、「泉市」箱）

泉市版 センイチバン 4（鎖提灯）

泉市版 センイチバン 7（障子）

泉市版 センイチバン 8（満月の明かり）

泉市版 センイチバン 6（月見）

泉市版 センイチバン 7（湯上がり）

林+山型 ハヤシ 6　関屋の蛍狩

錦森堂 キンシンドウ 土山之図

佐野喜 サノキ

ト ト 1　赤坂　泉

ト ト 1　赤坂　泉

ト ト 2　池の端　ほうらいや



ト ト 3　浮世小路　百川

ト ト 4　王子　海老屋　扇屋

ト ト 4　王子　海老屋　扇屋

ト ト 4　王子　海老屋　扇や

ト ト 5　大坂町　なべきん

ト ト 5　大坂町　なべきん

ト ト 6　亀戸　越前屋

ト ト 7　亀戸　玉屋

ト ト 8　小網町　魚平

ト ト 9　山谷　金波樓

ト ト 10　山谷　二藤

ト ト 10　山谷　二藤

ト ト 11　山谷　八百善

ト ト 11　山谷　八百善

ト ト 11　山谷　八百善

ト ト 12　芝　車屋

ト ト 13　洲崎　むさしや

ト ト 14　雑司カ谷　めうがや

ト ト 14　雑司が谷　めうがや

ト ト 15　大音寺まへ　田川屋

ト ト 15　大音寺まへ　田川屋

ト ト 16　代地　靄岡

ト ト 17　中橋　ほう月あん

ト ト 17　中橋　ほう月あん

ト ト 18　並木　浅田屋

ト ト 19　並木　巴屋

ト ト 20　日本橋　ゑびすあん

ト ト 20　日本橋　ゑびすあん

ト ト 20　日本橋　ゑびすあん

ト ト 21　真崎　きのへねや

ト ト 22　馬道　ふじ屋

ト ト 23　木母寺　むさしや

ト ト 24　薬研堀　ちくめい

ト ト 25　柳橋　むめ川

ト ト 26　山の二軒茶屋

ト ト 27　兩國　青柳

ト ト 27　兩國　青柳

ト ト 28　兩國　河内屋

ト ト 29　兩國　萬八

ト ト 29　兩國　萬八

ト ト 30　ゑびすの宮　とうかうあん



山口板 ト *　（化粧）

山口板 ト *　（夏の茶屋）

商標（三巴） 商標（三巴）

大* 商標［三巴］ 1　おつま八郎兵衛

商標［三巴］ 商標［三巴］ 1　おつま八郎兵衛

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2　尾のへ伊太八

商標［巴］ 商標［三巴］ 2　尾のへ伊太八

大* 商標［三巴］ 3　おはん長右衛門

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3　おはん長右衛門

商標［三巴］ 商標［三巴］ 4　小まん三五兵衛

商標［巴］ 商標［三巴］ 5　小三金五郎

商標［三巴］ 商標［三巴］ 5　小三金五郎

商標［三巴］ 商標［三巴］ 6　三かつ半七

無版元* ダイ 1（赤子を抱く女性と受け取る女性）

大+鍵 ダイ

大+鍵 ダイ 1（赤児を渡す）

大+鍵 ダイ 1（赤子）

大+鍵 ダイ 2（井戸端で釜）

大+鍵 ダイ 3（えりを剃らせる）

大+鍵 ダイ 4（駕籠の女性、手に袋を持つ女性）

大+鍵 ダイ 4（駕籠から降りる）

大+鍵 ダイ 5（髪結いをさせる）

大+鍵 ダイ 6（炬燵で三味線）

大+鍵 ダイ 7（寝起き、後ろに手）

大+鍵 ダイ 8（文を取り合う）

三+□ サン 2（子を顔に）

江崎屋 エザキヤ 1（帶とき）

江崎屋 エザキヤ 2（左手で褄）

江崎屋 エザキヤ 2（芝居小屋、銀杏）

江崎屋 エザキヤ 2（藝者、褄をとる、中村座）

江崎屋 エザキヤ 2（藝者、褄をとる、中村座）

江崎屋 エザキヤ 3（文書き）

… … 住吉　今宮　十日ゑびす　…水寺

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 尾上菊五郎當り狂言ノ内桜丸

商標（大+鍵） 商標（大+鍵） 関三十郎當り狂言ノ内時宗

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 1　市川門之助當り狂言ノ内　阿古屋

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 1　阿古屋［市川門之助］

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 1　市川門之助當り狂言ノ内阿古屋

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 2　岩井半四郎當り狂言ノ内　お志ゆん

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 2　おしゅん［岩井半四郎］

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 3　清姫［瀬川菊之丞］



［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 4　尾上菊五郎　當り狂言ノ内　櫻丸

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 4　櫻丸［尾上菊五郎］

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 5　關三十郎當り狂言ノ内　曾我五郎時宗

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 5　曾我五郎…［關三十郎］

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 6　松本幸四郎　當り狂言ノ内　武智光秀

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 6　武智光秀（松本幸四郎）

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 6　武智光秀［松本幸四郎］

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 6　松本幸四郎當り狂言ノ内武智光秀

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 7　瀬川菊之丞當り狂言ノ内　道成寺

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 8　早野勘平［坂東三津五郎］

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 9　岩井粂三郎當り狂言丿内　八百屋お七

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 9　八百屋お七［市川門之助］

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 10　市川團十郎當り狂言丿内　矢の根五郎

［商標］大＋鍵 商標［大＋鍵］ 10　矢の根五郎［市川團十郎］

ト ト

ト ト 王子海老屋扇屋

佐野喜 サノキ 1　安の平い兵ヱ［おのえ梅幸］

佐野喜 サノキ 1　安の平兵衛［尾上菊五郎］

川正* サノキ 2　かみなりせう九郎［いち川白猿］

佐野喜 サノキ 2　かみなりせう九郎［いち川白猿］

佐野喜 サノキ 2　雷庄九郎［市川白猿］

佐野喜 サノキ 3　かりがねぶん七

無版元 サノキ 3　かりかね婦ん七［澤むら訥升］

佐野喜 サノキ 3　雁金文七［沢村訥升］

佐野喜 サノキ 4　極印せん右衛門［はんとう秀佳］

佐野喜 サノキ 4　極印千吉［坂東三津五郎］

佐野喜 サノキ 5　布袋市右衛門［中村芝翫］

佐野喜 サノキ 5　布袋いち兵衛［中むら芝翫］

十+○ ジュウ

十+○ ジュウ 1　あそびた相

十+○ ジュウ 2　あづまのお客もうき相

十+○ ジュウ 2　あづまのお客もうき相

十+○ ジュウ 2　あづまのお客もうけ相

十+○ ジュウ 3　志ばゐが見た相

十+○ ジュウ 3　しばゐ見た相

十+○ ジュウ 4　しまひができ相

十+○ ジュウ 4　しまひができ相

十+○ ジュウ 4　志満ひができ相

十+○ ジュウ 5　世事かよさ相

十+○ ジュウ 5　世事がよさ相

十+○ ジュウ 6　たてひき相



十+○ ジュウ 6　たてひき相

十+○ ジュウ 6　たてひき相

十+○ ジュウ 7　はやりさふ

十+○ ジュウ 7　はや里さふ

十+○ ジュウ 8　よくうれ相

十+○ ジュウ 8　よくうれ相

十+○ ジュウ 9　りこう相

十+○ ジュウ 9　りこう相

十+○ ジュウ 9　里古う相

十+○ ジュウ 10　ゑらい所のお娘御じや相

十+○ ジュウ 10　ゑらい所のお娘御じゃ相

十+○ ジュウ 10　ゑらい所の娘おじゃ相

有田屋 アリタヤ

有田屋 アリタヤ （子供を抱く）

泉市板 センイチバン 1　牛嶋の餅

泉市板 センイチバン 1　牛嶋の餅

泉市板 センイチバン 1　牛嶋の餅

泉市板 センイチバン 2　長坂のそば

泉市板 センイチバン 2　長坂のそば

泉市板 センイチバン 2　長坂のそば

泉市板 センイチバン 2　長坂のそば

泉市板 センイチバン 3　深川の菓子

泉市板 センイチバン 3　深川の菓子

松 マツ 1　朝がほ

松 マツ 1　朝かほ

松 マツ 2　かや商

松 マツ 2　かや商

松+富士山形 マツ 2　かや商

松 マツ 3　ほゝづき

松+富士山型 マツ 3　はゝづき

松 マツ 4　水屋

林+山型 ハヤシ

林 ハヤシ 1　藝子　刀屋半七

林 ハヤシ 2　嶋の内　團七茂兵衛

林 ハヤシ 3　太夫　藤屋伊左衛門

林 ハヤシ 3　太夫　藤屋伊左衛門　大坂宗因

平+山型 ヘイ

平+山型 ヘイ 1　菊

平 ヘイ 1　菊

平 ヘイ 2　牡丹

平 ヘイ 3　柳



平 ヘイ 4　赤蔦屋紅ひ

平 ヘイ 5　玉屋内白玉

松 マツ *（無内題）

松［＋富士山型］ マツ 1（正月、懐紙を銜える）

松 マツ 1（懐紙を口）

松 マツ 1（懐紙を手に）

松+富士山型 マツ 1（口に懐紙）

松+富士山形 マツ 2（鏡餅）新吉原大文字屋内一もと

松 マツ 3（凧、糸）

林 ハヤシ 1　上野の花見

林 ハヤシ 2　衣紋坂の夜の雨

林 ハヤシ 3　王子の午の日参

林 ハヤシ 4　小田原町の魚市

林 ハヤシ 5　品川の帰帆

林 ハヤシ 7　浅草寺の年の市

林 ハヤシ 7　そうまかきのよいの景

林 ハヤシ 8　貮丁町の顔見世　坂東三津五郎　松本幸四郎　中村松江

林 ハヤシ 9　真乳山の暮雪

林 ハヤシ 10　柳はしの春雨

林 ハヤシ 11　…

泉市 センイチ 1（三味線、撥）

泉市 センイチ 2（鏡台と手鏡）

泉市 センイチ 3（人形作り）

泉市 センイチ 4（額に手）（美人、石火鉢、金網）

泉市* センイチ 4（美人、石火鉢、金網）（額に手）

泉市 センイチ 5（土産売り）

森田屋板 モリタヤバン 1　江戸藝者

森田屋板 モリタヤバン 1　江戸藝者

森田屋板 モリタヤバン 2　おゐらん

森田屋板 モリタヤバン 2　おゐらん

森田屋板 モリタヤバン 3　踊師匠

森田屋板 モリタヤバン 3　踊師匠

森田屋板 モリタヤバン 3　踊師匠

森田屋板 モリタヤバン 3　踊師匠

森田屋板 モリタヤバン 4　かこゐ

森田屋板 モリタヤバン 4　かこゐ

森田屋板 モリタヤバン 5　こしやく娘

森田屋板 モリタヤバン 5　こしゃく娘

森田屋板 モリタヤバン 6　辰巳

森田屋板 モリタヤバン 7　俄

森田屋板 モリタヤバン 7　俄



森田屋板 モリタヤバン 8　富士詣ノ夕立

森田屋板 モリタヤバン 8　富士詣の夕立

森田屋板 モリタヤバン 8　富士詣ノ夕立

森田屋板 モリタヤバン 9　町藝

森田屋板 モリタヤバン 9　町藝

森田屋板* モリタヤバン 10　身じまい藝者

森田屋板 モリタヤバン 10　身じまい藝者

森田屋板 モリタヤバン 10　身じまい藝者

森田屋版 モリタヤバン 10　身じまい藝者

川口 カワグチ

川口 カワグチ 1　色みえて…

川口 カワグチ 2　極楽の…

川口 カワグチ 3　ことわりや…（雨乞い）

川口 カワグチ 4　まかなくに…

川口 カワグチ 5　ままならぬ…

川口 カワグチ 6　わびぬれば…

川口 カワグチ 7　…

佐野喜 サノキ …

山口板 ヤマグチバン

山口板 ヤマグチバン 1（肌ぬぎ、襟白粉）

山口板 ヤマグチバン 2（船で足を）

山口板 ヤマグチバン 3（船着き場、提灯）

山口板 ヤマグチバン 4（行灯に煙管）

山口板 ヤマグチバン 5（夏茶屋の青畳み）

山口板 ヤマグチバン 6（後ろに手をつく、二冊の本、化粧鏡）

山口板 ヤマグチバン （…）

久 キュウ （丼）

江戸松 エドマツ 鉢うへの土性

江戸松 エドマツ ま□□□□

有田屋 アリタヤ 1　あまこひ

有田屋 アリタヤ 1　あまこひ

有田屋 アリタヤ 1　あまこひ

有田屋 アリタヤ 2　おふむ

有田屋 アリタヤ 3　かよひ

有田屋 アリタヤ 3　かよひ

有田屋 アリタヤ 4　清水

有田屋 アリタヤ 5　そとば

（無版元）* サ 1　おさん茂平（下女の待ち合い）

サ サ 1　おさん茂平

サ サ 2　お楚免久枩

サ サ 3　お千代半兵衛



サ サ 3　お千代半兵へ

サ+山型 サ 4　おふさ徳兵衛

サ サ 5　小さん金五郎

サ+山型 サ 5　小さん金五郎

サ サ 6　小ひな半兵衛

サ サ 6　小ひな半兵衛

サ サ 7　三かつ半七

森田屋板 モリタヤバン 1　高野の玉川

森田屋板 モリタヤバン 1　高野の玉川

森田屋板 モリタヤバン 2　調布の玉川

森田屋板 モリタヤバン 2　調布の玉川

森田屋板 モリタヤバン 2　調布の玉川

森田屋板 モリタヤバン 2　調布の玉川

森田屋板 モリタヤバン 3　擣衣の玉川

森田屋板 モリタヤバン 3　擣衣の玉川

森田屋板 モリタヤバン 4　野田の玉川

森田屋板 モリタヤバン 4　野田の玉川

森田屋板 モリタヤバン 5　（萩の玉川）夕されハ…（紙束）

森田屋板 モリタヤバン 6　井出の玉川

森田屋板 モリタヤバン 6　井出の玉川

森田屋？ モリタヤバン 6　井出の玉川

泉市 センイチ 1　悪源太義平［嵐吉三郎］

泉市 センイチ 1　悪源太義平［嵐吉三郎］

泉市 センイチ 2　石川五右衛門［中村歌右衛門］

泉市 センイチ 2　石川五右衛門［中村歌右衛門］

泉市 センイチ 3　牛若丸［岩井紫若］

泉市 センイチ 3　牛若丸［岩井紫若］

泉市 センイチ 4　おまつり佐吉［尾上菊五郎］

泉市 センイチ 4　御祭り佐七［尾上菊五郎］

泉市 センイチ 5　上総七兵衛［市川海老藏］

泉市 センイチ 5　上総七兵衛景清［市川海老藏］

泉市 センイチ 6　藝者小糸［尾上榮三郎］

泉市 センイチ 6　藝者小糸［尾上榮三郎］

泉市 センイチ 7　高野山［沢村訥升］

泉市 センイチ 7　高野山［沢村訥升］

泉市 センイチ 8　曾我十郎祐成［市村羽左衛門］

泉市 センイチ 8　曾我十郎祐成［市村羽左衛門］

泉市 センイチ 8　曾我十郎祐成（市村羽左衛門）

泉市 センイチ 9　…［坂東三津五郎］

上田 ウエダ 1　天満屋おはつ［岩井紫若］

上田 ウエダ 2　幡ずい長兵衛［松本幸四郎］



上田 ウエダ 3　平野屋徳兵衛［市村羽左衛門］

上田 ウエダ 4　不破伴左衛門［市川海老藏］

加賀や カガヤ 1　宇佐美の小弥太［冠十郎］祐成［羽左衛門］秋津島［三津五郎］三勝［半四郎］

加賀や カガヤ 2　盛遠［海老藏］仁木弾正［幸四郎］けさ御ぜん［杜若］伊豆の次郎［高麗藏］

久 キュウ 1　梅の由兵衛［歌右衛門］

久 キュウ 2　…長吉［菊五郎］

佐野喜 サノキ 1　菅相丞（丞相）［源之助］

佐野喜 サノキ 1　菅丞相［菊五郎］

佐野喜 サノキ 2　松王丸［團十郎］　五月　兵庫之助　七月　熊谷また松王

佐野喜 サノキ 2　松王丸［幸四郎］

佐野喜 サノキ 3　梅王丸［菊之丞］

佐野喜 サノキ 3　梅王丸［三津五郎］

上金 ジョウキン 1　毛そり九右衛門［海老藏］真柴久吉［訥升］…

上金 ジョウキン 2　佐藤与茂七［羽左衛門］奥山政七［三十郎］大鷲文五［九藏］

上金 ジョウキン 3　志つま［團十郎］呉服屋重兵衛［彦三郎］唐木政右衛門［九藏］…

上金 ジョウキン 4　大黒舞三藏［九藏］大こくまい音吉［歌右衛門］大黒舞音松［羽左衛門］…

上金 ジョウキン 5　…　奴岡平［吉三郎］天竺徳兵衛［多見藏］…

上金 ジョウキン 6　松永大膳［歌右衛門］あつ海の与四郎［羽左衛門］…

ト ト 1　小田春永［團十郎］

ト ト 2　刀屋半七［中村源之助］

ト ト 3　刀屋娘お花［粂三郎］両顔月姿絵

ト ト 4　願鉄坊ゆうこん［下り三津五郎］

ト ト 5　熊谷次郎直実［歌右衛門］

ト ト 6　下り座付口上岩井半四郎

ト ト 7　此下東吉［團十郎］

ト ト 8　隅田川続俤の双面の亡魂［三津五郎］

ト ト 9　幡隨長兵衛［幸四郎］

ト ト 10　真柴久吉［團十郎］

ト ト 11　三浦屋揚巻［菊五郎］

ト ト 12　渡守都鳥のお志つ［菊之丞］

平 ヘイ 1　安部の保名［三桝源之助］

平 ヘイ 2　おそで［粂三郎］

平 ヘイ 3　葛のうらみ狐［芝翫］

平 ヘイ 3　葛の葉［芝翫］

平 ヘイ 4　熊谷次郎直実［團十郎］

平 ヘイ 5　佐々木丹右衛門［芝翫］

平 ヘイ 6　佐藤与茂七［菊五郎］

平 ヘイ 7　沢井又五郎［芝翫］

平 ヘイ 8　たばこ屋源七［團十郎］

平 ヘイ 9　玉屋新兵衛［三津五郎］

平 ヘイ 10　玉屋のおゑん［半四郎］



平 ヘイ 11　万字屋八つ橋［菊之丞］

平 ヘイ 12　八百屋お七［粂三郎］

松［松村］ マツ 1　五斗兵衛［芝翫］

松［松村］ マツ 2　賤の方［粂三郎］

松［松村］ マツ 3　…［中村…］

上金 ジョウキン 1　市川團十郎

上金 ジョウキン 2　岩井粂三郎

上金 ジョウキン 3　沢村源之助

上金 ジョウキン 4　中村芝翫

大黒屋板 ダイコクヤバン 1　岩井粂三郎自筆

大黒屋板 ダイコクヤバン 2　菊五郎自筆

大黒屋板 ダイコクヤバン 3　三升自筆

大黒屋板 ダイコクヤバン 4　坂東簔助

大黒屋板 ダイコクヤバン 4　坂東簔助自筆　志う調

岩戸屋 イワトヤ

岩戸屋 イワトヤ 1（菊五郎　鏡）

ゑ ヱ 1　吾妻橋

ゑ ヱ 2　永代はし

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 1　眞乳山冬の月

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 2　両国の夏の月

藤岡屋？ フジオカヤ 6

や フジヒコバン 2　角田川

藤彦板 フジヒコバン 3　深川

藤彦板 フジヒコバン 4　宮戸川

藤彦板 フジヒコバン 5　…川

や ヤ 1　江戸川

上与 ウエヨ 尾上菊五郎

山口 ヤマグチ 1　士

山口 ヤマグチ 1　士

山口 ヤマグチ 2　農

山口 ヤマグチ 2　農

山口 ヤマグチ 3　工

山口 ヤマグチ 4　商

山口 ヤマグチ 4　商

山口 ヤマグチ 3　工

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ むすめ［多見藏］水中早かわり大評判

商標［鶴金］ 商標［鶴金］

總州屋 ソウシュウヤ けいせゐ反魂香

ト ト 高ふは厶り…

大黒や ダイコクヤ まだらの四郎九郎実ハくりから太郎［芝翫］

上与 ウエヨ 1　狐　乱菊に…



上与 ウエヨ 2　崑崙坊　（九変化所作事）

上与 ウエヨ 2　崑崙坊

久 キュウ 1　いさみ

久 キュウ 2　（朱鍾馗）

久 キュウ 2　（朱鍾馗）下戸はかり…

久 キュウ 3　茶屋女

久* キュウ 4　辨慶

久 キュウ 4　弁慶

久 キュウ 5　夜さくらや…（鬼の三味線）

久 キュウ 6　よわゐぼし

久 キュウ 7（越後獅子）

久 キュウ 7（花魁）

久 キュウ 7（高貴女）

久 キュウ 8（座頭）

久 キュウ 8（白髪女）

久 キュウ 9（丁稚小僧）

久 キュウ *（雷神）

久 キュウ *　…

久 キュウ （ひょうたん　なまず）

平 ヘイ 信田妻の道行

-

若狭屋 ワカサヤ 1　赤染衛門

若狭屋 ワカサヤ 1　赤染衛門

若狭屋 ワカサヤ 2　和泉式部

若狭屋 ワカサヤ 2　和泉式部

若狭屋 ワカサヤ 3　伊勢大輔

若狭屋 ワカサヤ 3　伊勢大輔

若狭屋 ワカサヤ 4　清少納言

若狭屋 ワカサヤ 4　清少納言

若狭屋 ワカサヤ 4　清少納言

若狭屋 ワカサヤ 5　紫式部

若狭屋 ワカサヤ 5　紫式部

岩戸屋 イワトヤ 當り年名代註文

田 タ （男、舟を漕ぐ）

有田屋 アリタヤ 1　あらひ

有田屋 アリタヤ 1　あらひ

川口 カワグチ

川口 カワグチ 1　應需見立雨こひ

川口 カワグチ 2　應需見立鸚鵡

川口 カワグチ 3　見立かよい

川口 カワグチ 3　見立かよひ



川口 カワグチ 3　見立かよひ

川口 カワグチ 3　應需見立かよひ

川口 カワグチ 4　應需見立清水

川口 カワグチ 5　應需見立関寺

川口 カワグチ 6　應需見立草紙洗

川口 カワグチ 6　見立草帋洗

川口 カワグチ 7　應需見立そとは

福川堂 フクセンドウ 1　草紙洗小町

川正板 カワショウバン 1　雷乃發聲

川正板 カワショウバン 2　東風解凍

川正板* カワショウバン 2　東風□□

川正板 カワショウバン 3　桃始華

川正板 カワショウバン 3　桃始華

久 キュウ 1　大星由良之助［菊五郎］

久 キュウ 2　加古川本藏　天川屋儀平　［團藏］

林 ハヤシ 久松［半四郎］

松 マツ 1　大星由良之助［関三十郎］

松［松村］ マツ 2　おそめ［半四郎］

松［松村］ マツ 3　高師直［三十郎］

松［松村］ マツ 4　不破數右衛門［三十郎］

無版元 ［関三十郎］

佐野喜 サノキ 1　大磯のとら［紫若］

佐野喜 サノキ 1　大磯の虎御前［岩井紫若］

佐野喜 サノキ 2　工藤左衛門祐經（中村芝翫）

佐野喜 サノキ 2　工藤祐經［中村芝翫］

佐野喜 サノキ 3　化粧坂少将［杜若］

佐野喜 サノキ 3　化粧坂の少々［岩井杜若］

佐野喜 サノキ 4　曾我五郎［市川白猿］

佐野喜 サノキ 4　曾我五郎時宗［海老藏］

佐野喜 サノキ 5　曾我十郎祐成［坂東彦三郎］

總與 ソウヨ

總與 ソウヨ 1　赤羽根水天狗

總與 ソウヨ 2　寅御門金毘羅

總與 ソウヨ 3　薬研堀ふどう

總與 ソウヨ 4　柳嶋妙見

岩戸屋 イワトヤ 中万字屋内　小車

三+□ サン 中万字屋内　賎の尾

鶴喜 ツルキ 2　かつら木

鶴喜 ツルキバン 1　あこや

鶴喜 ツルキバン 2　あやなぎ？

鶴喜 ツルキバン 3　かりきぬ



鶴喜 ツルキバン 4　須磨の巻　光氏

鶴喜板 ツルキバン 5　たそがれ

鶴喜板 ツルキバン 6　ふぢのかた

鶴喜 ツルキバン 7　むらさき

鶴喜板 ツルキバン 7　むらさき

鶴喜 ツルキバン 8　二…うへ

商標［三巴］ 商標［三巴］

久 キュウ 1　越人

久 キュウ 2　許六

久 キュウ 3　子考

久 キュウ 4　北枝

久 キュウ 5　…

久 キュウ 6　…

久 キュウ 7　…

久 キュウ 8　…

久 キュウ 9　…

久 キュウ 10　…

久 キュウ *　…

久 キュウ （團藏　訥升　）

はっけんでんいぬのそうしのうち 泡雪奈四郎

… … 牡丹

若狭屋 ワカサヤ 2　爪きりよし

はなぶさいったいじゅうにかげつのうち

ト ト 松本錦升

川口 カワグチ

川口 カワグチ 1　いかのぼり

川口 カワグチ 2　猿まわし

川口 カワグチ 3　白酒

川口 カワグチ 4　大かぐら

川口 カワグチ 5　鳥をひ

川口 カワグチ 6　年禮

川口 カワグチ 7　初卯

川口 カワグチ 8　福寿草

川口 カワグチ 9　まんざい

川口 カワグチ 10　をいはね

上与 ウエヨ

大+入山形 ダイ うさぎ　打助

加ゝや カガヤ 1（子を背中に）

加ゝや カガヤ 2（金太郎と熊）

加ゝや カガヤ 2（端午、金太郎と熊）

玉+違山型 モリタヤバン 俄



玉+違山型 モリタヤバン …

玉+違山型 モリタヤバン

玉+違山型 モリタヤバン （帶に懐紙）

玉+違山型 モリタヤバン （なでしこ）

商標［二引］ 商標［二引］ 1　五月雨

商標［二引］ 商標［二引］ 2　時雨

商標［二引］ 商標［二引］ 3　夕立　軒の玉水　

林 ハヤシ *

林 ハヤシ *　春曉

林 ハヤシ *　

林+山型 ハヤシ *　春曙

林 ハヤシ 1　（懐紙をもつ）

林 ハヤシ 2　（海女が髪を梳く）

林 ハヤシ 3　（左褄をとる）

林 ハヤシ 4　（女中湯から出る）

林 ハヤシ 5　（足に灸）

林 ハヤシ 6　（柱につかまる）

林 ハヤシ 7　（猫と縁側で）

林 ハヤシ 8　（布団に座る）

林 ハヤシ 9　（帶を締める）

ト ト 1　*　岡本屋内　長太夫

ト ト 2　*　角海老内　見屋美

ト ト 3　ヨ　角海老屋内　大町

ト ト 4　チ　大もんしや内　一元

ト ト 4　チ　大もんしや内　一元

ト ト 5　へ　玉屋内　顔居

ト ト 5　カ　玉屋内　顔居

ト ト 6　*　玉屋内　小式部

ト ト 7　イ　玉屋内志ら玉

ト ト 8　タ　玉屋内　玉葛

ト ト 8　タ　玉屋内　玉葛

ト ト 9　リ　鶴屋内　かしこ

ト ト 10　*　松葉屋内　代々山

ト ト 11　ヌ　若那屋内　若那

ト ト 11　ヌ　若那屋内　若那

ト ト 12　*　海老屋内　染井

ト ト 1　嬉の森の暮雪

ト ト 1　嬉の森の暮雪？

ト ト 2　回向院の晩鐘

ト ト 2　回向院の晩鐘

ト ト 3　三俣の秋の月



ト ト 3　三股の秋の月

ト ト 3　三俣の秋の月

ト ト 4　兩國の夕照

ト ト 4　兩國の夕照

ト ト 午ノ刻

ト ト 未の刻

無版元 無版元 （文読み）

江崎屋 エザキヤ 1　月に時鳥　

商標［二引］ 商標［二引］ 1　月に時鳥

商標［二引］ 商標［二引］ 2　松に鶴

商標［二引］ 商標［二引］ 3　紅葉に鹿

泉市 センイチ 岩井杜若

上金 ジョウキン 1　初春

上金 ジョウキン 2　弥生

上金 ジョウキン 2　弥生

上金 ジョウキン 3　端午

上金 ジョウキン 4　七夕

上金 ジョウキン 5　重陽

森 モリ 1　青陽

森 モリ 2　更衣着

森 モリ 2　衣更着

森 モリ 3　弥生

森 モリ 3　弥生

森 モリ 4　中呂

森 モリ 4　中呂（ちゅうろ）

森 モリ 5　皐月

森 モリ 5　皐月

森 モリ 6　水無月

森 モリ 7　文月

森 モリ 7　文月

森	 モリ 7　文月	

森 モリ 8　葉月

森 モリ 8　葉月

森 モリ 9　菊月

森 モリ 10　小春

森 モリ 10　小春

森 モリ 11　仲冬

森+山型 モリ 11　仲冬（顔見世）

森 モリ 12　臘月

三+山型 サン 當りものの内

三 サン 當りものの内（助六）



三 サン 當りものの内（助六）

三+山型 サン

大* ダイ 3　ぎん

大* ダイ 3　ぎん

大+入山形 ダイ 10　本てうし

伏 フシ 1　上てうし

伏 フシ 2　かん

伏 フシ 3　ぎん

伏 フシ 4　さわり

伏 フシ 4　さわり

林* フシ 5　さん下り

伏 フシ 5　さん下り

伏 フシ 6　しのびこま

伏 フシ 7　てうしはづれ

大* フシ 7　てうしはづれ

伏 フシ 8　つめ引

伏 フシ 9　二上り

伏 フシ 10　本てうし

商標［蔦吉］* フシ 10　本てうし

大+鍵 ダイ 1　みをつくし

久* ダイ 2　夕きり

大+鍵 ダイ 2　夕きり

大+鍵 ダイ 3　よもきふ

久+山型　大+鍵 ダイ 3　よもきふ

佐野喜 サノキ 1　糸すすき

佐野喜 サノキ 1　糸すゝき

佐野喜 サノキ 2　女郎花

佐野喜 サノキ 2　女郎花

佐野喜 サノキ 3　しのぶ

佐野喜 サノキ 3　しのぶ

佐野喜 サノキ 4　夕棉

川口 カワグチ

山口板 カワグチ 1　高野玉川　風雅集弘法大師　わすれても…

川口 カワグチ 2　千鳥玉川　新古今集　能因法師

川口 カワグチ 3　調布多摩川

川口 カワグチ 4　擣衣玉川　後拾遺集　相模

川口 カワグチ 4　擣衣玉川

川口 カワグチ 5　萩の玉川

川口 カワグチ 1　高野玉川

川口 カワグチ 2　千鳥玉川

川口 カワグチ 3　調布玉川



川口 カワグチ 4　擣衣玉川　後拾遺集　相模

川口 カワグチ 5　井手玉川

川口 カワグチ 5　井手玉川？

平 ヘイ 1　大伴の黒主

平 ヘイ 2　遍正

平 ヘイ *（紅つけ）

平 ヘイ［平］ *　月やあらぬ…（恋文）

鶴喜 ツルキ 1　柿の本人麿の見立　白ゑん

鶴喜 ツルキ 2　玉津嶋明神の見立　紫若

鶴喜 ツルキ 3　山辺赤人の見立　梅幸

有田屋 アリタヤ （手を頬に）

有田屋 アリタヤ （手に団扇）

森 モリ 1　色直しの圖

森 モリ 2　帶のいわゐ

森 モリ 3　喰初の圖

森 モリ 4　見あひの圖

森 モリ 5　宮参の圖

若宇 ワカウ 1　（衣の洗張）

若宇 ワカウ 2　（糸つむぎ）

若宇 ワカウ 3　（髪梳き）

若宇 ワカウ 4　（洗濯）

若宇 ワカウ 5　（針仕事）

若狭屋？ ワカサヤ 1　（衣の洗張）

森+山形 モリ 兄　猩 壽　十一歳　弟　猩美　八歳	

岩戸屋 イワトヤ 1　大山不動尊

岩戸屋 イワトヤ 2　加賀のくらがり不動尊

岩戸屋 イワトヤ 3　滝山不動尊

岩戸屋 イワトヤ 4　成田山不動尊

岩戸屋 イワトヤ 5　目白不動尊

佐野喜 サノキ 1（凧、羽子板）

佐野喜 サノキ 2（雛）

佐野喜 サノキ 3（兜）

佐野喜 サノキ 4（七月）

佐野喜 サノキ 4（七夕）	

佐野喜 サノキ 5（菊の花）

佐野喜 サノキ 5（菊）

佐野喜 サノキ 5（菊）

佐野喜 サノキ *（「酉」）

林+山型	 ハヤシ

林 ハヤシ 1　願主　あふら屋そめ

林 ハヤシ 2　願主　額の小さん



林 ハヤシ 3　願主　重井筒ふさ

林 ハヤシ 4　願主　紀の伊国屋小春

林 ハヤシ 5　願主　古手やつま

林 ハヤシ 5　願主　古手やつま

林 ハヤシ 6　願主　大黒屋内扇野

林 ハヤシ 7　願主　大もんじや内誰袖

林 ハヤシ 8　願主　田嶋屋なつ

林 ハヤシ 9　願主　鶴屋内橘

林 ハヤシ 10　願主　八百屋お七

林 ハヤシ 10　願主　八百屋お七

林+山型 ハヤシ

林 ハヤシ 1　あふみや小雛　芝居町　

林 ハヤシ 2　岡本屋内しけりえ　新吉原京町壱丁目　

林 ハヤシ 2　岡本屋内志け里枝　新吉原京町壹丁目

林 ハヤシ 3　岡本屋内巻の尾　新吉原京町一丁目　

林+山型 ハヤシ 4　桜屋内小まん

林 ハヤシ 4　桜屋内小まん

林 ハヤシ 5　玉屋内白玉　新吉原江戸町　

林 ハヤシ 5　玉屋内白玉　江戸町二丁目

林 ハヤシ 6　鶴屋内かしく　新吉原京町一丁目　

林 ハヤシ 6　鶴屋内かしく

林 ハヤシ 6　鶴屋内かしく

林 ハヤシ 6　鶴屋内かしく　新吉原京町壹丁目

林 ハヤシ 7　天満屋お初　なんば新地　

林 ハヤシ 7　天満屋お初　なんば新地

林 ハヤシ 8　堀川屋おしゅん　柳ばし　

林 ハヤシ 9　美濃屋三勝　東仲町　

林+山型 ハヤシ

林 ハヤシ 1　（行燈）*

林 ハヤシ 1　（行灯に手）*

林 ハヤシ 1　（行灯）*

林 ハヤシ 2　（踊り子）*

林 ハヤシ 3　（お盆をもつ）高野のおくの玉川の…*

林 ハヤシ 4　（外出）

林 ハヤシ 5　（かげま）

林 ハヤシ 6　（蚊やき）*

林 ハヤシ 6　（蚊帳、蚊遣り火）*

林 ハヤシ 6　（蚊遣り火）*

林 ハヤシ 6　（蚊遣火）*

林 ハヤシ 6　（蚊遣火）*

林 ハヤシ 6　（蚊遣り火）*



林 ハヤシ 7　（炬燵で煙管）*

林 ハヤシ 8　（子を負う、犬が裾に）*

林 ハヤシ 9　（房楊枝）*

林 ハヤシ 10　（文を読む）*

林 ハヤシ 11　（待合）*

林 ハヤシ 11　　待合*

林 ハヤシ 11　（待合？黒木戸）*

林 ハヤシ 12　（水くみ）

林 ハヤシ 12　（手桶で水運び）

ト ト 1　市川團十郎

ト ト 2　市川門之助

ト ト 3　岩井粂三郎

ト ト 4　岩井半四郎

ト ト 5　岩井松之助

ト ト 6　尾上菊五郎

ト ト 7　瀬川菊之丞

ト ト 8　関三十郎

ト ト 9　坂東三津五郎

ト ト 10　松本幸四郎

吉 キチ 1　（花魁）

吉 キチ 1　（花魁　紙を口に）

吉 キチ 1　（花魁、口に紙）

吉+山形 キチ 1　（花魁）

吉 キチ 2　（河岸）

吉（加ゞや） キチ 2　（河岸見世女　楊枝をくわえ）

吉 キチ 2　（銜え楊枝）

吉 キチ 3　（切見世）

吉 キチ 3　（切見世女郎　高下駄）

吉 キチ 4　（藝者）

吉 キチ 4　（吉原藝者　禿を連れて）

吉 キチ 4　（廓藝者、禿）

吉 キチ 5　（内証の女房）

吉 キチ 5　（内証の女房　煙管をもち）

吉 キチ 5　（神棚、内證の女房）

上金 ジョウキン 1　五郎時致　朝夷義秀

上金 ジョウキン 1　五郎時致　朝夷義秀

上金 ジョウキン 2　平忠盛

上金 ジョウキン 2　平忠盛

上金 ジョウキン 3　文覺上人

上金 ジョウキン 3　文覺上人

上金 ジョウキン 4　六孫王經基



佐野喜 さのき 4　摂津住吉

佐野喜 サノキ 1　安藝　宮嶋

佐野喜 サノキ 1　安藝　宮嶋

佐野喜 サノキ 2　紀伊　和歌浦

佐野喜 サノキ 2　紀伊　和歌浦

佐野喜 サノキ 3　駿河　三保

佐野喜 サノキ 4　摂津　住吉

佐野喜 サノキ 5　丹後　天之橋立

佐野喜 サノキ 6　播磨　高砂

佐野喜 サノキ 7　陸奥　松島

佐野喜 サノキ 8　武藏　隅田川

佐野喜 サノキ 8　武藏　隅田川

佐野喜 サノキ 9　大和　吉野

佐野喜 サノキ 9　大和　吉野

佐野喜 サノキ 9　大和　吉野

佐野喜 サノキ …　（洗い張り）

佐野喜 サノキ 1　安藝　宮嶋

佐野喜 サノキ 2　紀伊　和歌浦

佐野喜 サノキ 3　相模　江ノ島

佐野喜 サノキ 4　攝津　住吉

佐野喜 サノキ 5　丹後　天の橋立

佐野喜 サノキ 6　大和　吉野

上金 ジョウキン 村上彦四郎長輝

松［松村］ マツ 1　重忠［三津五郎］景清［幸四郎］

松 マツ 1　重忠［坂東三津五郎］景清［松本幸四郎］

松 マツ 2　虎御前［瀬川菊之丞］曾我十郎祐成［尾上菊五郎］

松 マツ 3　梛の葉［岩井半四郎］小林［關三十郎］

… … 扇屋内　花扇

山口 ヤマグチ 布袋　扇屋内司

商標（丁子） 商標（丁子）

商標［丁子］ 商標［丁子］ 二月　鷹化爲鳩

商標［丁子］ 商標［丁子］ 三月　田鼠化爲…

商標［丁子］ 商標［丁子］ 三月　田鼠化爲■（加+鳥）

商標［丁子］ 商標［丁子］ 六月　腐艸化爲螢

大* 商標［丁子］ 九月　爵入大水爲蛤

商標［蔦吉 商標［蔦吉］ 4+5　四段目　五段目

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 4+5　四段目+五段目　斧定九郎［團十郎］大星由良之助［三津五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 1　初段　高の師直［幸四郎］かほ世御前［粂三郎］

商標［蔦吉 商標［蔦吉］ 1　初段　高の師直　かほ世御前

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 10　十段目　天川や儀平［團十郎］女房おその［半四郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 11　十一段目　高師直［幸四郎］由良之助［三津五郎］



（無版元） 商標［蔦吉］ 2　弐段目　大ほし力彌［粂］小なみ［紫若］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 3　三段目　早の勘平［菊五郎］えんや判官［源之助］

商標［蔦吉 商標［蔦吉］ 3　三段目　…勘平（菊五郎）ゑんや判官（源之助）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 6　六段目　早の勘平［菊五郎］女房おかる［菊之丞］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 7　七段目　おかる［菊之丞］平右衛門［三十郎］

商標［蔦吉 商標［蔦吉］ 7　七段目　おかる（菊之丞）平右衛門（関三）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 8　八段目　となせ［菊之丞］小なみ［紫若］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 9　九段目　加古川本藏［幸四郎］おいし［半四郎］

久 キュウ 2　座敷の暮雪（紫若）

久 キュウ 2　座敷の暮雪

久 キュウ 1　三階乃秋の月　（團十郎）

久 キュウ 3　すだれの晴嵐

久 キュウ 4　夜見世の晩鐘（幸四郎5）

大 ダイ 礼者［市村家橘］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 礼者　市村家橘

商標（三巴） 商標（三巴） 青柳□□□（美人、雷、蚊帳）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 関羽短刀赴呉會

古／井 コ 向嶋乃花

古／井 コ （…）

古／井 コ （…）

古／井 コ （…）

古／井 コ （…）

古／井 コ （…）

川口 カワグチ 坂東簔助

藤彦板 フジヒコバン 1　男舞［下り歌右衛門］

藤彦板 フジヒコバン 2　狂乱［下り歌右衛門］

藤彦板 フジヒコバン 3　俳諧師［下り歌右衛門］

平 ヘイ 大山参り　坂東三津五郎　三田八改坂東三八

松［松村］ マツ 大山参り　坂東三津五郎　三田八改坂東三八

（無版元） 無版元

大黒屋板 ダイコクヤバン

大黒屋板 ダイコクヤバン 1　江戸藝者

大黒屋板 ダイコクヤバン 2　辰巳藝者

大黒屋板 ダイコクヤバン 3　年増

大黒屋板 ダイコクヤバン 4　引込

大黒屋板 ダイコクヤバン 5　水茶屋

佐野喜 サノキ 仕女待宵

佐野喜 サノキ （…）

佐野喜 サノキ （…）

佐野喜 サノキ 仕女　十五夜

佐野喜 サノキ 矢剣長　淨瑠璃姫



佐野喜 サノキ

久 キュウ 調布玉川　玉屋内若紫

綿喜 ワタキ 久路加美かゑうた　...　其葉軒

蔦吉 商標［蔦］

商標［蔦］ 商標［蔦］ 1　うきふね

商標［蔦］ 商標［蔦］ 2　末摘花

商標［蔦］ 商標［蔦］ 3　若な上

甚 ジン …（着る）

甚 ジン …

甚 ジン 1　浮世又平

甚+○ ジン 1　浮世又平

無版元* ジン 2　丹鳥齋奥村文角政信筆

甚 ジン 2　奥村政信

甚 ジン 3　勝川春章

甚 ジン 4　湖龍齋画（掛物）

甚 ジン 4　湖龍齋画（美人の傘）

甚 ジン 5　西川祐信

甚 ジン 6　宮川長春

上金 ジョウキン 1　藝者お俊［尾上榮三郎］

上金 ジョウキン 1　藝者お富［尾上菊三郎］

上金 ジョウキン 2　桜丸［沢村訥升］

上金 ジョウキン 2　櫻丸［沢村訥升］

上金 ジョウキン 3　白藤源太［市川海老蔵］

上金 ジョウキン 3　白藤源太［市川海老藏］

上金 ジョウキン 4　千ゑだ狐［市むら家橘］

上金 ジョウキン 4　千ゑだ狐［市村家橘］

上金 ジョウキン 5　塚本狐［歌右衛門］

上金 ジョウキン 5　塚本狐［中村歌右衛門］

上金 ジョウキン 6　梅王丸［嵐吉三郎］

上金 ジョウキン 6　梅王丸［嵐吉三郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 1　朝がほ仙平［三津右衛門］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 2　卜部ノ季武［簔助］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 2　卜部ノ季武［改坂東三津五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 3　大伴黒主［芝翫］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 4　おすぎ［山下金作］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 5　尾上榮三郎

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 6　尾上松助

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 7　おひやりこ伝兵衛［芝翫］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 8　お祭左吉［菊五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 9　梶原平三［彦左衛門］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 10　雷庄九郎［秀調］



商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 11　苅萱桑門［訥升］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 12　藝者小いと［粂三郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 13　左金吾頼兼［源之助］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 14　作内［高麗藏］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 15　佐藤肥田頭正清［團藏］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 16　白藤源太［三津五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 17　白木屋おこま［紫若］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 18　瀬川多門

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 19　長者妻玉木［尾上梅五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 20　ちょんがれおみち［路之助］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 22　土手のお六［半四郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 21　舎人桜丸［三桝源之助］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 23　仁木弾正［幸四郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 24　花園［玉三郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 25　幡ずい長兵衛［團十郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 26　松王女房千代［菊之丞］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 27　三浦の助義村［羽左衛門］

久 キュウ 駐春亭［菊五郎］

加賀や カガヤ 1  市村羽左衛門　橘屋家橘

加賀や カガヤ 2  沢村訥升

ト ト 1　加古川本藏［沢村訥升］

ト ト 2　さつま源吾兵衛［團藏］

ト ト 3　薩摩源五兵衛［市川團藏］

ト ト 4　三八女房いその？［叶眠獅］

ト ト 5　白井權八［岩井杜若］

ト ト 5　白井權八［岩井杜若］

ト ト 6　玉屋新兵衛［尾上菊五郎］

ト ト 7　玉屋の船頭新　尾上菊五郎

ト ト 8　幡隨院長兵衛［松本幸四郎］

ト ト 8　幡ずい長兵衛［幸四郎］

山口板 ト 8　幡隨長兵衛［松本幸四郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 01　揚巻の助六［團十郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 01　揚巻の助六［市川團十郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 02　あぶら屋おそめ［紫若］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 02　油屋お染［岩井紫若］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 03　犬塚信乃［訥升］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 03　…［沢村訥升］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 04　犬丸角太郎［羽左衛門］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 04　…［市村羽左衛門］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 05　御祭佐吉［菊五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 05　お祭り佐七［尾上菊五郎］



商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 06　額藏［九藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 06　覺藏？［市川九藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 07　額の小さん［坂東玉三郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 08　刀屋半七［中村歌右衛門］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 09　佐藤忠信［三津五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 09　佐藤忠信（坂東三津五郎）

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 09 …［坂東三津五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 10　篠塚伊賀守貞綱・市川海老藏

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 10　篠原伊賀守貞綱［海老藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 11　暫［市川海老藏］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 12　白井權八［杜若］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 12　白井權八［岩井杜若］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 13　寺岡平右衛門［關三十郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 14　はながわたけかげ［坂東彦三郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 15　羽根川高景［彦三郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 16　梅王丸［高麗藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 16　梅王丸［市川高麗藏］

松源 マツゲン 1　御茶水　ワ重川ゝ…市鶴（市藏）

松源 マツゲン 2　隅田川　富士を見る…浪花　曙山書（田之助2）

松源 マツゲン 3　兩國橋　橋凉し富士に…杜若（半四郎5）

商標（三巴） 商標（三巴） （瀬川路孝）

商標［巴］ 商標［三巴］ 1（市川團十郎）

商標［巴］ 商標［三巴］ 1（暫く）［市川團十郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 2（岩井半四郎5）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 2（岩井半四郎）

商標［巴］ 商標［三巴］ 2（？）［岩井半四郎5］

商標［巴］ 商標［三巴］ 3（尾上松助）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3（尾上松助）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3（尾上松助）

商標［巴］ 商標［三巴］ 3（？）［尾上松助］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 3（斧のえ）（松）（巣）（毛）（尾上松助2）

商標［巴］ 商標［三巴］ 4　梅の由兵衛［沢村宗十郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 5（沢村田之助）

商標［巴］ 商標［三巴］ 5（？）［沢村田之助］

商標［巴］ 商標［三巴］ 6（瀬川路考）

商標［巴］ 商標［三巴］ 6（？）［瀬川路考］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 6（背川）（爐）（孝）（瀬川路考4）

商標［巴］ 商標［三巴］ 7（中村歌右衛門3）？

商標［巴］ 商標［三巴］ 8（坂東三津五郎3）

商標［巴］ 商標［三巴］ 8　工藤祐經［坂東三津五郎3］

商標［巴］ 商標［三巴］ 9（？）［松本幸四郎5］



岩 イワ 05　辰ノ刻　（団十郎）

岩 イワ 05　辰ノ刻　（團十郎7）

岩 イワ 05　辰ノ刻

岩 イワ 06　巳ノ刻　（沢村田之助）

岩 イワ 06　巳ノ刻　（田之助2）

岩 イワ 07　午ノ刻　しうか（坂東三津五郎）

岩 イワ 07　午ノ刻　（三津五郎3）

岩 イワ 07　未ノ刻

岩 イワ 07　午ノ刻

岩 イワ 08　未ノ刻　（松本幸四郎）

岩 イワ 08　未ノ刻　（幸四郎5）

岩 イワ 09　申ノ刻　（岩井半四郎）

岩 イワ 09　申ノ刻　（半四郎5）

岩 イワ 10　酉ノ刻　梅幸（尾上菊五郎）

岩 イワ 10　酉ノ刻　（菊五郎3）

岩 イワ 10　酉ノ刻

ト ト 1　おりつ［岩井半四郎］

ト ト 2　高橋弥十郎［菊五郎］

ト ト 2　高橋矢十郎［尾上菊五郎］

ト ト 3　立場の太平次［團十郎］

ト ト 3　立場のたいへいじ［市川團十郎］

ト ト 4　福屋佐吉［三十郎］

ト ト 4　福屋佐七［關三十郎］

ト ト 5　町藝者おせん［紫若］

ト ト 5　町藝者おせん［岩井紫若］

ト ト 6　弥十郎女房［菊之丞］

山口屋板 ト 6　弥十郎女房［瀬川菊之丞］

ト ト 6　弥十郎女房さつき［瀬川菊之丞］

ト ト 7　与五郎女房およね［半四郎］

ト ト * …與五郎？［坂東三津五郎］

辻安 ツジヤス 1　添竹の三ます格子...

辻安 ツジヤス 2　なまぬるい…（橘水売り）

辻安 ツジヤス 2　なまぬるい…（水売）

辻安 ツジヤス 3　虫売り

辻安 ツジヤス 4　わざをぎも…（金魚売り）

辻安 ツジヤス 4　わざをぎも…（金魚売り）

ト ト 1　近江の名所　野路の玉川［大和屋秀朝］

ト ト 1　近江の名所　野路の玉川

ト ト 2　紀の國名所　高野ノ玉川

ト ト 2　紀の國名所　高野ノ玉川

ト ト 3　摂津の國名所　擣衣玉川　成駒屋芝翫



ト ト 3　摂津の國名所　擣衣玉川

ト ト 3　摂津の国名所　擣衣玉川

ト ト 4　陸奥名所　千鳥の玉川　大和屋梅我

ト ト 4　陸奥名所　千鳥の玉川

ト ト 4　陸奥名所　千鳥玉川

ト ト 5　武藏名所　調布の玉川　成田屋白猿

（無版元）* ジュウ 1　けさごぜん

重 ジュウ 2　嶋の千載

重 ジュウ 2　清少納言

重 ジュウ *

与+上山形 ヨ （花魁、屏風の後ろ）

有田屋 アリタヤ 藝者おつま［紫若］

上金 ジョウキン

上金 ジョウキン 1　華

上金 ジョウキン 1　華

上金 ジョウキン 2　鳥

上金 ジョウキン 3　風

上金 ジョウキン 4　月

久 キュウ 1　阿武松　小柳　槙ノ戸

久 キュウ 1　阿武松　太刀持小柳　瀬戸崎

久 キュウ 2　稲妻　太刀持朝風　黒岩

久 キュウ 3　谷風梶之助

大 ダイ 稲妻雷五郎　鏡山勇藏　朝風石之助

吉+山型 キチ

吉 キチ 1　子ノ刻　ひけ九つ

吉 キチ 1　子ノ刻　ひけ四ツ

吉 キチ 2　丑ノ刻　夜ノ八ツ

吉 キチ 3　寅ノ刻　明七ツ［4：00a.m ］

吉 キチ 3　寅ノ刻　明七つ

吉 キチ 3　寅ノ刻　明七ツ

吉 キチ 4　卯ノ刻　明六つ

吉 キチ 5　辰ノ刻　朝五つ

吉 キチ 6　巳ノ刻　昼四つ　海老屋内　…染

吉+山型 キチ 6　巳ノ刻

吉［山形］ キチ 7　午の刻　昼九ツ［12：00］

吉 キチ 7　午ノ刻　昼九つ

吉 キチ 8　未ノ刻　昼ノ八ツ

吉 キチ 8　未ノ刻　昼ノ八ツ

吉 キチ 8　未ノ刻　昼ノ八ツ（午後二時頃）

吉 キチ 9　申ノ刻　夕七つ

吉 キチ 9　申ノ刻　　夕七ツ



吉 キチ 10　酉ノ刻　暮六つ

吉 キチ 10　酉ノ刻　暮六ツ

吉 キチ 11　亥ノ刻　夜の四ツ

吉 キチ 12　亥ノ刻　夜の四ツ

吉+山型 キチ 1　きぬぎぬの亂鐘

吉 キチ 2　八朔の暮雪

吉 キチ 3　籬の夕照

吉 キチ 3　籬の夕照　鶴屋内姿実

吉 キチ 4　れんじの夜の雨

若+◇ ワカ

若 ワカ 1　雨こひ小町

若 ワカ 2　あらゐ小町

若 ワカ 3　あふむ小町

若+菱形 ワカ 3　あふむ小町

若 ワカ 4　清水小町

若 ワカ 5　関寺小町

若 ワカ 5　関寺小町

若 ワカ 6　そとは小町

山口 ヤマグチ 五月　さうふ湯

山口 ヤマグチ 五月　さうぶ湯

山口 ヤマグチ 六月

山口 ヤマグチ 六月　寒露梅製

山口 ヤマグチ 七月

山口 ヤマグチ 十一月

山口 ヤマグチ 十二月

山口 ヤマグチ

（無版元） 無版元

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ （お旅床入り）（屏風、手を叩く、着物を掛ける）

川正板 カワショウバン 1　…［粂三郎］…［團子］

川正板 カワショウバン 3　悪七兵衛景清［幸四郎］

川正板 カワショウバン 4　九郎…［團十郎］

川正板 カワショウバン 2　…五郎［團十郎］

川正板 カワショウバン 5　新中納言　平知盛［簔助］

江崎屋 エザキヤ 1　岩井杜若（半四郎5）野瀬ノ妙見

江崎屋 エザキヤ 2　片瀬の祖師［岩井梅我］

江崎屋 エザキヤ 2　岩井梅我（粂三郎2、半四郎6）片瀬の祖師

江崎屋 エザキヤ 8　矢弓稲荷［尾上梅幸］

江崎屋 エザキヤ 3　尾上梅幸（菊五郎3）矢弓稲荷

江崎屋 エザキヤ 6　小金原諏訪［関歌山］

江崎屋 エザキヤ 4　関歌山（関三十郎3）小金原諏訪

江崎屋 エザキヤ 7　坂東秀佳（三津五郎3）目沼の聖天



江崎屋 エザキヤ 5　三桝亀鶴（源之助）亀戸光明寺かつけ地蔵尊

久 キュウ 大和田（鰻屋）

久 キュウ （萩）

久 キュウ （萩）（手拭で汗を）

久 キュウ 1　喜撰［中村芝翫］

久 キュウ 2　きせんほうし［うたゑもん］

久 キュウ 3　…乃くろぬし［歌右衛門］

上金 ジョウキン 黒主［歌右衛門］安秀　遍正［歌右衛門］小町［志うか］…

ト ト 1　男伊達鹿の子勘兵衛［芝翫］

ト ト 2　男伊達絞の吉兵衛［歌右衛門］

ト ト 3　男伊達嶋の七兵衛［白猿］

ト ト 4　男伊達弁慶太左衛門［彦三郎］

有田屋 アリタヤ 柿本人麿

久 キュウ 嵐璃寛（橘三郎＿　…五十三才

（無版元） 無版元 市川新車3 (1794-1824)　大谷馬十2 (1767-1824)

市川門之助3

川口 カワグチ 市川門之助3　…

岩井半四郎6

越平 エッペイ 岩井半四郎6　志ばらくは…

司馬越平 エッペイ 岩井半四郎6 (1799-1836)

勝 カツ 岩井半四郎6 (1799-1836)

川口 カワグチ 岩井半四郎6

久 キュウ 岩井半四郎6 (1799-1836)［江戸ノ花二幅對］

重 ジュウ 岩井半四郎6　常ならぬ…

泉市 センイチ 岩井半四郎6

泉市 センイチ 六代目岩井半四郎6　ミほとけの…

泉市 センイチ 六代目岩井半四郎6 (1799-1836)

大黒屋 ダイコクヤ 岩井半四郎6（死絵）

つた十 ツタジュウ 岩井半四郎6當三迴忌 (1799-1836)

ト ト 岩井半四郎6　閑きつはた…

ト ト 岩井半四郎6 (1799-1836)

若 ワカ 岩井半四郎6　柄杓もつ…

若 ワカ 岩井半四郎6（1799-1836）

商標［江辰］ 商標［江辰］ 岩井半四郎6

商標［江辰］ 商標［江辰］ 岩井半四郎6

商標［二引］ 商標［二引］ 岩井半四郎6　きくもうし…

尾上菊五郎*（早野勘平）

川口 カワグチ 尾上松緑（1744-1815）

（無版元） 無版元 沢村宗十郎4

沢村田之助2

川口 カワグチ 沢村田之助2



瀬川菊之丞5

川口 カワグチ 瀬川菊之丞5　…

久 キュウ 瀬川菊之丞5　天保三年壬辰正月六日…　

玉 ギョク 瀬川菊之丞5　行年三十一才…

玉 タマ 瀬川菊之丞5 (1802-1832)

林 ハヤシ 瀬川菊之丞5　行年三十二才　…

平 ヘイ 瀬川菊之丞5

平 ヘイ 瀬川菊之丞5（死絵）

松 マツ 瀬川菊之丞5（路考5…（死絵）

（無版元） 無版元 瀬川菊之丞5

（無版元） 無版元 瀬川路考4

久 キュウ 関三十郎2

大平板 ダイヘイバン 関三十郎2　…

大平板 ダイヘイバン 関三十郎2（1788-1839）

つた十 ツタジュウ 関三十郎2（1788-1839）

（無版元） 無版元 関三十郎2　五十四才

ト ト 歌川豊國（1769-1825)

菊市板 キクイチバン 中村歌右衛門　中村玉助　行年六十一才　…

川口 カワグチ 中村玉助　大坂　行年六十二才

坂東三津五郎3

坂東三津五郎3（極楽の初顔見せ）

久 キュウ 坂東三津五郎3　五十七才…

久 キュウ 坂東三津五郎3　行年五十七才

久 キュウ 坂東三津五郎3（ほっけ長兵衛）…［門之助］

大 ダイ 坂東三津五郎3 (1775-1831)

林 ハヤシ 坂東三津五郎3　行年五十七才　…

平 ヘイ 坂東三津五良3　…

（無版元） 無版元 坂東三津五郎3

（無版元） 無版元 坂東三津五郎3

（無版元） 無版元 坂東三津五郎3

川口 カワグチ 松本幸四郎5　行年七十五才

久 キュウ 松本幸四郎5　…行年七十五才

久 キュウ 松本幸四郎5（1764-1838）

商標［蔦屋］ 商標［蔦屋］ 松本幸四郎5（1764-1838）

大 ダイ 宿なし團七

… … やばせの帰帆

藏 □□□

冨士山形 虫手のおろく（瀬川菊之状）		

岩戸屋 イワトヤ 屋けんぼり不動尊

上田 ウエダ 不破伴左衛門（市川海老藏）

川口 カワグチ 武藏坊辨慶　御曹子牛若丸



河源 カワゲン 澤村田之助　文化十四丁丑正月廿八日

川長 カワチョウ 鬼王新左衛門［澤村源之助］

川長 カワチョウ 熊谷次郎直実［三十郎］

川長 カワチョウ 維盛弥助［團藏］すしやお里［紫若］

川長 カワチョウ とうふや［訥升］清玄［菊五郎］

川長 カワチョウ 細川かつ元［彦三郎］

川長 カワチョウ 吉野の乙女［團之助］

吉 キチ 真柴久吉［團十郎］てる吉［羽左衛門］

吉 キチ 松江事　下り中村三光

吉 キチ 八重［半四郎］

久 キュウ …［沢村源之助］

久 キュウ 岩井粂三郎　坂東三津右衛門

久 キュウ

久 キュウ （黒岩　鳥井崎　土俵入り）

久 キュウ 狭布里錦太夫

久+山形 キュウ 天満屋おはつ（岩井紫若）桜川三孝（関...）

久 キュウ 秋津風　緋縅

久 キュウ 秋つ島一子國松［三八］行司庄九郎［三津五郎］

久 キュウ 秋津島國左衛門［訥升］

久 キュウ 悪源太義平［芝翫］

久 キュウ 朝比奈［三津五郎］

久 キュウ 東の与四郎［三十郎］

久 キュウ 荒馬吉五郎

久 キュウ 頂　勢見山

久 キュウ 頂清五郎

久 キュウ 稲川政之助

久 キュウ 岩藤大学之助［芝翫］

久 キュウ 扇屋内　司

久 キュウ 大磯のとら［紫若］粧坂のせうせう［小紫改岩井松之助］

久 キュウ 大森彦七［羽左衛門］

久 キュウ 大宅太郎光國［羽左衛門］

久 キュウ 要石周太

久 キュウ 葛の葉姫［芝翫］

久 キュウ 熊谷蓮生法師［團十郎］

久 キュウ 雲生嶽霧右衛門

久 キュウ 源藏［海老藏］

久 キュウ 越の海福松

久 キュウ 五節句所作事の内　子守　岩井紫若

久 キュウ 言の葉實ハ牛若丸［紫若］

山口 キュウ 御用木雲右衛門

久 キュウ 權太［菊五郎］



久 キュウ 芝翫改下り中村歌右衛門

久 キュウ 白太夫［三十郎］

久 キュウ 神通力国吉　生国信州　当申七歳　二十貫目

久 キュウ 武部源藏［源之助］

久 キュウ …太郎［海老藏］壱番目三立目のだんまり

久 キュウ 中老おのへ［源之助］

久 キュウ 局政岡［尾上梅幸］

久 キュウ 劍山谷右衛門

久 キュウ 七里ひめ一世一代尾上梅幸

久 キュウ 縄張綱右衛門

久 キュウ ハテめずらしい…對面［半四郎］

久 キュウ 藤屋伊左衛門［芝翫］

久 キュウ 町ゐしや寺西閑心［幸四郎］

久 キュウ 松王［羽左衛門］

久 キュウ 三ツ鱗竜八

久 キュウ 蓮生法師［海老藏］

玉 ギョク けいせい奥しう［菊之丞］

玉 ギョク 桜姫［菊之丞］

玉 ギョク 武部源藏［三津五郎］

玉 ギョク 中老おのへ［粂三郎］

玉 ギョク 女房おその［粂三郎］

藏 クラ 瀬田の夕照

サ サ 糸屋娘おいと［半四郎］

サ サ 左衛門わたる［源之助］

佐野喜 サノキ 鬼七女房おつな［杜若］

佐野喜 サノキ 景清［海老藏］

佐野喜 サノキ 菅丞相（澤村源之助）

佐野喜 サノキ くずの葉［芝翫］

佐野喜 サノキ 時世親王実ハ桜丸［訥升］

佐野喜 サノキ 曾我五郎時宗［菊五郎］

佐野喜 サノキ 右　知盛［芝翫］

佐野喜 サノキ 平作娘お米［菊次郎］

佐野喜 サノキ 松王丸　本藏　近江の小藤太成家［海老藏］

佐野喜 サノキ 梅王丸（瀬川菊之丞）

三利 サンリ 玉屋新兵衛［菊五郎］

重 ジュウ 瀬田の夕照

重 ジュウ やばねのふなはし

勝 ショウ 入鹿の妹橘姫［菊之丞］

上金 ジョウキン かんぺら門兵衛［鰕十郎］

上金 ジョウキン さがみ五郎［冠十郎］

上与 ジョウヨ 坂東三津五郎　御名殘狂言雪月花ノ内



鈴伊 スズイ 一世一代源九郎狐［歌右衛門］　

泉市 センイチ 布ケ瀧　緋縅

泉市 センイチ 東の方　鷲ケ濱

泉市版 センイチバン 難波新町西ノ扇屋内住の江太夫

總與 ソウヨ

總與（總州屋） ソウヨ 遠藤武者［團十郎］

總與（總州屋） ソウヨ けいせゐ高尾［半四郎］

總與（總州屋） ソウヨ 笹の三五兵衛［三津五郎］

大+入山形 ダイ 尼子晴久［三津五郎］

大 ダイ 鏡岩×小柳　取組ノ圖

大 ダイ 御所ノ浦平太夫

大 ダイ 湖東山文右衛門

大 ダイ 小柳常吉

大 ダイ すけの局［粂三郎］源九郎義經［團十郎］

大+入山形 ダイ 寿しやのおさと［菊之丞］

大+入山形 ダイ 中老尾上［源之助］

大 ダイ 緋縅×岩戸山

大平板 ダイヘイバン 石見潟丈右衛門

大平板 ダイヘイバン 柏戸宗五郎

大平板 ダイヘイバン 雲早山森之助

大平板 ダイヘイバン 黒雲龍五郎

大平板 ダイヘイバン 小柳常吉

大平板 ダイヘイバン せうせう［菊次郎］

大平板 ダイヘイバン 平石七太夫

大平板 ダイヘイバン 三楯山藤太夫　奥州田村郡守山の産

玉+違山形 タマ ４９、巴

長 チョウ 梶原源太景季［三津五郎］

長 チョウ 一世一代吃の又平［歌右衛門］土佐のせうげん［市藏］

鶴喜板 ツルキバン 足利頼兼［訥升］

鶴喜板 ツルキバン 祐成［菊五郎］

鶴喜板 ツルキバン とうふ屋三郎兵衛［九藏］

ト ト 熊谷次郎直實（中村歌右衛門）

ト ト けいせい七綾［改岩井半四郎］

ト ト 佐藤乕之助政清（市川男女藏）

ト ト ぬれがみのお関［菊之丞］

ト ト ふくおかミつぎ（尾のへまつ寿希）

ト ト 真柴久吉（市川團十郎）

藤 トウ 奴の小まん［梅幸］

西宮 ニシノミヤ 男之助［團十郎］仁木弾正［幸四郎］

林+山型 ハヤシ 1、浅草の晴嵐　　浄瑠璃の改ざん版（藍）

林+山型 ハヤシ 2　上野の晩鐘



林+山型 ハヤシ 長崎為基一子為若（市川高麗蔵）、寅の顔見世

林+山型 ハヤシ 3、待乳山の秋月

林+山型 ハヤシ 4、梅若の落雁

林+山型 ハヤシ 5、両国の暮雪

林+山型 ハヤシ 6、（欠）

林+山型 ハヤシ 7、（欠）

伏 フシ 八百屋半兵衛［歌右衛門］此所人形の振大あたり

藤慶 フジケイ 天津風雲右衛門

文 ブン 井筒屋伝兵衛［菊五郎］

文 ブン 矢間重太郎［三津五郎］高師直［幸四郎］石や娘お組［菊之丞］…

平+山形 ヘイ 秋津嶌（坂東三津五郎）（大首）

平 ヘイ 石川五右衛門（松本幸四郎）

平 ヘイ 市川海老藏　江戸着の口上

平 ヘイ 宇治の茶六［関三十郎」

平+山形 ヘイ 小性吉三郎（岩井紫若）（大首）

平+山型 ヘイ 佐藤与茂七（尾上菊五郎）

平 ヘイ 白酒売新兵衛［関三十郎］

平 ヘイ 白太夫　四郎五郎［芝翫］

平+山型 ヘイ 瀬川菊之丞　天保三年壬辰正月六日

平 ヘイ せんざい［高麗藏］三番叟大江戸の秋まひおさむ

平 ヘイ 大工六三［菊五郎］

平 ヘイ 大工六三［菊五郎］藝者おその［粂三郎］

平+山形 ヘイ 大工六三（尾上菊五郎）　　　　　　　（大首）

平+山形 ヘイ 大領久吉（関三十郎）　　　　　　　　（大首）

平 ヘイ 人形屋幸右衛門［三津五郎］

平 ヘイ 松王丸［團十郎］

平 ヘイ 八百屋お七［岩井杜若］

平+山形 ヘイ 八百屋お七（岩井粂三郎）　　　　　　（大首）

松+富士山形 マツ 女木男火　（相性）　あひそめしこころ...（三味線）

松+冨士山形 マツ 女火男土　（相性）　あらうれし...（読書）

松［松村］ マツ 石川五右衛門［團十郎］

松［松村］ マツ 江戸藝者濡髪のお関［菊之丞］

松［松村］ マツ 恵美の押勝［團十郎］

松［松村］ マツ 尾形三郎［芝翫］

松［松村］ マツ お七［半四郎］

松［松村］ マツ おし鳥の精［芝翫］

松［松村］ マツ 下り尾上菊五郎　下り尾上松助

松［松村］ マツ おりつ［粂三郎］石川や浜の真砂…

松［松村］ マツ 藝者小雛［半四郎］

松+冨士山形 マツ 女金男水　（相性）　哥に此世にて...（襟足、化粧）

松［松村］ マツ 小林朝比奈［男女藏］



松［松村］ マツ 小林朝比奈［三津五郎］

松［松村］ マツ 佐藤忠信［三十郎］

松［松村］ マツ 下部谷平［中山楯藏］

松［松村］ マツ 庄九郎女房お高［菊之丞］

松［松村］ マツ 玉藻の前　玉屋新兵衛［菊五郎］早がわり　三國小女郎［門之助］

松［松村］ マツ 中老尾のへ［源之助］

松［松村］ マツ 月本［源之助］

松+冨士山形 マツ 土手のおろく（瀬川菊之丞）

松+冨士山形 マツ 女土男金　（相性）　冨さかえふうふたのしむ...（赤子）

松［松村］ マツ 仲町藝者　はなれ駒のおはや［粂三郎］

松［松村］ マツ 奴矢田平［嵐徳三郎］

松源 マツゲン 碓井荒太郎貞光［團十郎］

松源 マツゲン 保昌［團十郎］

森 モリ 菅せうせう［團之助］

森 モリ 玉蘭女［半四郎］

森 モリ 黒岩　荒熊

森 モリ 御所ノ浦　不知火

森 モリ 御用木雲右衛門

森 モリ 團七女房お梶［粂三郎］

森 モリ 千田川吉五郎

森 モリ 立神　千田川

森 モリ 鷲ケ浜　柏戸

森 モリ 鰐石　相生

森田屋板 モリタヤバン 大森彦七盛長...（鬼女を背負う）

山口 ヤマグチ 天津風雲右衛門

山口 ヤマグチ 稲妻　阿武松

山口 ヤマグチ 稲妻雷五郎

山口 ヤマグチ 越の海福松

山口 ヤマグチ 縄張綱右衛門

山口 ヤマグチ 緋縅力彌

山口 ヤマグチ 武蔵野門太

若 ワカ 荒獅子男之介［高麗藏］

若 ワカ 政岡の局［紫若］

若 ワカ 宵寝の伊三［高麗藏］

商標（三巴） 商標（三巴） 春藤げんば（尾上松助）

商標（三巴+山型） 商標（三巴+山型） 澤村宗十郎　文化九年十二月八日

商標［江辰］ 商標［江辰］ …　江田の源藏［多見藏］りようしつな藏［彦三郎］おはな［榮三郎］

商標［江辰］ 商標［江辰］ お里［菊次郎］いがみの權太［菊五郎］すしやの弥助［三津五郎］權太一子せん太［え］

商標［江辰］ 商標［江辰］ 絹川谷藏［訥升］足利左金吾［羽左衛門］

商標［江辰］ 商標［江辰］ さつま源五兵衛［源之丞］

商標［巴］+鶴金 商標［三巴］



商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 濃錦里諾右衛門

商標［三巴］ 商標［三巴］ 阿武松緑之助

商標［三巴］ 商標［三巴］ 稲妻雷五郎

商標［巴］ 商標［三巴］ 大宅の太郎［小団次］

商標［巴］ 商標［三巴］ 小林朝ひな［歌右衛門］

商標［巴］ 商標［三巴］ 小むらさき［田之助］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 小柳×遂乎風

商標［三巴］ 商標［三巴］ 小柳長吉

商標［三巴］ 商標［三巴］ 御用木雲右衛門

商標［巴］ 商標［三巴］ 佐々木丹右衛門［歌右衛門］

商標［巴］ 商標［三巴］ 春藤新七［羽左衛門］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 不知火諾右衛門

商標［三巴］ 商標［三巴］ 関谷野林之助

商標［三巴］ 商標［三巴］ 象ケ鼻倉之助

商標［巴］ 商標［三巴］ 曾我五郎ときむね［團十郎］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 武隈文右衛門

商標［巴］ 商標［三巴］ 秩父重忠［三津五郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 渡海屋銀平［團十郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 鳴神上人［團十郎］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 鳰ノ海小太郎

商標［巴］ 商標［三巴］ 仁木弾正［幸四郎］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 二所ノ関軍右衛門

商標［巴］ 商標［三巴］ 八しほ［簔助］千松［三八］

商標［巴］ 商標［三巴］ ろくろ首…御ぜん［菊五郎］熊谷弥惣［松助］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 鰐石文藏

商標［巴］ 商標［三巴］ （曾我十郎）［松助］

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ （曾我の十郎）（訥升）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 阿武松

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ いがみの權太［九藏］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 稲川政之助

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 鏡岩浜之助

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ がくの小さん［菊之丞］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 菊の屋小萬［菊之丞］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 君ケ嶽助三郎

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 雲早山鉄之助

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 極印千右衛門［中村翫雀］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ こひな［半四郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 佐藤肥田頭正清［市川團藏］咲く花の…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 猿廻し与次郎［芝翫］



商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 不知火諾右衛門　横綱土俵入の圖

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 大ふく屋宗六［訥升］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 千年川音松

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 長吉姉お関［杜若］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 劍山谷右衛門

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 名古屋山三元春［訥升］不破伴左衛門重勝［三津五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 浪渡四十七

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 秀の山雷五郎

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 意休［幸四郎］助六［團十郎］あげ巻［菊之丞］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ おせき［門之助］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 熊谷次郎直実［三津五郎］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 白酒うり［半四郎］

商標［鶴］ 商標［鶴金］ 清玄法師［歌右衛門］明和七寅歳板本舞臺扇之圖

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 武智左馬之助［團十郎］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 忠兵衛［三津五郎］梅川［田之助］

商標［二引］ 商標［二引］ 三　雷庄九郎［加賀屋芝翫］

商標［二引］ 商標［二引］ うつぼ猿［歌右衛門］

商標［二引］ 商標［二引］ 黒船町の忠右衛門［幸四郎］

商標［二引］ 商標［二引］ 小町桜のせい［菊五郎］

商標［二引］ 商標［二引］ 典のつぼね［團之助］安とく天皇［團吉］大物の舟頭沖藏［三五郎］

（無版元） 無版元 吉更の前［半四郎］

（無版元） 無版元 （三番叟）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （成田屋三升）

無版元 無版元 幡ずい長兵衛（市川團十郎）

（無版元） 無版元 秋津島［三津五郎］

（無版元） 無版元 淺間左衛門照行［海老藏］

（無版元） 無版元 石屋權兵衛實ハ垣坂三平［三十郎］

（無版元） 無版元 市川三升

無版元 無版元 澤村田之助　文化十四丁丑正月廿八日

川口 カワグチ 物草太郎［歌右衛門］

河源 カワゲン …春［坂東鶴十郎］

久 キュウ 網？市長吉［尾上菊五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 玉屋新兵衛［三津五郎］

上与 ウエヨ …［岩井半四郎］

ト ト （藍摺美人、紙を口に、髪を梳く）

ト ト （藍摺美人、腰紐）

ト ト （藍摺美人、角火鉢で酒）

ト ト （藍摺美人、…）

山口板 ヤマグチバン （藍摺美人、急須を持つ）

山口板 ヤマグチバン （藍摺美人、両手で裾）



鶴喜板 ツルキバン 秋津嶋役［訥升］

（無版元） 無版元 朝がほせん平［…］

文 ブン あざみ屋清兵衛［幸四郎］

（無版元） 無版元 白拍子しづか［菊之丞］

川口 カワグチ きぶん［訥升］

商標［巴］ 商標［三巴］ おびや長右衛門［幸四郎］

森 モリ （誂染美女の新形）

川正 カワショウ 土手のお六［半四郎］

（無版元） 無版元 五百機幽魂［松助］

（無版元） 無版元 高麗屋下男+かわらけや三太［訥升］

上与 ウエヨ 石屋權兵衛［関三十郎］

（無版元） 無版元 尾上松助　坂東三津五郎　市川市藏

川口 カワグチ 三國小女郎［半四郎］

（無版元） 無版元 市川團十郎7　岩井半四郎5　坂東三津五郎3

川口 カワグチ 市川團十郎

平 ヘイ 市川團十郎　きつねがのぞく

（無版元） 無版元 七代目市川團十郎

川口 カワグチ 熊谷次郎直実［三津五郎］

（無版元） 無版元 功力妙法［菊五郎］

（無版元） 無版元 大伴黒主［吉三郎］

三 サン （黄色衣裳の美人、犬）

佐野喜 サノキ 伊之助実ハ猪の早太［海老藏］

川正 カワショウ 今井四郎［三津五郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 酒屋娘おみわ［半四郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 定高［三津五郎］雛鳥［玉三郎］

商標［二引］ 商標［二引］ 本町綱五郎［團十郎］

（無版元） 無版元 船橋次郎左衛門［團十郎］

林 ハヤシ 岩井紫若

長 チョウ 岩井半四郎

商標［巴］ 商標［三巴］ …［半四郎］

（無版元） 無版元 岩井半四郎

（無版元） 無版元 女金男水大吉（鏡台の前）

林 ハヤシ 藝者小春［瀬川菊之丞］

（無版元） 無版元 ういろう売［團十郎］

上金 ジョウキン 粉屋の孫右衛門［三津五郎］

上与 ウエヨ （女房おちか）（岩井半四郎）

森 モリ まむしの次兵衛［市川男女藏］

森［＋山型］ モリ 飛鳥山

森［＋山型］ モリ 五百羅漢寺

商標［三巴］ 商標［三巴］ 三圍

久 キュウ 局岩藤［白猿］



三利 サンリ 渡守大助［海老藏］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ かくの小さん［粂三郎］

川正 カワショウ 仲町芸者米吉［粂三郎］

林 ハヤシ 日本橋の夕照

林 ハヤシ 待乳山の秋月

林 ハヤシ 梅若の落雁

川口 カワグチ 白井權八［半四郎］此所早替り仕候

川口 カワグチ 海老名源八

ト ト 右衛門ノ頭藤原信頼

有田屋 アリタヤ 老といふほとには見える柳かな

三 サン （花魁が廊下を）

川口 カワグチ 新藤徳次郎［菊五郎］

（無版元） 無版元 老女岩手［海老藏］

川口 カワグチ 萩野屋八重桐［菊之丞］

久 キュウ たばこや源七［三桝源之助］

重（上州屋重藏） ジュウ たばこ…源七［彦三郎］八重桐［菊之丞］

長 チョウ 傾城八重桐［藤川友吉］

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 大磯のとら［紫若］

加ゝや カガヤ （鬼の念仏　小児の夜啼きを…）

叶 カノウ 大森彦七

叶 カノウ 大森彦七

玉 ギョク 大森彦七　後小松院…

大+鍵 ダイ （桶で水汲む）

平 ヘイ おそで［岩井粂三郎］後の雛…

久 キュウ 山家屋清兵衛［菊五郎］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ あぶらやおそめ［半四郎］でっち久松［半四郎］

伊勢小 イセコ 男振りあひそめ程も…

上与 ウエヨ らくだわらや又太郎［團十郎］

林 ハヤシ 四郎次郎元信［菊五郎］

川口 カワグチ 俳優白猿　市川海老藏　…

ト ト …王子［菊五郎］

松［松村］ マツ …［菊五郎］

河源 カワゲン （座頭）［市川団十郎］（ろくろ首）［尾上松緑］

上金 ジョウキン （山姥と斧藏）［芝翫］

平 ヘイ 与次良兵衛［森藏］たいこもち百助［芝藏］

ト ト 御らんの方［半四郎］

久 キュウ *　袖

久 キュウ 1　一仲　都

久 キュウ 2　おいわけぶし

久+違山型 キュウ 2　於いわけぶし

久 キュウ 3　大さつま



久 キュウ 4　清元

久 キュウ 5　鶴賀　新内

久 キュウ 6　文字　常磐津…

久 キュウ 7　なげぶし

久 キュウ 8　にあがり

久 キュウ 9　本てうし

永壽堂 エイジュドウ

久 キュウ （女、鉢植をもつ）

森 モリ 女盗人滝夜叉［菊之丞］

佐野喜 サノキ 快童丸

泉市 センイチ 弥古兵衛娘おさよ［紫若］

ト ト 写し絵娘？（岩井半四郎）

ト ト 西行法師［嵐三五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …［市川純藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …［市川八百藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …［岩井紫若］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …［岩井しま？］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …［片岡市藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …［大谷友右衛門］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …［瀬川多聞］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 朝顔仙平［坂東三右衛門］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 足利頼兼［沢村源之助］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 石川…［中山文五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 卜部季武［坂東簔助］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 卜部季武［坂東三津五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 大伴黒主［中村芝翫］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ お杉［山下金作］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 鬼ヶ嶽［嵐冠十郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ おひやり…［中村芝藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ おひやりこ伝兵衛［中村芝翫］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 御祭り佐七［尾上菊五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 額の小さん［尾上榮三郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 梶原平三［坂東彦左衛門］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 雷庄九郎［坂東秀朝］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 雁金文七［市村家橘］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 苅萱道心［沢村訥升］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 金兵衛［惣領甚六］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 藝者小糸［岩井粂三郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 極印千左衛門［市川白猿］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 佐藤飛騨守正清［市川團藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ しゃじん…？［中村錦子］



商標［蔦］ 商標［蔦吉］ じゅち？［市川高麗藏］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 主馬金吾…［尾上松助］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 白井權八［瀬川鶴吉］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 白藤源太［坂東三津五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ …たまき［尾上梅五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 中老尾上［小佐川常世］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ ちょんがれおみち［瀬川路之助］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 舎人櫻丸［三桝源之助］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 名古屋山三［坂東三津五郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 仁木弾正［松本幸四郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 花園［坂東玉三郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 幡隨院長兵衛［市川團十郎］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 布袋市左衛門［尾上梅幸］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 松王女房千代［瀬川菊之丞］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 三浦介義村？［市村羽左衛門］

商標［蔦］ 商標［蔦吉］ 山手のおろく？［岩井半四郎］

商標［鶴］ 商標［鶴金］ 足利頼兼［沢村田之助］傾城高尾［尾上松助］

商標［鶴］ 商標［鶴金］ 油やおそめ　丁稚久松［岩井半四郎］

商標［鶴］ 商標［鶴金］ 浮世川道平［市川市藏］…おかぎ［沢村田之助］

商標［鶴］ 商標［鶴金］ 清正、鷺娘［坂東三津五郎］

商標［鶴］ 商標［鶴金］ 傾城正月　勇商人［坂東三津五郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ あわずのお六［半四郎］

佐野喜 サノキ 加古川兵助［訥升］

藤 トウ 長右衛門［團十郎］

松［松村］ マツ 富岡屋惣六［菊五郎］

佐野喜 サノキ 問屋人足孫七［三津五郎］

佐野喜 サノキ 孫七女房お米［粂三郎］

川口 カワグチ かつら之助［團十郎］

川正 カワショウ 加古川本藏［訥升］

久 キュウ 斧定九郎　与市兵衛［九藏］早の勘平［團藏］

久 キュウ となせ［訥升］

玉 ギョク 天川屋儀平［團十郎］

サ サ 大星由良之助［海老藏］

總與（總州屋） ソウヨ 早の勘平［訥升］

大？ ダイ 加古川本藏［幸四郎］

平 ヘイ おかる［粂三郎］才兵衛［文五郎］

松［松村］ マツ 斧定九郎［團十郎］

森 モリ 飾間宅兵衛［海老藏］

森 モリ 由良之助妹お大［尾上伊三郎］

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 かほよ［半四郎］



河源 カワゲン 岩永弾正［歌右衛門］

河源 カワゲン 佐々木高綱［芝翫］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 雷庄九郎［市川三猿］

… …

川正 カワショウ 朝比奈藤兵衛［團十郎］

林 ハヤシ 河津股野　赤澤山相撲ノ圖

佐野喜 サノキ 菅相丞［澤村源之助］　行く秋や…

佐野喜 サノキ 菅相丞［尾上菊五郎］此神の…

佐野喜 サノキ 菅相丞*（澤村源之助）

… … （元旦）

川口 カワグチ 此下東吉［歌右衛門］

… … （舟上の着替え）

（無版元） 無版元 …半七［沢村源之助］

… … （煙管）

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 彈正左衛門直則［幸四郎］めのと政岡［半四郎］あらゐ和助［新平］

ト ト 木根川与右衛門［菊五郎］

川口 カワグチ ときわやおたみ［半四郎］

川長 カワチョウ 丸亀屋内　代々浦

木 キ …久喜万字屋内　亀　新道七町

萩原 ハギワラ ゑびや内　江川

林 ハヤシ 江戸町壱丁目　弥玉内　白玉　八千代つはき

商標［三星］ 商標［三星］ 新吉原京町壱丁目角海老内　光扇　大勢　八千代

商標［三星］ 商標［三星］ 新吉原京町壱丁目角海老内　桜都　大はる

商標［三星］ 商標［三星］ 新吉原京町壱丁目角海老内　染の助　大井　大廓

商標［三巴］ 商標［三巴］ 金山屋内　小参禿やまで

（無版元） 無版元 （金太郎　木を揺すり、烏天狗を…）

玉 ギョク 金時　頼光朝臣の…

川正 カワショウ 夜番五ツ半兵衛［芝翫］

川口 カワグチ 金神長五郎［梅幸］

平 ヘイ 葛のうらみ狐［中むら芝翫］

（蓮生物語）

伊勢三板 イセサンバン 熊谷妻さがみ［岩井杜若］

川口 カワグチ 石屋娘お組［門之助］

（無版元） 無版元 宗益娘おさい［菊次郎］木下川与右衛門［訥升］

… …

大+入山形 ダイ 藝者小梅［粂三郎］

藤彦板 フジヒコバン 藝者君吉［九藏］

丸清板 マルセイバン （藝者、懐紙、盃）

大？ ダイ 藝者小ひな［岩井粂三郎］

（無版元） 無版元 亀屋忠兵衛［訥升］

久 キュウ 浮世又平［歌右衛門］



商標［巴］ 商標［三巴］ けいせい八重桐［沢村田之助］

蔦屋吉藏板 ツタヤキチゾウバン 藝者小いと［岩井粂三郎］

河源 カワゲン 団扇売りおさわ［團之助］

久 キュウ 時宗［海老藏］

上金 ジョウキン 鷺坂左内［芝翫］

泉市 センイチ 毛利弥生之助［羽左衛門］

林 ハヤシ 岩井半四郎　岩井紫若

松［松村］ マツ 實ハ…幸藏［半四郎］

（無版元） 無版元 景清［團十郎］

松 マツ 小猿の日吉［市川團十郎］顔見せや…

上与 ジョウヨ こしもとおかる［瀬川菊之丞］

（無版元） 無版元 小性吉三［菊五郎］

川正 カワショウ 廻し弥助［幸四郎］

川口 カワグチ 八幡大名［東藏］太郎冠者［七藏］

大+鍵 ダイ （子供、裾に）

岩 イワ （海女もしを）［岩井半四郎］

林 ハヤシ 渡辺の妻春雨［門之助］

松 マツ 曾我箱王丸時宗［岩井松之助］

商標［巴］ 商標［三巴］ 奴荒事根元北條五郎時宗［海老藏］

松 マツ 五郎八［三津五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ こんから堂参詣　岩井紫若

叶 カノウ 坂田公時（馬上）

川口 カワグチ おはつ［芝翫］

川口 カワグチ おどり子おやま［粂三郎］

（無版元） 無版元 岩藤亡魂［梅幸］

（無版元） 無版元 吉田下部軍助　浅尾勇次郎

竹ノ内 タケノウチ 鎌倉權五郎［市川海老藏］

竹ノ内 タケノウチ 熊谷直実［中村芝翫］

竹ノ内 タケノウチ 齋藤…実盛［市川海老藏］

竹ノ内 タケノウチ 櫻や小まん［岩井杜若］

竹ノ内 タケノウチ 藤原時平［中村芝翫］

竹内 タケノウチ 吉例　暫市川海老藏

竹内 タケノウチ 五大力　桜屋小万（岩井杜若）第弐番目ニ相勤申候

竹内 タケノウチ 千社詣　白髭　梅幸

竹内 タケノウチ 千社詣　洲嵜辨才天　白猿

ト ト 沢井又五郎［鰕十郎］

平 ヘイ 沢井又五郎［中村芝翫」初汐の…

吉 キチ 園生の方［岩井粂三郎］

（無版元） 無版元

久 キュウ 五右衛門［歌右衛門］

鶴喜板 ツルキバン （石川五右衛門）［歌右衛門］



岩戸屋 イワトヤ 下部寅藏実ハ牛若丸［岩井粂三郎］

林 ハヤシ 長右衛門［三津五郎］

重 ジュウ （潮干狩り）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ （汐干狩）

河源 カワゲン かさね［半四郎］

（無版元） 無版元 賤の方［岩井粂三郎］　ふり込めや…

河源 カワゲン かつらぎ山女郎蜘蛛の精［菊之丞］

越平 エッペイ 六十六ア妙山実ハ景清［海老藏］

（無版元） 無版元 時宗［團十郎］

… … 正月

… … 七月

上与 ウエヨ 卯月の圖

上与 ウエヨ 日かけ

上与 ウエヨ やよひの圖

大+鍵 ダイ （障子の前）

林 ハヤシ 1　妹背乃門松・お染久松

林 ハヤシ 1　妹背乃門松・お染久松

林+山型 ハヤシ 1　妹背乃門松・お染久松

林 ハヤシ 2　恨鮫鞘・おつま八郎兵衛

林+山型 ハヤシ 2　恨鮫鞘・おつま八郎兵衛

林 ハヤシ 2　恨鮫鞘・おつま八郎兵衛

林 ハヤシ 3　女舞劔紅葉・三勝縁切段

林 ハヤシ 3　女舞劔紅葉・三勝縁切段

林+山型 ハヤシ 3　女舞劔紅葉・三勝縁切段

林 ハヤシ 4　重井筒・おふさ徳兵衛　井筒屋の段

林 ハヤシ 4　重井筒・おふさ徳兵衛　井筒屋の段

林 ハヤシ 4　重井筒・おふさ徳兵衛　井筒屋の段

林 ハヤシ 5　傾城恋飛脚・梅川忠兵衛　新口村の段

林 ハヤシ 5　傾城戀飛脚・梅川忠兵衛　新口村の段　

林 ハヤシ 5　傾城恋飛脚・梅川忠兵衛　新口村の段

林 ハヤシ 5　傾城恋飛脚・梅川忠兵衛　新口村の段

林 ハヤシ 5　傾城恋飛脚・梅川忠兵衛　新口村の段

林 ハヤシ 5　傾城恋飛脚・梅川忠兵衛　新口村の段　

林+山型 ハヤシ 5　傾城戀飛脚・梅川忠兵衛　新口村の段

林 ハヤシ 6　盛衰記・梅か枝源太　無間の鐘段

林 ハヤシ 6　盛衰記・梅か枝源太　無間乃鐘段　

林+山型 ハヤシ 6　盛衰記・梅か枝源太　無間の鐘段

林+山型 ハヤシ 6　盛衰記・梅ケ枝源太　無間乃鐘段

林 ハヤシ 7　増補天網島・小春治兵衛　新地茶屋段

林 ハヤシ 7　増補天網島・小春治兵衛　新地茶屋之段　

林 ハヤシ 7　増補天網島・小春治兵衛　新地茶屋之段



林+山型 ハヤシ 7　増補天網島・小春治兵衛　新地茶屋之段

林 ハヤシ 8　近頃河原達引・お志ゅん傳兵衛堀川乃段　

林 ハヤシ 8　近頃河原達引・お志ゅん傳兵衛堀川乃段　

林+山型 ハヤシ 8　近頃河原達引・お志ゅん傳兵衛堀川乃段　

林 ハヤシ 9　驪山比翼塚　大島村の段

林 ハヤシ 9　驪山比翼塚　大鳥村之段

林 ハヤシ 9　驪山比翼塚　大鳥村之段　　

林+山型 ハヤシ 9　驪山比翼塚　大鳥村之段

林 ハヤシ 10　宵庚申・お千代半兵衛　八百やの段

林 ハヤシ 10　宵庚申・お千代半兵衛　八百やの段

林 ハヤシ 10　宵庚申・お千代半兵衛　八百やの段

林+山型 ハヤシ 10　宵庚申・お千代半兵衛　八百やの段

川正板 カワショウバン 白井權八［半四郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 白拍子［菊之丞］

泉市 センイチ 神宮皇后

川正 カワショウ 三國のその吉［半四郎］

（無版元） 無版元 由良兵庫之助［團十郎］

林 ハヤシ 桜丸［菊五郎］

ゑ ヱ 菅丞相［尾上菊五郎］

（無版元） 無版元 武部源藏［菊五郎］二役早かわり　菅せうせう　御名残狂言

中 ナカ （杉酒屋お三輪）

松［松村］ マツ 花川戸助六［團十郎］揚まきの助六［菊五郎］

上与 ウエヨ 助六［菊五郎］白酒うり［三津五郎］

上与 ウエヨ 助六［菊五郎］揚巻［粂三郎］

（無版元） 無版元 白酒うり新吉［半四郎］

林 ハヤシ 清玄尼［岩井半四郎］

（無版元） 無版元 奴軍助［團十郎］

… … 荒岩亀之助

… … 荒馬吉五郎

… … 雲州小松山改布川垣右衛門

… … おいらん

… … 湖東山文右衛門

… … 玉ケ橋谷五郎

鍵半 カギハン 廣ノ海富五郎

川口板 カワグチバン 錦竜田右衛門

川口板 カワグチバン 鰐石文藏

泉市 センイチ 仕出しのいさみ［市川九藏］

（無版元） 無版元 …［菊之丞］

（無版元） 無版元 瀬川菊之丞　路考

甚 ジン 瀬川菊之丞

河源 カワゲン 瀬川路考



川正 カワショウ 秋津嶋［三津五郎］

鶴喜板 ツルキバン 関兵衛實ハ齋藤道三［三津五郎］

大+入山形 ダイ 瀬の尾［三津五郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 江戸新吉原　浪の時雨の…　闇の夜は…江戸其角

商標［巴］ 商標［三巴］ 大坂新町　　

商標［巴］ 商標［三巴］ 京嶋原　京立圃　

川正 カワショウ 絹川谷藏［三津五郎］

… … （女房洗濯）

久 キュウ （洗濯）

川正板 カワショウバン 志ずか［紫若］

川正板 カワショウバン 忠信［簔助］

（無版元） 無版元 狐忠信［三十郎］

（無版元） 無版元 佐藤忠信［三十郎］

（無版元） 無版元 しづか［菊五郎］

（無版元） 無版元 小ひな［松江］

（無版元） 無版元 女房お時［杜若］

（無版元） 無版元 和田息女舞鶴［紫若］

河源 カワゲン 梶原源太景高［三津五郎］

河源 カワゲン せうせう［岩井松之助］

川口 カワグチ 雨乞小町［歌右衛門］

川口 カワグチ 江口君［歌右衛門］

川口 カワグチ 牡丹の石橋［歌右衛門］

川口 カワグチ 夕方雷［歌右衛門］

川口 カワグチ 傾城香久山［半四郎］

川口 カワグチ 丹前男浮世之介［三津五郎］

（無版元） 無版元 土左衛門伝吉［海老藏］

（無版元） 無版元 八百屋お七

川口 カワグチ おてる［菊之丞］

上与 ウエヨ ぐわん鉄坊［下り三津五郎］

［商標］三巴 ［商標］三巴 長生殿に...

林 ハヤシ 玉屋新兵衛［坂東三津五郎］

（無版元） 無版元 竹や治兵衛［簔助］

川口板 カワグチバン 真砂路［岩井杜若］石川五右衛門［下り嵐吉三郎］

川口 カワグチ とうふ屋娘かさね［半四郎］

川正板 カワショウバン とうふや三郎兵衛［三十郎］

越平 エッペイ 三郎兵衛［九藏］

河源 カワゲン 六浦頼兼［歌右衛門］

河源 カワゲン かさね［中村大吉］

河源 カワゲン なぞときしん雪実ハ曾我十郎祐成［梅幸］

林 ハヤシ 高明親王［海老藏］碓井ノ貞光［團十郎］当年十才初暫

商標［巴］ 商標［三巴］ 保昌妻橋立［金作］



大黒屋板 ダイコクヤバン 田原藤太秀郷

大黒屋板 ダイコクヤバン 田原藤太秀郷

松 マツ 女…男金大吉

松 マツ 女木男火大吉

松［＋富士山型］ マツ 女木男火大吉

松 マツ …（肩に白粉）

上金 ジョウキン …兵庫景清［歌右衛門］

（無版元） 無版元 阿古屋［下り團藏］

（無版元） 無版元 岩永左衛門［三津五郎］

川正 カワショウ 仲居白藤おげん［菊之丞］

サ サ 季武［簔助］

竹内 タケノウチ 千鳥の冠者［三桝源之助］

商標［巴］ 商標［三巴］ 大星由良之助［歌右衛門］

川口 カワグチ 藝者おつま［粂三郎］

ト ト 藝者おつま［粂三郎］

岩 イワ 大星由良之助［團十郎］

岩 イワ 大星由良之助［市川團十郎］

岩 イワ おかる［沢村田之助］

岩 イワ おかる［沢村田之助］

岩 イワ 斧定九郎［幸四郎］

岩 イワ 斧定九郎［松本幸四郎］

岩 イワ 加古川本藏［坂東三津五郎］

岩 イワ 藝者濡衣おせき？［岩井半四郎］

岩 イワ 米かみの矢藏［坂東三津五郎］

岩 イワ 早勘平［菊五郎］

岩 イワ 早野勘平［尾上菊五郎］

岩 イワ 本藏［三津五郎］

岩 イワ 本藏女房となせ［中村松江］

川口 カワグチ 儀平［團十郎］

河源 カワゲン おかる［松江］

河源 カワゲン となせ［三津五郎］

川正 カワショウ 早の勘平［源之助］

鈴伊 スズイ 斧九太夫［松助］

鈴伊 スズイ 斧定九郎［幸四郎］

鈴伊 スズイ 由ら介［團十郎］

泉市 センイチ 大ほし由良之助［坂東三津五郎］

總與（總州屋） ソウヨ 天川屋儀平［海老藏］

長 チョウ 早の勘平［松助］

ゑ ヱ 奴丸助［坂東三津五郎］

（無版元） 無版元 おその［菊五郎］

（無版元） 無版元 儀平［團十郎］



（無版元） 無版元 女房おその［菊五郎］

平 ヘイ 弥作女房おかや［常世］

河源 カワゲン 判官代［菊五郎］

上与 ウエヨ 若湯の図　岩井粂三郎

林 ハヤシ 梅の由兵衛［菊五郎］

… … 辻君（に折助）

佐野喜 サノキ 倉岡丈右衛門［三津五郎］

川口 カワグチ 天竺徳兵衛［多見藏］

川長 カワチョウ けいせい遠山［粂三郎］

久 キュウ 天満屋おはつ（岩井紫若）櫻川三孝（関…）

川長 カワチョウ お岩死霊［菊五郎］

久 キュウ 民谷伊右衛門［三十郎］

三 サン 小間物屋与七実ハ…［菊五郎］

三 サン 藤八五もん実ハ直助權兵衛［幸四郎］

松［松村］ マツ 佛小兵衛［二役　菊五郎］

（無版元） 無版元 お岩　小平［菊五郎］民谷伊右衛門［三十郎］

（無版元） 無版元 白拍子［菊之丞］

商標［巴］ 商標［三巴］ 見立大磯のとら　瀬川菊之丞

越平 エッペイ 冨士太郎妻桜子［榮三郎］

（無版元） 無版元 八犬伝芳流閣ノ場　犬塚信乃［訥升］犬飼現八［…］

林 ハヤシ 鳶者三の助［坂東簔助］

商標［江辰］ 商標［江辰］ 玉屋新兵衛［訥升］

玉 ギョク 巴御前　木曾義仲…

（無版元） 無版元 四世中村芝翫*

上田 ウエダ 名古屋山三［尾上菊五郎］行ちかふ…

川口 カワグチ 團七九郎兵衛［三津五郎］

河源 カワゲン 三月薮入の御殿詰　四月初鰹の戲奴僕［團十郎］

泉市 センイチ 調布長吉［菊五郎］

長 チョウ 齋藤別当実盛［三津五郎］

（無版元） 無版元 長吉［半四郎］

（無版元） 無版元 不動明王［團十郎］

川正 カワショウ 飴売新［三津五郎］

… … （機を織る母子）

鈴伊 スズイ （古人市川団藏の追善）

泉市 センイチ 山林のかく八［尾上菊五郎］

川口 カワグチ 局岩ふじ［田藏］

（無版元） 無版元 柳橋の場　藝者おしゅん［半四郎］

林 ハヤシ 長崎爲基一子爲若［市川高麗藏］

ト ト 早枝［杜若］

玉 モリタヤ 春祢美人相

サ サ 吃の又平［芝翫］



上与 ウエヨ 坂東三津五郎

大+入山形 ダイ 坂東三津五郎

（無版元） 無版元 坂東三津五郎

川口 カワグチ 新造遠山　…

ゑびすや エビスヤ （五月）

久 キュウ 由良民部之助實ハ中野藤助［團十郎］

大和田 オオワダ 俊寛［團藏］

大+入山形 ダイ 酔中の辞［三津五郎］

久 キュウ 白酒う里［訥升］

佐野喜 サノキ 時宗［海老藏］

久 キュウ 藤川源吾［團十郎］

川長 カワチョウ ふせ姫　八房怪［梅幸］

川口 カワグチ 次郎左［團十郎］

川口版 カワグチバン 治郎左［團十郎］

商標［巴］ 商標［三巴］ 曾我の五郎時宗　故代對面元禄ぶり　市川團十郎

久 キュウ 大黒舞音吉［歌右衛門］

久 キュウ 大黒舞三藏［九藏］

大平板 ダイヘイバン 黒舟町の忠右衛門［歌右衛門］

丸清板 マルセイバン （朝顔文様の振袖）

上田 ウエダ 不破伴左衛門［市川海老藏］

（無版元） 無版元 武藏坊弁慶

林 ハヤシ

川正 カワショウ 春藤次郎左衛門［三津五郎］

川正 カワショウ 中老尾のへ［源之助］

川正 カワショウ 局岩藤［團十郎］

河源 カワゲン …み雪［田之助］

川口 カワグチ 武田勝頼［羽左衛門］

川口 カワグチ 八重垣ひめ［紫若］

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 齋藤道三［海老蔵］武田勝頼［菊五郎］

上金 ジョウキン （ぼんぼりを持つ）

平 ヘイ くわいらい師［三津五郎］唐子［玉三郎］唐子［羽左衛門］

佐野喜 サノキ 枩王丸［市川團十郎］五月…　爪がわりも…

川口 カワグチ 尾上多見藏五変化の内　奴凧

加賀や カガヤ 松若丸［菊之丞］

平 ヘイ 丹助［團十郎］

岩 イワ 見立八つはし　岩井半四郎

越平 エッペイ 市川三猿

越平 エッペイ 市川白猿

越平 エッペイ 市村家橘

越平 エッペイ 沢村訥升

（無版元） 無版元 市村家橘



川正 カワショウ 白井權八［杜若］小紫［…］

川口 カワグチ 三桝源之助

平 ヘイ …［三桝源之助］

林 ハヤシ 無冠太夫敦盛

… … （柳に馬）

大+入山形 ダイ 梅の方［菊之丞］

森 モリ 白井權八［菊五郎］

久 キュウ 梅の由兵衛［中村歌右衛門］

鶴喜 ツルキ あこや

ト ト 名月尼［杜若］

河源 カワゲン 江の嶌（三津五郎3）

松［松村］ マツ 丹波屋森藏［團十郎］

泉市 センイチ 目に青葉（大根おろし）

久 キュウ 蒙古國流将公ガ妻妙昌蛙女（中村歌六）

商標［巴］ 商標［三巴］ 東の与四郎［三津五郎］

林 ハヤシ 岩井半四郎　坂東三津五郎

若松屋 ワカマツヤ 物ぐさ太郎［］三津五郎

川正板 カワショウバン 曾我五郎時宗［芝翫］

川正板 カワショウバン 刃沢彈正直則［幸四郎］

川口 カワグチ

（無版元） 無版元 森ひめ［瀬川菊之丞］ふところへ…

松［松村］ マツ 近江小藤太［菊五郎］

蔦屋吉藏板 ツタヤキチゾウバン 藝者小いと［岩井粂三郎］

［商標］蔦 ［商標］蔦 卜部ノ季武［坂東簔助］

［商標］蔦 ［商標］蔦 藝者小いと［岩井粂三郎］

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 回向院開帳　梅幸

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 林屋常席　錦車

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 東詰古□場　三猿

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 廣小路　十二代目家橘

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 元柳橋　紫若

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 柳橋　訥升

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 両国橋　七代目白猿

松 マツ 小猿の日吉［市川團十郎］

松 マツ 賤の方［岩井粂三郎］

松 マツ 森姫［瀬川菊之丞］

松 マツ 奴矢田平　下り［嵐三五郎］

上田 ウエダ 天満屋お初［岩井紫若］

上田 ウエダ 名古屋山三［尾上菊五郎］

上田 ウエダ 幡隨院長兵衛［松本幸四郎］

上田 ウエダ 平野屋徳兵衛［市村羽左衛門］

上田 ウエダ 不破伴左衛門［市川海老藏］



佐野喜 サノキ 梅王丸［瀬川菊之丞］

佐野喜 サノキ 梅王丸［坂東三津五郎］

佐野喜 サノキ 梅王丸［市川海老藏］

佐野喜 サノキ 菅丞相［沢村源之助］

佐野喜 サノキ 菅丞相［尾上菊五郎］

佐野喜 サノキ 松王丸［市川團十郎］

佐野喜 サノキ 松王丸［松本幸四郎］

重 ジュウ 安部貞任［澤村訥升］

重 ジュウ 安部宗任［市川海老藏］

重 ジュウ …お梶［岩井紫若］

大黒屋 ダイコクヤ 成田權五郎［市川團十郎］

ト ト 揚巻の助六［松本幸四郎］

ト ト 岩井半四郎　江戸に下る　五粒亭徳升

ト ト 小田春永［市川團十郎］

ト ト 刀屋半七［中村源之助］

ト ト 刀屋娘おはな［岩井粂三郎］

ト ト 頑鉄坊幽魂［坂東三津五郎］

ト ト 熊谷次郎直実［中村歌右衛門］

ト ト 傾城葛城［瀬川菊之丞］

ト ト 此下藤吉［市川團十郎］

ト ト 沢井又五郎［市川鰕十郎］

ト ト 白井權八［尾上菊五郎］

ト ト 新兵衛［關三十郎］

ト ト 隅田川…［坂東三津五郎］

ト ト 名古屋山三［尾上菊五郎居る］

ト ト 早野勘平［瀬川菊之丞］

ト ト 幡隨院長兵衛［松本幸四郎］

ト ト 幡隨院長兵衛［市川團十郎］

ト ト 髭の意久［中村大吉］

ト ト 平井權八［岩井半四郎］

ト ト 不破伴左衛門…［市川團十郎］

ト ト 三浦屋揚巻［尾上菊五郎］

ト ト 源頼政［坂東三津五郎］

ト ト 奴はちなり［關三十郎］

ト ト 雪姫［市川門之助］

ト ト 渡し守都鳥のおしづ［瀬川菊之丞］

平 ヘイ 秋津川女房［岩井半四郎］

平 ヘイ 秋津嶋［坂東三津五郎］

平 ヘイ 安部の保名？［三桝源之助］

平 ヘイ 石川五右衛門［松本幸四郎］

平 ヘイ 梅の由兵衛［中村歌右衛門］



平 ヘイ おそで［岩井粂三郎］

平 ヘイ 梶原平次景高［關三十郎］

平 ヘイ 葛の恨み狐［中村芝翫］

平 ヘイ 熊谷次郎直実［市川團十郎］

平 ヘイ 源太景季［市村羽左衛門］

平 ヘイ 腰元千鳥［岩井紫若］

平 ヘイ 小姓吉三郎［岩井紫若］

平 ヘイ 佐々木仁左衛門［中村芝翫］

平 ヘイ 佐藤與茂七［尾上菊五郎］

平 ヘイ 沢井又五郎［中村芝翫］

平 ヘイ 大工六三郎［尾上菊五郎］

平 ヘイ たばこや源七［市川團十郎］

平 ヘイ 玉屋新兵衛［坂東三津五郎］

平 ヘイ 玉屋のおえん［岩井半四郎］

平 ヘイ 丁稚長吉［尾上菊五郎］

平 ヘイ 土左衛門伝吉［松本幸四郎］

平 ヘイ 萩の屋八重霧［瀬川菊之丞］

平 ヘイ 真柴久吉［關三十郎］

平 ヘイ 卍屋やつはち［瀬川菊之丞］

平 ヘイ 三國屋小女郎［瀬川菊之丞］

平 ヘイ 八百屋お七［岩井粂三郎］

松 マツ 藤や伊左衛門［中村芝翫］

松 マツ 松王丸［市川團十郎］

川正 カワショウ 由良兵庫之助［團十郎］

上与 ウエヨ ふじのせゐ［半四郎］

ト ト 石川や真砂［半四郎］

（無版元） 無版元 女暫［菊之丞］

松 マツ 奴矢田平［嵐徳三郎］　雪の道…

松 マツ

上与 ウエヨ 大江之助［芝翫］半澤六郎［中村七三郎］

上与 ウエヨ 助作［菊五郎］おうら［粂三郎］

平 ヘイ 平ノ清盛［三津五郎］弁財天神霊［菊之丞］

鈴伊 スズイ 薄氷や鏡か池も天下一　七代目三升

上与 ウエヨ （渡し守五平次）（芝翫）

… … 弥生　しののめ櫻

佐野喜 サノキ 古手屋八郎兵衛［訥升］

鶴喜 ツルキ （仲之町二遊女）

松［富士山形］ マツ 女水乙男木　大吉　（猫）

清 セイ （子を抱く幽霊）［梅幸］

商標［巴］ 商標［三巴］ おさん　茂兵衛

平 ヘイ 雪



岩 イワ 成田山不動座像［市川團十郎］

商標［上菱］ 商標［上菱］ 「ひら岩」（頭に手をかざす）

上与 ウエヨ 源九郎義經［坂東簔助］

大和田 オオワダ すしやのおさと［杜若］

林 ハヤシ ちやうちんのゆうれい（菊五郎）　民谷伊右衛門（三十郎）　

文 ブン よりとも［源之助］

上与 ウエヨ （あやめの前）（菊之丞）

ト ト みろく町の藝者おつま［門之助］

川正 カワショウ 喜撰法師ちょんがれ［芝翫］

川正 カワショウ 僧正遍昭［中村芝翫］

川正 カワショウ 文屋の康秀志づくし［芝翫］

ト ト （大伴黒主　僧正遍正）［芝翫］

吉 キチ 中万字や内八ツ橋

岩 イワ 不動（市川團十郎7）せゐたか童子（岩井半四郎）こんがら童子（松本...）



13 ないだい 16 出典 17 全文

じつさいれいごうしんじ 2002歌川22*

01.15 1999長田／國貞作品目録146-12

03.03 2006JUM2-21文様史3.3

06.00 1999長田／國貞作品目録146-11

09.09 1999長田／國貞作品目録146-10

はなさそう 1982JUM和傘調査1994/086藤巻き傘（蛇の目か奴傘）助六

はなさそう 1999長田／國貞作品目録114-08

はなさそう 1999長田／國貞作品目録114-11

はなさそう 2006JUM2-xx文様史y

はなにうずみ 1982JUM和傘調査1994/084雪中藤巻かがり付茶蛇の目傘

はなにうずみ 1999長田／國貞作品目録115-01

はなにくも 1999長田／國貞作品目録114-13

はなにへだて 1999長田／國貞作品目録114-07

はなのうつり 1999長田／國貞作品目録114-10

はなをくるう 1999長田／國貞作品目録115-02

はなをちる 1999長田／國貞作品目録114-09

はなをつむ 1999長田／國貞作品目録114-12

おはんちょううえもん 2006JUM2-19文様史3.2

おはんちょううえもん 2006JUM3-xx文様史x.2

げいこおその 2006JUM2-xx文様史y

… 1999長田／國貞作品目録038-02

おのえたみぞう 1999長田／國貞作品目録059-10

すいちゅうはやがわり 1999長田／國貞作品目録016-14

… 2006JUM3-xx文様史x.2

はこおうまる 1999長田／國貞作品目録068-06

2016SCHAAP: KunisadaCheckList038（雁註）RS、確認7枚（雁註）確認12枚、誤認があるか

おおふりそで 1999長田／國貞作品目録182-12

おかみさん 1999長田／國貞作品目録182-11

おりとて… 2006JUM3-xx文様史3.3

おんなかみゆい 1999長田／國貞作品目録182-13

きむすめ 1999長田／國貞作品目録182-14

しょうたく 1999長田／國貞作品目録182-15

じょろう 1999長田／國貞作品目録182-19

つじぎみ 1999長田／國貞作品目録182-10

はおりしゅ 1999長田／國貞作品目録182-16

ひと… 2006JUM3-xx文様史x.2

まちむすめ 1999長田／國貞作品目録182-18

わかごけ 1999長田／國貞作品目録182-17

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録080-02

やくおうまる 1999長田／國貞作品目録091-03



… 1999長田／國貞作品目録039-14

くらまやまやまのづ 2006JUM3-xx文様史x.1

あわせかがみ* 1996静嘉堂／國貞071/51

あわせかがみ* 1999長田／國貞作品目録134-19

あわせかがみ* 2014太田記念美術館／国貞099

かねつけ* 1996静嘉堂／國貞073/52

かねつけ* 1999長田／國貞作品目録135-01

くちべに* 1999長田／國貞作品目録135-07

こうがい* 1999長田／國貞作品目録135-03

びんすき* 1999長田／國貞作品目録134-18

びんすき* 2016SCHAAP: Kunisada005

ふさようじ* 1996静嘉堂／國貞075/52

ふさようじ* 1999長田／國貞作品目録135-06

ふさようじ* 2002歌川35

ふさようじ* 2014太田記念美術館／国貞100

ぼたんばけ* 1996静嘉堂／國貞076/53

ぼたんばけ* 1999長田／國貞作品目録135-02

ぼたんばけ* 2007JUM2-2005二川047

ぼたんばけ* 2016SCHAAP: KunisadaCheckList047（雁註）RS、確認10枚

まゆ* 1996静嘉堂／國貞072/52

まゆ* 1999長田／國貞作品目録135-04

まゆ* 2014太田記念美術館／国貞101

まゆげぬき* 1996静嘉堂／國貞074/52

まゆそり* 1999長田／國貞作品目録134-17

まゆそり* 1999長田／國貞作品目録135-05

無内題 1999長田／國貞作品目録135-08

まゆそり* 2009BRUTUS70

無内題 1999長田／國貞作品目録160-06

無内題 1999長田／國貞作品目録160-07

無内題 1999長田／國貞作品目録160-08

無内題 1999長田／國貞作品目録160-09

無内題 1999長田／國貞作品目録160-10

無内題 1999長田／國貞作品目録160-11

2016SCHAAP: KunisadaCheckList021（雁註）RS、確認10枚

おうじのいなり 1999長田／國貞作品目録186-17

おうじのいなり 2014太田記念美術館／国貞091

おうじのいなり 2016SCHAAP: Kunisada009

かやばちょうりょしゅく 1996静嘉堂／國貞024/31

かやばちょうりょしょく 1999長田／國貞作品目録186-11

くろうすけいなり 1996静嘉堂／國貞026/32

くろうすけいなり 1999長田／國貞作品目録187-03



しろがねちょうかんぜおん 1999長田／國貞作品目録187-01

しろがねのせいしょうこう 1996静嘉堂／國貞027/32

しろがねのせいしょうこう 1999長田／國貞作品目録186-14

すみだがわもくぼじ 1999長田／國貞作品目録186-15

すみだがわもくぼじ 2014太田記念美術館／国貞090

なかどうりみょうけん 1999長田／國貞作品目録186-13

なかとおりみょうけん 1996静嘉堂／國貞028/32

ふかがわはちまん 1999長田／國貞作品目録186-16

ほりのうち 1996静嘉堂／國貞029/32

ほりのうち 1999長田／國貞作品目録187-02

やげんぼり 1996静嘉堂／國貞025/31

やげんぼりこんぴら 1999長田／國貞作品目録186-12

2016SCHAAP: KunisadaCheckList003（雁註）RS、確認6枚

無内題 1999長田／國貞作品目録154-02

無内題 1999長田／國貞作品目録154-03

無内題 1999長田／國貞作品目録154-04

無内題 1999長田／國貞作品目録154-05

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 1999長田／國貞作品目録154-14

2016SCHAAP: KunisadaCheckList019（雁註）RS、確認12枚

01 2006JUM2-64文様史x.2

02 1999長田／國貞作品目録173-13

02 2006JUM2-11文様史2.2

03 1999長田／國貞作品目録173-06

04 1999長田／國貞作品目録173-07

04 2006JUM3-11文様史2.1

04.00 2016JUM目録

05 1996静嘉堂／國貞057/44

05 1999長田／國貞作品目録173-08

06 1996静嘉堂／國貞058/44

06 1999長田／國貞作品目録173-12

07 1999長田／國貞作品目録173-09

08 2006JUM2-xx文様史y

09 1999長田／國貞作品目録173-10

10 1999長田／國貞作品目録173-11

かぜぐるまにみみづく 2006JUM3-18文様史8.1

無内題 1999長田／國貞作品目録154-12

無内題 1999長田／國貞作品目録154-13

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録130-04

くろ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList100（雁註）RS、確認5

だいし... 1999長田／國貞作品目録194-04



だいし... 2016SCHAAP: KunisadaCheckList051（雁註）RS、確認3枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList043（雁註）RS、確認10枚

いぐいに… 1997CONTAINER-05

いくいにされて… 1999長田／國貞作品目録148-07

おやがむづかしさ… 1999長田／國貞作品目録148-09

こにめをぬかるるおや 1998Krasnodar075

こをだしに… 1999長田／國貞作品目録148-08

すすぎせんたく 1999長田／國貞作品目録148-12

だまされて 1999長田／國貞作品目録148-11

だまされて… 1998Krasnodar065

はたらいて 1999長田／國貞作品目録148-06

無内題 1999長田／國貞作品目録148-10

無内題 1999長田／國貞作品目録148-13

こしもとわかくさ 1999長田／國貞作品目録162-13

無内題うちわ 1999長田／國貞作品目録177-07

無内題きものをみる 1999長田／國貞作品目録178-05

無内題くろえり 1999長田／國貞作品目録178-03

無内題けしょう 1999長田／國貞作品目録177-05

無内題てぬぐい 1999長田／國貞作品目録178-01

無内題てをふところ 1999長田／國貞作品目録178-06

無内題はりにいと 1999長田／國貞作品目録178-07

無内題ふみかき 1999長田／國貞作品目録178-04

無内題ゆのみ 1999長田／國貞作品目録178-02

無内題ゆのみ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList070（雁註）RS、確認10枚（雁註）無内題、特定し難い

無内題ゆびさす 1999長田／國貞作品目録177-06

あさづまぶね 1999長田／國貞作品目録145-03

くめのせんにん 1996静嘉堂／國貞070/50

くめのせんにん 1999長田／國貞作品目録145-02

くめのせんにん 2013花開く江戸の園芸266

1999長田／國貞作品目録137-13

2016SCHAAP: KunisadaCheckList022（雁註）RS、確認30枚

えどちょうげいしゃ 1999長田／國貞作品目録141-19

えどちょうげいしゃ 2006JUM2-xx文様史y

さんしゅうおかざきじょろしゅ 1999長田／國貞作品目録141-20

しのばずのけい 2006JUM2-48文様史8.1

せいしゅう　あいのやま 2006JUM2-xx文様史y

せいしゅうあいのやま 1999長田／國貞作品目録142-11

せいしゅうあいのやま 2006JUM2-xx文様史y

せいしゅうこばたけに 1999長田／國貞作品目録141-21

せいしゅうふるいち 1999長田／國貞作品目録142-09

せっしゅうありまゆな 1999長田／國貞作品目録142-08



とうとしながわじょろう 1999長田／國貞作品目録141-16

とうとしんよしわら 1999長田／國貞作品目録141-17

とうとたつみ 1999長田／國貞作品目録141-14

とうとたつみ 2006JUM2-65文様史x.2

とうとたつみ 2006JUM3-xx文様史x.2

とうとたつみ　ふかがわしんふじ1998Krasnodar090

とうとにちょうまちふう 1999長田／國貞作品目録141-15

とうとゆうじょ 1999長田／國貞作品目録141-18

なにわしまのうちなかづめ 1999長田／國貞作品目録141-22

なにわしまのうちなかづめ 2016SCHAAP: Kunisada006

なにわしんまちだゆうよしだや1999長田／國貞作品目録142-01

なにわしんまちだゆうよしだや2014太田記念美術館／国貞088

らくとうしらびょうし 2006JUM3-10文様史3.1

らくとうしらびょうしまるやま 1999長田／國貞作品目録142-07

らくとうしらびょうしまるやま 2016SCHAAP: Kunisada007

らくようおはらめ 1999長田／國貞作品目録142-04

らくようおはらめ 2006JUM2-xx文様史y

らくようぎおんのなかい 1999長田／國貞作品目録142-02

らくようぎおんまちげいこ 1999長田／國貞作品目録142-06

らくようぎおんまちしろひと 1999長田／國貞作品目録142-05

らくようしまばらだゆう 1999長田／國貞作品目録142-10

らくようしまばらだゆう 2006JUM2-02文様史0.1

らくようぽんとちょう 1999長田／國貞作品目録142-03

りょうごくゆうすずみ 2006JUM2-49文様史8.1

あさのうち 1999長田／國貞作品目録143-18

うえのくろもん 1999長田／國貞作品目録143-15

おおかわばたのゆき 1999長田／國貞作品目録143-14

きりみせ 1999長田／國貞作品目録143-11

さんや 1999長田／國貞作品目録143-16

しのばずのけい 1999長田／國貞作品目録143-09

しんよしわらのけい 1999長田／國貞作品目録143-10

しんよしわらのけい 2006JUM3-xx文様史9.4

すみだがわ 1999長田／國貞作品目録143-17

やかたふね 1999長田／國貞作品目録143-12

りょうごく 1999長田／國貞作品目録143-13

難読 1999長田／國貞作品目録143-19

01 1982JUM 　眼を奪われるような鮮やかな着物である。正月の飾りものを初段に見立ている。これらは明らかに美人画として描かれ、忠臣藏は見立られたに過ぎないことが分かる。

01 1999長田／國貞作品目録054-07

02 1982JUM

02 1999長田／國貞作品目録054-08

03 1982JUM



03 1999長田／國貞作品目録054-09

04 1982JUM 　剃刀を砥石で研いでいる。

04 1999長田／國貞作品目録054-10

05 1982JUM 				

05 1999長田／國貞作品目録054-11

06 1982JUM 	

06 1999長田／國貞作品目録054-12

07 1982JUM

07 1999長田／國貞作品目録054-13

07 2016SCHAAP: KunisadaCheckList089（雁註）RS、確認10（雁註）確認11

08 1982JUM

08 1999長田／國貞作品目録054-14

09 1982JUM 　眼の覚めるような美しさ。武張った忠臣藏を見事な美人画に仕立てている。

09 1999長田／國貞作品目録055-01

10 1982JUM

10 1999長田／國貞作品目録055-02

11 1982JUM 	

11 1999長田／國貞作品目録055-03

2016SCHAAP: KunisadaCheckList010（雁註）RS、確認10枚（雁註）確認11枚？

かいちょうのあさまいり 1996静嘉堂／國貞038/36

かいちょうのあさまいり 1999長田／國貞作品目録141-05

ごひゃくらかんせがき 1996静嘉堂／國貞044/39

ごひゃくらかんせがき 1999長田／國貞作品目録141-02

ごひゃくらかんせがき 2014太田記念美術館／国貞093

こまごめふじまいり 1996静嘉堂／國貞043/38

こまごめふじまいり 1999長田／國貞作品目録140-20

さんのうごさいれい 1996静嘉堂／國貞042/38

さんのうごさいれい 1999長田／國貞作品目録141-08

さんのうごさいれい 1999長田／國貞作品目録141-09

しまんろくせんにち 1996静嘉堂／國貞039/37

しまんろくせんにち 1999長田／國貞作品目録141-03

しまんろくせんにち 2014太田記念美術館／国貞092

しゅびのまつ 1999長田／國貞作品目録141-04

すさきにじゅうろくや 1996静嘉堂／國貞037/36

すさきにじゅうろくや 1999長田／國貞作品目録141-01

なかのちょうとうろう 1996静嘉堂／國貞040/38

なかのちょうとうろう 1999長田／國貞作品目録141-06

はなやしきのななくさ 1996静嘉堂／國貞041/38

はなやしきのななくさ 1999長田／國貞作品目録141-07

はなやしきのななくさ 2014太田記念美術館／国貞094

はなやしきのななくさ 2016JUM2-007



まさきみそぎ 1998Krasnodar082

まさきみそぎ 1999長田／國貞作品目録141-10

りょうごくゆうすずみ 1996静嘉堂／國貞036/36

りょうごくゆうすずみ 1999長田／國貞作品目録140-19

りょうごくゆうすずみ 2006JUM2-xx文様史y

2016SCHAAP: KunisadaCheckList007（雁註）RS、確認12枚

しょうとうじ 1999長田／國貞作品目録151-04

とうかいじ 1999長田／國貞作品目録151-05

はちまん… 2006JUM2-00文様史4.1

はちまんかね 2016SCHAAP: Kunisada002

しらひげ 1996静嘉堂／國貞096/61

しらひげ 1999長田／國貞作品目録165-06

やなぎしまみょうけん 1996静嘉堂／國貞095/61

やなぎしまみょうけん 1999長田／國貞作品目録165-05

あすかやま 1999長田／國貞作品目録176-07

ごひゃくらかんじ 1999長田／國貞作品目録176-06

みめぐり 1999長田／國貞作品目録169-13

おとわや 1999長田／國貞作品目録163-10

たきのやふう 1999長田／國貞作品目録163-09

なりたやふう 1996静嘉堂／國貞054/43

なりたやふう 1999長田／國貞作品目録163-07

なりたやふう 2006JUM3-xx文様史2.2

やまとやふう 1999長田／國貞作品目録163-08

2016SCHAAP: KunisadaCheckList050（雁註）RS、確認2枚

無内題 1999長田／國貞作品目録172-16

無内題 1999長田／國貞作品目録173-01

無内題 1999長田／國貞作品目録173-02

無内題 1999長田／國貞作品目録173-03

あづまばし 2006JUM3-xx文様史8.1

えいたいばし 1999長田／國貞作品目録163-01

えいたいばし 2006JUM3-xx文様史8.1

えどばし 1999長田／國貞作品目録163-03

えどばし 2006JUM3-xx文様史8.1

おやぢばし 2006JUM3-xx文様史8.1

かみあらいばし 2006JUM3-xx文様史8.1

きょうばし 2006JUM3-xx文様史8.1

しんあづまばし 1999長田／國貞作品目録163-05

しんおおはし 1999長田／國貞作品目録163-02

せんじゅおおはし 1999長田／國貞作品目録163-06

まんねんばし 2006JUM3-xx文様史8.1

りょうごくばし 1999長田／國貞作品目録163-04



みめぐり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList059（雁註）RS、確認7枚

あたご 1999長田／國貞作品目録168-03

うえの 1996静嘉堂／國貞085/57

うえの 1999長田／國貞作品目録167-13

きんりゅうざん 1999長田／國貞作品目録168-04

しながわ 1999長田／國貞作品目録167-15

にちょうまち 1999長田／國貞作品目録168-01

にちょうまち 2016SCHAAP: KunisadaCheckList026（雁註）RS、確認8枚

みめぐり 1999長田／國貞作品目録167-14

みめぐり 2006JUM2-xx文様史y

よしわら 1996静嘉堂／國貞084/57

よしわら 1999長田／國貞作品目録167-16

りょうごく 1999長田／國貞作品目録168-02

かんだみょうじん 2006JUM2-15文様史3.1

かんだみょうじんやえひとえ 2006JUM3-xx文様史5.1

しんひぐらし 1999長田／國貞作品目録189-08

すみだがわ 1999長田／國貞作品目録189-07

すみだがわやえひとえあさぎさくら2016SCHAAP: KunisadaCheckList068（雁註）RS、確認10枚

たきのがわ 2006JUM2-xx文様史y

たきのがわ 2006JUM2-xx文様史y

ひぐらしのさと 1999長田／國貞作品目録189-06

ひぐらしのさと 2006JUM2-36文様史6.3

あさくさ　かこわれふう 1996静嘉堂／國貞130/77

しのばずのづ 1999長田／國貞作品目録173-04

しんよしわら　おいらん 1996静嘉堂／國貞129/77

みめぐりのづ 1999長田／國貞作品目録173-05

無内題きんぎょばち 1999長田／國貞作品目録165-02

無内題こをせおう 1999長田／國貞作品目録204-10

無内題すいてんぐう 2006JUM2-xx文様史y

無内題はなび 2006JUM2-xx文様史y

無内題はなび 2006JUM2-xx文様史y

無内題ひもむすぶ 1999長田／國貞作品目録165-04

無内題まえかけ 1999長田／國貞作品目録165-03

うえの 1999長田／國貞作品目録197-08

かめいどてんじん 1999長田／國貞作品目録197-11

ごひゃくらかん 1999長田／國貞作品目録197-09

しのばず 1999長田／國貞作品目録197-06

まっちやま 1999長田／國貞作品目録197-07

りょうごく 1999長田／國貞作品目録197-10

1999長田／國貞作品目録187-06

えびすのみや 1999長田／國貞作品目録183-08



さんじゅうさんげんどう 1996静嘉堂／國貞106/66

さんじゅうさんげんどう 1999長田／國貞作品目録183-09

しんち 1999長田／國貞作品目録183-06

すさき 1999長田／國貞作品目録183-07

2016SCHAAP: KunisadaCheckList035（雁註）RS、確認10枚（雁註）女夫みょうと、「めおと」の音はミョウト

いとちょう... 1999長田／國貞作品目録188-10

いとちょう… 1999長田／國貞作品目録188-11

おはぐろ… 1999長田／國貞作品目録188-07

おはぐろ… 2006JUM3-37文様史4.1

すりこぎ 1999長田／國貞作品目録188-09

たばこ… 1999長田／國貞作品目録188-08

たらい… 1999長田／國貞作品目録188-06

ながれ… 1999長田／國貞作品目録188-12

ひやっこい… 1999長田／國貞作品目録188-13

ひやっこい… 2006JUM3-61文様史9.1+

おしあげ　ふげんじ 2006JUM2-xx文様史y

おしあげふげんじ 1999長田／國貞作品目録146-07

かめいどてんじんのがくのうち1999長田／國貞作品目録146-06

かめいどてんじんのがくのうち2006JUM3-60文様史9.1+

しばあたごやまのがくのうち 2006JUM2-10文様史2.2

しばあたごやまのがくのうち 2006JUM3-xx文様史3.2

そうしゅうなりたさんのがくのうち2006JUM2-xx文様史y

そうしゅうなりたんのがくのうち1999長田／國貞作品目録146-08

ふかがわさんじゅうさんげんどう…1999長田／國貞作品目録146-09

みめぐりいなりのがくのうち 1999長田／國貞作品目録146-05

みめぐりいなりのがくのうち 2006JUM2-xx文様史y

やなぎしまみょうけんのがくのうち2016SCHAAP: KunisadaCheckList046（雁註）RS、確認6枚（雁註）確認7枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList006（雁註）RS、確認8枚（雁註）確認10枚

あついた 1999長田／國貞作品目録151-07

いまはやる 1996静嘉堂／國貞056/44

いまはやる… 2006JUM2-xx文様史y

だいふくや 1999長田／國貞作品目録151-13

たゆうとは... 2011JUM4-020

たゆうとは… 2006JUM2-xx文様史y

ちぢみゆうき 1999長田／國貞作品目録151-09

ちゅうもんばいこうちゃ 1999長田／國貞作品目録151-12

はつにもつ 1999長田／國貞作品目録151-11

はつにもの…　 1996静嘉堂／國貞055/44

むめもと 1999長田／國貞作品目録151-14

やなぎねずみ 1999長田／國貞作品目録151-08

やままいちりめん 1999長田／國貞作品目録151-10



さんばそう 1999長田／國貞作品目録065-03

いちかわえびぞう 1999長田／國貞作品目録069-03

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録068-14

いわいくめさぶろう 1999長田／國貞作品目録068-15

おのえきくごろう 1999長田／國貞作品目録069-02

せがわきくのじょう 1999長田／國貞作品目録068-13

なかむらうたうえもん 2006JUM2-xx文様史y

なかむらしかん 1999長田／國貞作品目録068-12

ばんどうみのすけ 1999長田／國貞作品目録068-11

まつもとこうしろう 1999長田／國貞作品目録069-01

かんしょうじょう 2016SCHAAP: Kunisada052

だいくろくさぶろう 2016SCHAAP: Kunisada055

やおやおしち 2016SCHAAP: Kunisada054

よじろう 2016SCHAAP: Kunisada053

よじろう 2016SCHAAP: Kunisada053

かどえびや 1999長田／國貞作品目録160-14

** 1999長田／國貞作品目録107-13

** 1999長田／國貞作品目録107-14

… 1999長田／國貞作品目録107-15

おにのねんぶつ 1999長田／國貞作品目録144-04

かみなり 1999長田／國貞作品目録144-02

たかじょう 1999長田／國貞作品目録144-06

ひょうたんからこま 1999長田／國貞作品目録144-05

やっこ 1999長田／國貞作品目録144-03

難読 1999長田／國貞作品目録144-07

無内題おにたいこつり 2006JUM2-53文様史8.2

無内題おにねんぶつ 2006JUM2-52文様史8.2

無内題けやりやっこ 2006JUM3-xx文様史8.2

無内題たいこ 2006JUM3-58文様史9.1+

無内題ねこねずみ 2006JUM3-xx文様史8.2

無内題ひょうたん 2006JUM3-xx文様史8.2

無内題ふくろくじゅ 2006JUM3-23文様史4.1

無内題ふくろくじゅ 2016SCHAAP: Kunisada015

無内題ふくろくじゅ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList060（雁註）RS、確認10枚

無内題ふじむすめ 2006JUM3-xx文様史8.2

無内題べんけい 2006JUM3-xx文様史8.2

おおぼしゆらのすけ 2014太田記念美術館／国貞065

がんそさわむらそうじゅうろう…1999長田／國貞作品目録127-17

おおもりひこしち 2003町田市立／大武者絵展A126

1 1999長田／國貞作品目録144-01

5 1998Krasnodar064



しゃぎょ 1999長田／國貞作品目録161-06

しょすう 1999長田／國貞作品目録161-07

なごりとて… 1999長田／國貞作品目録105-09

うめのよしべい 1999長田／國貞作品目録047-08

なかむらうたうえもん 1999長田／國貞作品目録061-08

おのえきくごろう 1999長田／國貞作品目録014-06

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録084-14

すくねたろう 2006JUM2-31文様史5.4

かさねいづつかさね 1999長田／國貞作品目録053-18

2016SCHAAP: KunisadaCheckList020（雁註）RS、確認8枚

無内題かや 1996静嘉堂／國貞068/50

無内題かや 1999長田／國貞作品目録172-09

無内題きせる 1999長田／國貞作品目録172-12

無内題きせる 2014太田記念美術館／国貞085

無内題しち 1996静嘉堂／國貞067/50

無内題しち 1999長田／國貞作品目録172-08

無内題とりおい 1999長田／國貞作品目録172-11

無内題とりおい 2016SCHAAP: Kunisada003

無内題ねこ 1999長田／國貞作品目録172-10

無内題ねこ 1999長田／國貞作品目録172-13

無内題ねこ 2014太田記念美術館／国貞084

無内題ゆあがり 1996静嘉堂／國貞069/50

こうばこ 2006JUM2-xx文様史y

ことじばこ 1999長田／國貞作品目録137-04

ことじばこ 2006JUM3-36文様史4.1

たばこ 1999長田／國貞作品目録137-05

たばこぼん 2006JUM2-00文様史1.1

はりばこ 1999長田／國貞作品目録137-07

はりばこ 2006JUM3-06文様史1.1

無内題かみすき 1999長田／國貞作品目録137-06

無内題けんだい 1999長田／國貞作品目録137-08

ことじはこ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList077（雁註）RS、確認6

かずさ… 1999長田／國貞作品目録194-19

あたりどしなだいちゅうもん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList048（雁註）RS、確認5枚

ざいもくに… 1999長田／國貞作品目録134-07

ゆきのあした… 1999長田／國貞作品目録134-08

ゆきのあした… 2016SCHAAP: KunisadaCheckList062（雁註）RS、確認5枚

たちうちふりつけのづ 1997入間市博物館／お茶と浮世絵12-03

無内題 1999長田／國貞作品目録076-11

うちあわせさらいのづ 1999長田／國貞作品目録078-14

うちあわせさらいのづ 2000平木／役者夏の富士14



かづらしかづらうちづ 2000平木／役者夏の富士11

かづらしかづらうちのづ 1999長田／國貞作品目録078-15

きょうげんでまえのづ 1999長田／國貞作品目録078-11

きょうげんでまえのづ 2000平木／役者夏の富士08

きょうだいまえ… 1999長田／國貞作品目録078-06

けしょう* 2000平木／役者夏の富士10

しょさごとふりつけのづ 1999長田／國貞作品目録078-10

しょさごとふりつけのづ 2000平木／役者夏の富士12

たちうちふりつけのづ 1999長田／國貞作品目録078-09

たちうちふりつけのづ 2000平木／役者夏の富士13

てんじんまつりよみやのづ 1999長田／國貞作品目録078-13

てんじんまつりよみやのづ 2000平木／役者夏の富士16

ねんれいのづ 1999長田／國貞作品目録078-08

ねんれいのづ 2000平木／役者夏の富士15

ひまちのよる 2006JUM2-16文様史3.1

ひまちのよる… 1999長田／國貞作品目録078-07

ひまちのよるたわむれのづ 2000平木／役者夏の富士17

ぶたいうしろのづ 1999長田／國貞作品目録078-12

ぶたいうしろのづ 2000平木／役者夏の富士09「東にかいのうしろ」組立の目印

無内題いわいはんしろう 2014太田記念美術館／国貞033

無内題せきさんじゅうろう　なかむらとうぞう（うたうえもん3）2014太田記念美術館／国貞034

無内題ばんどうみつごろう3 2014太田記念美術館／国貞035

無内題まつもとこうしろう5 2014太田記念美術館／国貞032

あかおに... 2000川添／江戸の見世物04/023

あかおに... 2003別冊太陽／見世物014.19

あかおに... 2005JUM4-1.05

あかおに… 2006JUM2-xx文様史y

あかおに… 2006JUM2-xx文様史y

うし 2006JUM2-34文様史5.5

うし　 2005JUM4-1.06

かささぎ 2005JUM4-1.07

かささぎ　... 1999長田／國貞作品目録187-05

かささぎ　... 2003別冊太陽／見世物014.20

かささぎ　... 2006JUM3-xx文様史5.5

かんてい 1999長田／國貞作品目録204-17

かんてい 2000川添／江戸の見世物03/019

かんてい 2003別冊太陽／見世物012.15

かんてい 2003別冊太陽／見世物014.18

かんてい 2005JUM4-1.04

かんてい 2006JUM2-33文様史5.5

こうじょう　... 2003川添／見世物探偵139



1976日本庶民文化8-A007/539		

1976日本庶民文化8-A006/539

03 1999長田／國貞作品目録022-03

04 1999長田／國貞作品目録022-04

05 1982JUM和傘調査1994/094破れ黒の蛇の目傘

08 1999長田／國貞作品目録022-05

10 1999長田／國貞作品目録022-06

さかやでっち 1999長田／國貞作品目録119-10

おおぼしゆらのすけしょうぞう1999長田／國貞作品目録012-10

おおぼしりきや 1999長田／國貞作品目録013-01

おおぼしゆらのすけ… 1982JUM 　舶載の更紗模様の袴を着しているが、これはチト遣り過ぎだ。由良之助の忠実な木像があることを知らなかったため、顔は想像で描かれている。

やさま…　わかしま… 1982JUM 　春英ばりの描写を見せている國貞の名品である。背景の地色は黄潰しである。

1999長田／國貞作品目録166-01

… 1999長田／國貞作品目録028-02

無内題 1999長田／國貞作品目録119-12

かんのこうせきこう 2006JUM3-xx文様史9.2

かんのこうせきこう　かん　ちょうりょう　…2003町田市立／大武者絵展A121

かんのこうそ 1999長田／國貞作品目録080-12

かんのこうそ 2006JUM3-xx文様史9.2

かんのはんかい 1999長田／國貞作品目録081-01

かんのはんかい 2003町田市立／大武者絵展A120

かんのはんかい 2006JUM2-56文様史9.2

そのこうう 1999長田／國貞作品目録081-02

そうし… 1999長田／國貞作品目録059-01

19 1982JUM和傘調査1994/076風でラッパになった傘

しばらく 1999長田／國貞作品目録065-12

いちかわだんじゅうろうせがれ…1999長田／國貞作品目録086-01

かおみせは... 2016JUM棚014-21-33

ほそかわかつもと 2016SCHAAP: Kunisada056

1999長田／國貞作品目録137-12

無内題 2006JUM2-32文様史5.4

さかやでっち 2006JUM3-xx文様史x.1

だいくろくざ 1999長田／國貞作品目録132-11

なかむらうたうえもん 1999長田／國貞作品目録062-02

なかむらうたうえもん 1999長田／國貞作品目録062-03

きんごろうぼうず 1999長田／國貞作品目録105-07

げきざえもん 1999長田／國貞作品目録105-08

にきだんじょう 1999長田／國貞作品目録105-06

よりかねこう 2006JUM3-**文様史4.1

よのなかに… 1999長田／國貞作品目録138-08

無内題 1999長田／國貞作品目録138-09



おおともくろぬし　そうじょうへんじょう2006JUM2-xx文様史y

はしひめ 1996静嘉堂／國貞086/57

はしひめ 1999長田／國貞作品目録172-07

わかな 1999長田／國貞作品目録179-07

無内題 1999長田／國貞作品目録179-06

1999長田／國貞作品目録191-01

01にほんばし 2004Marks/letter10.14

りょこうがえり 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷073

2016SCHAAP: KunisadaCheckList011（雁註）RS、確認9枚

無内題かんざし 1999長田／國貞作品目録140-12

無内題こしかけ 1999長田／國貞作品目録140-14

無内題さんぼう 2006JUM2-24文様史4.1

無内題てならい 1999長田／國貞作品目録140-17

無内題ぬいもの 1999長田／國貞作品目録140-13

無内題ばち 1999長田／國貞作品目録140-18

無内題ふみ 1999長田／國貞作品目録140-15

無内題よう 1999長田／國貞作品目録140-16

おいわこへい 1999長田／國貞作品目録013-05

2002JUM（島田市博）04 梅幸は幽霊が当たり役であった。

ゆうれい 1999長田／國貞作品目録091-01

02　しながわ 2004木村／保永堂版廣重207-01［図73］

07　ふじｓわ 2004木村／保永堂版廣重207-02

09　おおいそ 2004木村／保永堂版廣重207-03

11　はこね 2004木村／保永堂版廣重207-04

15　よしわら 2004木村／保永堂版廣重207-05

54　おおつ 2004木村／保永堂版廣重207-06［図74］

09 2006JUM2-xx文様史y

きのえねろううちまさひと 1999長田／國貞作品目録153-13

9 2006JUM2-xx文様史y

5 1999長田／國貞作品目録021-01

9 1999長田／國貞作品目録021-02

7 2009JUM3-59

さくらやおまん 1999長田／國貞作品目録065-13

1997入間市博物館／お茶と浮世絵15-03

無内題かみなり 1999長田／國貞作品目録179-08

無内題ちのみご 1999長田／國貞作品目録179-09

無内題ちのみご 2006JUM3-14文様史3.1

くどうさえもんすけつね 2014太田記念美術館／国貞190

… 1999長田／國貞作品目録120-02

やっこやだへい 2005大坂歌舞伎展244

おおいそのとら 1999長田／國貞作品目録051-10



おおいそのとら 2006FitzM12

おおいそのとら 2016SCHAAP: Kunisada076

おおいそのとらごぜん 2006TINIOS17-04

くどうさえもんすけつね 1999長田／國貞作品目録051-12

くどうすけつね 2006TINIOS17-01

けわいざかのしょうしょう 1999長田／國貞作品目録051-14

けわいざかのしょうしょう 2006TINIOS17-02

そがごろうときむね 2006TINIOS17-03

そがじゅうろうすけなり 1999長田／國貞作品目録051-13

そがじゅうろうすけなり 2006TINIOS17-05

そがのごろうときむね 2016SCHAAP: Kunisada075

そがのじゅうろうすけなり 2006FitzM13

おのえきくごろう… 1999長田／國貞作品目録059-08

2 1999長田／國貞作品目録153-10

2 2006JUM3-xx文様史2.1

2 2016SCHAAP: KunisadaCheckList079（雁註）RS、確認4

3 1999長田／國貞作品目録153-09

3 2006JUM3-42文様史5.1+

4 1999長田／國貞作品目録153-08

はつうのひもうでのづ 1994長崎市博図録3-036/044

4 2006JUM2-xx文様史y

1 1999長田／國貞作品目録169-09

1 2006JUM2-xx文様史y

2 1999長田／國貞作品目録169-10

2 2006JUM2-xx文様史y

3 1999長田／國貞作品目録169-11

3 2006JUM2-xx文様史y

4 1999長田／國貞作品目録169-12

4 2006JUM2-xx文様史y

1 2006JUM3-xx文様史1.4

3 2016SCHAAP: KunisadaCheckList097（雁註）RS、確認4

ほろゑいのめ 2014太田記念美術館／国貞118-1

無内題 2014太田記念美術館／国貞118-2

あらしさんごろう 1999長田／國貞作品目録060-07

うしろおもて 1999長田／國貞作品目録016-13

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録035-15

ごせっくのうち 1999長田／國貞作品目録106-14

2016SCHAAP: KunisadaCheckList013（雁註）RS、確認8枚

えんじばんしょう 1999長田／國貞作品目録168-14

えんぽきはん 1996静嘉堂／國貞016/28

えんぽきはん　 1999長田／國貞作品目録168-08



ぎょそんせきしょう 1996静嘉堂／國貞017/28

ぎょそんせきしょう 1999長田／國貞作品目録168-10

こうてんぼせつ 1999長田／國貞作品目録168-13

さんしせいらん 1999長田／國貞作品目録145-05

さんしせいらん 1999長田／國貞作品目録168-15

しょうしょうやう 1996静嘉堂／國貞015/28

しょうしょうやう 1999長田／國貞作品目録168-09

しょうしょうやう 2006JUM2-xx文様史y

どうていしゅうげつ 1996静嘉堂／國貞018/29

どうていしゅうげつ 1999長田／國貞作品目録168-11

へいさらくがん 1999長田／國貞作品目録168-12

03 2014太田記念美術館／国貞067

12 2014太田記念美術館／国貞066

02 1999長田／國貞作品目録047-01

03 1999長田／國貞作品目録047-02

04 1999長田／國貞作品目録047-03

09 1999長田／國貞作品目録047-04

10 1999長田／國貞作品目録047-05

無内題 1999長田／國貞作品目録047-06

07+08 1999長田／國貞作品目録115-11

08 1999長田／國貞作品目録071-02

そがごろうときむね 1999長田／國貞作品目録036-15

くろうすけ 2011JUM4-013

くろうすけ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList080（雁註）RS、確認5

まさきのいなり 1999長田／國貞作品目録162-14

みめぐり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList039（雁註）RS、確認3枚

かんのん 2006JUM3-44文様史5.1

みめぐり 1996静嘉堂／國貞105/66

よしわら 1996静嘉堂／國貞104/66

するがちょう 1999長田／國貞作品目録183-01

にほんばし 1999長田／國貞作品目録183-04

みめぐり 1999長田／國貞作品目録183-02

よしわら 1999長田／國貞作品目録183-03

難読 1999長田／國貞作品目録183-05

ぶぜんのくち… 2005JUM4-1.16

しょうじゅしょうび 1919浮世絵44-46［81-10］

2016JUM目録

こうしょくの… 2006JUM2-xx文様史y

とどめても… 1982JUM

無内題うしろ 1999長田／國貞作品目録138-01

無内題こいぬ 1999長田／國貞作品目録137-18



無内題たらい 1999長田／國貞作品目録137-17

1999長田／國貞作品目録205-07

…ぎへい 1999長田／國貞作品目録044-15

きりみせじょろう 1999長田／國貞作品目録048-11

くめさきどり 2006JUM3-xx文様史4.3

くめさんきどり 1999長田／國貞作品目録170-10

さんこうきどり 1999長田／國貞作品目録170-12

さんじょうきどり 1996静嘉堂／國貞022/30

さんじょうきどり 1999長田／國貞作品目録170-08

しゅうかきどり 1996静嘉堂／國貞020/30

しゅうかきどり 1999長田／國貞作品目録148-04

しゅうかきどり 1999長田／國貞作品目録170-06

しゅうかきどり 2006JUM2-59文様史9.4

しゅうかきどり 2006JUM2-xx文様史y

しょざんきどり 1996静嘉堂／國貞021/30

しょざんきどり 1999長田／國貞作品目録170-07

しょざんきどり 2014太田記念美術館／国貞051

とじゃくきどり 1996静嘉堂／國貞019/30

とじゃくきどり 1999長田／國貞作品目録170-05

ばいこうきどり 1996静嘉堂／國貞023/31

ばいこうきどり 1999長田／國貞作品目録170-09

ばいこうきどり 2002歌川37

ばいこうきどり 2006JUM3-34文様史4.1

ばいこうきどり 2011JUM4-011

ばいこうきどり 2014太田記念美術館／国貞050

ろこうきどり 1999長田／國貞作品目録170-11

くめさぶろう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList004（雁註）RS、確認8枚。後版は吉

1999長田／國貞作品目録049-06

もくぼじ 1999長田／國貞作品目録027-06

ことうざん 1999長田／國貞作品目録205-13

1999長田／國貞作品目録193-17

おうぎやうちはなおうぎ 1999長田／國貞作品目録177-04

かどたまやうちこむらさき 1999長田／國貞作品目録177-02

たまやうちはなむらさき 1999長田／國貞作品目録177-01

まつばやうちよそおい 1999長田／國貞作品目録177-03

無内題 1999長田／國貞作品目録019-10

あづまむすめ 1999長田／國貞作品目録011-05

いさみ 1999長田／國貞作品目録011-03

きょうらん 1999長田／國貞作品目録011-02

じんぐうこうごう 1999長田／國貞作品目録011-06

すずめおどり 1999長田／國貞作品目録011-08



たいもくおどり 1999長田／國貞作品目録011-07

べんざいてん 1999長田／國貞作品目録011-04

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録087-08

うしのごぜ 1999長田／國貞作品目録065-09

うしのごぜ 2006TINIOS20-05

おうじいなり 2006TINIOS20-07

おうじいなり 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷090

おうじのいなり 1999長田／國貞作品目録065-07

かめいどてんじん 1999長田／國貞作品目録065-04

かめいどてんじん 2006TINIOS20-04

しらひげ 1999長田／國貞作品目録065-06

しらひげ 2006TINIOS20-06

すざきべんざいてん 1999長田／國貞作品目録065-05

すざきべんざいてん 2006TINIOS20-02

なりたさん 1999長田／國貞作品目録065-11

ふかがわはちまん 1999長田／國貞作品目録065-10

ふかがわはちまん 2006TINIOS20-01

まさきいなり 1999長田／國貞作品目録065-08

まさきいなり 2006TINIOS20-03

そがや… 1994長崎市博図録3-037/045

あこや 1999長田／國貞作品目録034-04

あこや 2006TINIOS04-05

かじわらげんた 1999長田／國貞作品目録034-05

かじわらげんた 2014太田記念美術館／国貞064

かじわらげんたかげとき 2006TINIOS04-01

かんしょうじょう 1999長田／國貞作品目録034-06

かんしょうじょう 2002歌川36

かんしょうじょう 2006JUM2-43文様史6.5

かんしょうじょう 2006TINIOS04-02

だいくろくさぶろう 1999長田／國貞作品目録034-07

だいくろくさぶろう 2006TINIOS04-07

だいくろくさぶろう 2014太田記念美術館／国貞063

ばんずいちょうべい 1999長田／國貞作品目録034-08

ばんずいちょうべい 2006TINIOS04-04

ばんずいちょうべい 2014太田記念美術館／国貞062

やおやおしち 1999長田／國貞作品目録034-09

やおやおしち 2006TINIOS04-03

やおやおしち 2007JUM3-2005二川046

よじろう 1999長田／國貞作品目録034-10

よじろう 2006TINIOS04-06

1995定本浮世絵春画…10-07



おみわ 1929飯塚／歌舞伎細見0009

まさごじ 1999長田／國貞作品目録006-02

12.00 1999長田／國貞作品目録185-17

14.00 1999長田／國貞作品目録185-18

14.00 2006JUM2-xx文様史y

14.00 2016SCHAAP: KunisadaCheckList085（雁註）RS、確認12

18.00 1999長田／國貞作品目録185-16

1999長田／國貞作品目録169-16

しまものがたり 1999長田／國貞作品目録147-15

べんけいしりうま 1999長田／國貞作品目録147-17

べんけいしりむま 2016SCHAAP: KunisadaCheckList064（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

ほりかわのだん 1999長田／國貞作品目録147-16

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録056-01

1929飯塚／歌舞伎細見0331

おのさだくろう 1999長田／國貞作品目録088-02

となせ 1999長田／國貞作品目録088-01

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録013-11

おやすみどころ 1999長田／國貞作品目録189-13

無内題 1999長田／國貞作品目録189-17

無内題あんどん 1999長田／國貞作品目録189-14

無内題あんどん 2016SCHAAP: Kunisada025

無内題くちをかくして 1999長田／國貞作品目録189-11

無内題くちをかくして 2016SCHAAP: KunisadaCheckList087（雁註）RS、確認10

無内題げいしゃきもの 1999長田／國貞作品目録189-12

無内題ふみよみ 1999長田／國貞作品目録189-15

無内題やかたぶね 1999長田／國貞作品目録189-16

無内題あんどん 1999長田／國貞作品目録137-09

無内題あんどん 2014太田記念美術館／国貞165

無内題かけあんどん 2006JUM3-xx文様史4.3

無内題くさりちょうちん 1999長田／國貞作品目録137-11

無内題くさりちょうちん 2006JUM2-xx文様史y

無内題しょうじ 2006JUM2-xx文様史y

無内題つきあかり 1999長田／國貞作品目録137-10

無内題つきみ 2014太田記念美術館／国貞164

無内題ゆあがり 2014太田記念美術館／国貞163

せきやのほたるがり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList041（雁註）RS、確認12枚

つちやまのづ 1982JUM和傘調査1994/074雨中に蜘蛛かがり藤蛇の目傘

2016SCHAAP: KunisadaCheckList088（雁註）RS、確認53？

あかさかいずみ 1996静嘉堂／國貞050/42

あかさかいずみ 1999長田／國貞作品目録180-01

いけのはたほうらいや 1999長田／國貞作品目録180-02



うきよこうじももかわ 1999長田／國貞作品目録180-04

えびやおうぎや 1996静嘉堂／國貞048/42

えびやおうぎや 2006JUM3-xx文様史4.3

おうじえびやおうぎや 1999長田／國貞作品目録180-06

おおさかちょうなべきん 1998Krasnodar070

おおさかちょうなべきん 1999長田／國貞作品目録180-07

かめいどえちぜんや 1999長田／國貞作品目録180-08

かめいどたまや 1999長田／國貞作品目録180-09

こあみちょううおへい 1999長田／國貞作品目録180-10

さんやきんぱろう 1999長田／國貞作品目録180-12

さんやふたふじ 1998Krasnodar066

さんやふたふじ 1999長田／國貞作品目録180-13

さんややおぜん 1998Krasnodar081

さんややおぜん 1999長田／國貞作品目録180-11

さんややおぜん 2006JUM2-xx文様史y

しばくるまや 1999長田／國貞作品目録180-15

すさきむさしや 1999長田／國貞作品目録180-16

ぞうしがやみょうがや 1998Krasnodar071

ぞうしがやみょうがや 1999長田／國貞作品目録180-14

だいおんじまえたがわや 1999長田／國貞作品目録180-18

だいおんじまえたがわや 2000G.DHaag/Theear022/068

だいち… 1999長田／國貞作品目録180-17

なかばしほうげつあん 1996静嘉堂／國貞049/42

なかばしほうづきあん 1999長田／國貞作品目録181-04

なみきあさだや 1999長田／國貞作品目録181-02

なみきともえや 1999長田／國貞作品目録181-01

にほんばしえびすあん 1999長田／國貞作品目録181-03

にほんばしゑびすあん 1996静嘉堂／國貞047/42

にほんばしゑびすあん 2006JUM3-46文様史5.1

まさききのえねや 1999長田／國貞作品目録181-05

むまみちふじや 1999長田／國貞作品目録180-03

もくぼじむさしや 1999長田／國貞作品目録181-06

やげんぼりちくめい 1999長田／國貞作品目録181-09

やなぎばしむめかわ 1999長田／國貞作品目録181-08

やまのにけんぢゃや 1999長田／國貞作品目録181-07

りょうごくあおやぎ 1998Krasnodar092

りょうごくあおやぎ 1999長田／國貞作品目録181-11

りょうごくかわちや 1999長田／國貞作品目録180-19

りょうごくまんぱち 1998Krasnodar073

りょうごくまんぱち 1999長田／國貞作品目録181-10

ゑびすのみやとうこうあん 1999長田／國貞作品目録180-05



無内題 1996静嘉堂／國貞052/43

無内題 1996静嘉堂／國貞051/43

2016SCHAAP: KunisadaCheckList018（雁註）RS、確認6枚　（雁註）相姓

おつまはちろうべい 1999長田／國貞作品目録145-07

おつまはちろうべい 1999長田／國貞作品目録168-18

おのえいだはち 1999長田／國貞作品目録168-16

おのえいだはち 2006JUM3-45文様史5.1

おはんちょううえもん 1999長田／國貞作品目録145-08

おはんちょううえもん 1999長田／國貞作品目録168-19

おまんさんごべい 1999長田／國貞作品目録168-17

こさんきんごろう 1998Krasnodar083

こさんきんごろう 1999長田／國貞作品目録169-01

さんかつはんしち 1999長田／國貞作品目録168-20

無内題あかご 1996コンチナ30

2016SCHAAP: KunisadaCheckList017（雁註）RS、確認10枚

無内題あかご 1999長田／國貞作品目録134-12

無内題あかご 2006JUM3-26文様史4.1

無内題いどばた 1999長田／國貞作品目録134-13

無内題えりそり 1999長田／國貞作品目録134-09

無内題かご 1998Krasnodar084

無内題かご 1999長田／國貞作品目録134-11

無内題かみゆい 1999長田／國貞作品目録134-16

無内題こたつ 1999長田／國貞作品目録134-10

無内題ねおき 1999長田／國貞作品目録134-15

無内題ふみとりあい 1999長田／國貞作品目録134-14

無内題 2016SCHAAP: KunisadaCheckList053（雁註）RS、確認8枚

無内題おび 1999長田／國貞作品目録147-13

無内題つまをとる 1999長田／國貞作品目録147-12

無内題つまをとる 2006JUM3-19文様史3.1

無内題つまをとる 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷091

無内題つまをとる 2016SCHAAP: KunisadaCheckList086（雁註）RS、確認8

無内題ふみかき 1999長田／國貞作品目録147-14

すみよし 1999長田／國貞作品目録193-07

さくらまる 2016SCHAAP: Kunisada064

ときむね 2016SCHAAP: Kunisada065

あこや 1999長田／國貞作品目録005-02

あこや 2006TINIOS09-03

あこや 2014太田記念美術館／国貞122

おしゅん 1999長田／國貞作品目録202-15

おしゅん 2006TINIOS09-04

きよひめ 2006TINIOS09-08



さくらまる 1999長田／國貞作品目録005-06

さくらまる 2006TINIOS09-07

そがごろうときむね 1999長田／國貞作品目録005-03

そがごろうときむね 2006TINIOS09-09

たけちみつひで 1999長田／國貞作品目録005-04

たけちみつひで 2006JUM2-42文様史6.5

たけちみつひで 2006TINIOS09-06

たけちみつひで 2014太田記念美術館／国貞121

どうじょうじ 1999長田／國貞作品目録005-05

はやのかんぺい 2006TINIOS09-01

やおやおしち 2006FitzM21

やおやおしち 2006TINIOS09-05

やのねごろう 2006FitzM22

やのねごろう 2006TINIOS09-02

2016SCHAAP: KunisadaCheckList024（雁註）RS、確認40枚

おうじえびやおうじや 2016SCHAAP: Kunisada012

あんのへいべい 1999長田／國貞作品目録052-07

あんのへいべい 2006TINIOS22-04

かみなりしょうくろう 1999長田／國貞作品目録044-11

かみなりしょうくろう 1999長田／國貞作品目録052-08

かみなりしょうくろう 2006TINIOS22-02

かりがねぶんしち 1999長田／國貞作品目録052-06

かりがねぶんしち 2006FitzM24

かりがねぶんしち 2006TINIOS22-05

ごくいんせんうえもん 1999長田／國貞作品目録052-09

ごくいんせんきち 2006TINIOS22-01

ほていいちうえもん 2006TINIOS22-03

ほていいちべい 1999長田／國貞作品目録052-10

2016SCHAAP: KunisadaCheckList037（雁註）RS、確認10枚

あそびたそう 1999長田／國貞作品目録167-02

あづまのおきゃくもうきそう 1996静嘉堂／國貞061/46

あづまのおきゃくもうきそう 2006JUM2-xx文様史y

あづまのおきゃくもうけそう 1999長田／國貞作品目録166-14

しばいがみたそう 2014太田記念美術館／国貞097

しばいみたそう 1999長田／國貞作品目録167-03

しまいができそう 1996静嘉堂／國貞064/47

しまいができそう 1999長田／國貞作品目録166-09

しまいができそう 2014太田記念美術館／国貞095

せじがよさそう 1996静嘉堂／國貞063/46

せじがよさそう 1999長田／國貞作品目録166-10

たてひきそう 1996静嘉堂／國貞060/46



たてひきそう 1999長田／國貞作品目録166-12

たてひきそう 2016SCHAAP: Kunisada013

はやりそう 1999長田／國貞作品目録166-11

はやりそう 2014太田記念美術館／国貞096

よくうれそう 1999長田／國貞作品目録167-04

よくうれそう 2006JUM2-xx文様史y

りこうそう 1996静嘉堂／國貞059/45

りこうそう 1999長田／國貞作品目録166-13

りこうそう 2014太田記念美術館／国貞098

ゑらいところのおむすめごじゃそう1996静嘉堂／國貞062/46

ゑらいところのおむすめごじゃそう1999長田／國貞作品目録167-01

ゑらいところのおむすめごじゃそう2006JUM2-xx文様史y いしょ

無内題 1999長田／國貞作品目録136-05

無内題 2006JUM3-15文様史8.1

うしじまのもち 1996静嘉堂／國貞080/56

うしじまのもち 1999長田／國貞作品目録137-01

うしじまのもち 2006JUM3-xx文様史3.2

ながさかのそば 1996静嘉堂／國貞081/56

ながさかのそば 1999長田／國貞作品目録137-02

ながさかのそば 2006JUM3-30文様史4.1

ながさかのそば 2016SCHAAP: KunisadaCheckList052（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

ふかがわのかし 1999長田／國貞作品目録137-03

ふかがわのかし 2006JUM2-xx文様史y

あさがお 1999長田／國貞作品目録174-04

あさがお 2000G.DHaag/Theear130/170

かやあきない 2006JUM2-xx文様史y

かやあろまお 1999長田／國貞作品目録174-03

かやしょう 2016SCHAAP: Kunisada018

ほうづき 2006JUM2-12文様史2.3

ほうづき 2016SCHAAP: KunisadaCheckList061（雁註）RS、確認5枚

みずや 1999長田／國貞作品目録174-02

2016SCHAAP: KunisadaCheckList028（雁註）RS、確認3枚（雁註）大3などの改竄か

げいこかたなやはんしち 1999長田／國貞作品目録141-13（雁註）浮瀬うかぶせ、清水寺の後ろにあった料亭

しまのうちだんしちもへい 1999長田／國貞作品目録141-11

たゆう 1999長田／國貞作品目録141-12

たゆう　 1998Krasnodar068

2016SCHAAP: KunisadaCheckList014（雁註）RS、確認7枚

きく 1998Krasnodar428

きく 1999長田／國貞作品目録150-02

ぼたん 1998Krasnodar080

やなぎ 1999長田／國貞作品目録150-01



無内題あかつたやくれない 1999長田／國貞作品目録150-04

無内題たまやうちしらたま 1999長田／國貞作品目録150-03

無内題 1999長田／國貞作品目録174-01

無内題かいし 1996静嘉堂／國貞087/57

無内題かいし 1999長田／國貞作品目録173-18

無内題かいし 1999長田／國貞作品目録173-19

無内題かいし 2016SCHAAP: KunisadaCheckList058（雁註）RS、確認5枚

無内題かがみもち 2016SCHAAP: Kunisada017 （雁註）オランダ語で書き込み。

無内題たこ 2006JUM3-xx文様史x.2

うえののはなみ 1999長田／國貞作品目録143-05

えもんざかのよるのあめ 1999長田／國貞作品目録143-04

おうじのうまのひまいり 1999長田／國貞作品目録143-02

おだわらちょうのうおいち 1999長田／國貞作品目録142-21

しながわのきはん 2006JUM2-xx文様史y

せんそうじのとしのいち 1999長田／國貞作品目録143-01

そうまがきのよいのけい 1999長田／國貞作品目録143-06

にちょうまちのかおみせ 1999長田／國貞作品目録143-07

まっちやまのぼせつ 2006JUM2-xx文様史y

やなぎばしのはるさめ 1999長田／國貞作品目録143-03

無内題 1999長田／國貞作品目録143-08

無内題しゃみせん 2006JUM2-xx文様史y

無内題てかがみ 1999長田／國貞作品目録136-11

無内題にんぎょう 1999長田／國貞作品目録136-10

無内題ひたい 1999長田／國貞作品目録136-13

無内題ひたい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList069（雁註）RS、確認5枚

無内題みやげ 1999長田／國貞作品目録136-12

えどえいしゃ 2002歌川38

えどげいしゃ 1999長田／國貞作品目録175-06

おいらん 1999長田／國貞作品目録175-09

おいらん 2006JUM2-xx文様史y

おどりししょう 1996静嘉堂／國貞088/58

おどりししょう 1999長田／國貞作品目録175-05

おどりししょう 2006JUM2-14文様史2.4

おどりししょう 2016SCHAAP: Kunisada023

かこい 1999長田／國貞作品目録175-04

かこい 2006JUM3-xx文様史2.4

こしやくむすめ 2006JUM2-13文様史2.4

こしゃくむすめ 1999長田／國貞作品目録175-03

たつみ 1999長田／國貞作品目録175-10

にわか 1996静嘉堂／國貞089/58

にわか 1999長田／國貞作品目録175-07



ふじもうでのゆうだち 1996静嘉堂／國貞090/58

ふじもうでのゆうだち 1999長田／國貞作品目録175-08

ふじもうでのゆうだち 2006JUM3-25文様史4.1

まちげい 1999長田／國貞作品目録175-11

まちげい 2014太田記念美術館／国貞140

みじまいげいしゃ 1968.10浮世絵300年傑作展B084

みじまいげいしゃ 1996静嘉堂／國貞091/59

みじまいげいしゃ 1999長田／國貞作品目録175-02

みじまいげいしゃ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList071（雁註）RS、確認10枚

2016SCHAAP: KunisadaCheckList023（雁註）RS、確認7枚

いろみえて 1999長田／國貞作品目録152-09

ごくらくの… 1999長田／國貞作品目録152-10

ことわりや… 2006JUM3-xx文様史9.4

まかなくに 1999長田／國貞作品目録152-08

ままならぬ… 2006JUM2-xx文様史y

わびぬれば 1999長田／國貞作品目録152-07

無内題 1999長田／國貞作品目録152-11

… 1999長田／國貞作品目録204-08

2016SCHAAP: KunisadaCheckList025（雁註）RS、確認7枚

無内題 1999長田／國貞作品目録181-18

無内題 1999長田／國貞作品目録181-19

無内題 1999長田／國貞作品目録181-20

無内題 1999長田／國貞作品目録182-01

無内題 1999長田／國貞作品目録182-02

無内題 1999長田／國貞作品目録182-03

無内題 1999長田／國貞作品目録182-04

無内題 1999長田／國貞作品目録190-01

3 2013花開く江戸の園芸142

ま... 2016SCHAAP: KunisadaCheckList082（雁註）RS、確認4

あまごい 1999長田／國貞作品目録136-02

あまごい 2002container22

あまごい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList098（雁註）RS、確認7

おおむ 2002container14

かよい 1999長田／國貞作品目録135-12

かよい 2002container17

しみず 1999長田／國貞作品目録136-01

そとば 1999長田／國貞作品目録135-13

おさんもへい 1998Krasnodar095

おさんもへい 1999長田／國貞作品目録150-06

おそめひさまつ 2006JUM3-41文様史5.1+

おちよはんべい 1999長田／國貞作品目録150-07



おちよはんべい 2006JUM2-xx文様史y

おふさとくべい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList045（雁註）RS、確認7枚

こさんきんごろう 1999長田／國貞作品目録150-09

こさんきんごろう 2016SCHAAP: Kunisada011

こひなはんべい 1999長田／國貞作品目録150-05

こひなはんべい 2006JUM3-33文様史4.1

さんかつはんしち 1999長田／國貞作品目録150-08

こうやのたまがわ 1996静嘉堂／國貞100/64

こうやのたまがわ 1999長田／國貞作品目録175-14

ちょうふのたまがわ 1999長田／國貞作品目録176-02

ちょうふのたまがわ 2002歌川40

ちょうふのたまがわ 2006JUM2-xx文様史y

ちょうふのたまがわ 2006JUM2-xx文様史y

とういのたまがわ 1996静嘉堂／國貞103/65

とういのたまがわ 1999長田／國貞作品目録176-01

のだのたまがわ 1996静嘉堂／國貞101/64

のだのたまがわ 1999長田／國貞作品目録175-15（雁註）野路の玉川

はぎのたまがわ 2006JUM2-xx文様史y

ゐでのたまがわ 1996静嘉堂／國貞102/65

ゐでのたまがわ 1999長田／國貞作品目録175-16

ゐでのたまがわ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList084（雁註）RS、確認6

あくげんたよしひら 1999長田／國貞作品目録009-03

あくげんたよしひら 2006TINIOS31-01

いしかわごうえもん 1999長田／國貞作品目録009-06

いしかわごうえもん 2006TINIOS31-06

うしわかまる 1999長田／國貞作品目録009-02

うしわかまる 2006TINIOS31-05

おまつりさしち 1999長田／國貞作品目録009-07

おまつりさしち 2006TINIOS31-08

かずさしちべい 2006TINIOS31-03

かずさしひろべいかげきよ 1999長田／國貞作品目録009-01

げいしゃこいと 1999長田／國貞作品目録009-08

げいしゃこいと 2006TINIOS31-07

こうやさん 1999長田／國貞作品目録009-05

こうやさん 2006TINIOS31-09

そがじゅうろう… 2006TINIOS31-04

そがじゅうろうすけなり 1999長田／國貞作品目録009-04

そがじゅうろうすけなり 2006JUM3-xx文様史6.3

無内題 2006TINIOS31-02

てんまやおはつ 1999長田／國貞作品目録016-07

ばんずいちょうべい 1999長田／國貞作品目録016-09



ひらのやとくべい 1999長田／國貞作品目録016-06

ふわばんざうえもん 1999長田／國貞作品目録016-08

うさみのこやた 1999長田／國貞作品目録033-08

もりとう　… 1999長田／國貞作品目録033-07

むめのよしべい 1999長田／國貞作品目録204-05

無内題ちょうきち 1999長田／國貞作品目録204-06

かんしょうじょう 1999長田／國貞作品目録051-07

かんしょうじょう 1999長田／國貞作品目録053-01

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録051-08

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録053-02

むめおうまる 1999長田／國貞作品目録051-09

むめおうまる 1999長田／國貞作品目録053-03

けぞりくうえもん 1999長田／國貞作品目録058-01

さとうよもしち 1999長田／國貞作品目録058-04

しづま 1999長田／國貞作品目録058-02

だいこくまいさんぞう 1999長田／國貞作品目録058-03

てんじくとくべい 1999長田／國貞作品目録058-05

まつながたいぜん 1999長田／國貞作品目録057-17

おだはるなが 1999長田／國貞作品目録098-15

かたなやはんしち 1999長田／國貞作品目録098-10

かたなやむすめおはな 1999長田／國貞作品目録098-09

がんてつぼうゆうこん 1999長田／國貞作品目録098-11

くまがいじろうなおざね 1999長田／國貞作品目録099-02

こうじょう 1999長田／國貞作品目録099-14

このしたとうきち 1999長田／國貞作品目録098-14

すみだがわぞくおもかげのふたつおもてのぼうこん1999長田／國貞作品目録098-13

ばんずいちょうべい 1999長田／國貞作品目録098-16

ましばひさよし 1999長田／國貞作品目録098-05

みうらやあげまき 1999長田／國貞作品目録099-01

わたしもりみやこどりのおしづ1999長田／國貞作品目録098-12

あべのやすな 1999長田／國貞作品目録030-01

おそで 1999長田／國貞作品目録030-05

くずのうらみきつね 1999長田／國貞作品目録029-12

くずのは 1999長田／國貞作品目録030-02

くまがいじろうなおざね 1999長田／國貞作品目録030-03

ささきたんうえもん 1999長田／國貞作品目録030-04

さとうよもしち 1999長田／國貞作品目録030-08

さわいまたごろう 1999長田／國貞作品目録030-07

たばこやげんしち 1999長田／國貞作品目録028-03

たまやしんべい 1999長田／國貞作品目録028-05

たまやのおえん 1999長田／國貞作品目録028-06



まんじややつはし 1999長田／國貞作品目録030-06

やおやおしち 1999長田／國貞作品目録028-04

ごとべい 1999長田／國貞作品目録084-08

しずのかた 1999長田／國貞作品目録086-09

無内題 1999長田／國貞作品目録084-07

いちかわだんじゅうろう 2006TINIOS14-02

いわいくめさぶろう 2006TINIOS14-03

さわむらげんのすけ 2006TINIOS14-05

なかむらしかん 2006TINIOS14-04

いわいくめさぶろう… 1999長田／國貞作品目録121-03

きくごろうじひつ 1999長田／國貞作品目録063-11

さんじょうじひつ 1999長田／國貞作品目録063-10

ばんどうみのすけ 2006TINIOS14-01

ばんどうみのすけじひつ 1999長田／國貞作品目録063-09

2016SCHAAP: KunisadaCheckList015（雁註）RS、確認7枚（雁註）外題？版元？

無内題 1999長田／國貞作品目録145-10

あづまばし 1999長田／國貞作品目録136-08

えいたいばし 1999長田／國貞作品目録136-07

まっちやまふゆのつき 1999長田／國貞作品目録164-19

りょうごくのなつのつき 1999長田／國貞作品目録165-01

難読 2016SCHAAP: KunisadaCheckList090（雁註）RS、確認6

すみだがわ 2006JUM2-xx文様史y

ふかがわ 1999長田／國貞作品目録171-06

みやとがわ 1999長田／國貞作品目録171-04

難読 1999長田／國貞作品目録171-05

えどがわ 2006JUM2-xx文様史y

… 1999長田／國貞作品目録019-09

1 1999長田／國貞作品目録185-12

1 2006JUM2-37文様史6.4

2 1999長田／國貞作品目録185-13

2 2006JUM2-38文様史6.4

3 1999長田／國貞作品目録185-14

4 1999長田／國貞作品目録185-15

4 2006JUM2-40文様史6.4

3 2006JUM2-39文様史6.4

むすめ 1999長田／國貞作品目録071-06

1999長田／國貞作品目録166-05

けいせいはんごんこう 2006JUM2-xx文様史y

たこうはござります… 1999長田／國貞作品目録102-11

まだらのしろうくろう… 1999長田／國貞作品目録064-04

きつね 2006JUM2-xx文様史y



こんろんぼう 1999長田／國貞作品目録018-13

こんろんぼう 2006JUM2-55文様史9.1

いさみ 1999長田／國貞作品目録109-06

げこばかり… 1999長田／國貞作品目録111-06

げこばかり… 2006JUM3-xx文様史9.1

ちゃやおんな 1999長田／國貞作品目録109-04

べんけい 1929飯塚／歌舞伎細見0126

べんけい 1999長田／國貞作品目録109-05

よざくらや… 2006JUM2-54文様史9.1

よわいぼし 1999長田／國貞作品目録109-07

無内題えちごじし 1999長田／國貞作品目録111-04

無内題おいらん 1999長田／國貞作品目録111-07

無内題こうきじょせい 1999長田／國貞作品目録111-08

無内題ざとう 1999長田／國貞作品目録111-05

無内題しらがおんな 1999長田／國貞作品目録111-01

無内題でっちこぞう 1999長田／國貞作品目録111-02

無内題らいじん 1999長田／國貞作品目録111-03

無内題無内題 1999長田／國貞作品目録109-08

無内題ひょうたんなまず 1999長田／國貞作品目録108-10

しのだづまのみちゆき 1999長田／國貞作品目録030-09

2006FitzM32

あかぞめえもん 1999長田／國貞作品目録192-01

あかぞめえもん 1999長田／國貞作品目録205-06

いずみしきぶ 1999長田／國貞作品目録191-17

いずみしきぶ 1999長田／國貞作品目録205-05

いせのおおすけ 1999長田／國貞作品目録191-14

いせのおおすけ 1999長田／國貞作品目録205-02

せいしょうなごん 1999長田／國貞作品目録191-16

せいしょうなごん 1999長田／國貞作品目録205-04

せいしょうなごん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList091（雁註）RS、確認5

むらさきしきぶ 1999長田／國貞作品目録191-15

むらさきしきぶ 1999長田／國貞作品目録205-03

あたりどしなだいちゅうもん 2016SCHAAP: Kunisada014

無内題 1999長田／國貞作品目録192-02

あらい 2002container12

あらい 2005KobeGallery16

2016SCHAAP: KunisadaCheckList012（雁註）RS、確認7枚

みたてあまごい 1999長田／國貞作品目録152-15

みたておうむ 1999長田／國貞作品目録152-16

みたてかよい 1968.10浮世絵300年傑作展B085

みたてかよい 1982JUM和傘調査1994/079雪中藤蜘蛛糸黒蛇の目傘



みたてかよい 1994岐阜市歴博／雨雪傘052雪中藤蜘蛛糸黒蛇の目傘		

みたてかよい 1999長田／國貞作品目録152-17

みたてしみず 1999長田／國貞作品目録152-13

みたてせきでら 1999長田／國貞作品目録152-14

みたてそうしあらい 1999長田／國貞作品目録152-12

みたてそうしあらい 2006JUM2-xx文様史y

みたてそとば 1999長田／國貞作品目録152-18

そうしあらい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList065（雁註）RS、確認7枚（雁註）福川堂版は他に見当たらず。1枚だけか。確認7枚は別の外題か。

かみなりのはっせい 1999長田／國貞作品目録153-16

とうふうこおりをとく 2006JUM2-xx文様史y

とうふうこおりをとく 2016SCHAAP: KunisadaCheckList073（雁註）RS、確認4枚

ももはじめてはながさく 2006JUM3-xx文様史4.3

ももはじめてはなひらく 2006JUM2-00文様史3.1

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録107-16

かこがわほんぞう 1999長田／國貞作品目録113-09

ひさまつ 1999長田／國貞作品目録012-08

おおぼしゆらのすけ 2006JUM0-00文様史0.1

おそめ 1999長田／國貞作品目録084-06

こうのもろなお 1999長田／國貞作品目録089-08

ふわ… 1999長田／國貞作品目録089-09

2006JUM2-xx文様史y

おおいそのとら 1999長田／國貞作品目録052-14

おおいそのとらごぜん 2006TINIOS23-03

くどうさえもんすけつね 2006JUM3-xx文様史6.5

くどうすけつね 2006TINIOS23-05

けわいざかのしょうしょう 1999長田／國貞作品目録052-15

けわいざかのしょうしょう 2006TINIOS23-04

そがごろう 2006TINIOS23-02

そがごろうときむね 1999長田／國貞作品目録052-13

そがじゅうろうすけなり 2006TINIOS23-01

2016SCHAAP: KunisadaCheckList066（雁註）RS、確認5枚

あかばねすいてんぐ 1999長田／國貞作品目録162-01

とらのごもんこんぴら 1999長田／國貞作品目録162-03

やげんぼりふどう 1999長田／國貞作品目録161-15

やなぎしまみょうけん 1999長田／國貞作品目録162-02

なかまんじやうちこぐるま 2006JUM3-xx文様史3.1

なかまんじやしずのを 2016SCHAAP: KunisadaCheckList054（雁註）RS、確認3枚

かつらぎ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList078（雁註）RS、確認15

あこや 1999長田／國貞作品目録165-18

かつらぎ 1999長田／國貞作品目録165-16

かりぎぬ 1999長田／國貞作品目録165-17



すまのまき 1999長田／國貞作品目録165-15

たそがれ 2012MARKS/GenjiWorld-002

ふぢのかた 2012MARKS/GenjiWorld-001

むらさき 1999長田／國貞作品目録165-13

むらさき 2012MARKS/GenjiWorld-003

難読 1999長田／國貞作品目録165-14

1999長田／國貞作品目録169-14

えつじん 2006JUM2-xx文様史y

きょろく 1999長田／國貞作品目録190-09

しこう 1999長田／國貞作品目録190-10

ほくし 1999長田／國貞作品目録190-08

無内題 1999長田／國貞作品目録190-11

無内題 1999長田／國貞作品目録190-12

無内題 1999長田／國貞作品目録190-13

無内題 1999長田／國貞作品目録190-14

無内題 1999長田／國貞作品目録190-15

無内題 1999長田／國貞作品目録190-16

無内題 1999長田／國貞作品目録190-17

無内題 1999長田／國貞作品目録112-08

あわゆきなしろう 1982JUM和傘調査1994/075藤巻かがり蛇の目傘を差す

ぼたん 1999長田／國貞作品目録193-10

つめきりよし 2016SCHAAP: KunisadaCheckList099（雁註）RS、確認9

2011MARKS: Publishers_Compendium-525-PIN6860

まつもときんしょう 1999長田／國貞作品目録099-16

2016SCHAAP: KunisadaCheckList027（雁註）RS、確認10枚

いかのぼり 1999長田／國貞作品目録151-18

さるまわし 1999長田／國貞作品目録151-15

しろざけ 1999長田／國貞作品目録152-05

だいかぐら 1999長田／國貞作品目録152-03

とりおい 1999長田／國貞作品目録151-16

ねんれい 1999長田／國貞作品目録152-04

はつう 1999長田／國貞作品目録152-01

ふくじゅそう 1999長田／國貞作品目録152-02

まんざい 1999長田／國貞作品目録151-17

をいばね 1999長田／國貞作品目録152-06

1999長田／國貞作品目録019-08

うさぎ 1999長田／國貞作品目録121-10

無内題 1999長田／國貞作品目録151-02

無内題 2006JUM3-55文様史8.1+

無内題 2006JUM3-xx文様史9.5

にわか 2014太田記念美術館／国貞139



無内題 1999長田／國貞作品目録175-13

無内題 2006JUM3-xx文様史3.3

無内題かいし 1999長田／國貞作品目録175-12

無内題なでしこ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList063（雁註）RS、確認3枚、大3を改版？

さみだれ 1999長田／國貞作品目録147-06

しぐれ 1999長田／國貞作品目録147-07

ゆうだち 1999長田／國貞作品目録147-05

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM2-xx文様史y （雁註）春暁→春曙

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2016SCHAAP: KunisadaCheckList030（雁註）RS、確認8枚

無内題（懐紙をもつ） 1999長田／國貞作品目録142-20

無内題（海女が髪を梳く） 1999長田／國貞作品目録142-13

無内題（左褄をとる） 1999長田／國貞作品目録142-19

無内題（女中湯から出る） 1999長田／國貞作品目録142-18

無内題（足に灸） 1999長田／國貞作品目録142-12

無内題（柱につかまる） 1999長田／國貞作品目録142-14

無内題（猫と縁側で） 1999長田／國貞作品目録142-17

無内題（布団に座る） 1999長田／國貞作品目録142-15

無内題（帶を締める） 1999長田／國貞作品目録142-16

おかもとやうちちょうだゆう 1999長田／國貞作品目録183-12

かどえびやうちくやみ 1999長田／國貞作品目録183-13

かどゑびやうちおおまち 2006JUM2-xx文様史y

だいもんじやうちひともと 2006JUM2-xx文様史y

だいもんじやうちひともと 2006JUM3-31文様史4.1

たまやうちかおい 2006JUM2-63文様史x.1

たまやうちかおい 2006JUM3-xx文様史2.3

たまやうちこしきぶ 1999長田／國貞作品目録183-11

たまやうちしらたま 2016SCHAAP: KunisadaCheckList040（雁註）RS、確認12枚

たまやうちたまかづら 2006JUM3-xx文様史1.4

たまやうちたまかづら 2006JUM3-xx文様史9.1

つるやうちかしこ 2006JUM3-35文様史4.1

まつばやうちよよやま 1999長田／國貞作品目録183-14

わかなやうちわかな 1999長田／國貞作品目録183-10

わかなやうちわかな 2006JUM2-xx文様史y

ゑびやうちそめい 1999長田／國貞作品目録204-15

うれしののもりのぼせつ 2006JUM2-xx文様史y

うれしののもりのぼせつ 2016SCHAAP: KunisadaCheckList083（雁註）RS、確認8

えこういんのばんしょう 1996静嘉堂／國貞110/68

えこういんのばんしょう 1999長田／國貞作品目録186-01

みつまたのあきのつき 1996静嘉堂／國貞108/68



みつまたのあきのつき 1999長田／國貞作品目録185-19

みつまたのあきのつき 2006JUM3-xx文様史3.1

りょうごくのせきしょう 1996静嘉堂／國貞109/68

りょうごくのせきしょう 1999長田／國貞作品目録185-20

12 1999長田／國貞作品目録186-02（雁註）別外題？

14 1999長田／國貞作品目録186-03（雁註）別外題？

無内題 1996静嘉堂／國貞126/76

つきにほととぎす 2016SCHAAP: KunisadaCheckList075（雁註）RS、確認7

つきにほととぎす 1999長田／國貞作品目録147-09

まつにつる 1999長田／國貞作品目録147-11

もみじにしか 1999長田／國貞作品目録147-10

いわいとじゃく 1999長田／國貞作品目録007-08

1.07 1999長田／國貞作品目録160-15

3.03 1999長田／國貞作品目録160-16

3.03 2006JUM2-xx文様史y

5.05 1999長田／國貞作品目録160-17

7.07 1999長田／國貞作品目録204-09

9.09 1999長田／國貞作品目録160-18

01 1999長田／國貞作品目録176-08

02 1999長田／國貞作品目録176-09

02 2006JUM3-40文様史5.1

03 1999長田／國貞作品目録176-10

03 2006JUM2-45文様史7.2

04 1999長田／國貞作品目録176-11

04 2006JUM2-xx文様史y

05 1999長田／國貞作品目録176-12

05 2006JUM3-20文様史8.1

06 1999長田／國貞作品目録176-13

07 1999長田／國貞作品目録176-14

07 2006JUM3-04文様史1.1

07 2009JUM3-60

08 1999長田／國貞作品目録176-15

08 2006JUM3-56文様史8.1+

09 1999長田／國貞作品目録176-16

10 1999長田／國貞作品目録176-17

10 2006JUM2-00文様史8.1

11 1999長田／國貞作品目録176-18

11 2016SCHAAP: KunisadaCheckList074（雁註）RS、確認12

12 1999長田／國貞作品目録176-19

あたりもののうち 1999長田／國貞作品目録193-14

あたりもののうち 2006JUM2-xx文様史y



あたりもののうち 2006JUM3-xx文様史7.3

2016SCHAAP: KunisadaCheckList016（雁註）RS、確認6枚

ぎん 2006JUM2-xx文様史y

ぎん 2006JUM3-xx文様史3.1

ほんちょうし	 2016SCHAAP: KunisadaCheckList057（雁註）RS、確認10枚

うわじょうし 1999長田／國貞作品目録171-12

かん 1999長田／國貞作品目録171-13

ぎん 1999長田／國貞作品目録171-15

さわり 1999長田／國貞作品目録172-02

さわり 2006JUM2-xx文様史y

さんさがり 1999長田／國貞作品目録143-20

さんさがり 1999長田／國貞作品目録172-01

しのびこま 1999長田／國貞作品目録172-05

ちょうしはづれ 1999長田／國貞作品目録172-04

ちょうしはづれ 2006JUM3-xx文様史3.3

つめびき 1999長田／國貞作品目録171-14

にあがり 1999長田／國貞作品目録172-06

ほんちょうし 1999長田／國貞作品目録172-03

ほんちょうし 2006JUM2-61文様史9.6

みをつくし 1999長田／國貞作品目録134-05

ゆうぎり 1996静嘉堂／國貞083/56

ゆうぎり 1999長田／國貞作品目録134-06

よもぎゅう 1999長田／國貞作品目録134-04

よもぎゅう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList056（雁註）RS、確認4枚

いとすすき 2006JUM2-xx文様史y

いとすすき 2016SCHAAP: KunisadaCheckList067（雁註）RS、確認5枚

おみなえし 1999長田／國貞作品目録155-02

おみなえし 2006JUM2-18文様史3.2

しのぶ 1999長田／國貞作品目録154-15

しのぶ 2006JUM2-22文様史3.3

ゆうわた？ 1999長田／國貞作品目録155-01

2016SCHAAP: KunisadaCheckList034（雁註）RS、確認6枚

こうやたまがわ 1996静嘉堂／國貞053/43

ちどりたまがわ 2006JUM3-57文様史8.1+

ちょうふたまがわ 1998Krasnodar062

とういたまがわ 2006JUM2-58文様史9.4

とういたまがわ 2006JUM3-xx文様史9.4

はぎのたまがわ 2006JUM2-xx文様史y

こうやたまがわ 1999長田／國貞作品目録153-01

ちどりたまがわ 1999長田／國貞作品目録153-03

ちょうふたまがわ 1999長田／國貞作品目録153-05



とういたまがわ 1999長田／國貞作品目録153-02

ゐでのたまがわ 1999長田／國貞作品目録153-04

ゐでのたまがわ 1999長田／國貞作品目録153-06

おおとものくろぬし 1999長田／國貞作品目録149-14

へんじょう 1999長田／國貞作品目録149-15

無内題 1999長田／國貞作品目録149-16

つきやあらぬ… 1998Krasnodar063

かきのもとのひとまろ… 1999長田／國貞作品目録165-11

たまつしま… 1999長田／國貞作品目録165-10

やまべのあかひと… 1999長田／國貞作品目録165-12

無内題 1999長田／國貞作品目録136-03

無内題 1999長田／國貞作品目録136-04

いろなおしのづ 1999長田／國貞作品目録179-12

おびのいわい 1999長田／國貞作品目録179-13

くいぞめのづ 1999長田／國貞作品目録179-15

みあいのづ 1999長田／國貞作品目録179-11

みやまいりのづ 1999長田／國貞作品目録179-14

無内題あらいはり 1999長田／國貞作品目録191-08

無内題いとつむぎ 1999長田／國貞作品目録191-05

無内題かみすき 1999長田／國貞作品目録191-07

無内題せんたく 1999長田／國貞作品目録191-06

無内題はりしごと 1999長田／國貞作品目録191-04

無内題あらいはり 2016SCHAAP: KunisadaCheckList093（雁註）RS、確認5

しょうじゅ　しょうび 2016JUM棚014-20-01

おおやまふどうそん 1999長田／國貞作品目録146-02

かがのくらがりふどうそん 1999長田／國貞作品目録146-03

たきやまふどうそん 1999長田／國貞作品目録146-04

なりたさんふどうそん 1999長田／國貞作品目録146-01

めじろふどうそん 1999長田／國貞作品目録145-11

無内題1 1999長田／國貞作品目録159-06

無内題3 2016SCHAAP: KunisadaCheckList095（雁註）RS、確認5

無内題5 1999長田／國貞作品目録159-07

無内題7 2006JUM2-xx文様史y

無内題7 2009JUM3-62

無内題9 1999長田／國貞作品目録159-04

無内題9 2013花開く江戸の園芸298

無内題9 2013花開く江戸の園芸298

無内題x 1999長田／國貞作品目録159-05

2016SCHAAP: KunisadaCheckList005（雁註）RS、確認8枚。（雁註）確認10枚

あぶらやそめ 1999長田／國貞作品目録139-17

がくのこさん 1999長田／國貞作品目録139-16



かさねいづつふさ 1999長田／國貞作品目録139-13

きのくにやこはる 1999長田／國貞作品目録139-11

こてやつま 1999長田／國貞作品目録139-08

こてやつま 2014太田記念美術館／国貞054

だいこくやうちおうぎの 1999長田／國貞作品目録139-15

だいもんじやうちたがそで 1999長田／國貞作品目録139-10

たじまやなつ 1999長田／國貞作品目録139-12

つるやうち　たちばな 1999長田／國貞作品目録139-14

やおやおしち 1999長田／國貞作品目録139-09

やおやおしち 2014太田記念美術館／国貞055

2016SCHAAP: KunisadaCheckList001（雁註）RS、確認11枚

おうみやこひな 1999長田／國貞作品目録139-03

おかもとやうちしけりえ 1999長田／國貞作品目録139-05

おかもとやうちしけりえ 2014太田記念美術館／国貞053

おかもとやうちまきのお 1999長田／國貞作品目録138-11

さくらやうちおまん 2016SCHAAP: Kunisada001 （雁註）小万、おまん？　RS確認11

さくらやおまん 1999長田／國貞作品目録138-14

たまやうちしらたま 1999長田／國貞作品目録139-02

たまやうちしらたま 1999長田／國貞作品目録139-04

つるやうちかしく 1999長田／國貞作品目録139-01

つるやうちかしく 2006JUM2-xx文様史y

つるやうちかしく 2006JUM3-09文様史1.1

つるやうちかしく 2011JUM4-012

てんまやおはつ 1999長田／國貞作品目録138-10

てんまやおはつ 2014太田記念美術館／国貞052

ほりかわやおしゅん 1999長田／國貞作品目録138-12

みのやさんかつ 1999長田／國貞作品目録138-13

2016SCHAAP: KunisadaCheckList009（雁註）RS、確認10枚（雁註）内題、同一の作品？

無内題あんどん 1996静嘉堂／國貞030/33

無内題あんどん 1999長田／國貞作品目録140-01

無内題あんどん 2014太田記念美術館／国貞082

無内題おどりこ 1999長田／國貞作品目録140-09

無内題おぼん 1999長田／國貞作品目録140-02

無内題がいしゅつ？ 1996静嘉堂／國貞034/34

無内題かげま？ 1996静嘉堂／國貞032/34

無内題かやり 1996静嘉堂／國貞035/35

無内題かやり 1999長田／國貞作品目録139-19

無内題かやり 1999長田／國貞作品目録140-10

無内題かやり 2002歌川39

無内題かやり 2006lobby

無内題かやり 2014太田記念美術館／国貞083



無内題こたつ 1999長田／國貞作品目録140-05

無内題こをせおう 1999長田／國貞作品目録140-07

無内題ふさようじ 1999長田／國貞作品目録140-06

無内題ふみよみ 1999長田／國貞作品目録140-08

無内題まちあい 1996静嘉堂／國貞033/34

無内題まちあい 1999長田／國貞作品目録140-03

無内題まちあい 1999長田／國貞作品目録140-04

無内題みずくみ？ 1996静嘉堂／國貞031/34

無内題みずくみ？ 1999長田／國貞作品目録139-18

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録099-04

いちかわもんのすけ 1999長田／國貞作品目録099-13

いわいくめさぶろう 1999長田／國貞作品目録099-11

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録099-10

いわいまつのすけ 1999長田／國貞作品目録099-12

おのえきくごろう 1999長田／國貞作品目録099-07

せがわきくのじょう 1999長田／國貞作品目録099-09

せきさんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録099-06

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録099-08

まつもとこうしろう 1999長田／國貞作品目録099-05

無内題おいらん 1996静嘉堂／國貞008/21

無内題おいらん 1999長田／國貞作品目録150-15

無内題おいらん 2014太田記念美術館／国貞047

無内題おいらん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList002（雁註）RS、確認5枚

無内題かし 1996静嘉堂／國貞004/20

無内題かし 1999長田／國貞作品目録150-11

無内題かし 2014太田記念美術館／国貞048

無内題きりみせ 1996静嘉堂／國貞006/20

無内題きりみせ 1999長田／國貞作品目録150-13

無内題げいしゃ 1996静嘉堂／國貞005/20

無内題げいしゃ 1999長田／國貞作品目録150-12

無内題げいしゃ 2014太田記念美術館／国貞049

無内題ないしょう 1996静嘉堂／國貞007/20

無内題ないしょう 1999長田／國貞作品目録150-14

無内題ないしょう 2011JUM4-002

ごろうときむね 1999長田／國貞作品目録057-05

ごろうときむね　あさひなよしひで2003町田市立／大武者絵展A128

たいらただもり 2003町田市立／大武者絵展A131

たいらのただもり 1999長田／國貞作品目録057-07

もんがくしょうにん 1999長田／國貞作品目録057-06

もんがくしょうにん 2003町田市立／大武者絵展A130

ろくそんおうつねもと 2003町田市立／大武者絵展A132



せっつすみよし 2016SCHAAP: Kunisada024

あき　みやじま 2006JUM2-28文様史4.4

あき　みやじま 2006JUM2-xx文様史y

きい　わかのうら 1997CONTAINER-07

きい　わかのうら 2006JUM3-xx文様史9.3

するが　みほ 2006JUM2-00文様史4.1

せっつ　すみよし 2006JUM3-xx文様史4.1

たんご　あまのはしだて 2006JUM3-03文様史1.1

はりま　たかさご 2006JUM3-xx文様史4.1

みちのく　まつしま 2006JUM3-43文様史5.1

むさし　すみだがわ 2006JUM2-xx文様史y

むさしすみだがわ 2006JUM2-00文様史2.1

やまと　よしの 2006JUM3-xx文様史9.3

やまと　よしの 2016SCHAAP: KunisadaCheckList081（雁註）RS、確認10

やまとよしの 2006JUM2-00文様史1.1

… 1999長田／國貞作品目録155-09

あきみやじま 1999長田／國貞作品目録155-05

きいわかのうら 1999長田／國貞作品目録155-03

さがみえのしま 1999長田／國貞作品目録155-04

せっつすみよし 1999長田／國貞作品目録155-07

たんごあまのはしだて 1999長田／國貞作品目録155-08

やまとよしの 1999長田／國貞作品目録155-06

むらかみひこしろうながてる 2003町田市立／大武者絵展A129

しげただ 1999長田／國貞作品目録085-12

しげただ　かげきよ 2006TINIOS10-01

とらごぜん　そがじゅうろう…2006TINIOS10-03

なぎのは　こばやし 2006TINIOS10-02

おうぎやうちはなおうぎ 1999長田／國貞作品目録193-09

おうぎやうちつかさ 2006JUM2-xx文様史y

2016SCHAAP: KunisadaCheckList036（雁註）RS、確認4枚

2 1999長田／國貞作品目録192-06

3 1999長田／國貞作品目録192-07

3 2006JUM2-xx文様史y

6 1999長田／國貞作品目録192-08

9 1999長田／國貞作品目録192-04

04　05 1982JUM和傘調査1994/082畳んだ黒蛇の目傘

04+05 1999長田／國貞作品目録067-06

1 1999長田／國貞作品目録067-04

1 2006JUM2-41文様史6.5

10 1999長田／國貞作品目録067-11

11 1999長田／國貞作品目録067-12



2 2006JUM3-xx文様史6.5

3 1999長田／國貞作品目録067-05

3 2006JUM2-xx文様史y

6 1999長田／國貞作品目録067-07

7 1999長田／國貞作品目録067-08

7 2006JUM2-xx文様史y

8 1999長田／國貞作品目録067-09

9 1999長田／國貞作品目録067-10

ざしきのぼせつ 2000平木／役者夏の富士53

ざしきのぼせつ 2006JUM2-xx文様史y

さんがいのあきのつき 1999長田／國貞作品目録108-03

すだれのせいらん 2000平木／役者夏の富士52

よみせのばんしょう 2000平木／役者夏の富士51

れいしゃ 1999長田／國貞作品目録005-09

れい… 1999長田／國貞作品目録082-03

せいりゅう... 2016SCHAAP: KunisadaCheckList072（雁註）RS、確認3枚

かんう… 1999長田／國貞作品目録169-15

むこうじまのはな 1999長田／國貞作品目録154-06

無内題 1999長田／國貞作品目録154-07

無内題 1999長田／國貞作品目録154-08

無内題 1999長田／國貞作品目録154-09

無内題 1999長田／國貞作品目録154-10

無内題 1999長田／國貞作品目録154-11

… 1999長田／國貞作品目録040-06

おとこまい 1999長田／國貞作品目録082-10

きょうらん 1999長田／國貞作品目録082-08

はいかいし 1999長田／國貞作品目録082-09

おおやままいり 1999長田／國貞作品目録027-10

おおやままいり 1999長田／國貞作品目録086-10

1999長田／國貞作品目録127-02

2016SCHAAP: KunisadaCheckList044（雁註）RS、確認5枚

えどげいしゃ 1999長田／國貞作品目録162-10

たつみげいしゃ 1999長田／國貞作品目録162-11

としま 1999長田／國貞作品目録162-12

ひっこみ 1999長田／國貞作品目録162-08

みずちゃや 1999長田／國貞作品目録162-09

… 1999長田／國貞作品目録159-09

… 1999長田／國貞作品目録159-10

… 1999長田／國貞作品目録159-11

しじょ？ 2006JUM2-xx文様史y

やはぎのおさじょうるりひめ 1999長田／國貞作品目録159-08



2016SCHAAP: KunisadaCheckList096（雁註）RS、確認5

ちょうふたまがわ 2006JUM2-57文様史9.3

くろかみかえうた 2016JUM棚014-21-35

1982JUM和傘調査1994/096雨中の藤蛇の目傘

1982JUM和傘調査1994/099雪の船中に閉じた蛇の目傘

すえつむはな 1982JUM和傘調査1994/098雪中の藤鉄弾き相合傘	

わかな 1982JUM和傘調査1994/097雪中の藤鉄弾きかがり差し掛け傘

… 1999長田／國貞作品目録174-08

… 1999長田／國貞作品目録174-10

うきよまたべい 1999長田／國貞作品目録174-05

うきよまたべい 2016SCHAAP: KunisadaCheckList049（雁註）RS、確認9枚

おくむらまさのぶ 1996コンチナ31

おくむらまさのぶ 1999長田／國貞作品目録174-06

かつかわしゅんしょう 1999長田／國貞作品目録174-07

こりゅうさい 2006JUM2-xx文様史y

こりゅうさい 2006JUM2-xx文様史y

にしかわすけのぶ 1999長田／國貞作品目録174-09

みやかわちょうしゅん 2006JUM2-xx文様史y

げいしゃおしゅん 1999長田／國貞作品目録057-14

げいしゃおとみ 2006TINIOS29-05

さくらまる 1999長田／國貞作品目録057-11

さくらまる 2006TINIOS29-06

しらふじげんた 1999長田／國貞作品目録057-13

しらふじげんた 2006TINIOS29-02

ちえだきつね 1999長田／國貞作品目録057-15

ちえだときつね 2006TINIOS29-03

つかもときつね 1999長田／國貞作品目録057-16

つかもときつね 2006TINIOS29-04

むめおうまる 1999長田／國貞作品目録057-12

むめおうまる 2006TINIOS29-01

あさがおせんぺい 1999長田／國貞作品目録067-17

うらべのすえたけ 1999長田／國貞作品目録067-15

うらべのすえたけ 1999長田／國貞作品目録069-09

おおとものくろぬし 1999長田／國貞作品目録068-08

おすぎ 1999長田／國貞作品目録069-13

おのええいざぶろう 1999長田／國貞作品目録072-09

おのえまつすけ 1999長田／國貞作品目録072-08

おひゃりこでんべい 1999長田／國貞作品目録069-04

おまつりさきち 1999長田／國貞作品目録068-01

かじわらへいぞう 1999長田／國貞作品目録067-01

かみなりしょうくろう 1999長田／國貞作品目録070-01



かるかやどうしん 1999長田／國貞作品目録069-08

げいしゃこいと 1999長田／國貞作品目録067-16

さきんごよりかね 1999長田／國貞作品目録067-14

さくない 1999長田／國貞作品目録069-07

さとうひだのかみまさきよ 1999長田／國貞作品目録069-14

しらふじげんた 1999長田／國貞作品目録066-11

しろきやおこま 1999長田／國貞作品目録068-03

せがわたもん 1999長田／國貞作品目録072-07

ちょうじゃつまたまき 1999長田／國貞作品目録203-08

ちょんがれおみち 1999長田／國貞作品目録068-10

どてのおろく 1999長田／國貞作品目録068-02

とねりさくらまる 1999長田／國貞作品目録069-05

にきだんじょう 1999長田／國貞作品目録069-06

はなぞの 1999長田／國貞作品目録068-07

ばんずいちょうべい 1999長田／國貞作品目録066-10

まつおうにょうぼうちよ 1999長田／國貞作品目録068-09

みうらのすけよしむら 1999長田／國貞作品目録069-10

ちゅうしゅんてい 1999長田／國貞作品目録106-11

いちむらうざえもん 1999長田／國貞作品目録033-11

さわむらとっしょう 1999長田／國貞作品目録033-12

かこがわほんぞう 2006TINIOS21-06

さつまげんごべい 1999長田／國貞作品目録102-07

さつまげんごべい 2006TINIOS21-01

さんぱちにょうぼういその 2006TINIOS21-03

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録102-06

しらいごんぱち 2006TINIOS21-02

たまやしんべい 2006TINIOS21-05

たまやのせんどう… 1999長田／國貞作品目録102-08

ばんずいいんちょうべい 2006TINIOS21-04

ばんずいちょうべい 1999長田／國貞作品目録102-05

ばんずいちょうべい 2014太田記念美術館／国貞126

あげまきのすけろく 1999長田／國貞作品目録070-10

あげまきのすけろく 2006TINIOS30-04

あぶらやおそめ 1999長田／國貞作品目録070-07

あぶらやおそめ 2006TINIOS30-09

いぬづかしの 1999長田／國貞作品目録070-13

いぬづかしの 2006TINIOS30-13

いぬまるかくたろう 1999長田／國貞作品目録070-11

いぬまるかくたろう 2006TINIOS30-08

おまつりさきち 1999長田／國貞作品目録070-14

おまつりさしち 2006TINIOS30-12



がくぞう 1999長田／國貞作品目録070-08

がくぞう 2006TINIOS30-07

がくのこさん 2006TINIOS30-03

かたなやはんしち 2006TINIOS30-11

さとうただのぶ 1999長田／國貞作品目録070-12

さとうただのぶ 2006JUM3-xx文様史6.5

さとうただのぶ 2006TINIOS30-02

しのづかいがのかみ… 2006JUM2-xx文様史y

しのはらいがのかみ… 1999長田／國貞作品目録070-09

しばらく 2006TINIOS30-05

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録070-04

しらいごんぱち 2006TINIOS30-10

てらおかへいうえもん 2006TINIOS30-14

はながわ… 2006TINIOS30-01

はねかわたかかげ 1999長田／國貞作品目録070-06

むめおうまる 1999長田／國貞作品目録070-05

むめおうまる 2006TINIOS30-06

おちゃのみず 2000平木／役者夏の富士64

すみだがわ 2000平木／役者夏の富士63

りょうごくばし 2000平木／役者夏の富士65

せがわろこう 2016SCHAAP: Kunisada050 （雁註）1812.11顔見世

いちかわだんじゅうろう* 1999長田／國貞作品目録077-16

いちかわだんじゅうろう* 2006TINIOS01-02

いわいはんしろう* 1999長田／國貞作品目録077-15

いわいはんしろう* 2006JUM2-47文様史7.3

いわいはんしろう* 2006TINIOS01-03

おのえまつすけ* 1999長田／國貞作品目録077-12

おのえまつすけ* 2006JUM2-xx文様史y

おのえまつすけ* 2006JUM2-xx文様史y

おのえまつすけ* 2006TINIOS01-05

おのえまつすけ2 2014太田記念美術館／国貞030

さわむらそうじゅうろう* 2006TINIOS01-07

さわむらたのすけ* 1999長田／國貞作品目録077-14

さわむらたのすけ* 2006TINIOS01-06

せがわろこう* 1999長田／國貞作品目録078-01

せがわろこう* 2006TINIOS01-08

せがわろこう4 2014太田記念美術館／国貞031

なかむらうたうえもん？ 1999長田／國貞作品目録078-02

ばんどうみつごろう* 1999長田／國貞作品目録077-13

ばんどうみつごろう* 2006TINIOS01-01

まつもとこうしろう* 2006TINIOS01-04



05 1999長田／國貞作品目録015-09

05 2000平木／役者夏の富士37

05 2014太田記念美術館／国貞077

06 1999長田／國貞作品目録015-10

06 2000平木／役者夏の富士38

07 1999長田／國貞作品目録015-11

07 2000平木／役者夏の富士39

07 2014太田記念美術館／国貞079

07 2014太田記念美術館／国貞080

08 1999長田／國貞作品目録015-12

08 2000平木／役者夏の富士40

09 1999長田／國貞作品目録015-13

09 2000平木／役者夏の富士41

10 1999長田／國貞作品目録015-14

10 2000平木／役者夏の富士42

10 2014太田記念美術館／国貞078

おりつ 2006TINIOS11-03

たかはしやじゅうろう 1999長田／國貞作品目録099-18

たかはしやじゅうろう 2006TINIOS11-05

たてばのたへいじ 1999長田／國貞作品目録100-02

たてばのたへいじ 2006TINIOS11-02

ふくやさきち 1999長田／國貞作品目録100-03

ふくやさしち 2006TINIOS11-07

まちげいしゃおせん 1999長田／國貞作品目録100-04

まちげいしゃおせん 2006TINIOS11-04

やじゅうろうにょうぼう 1999長田／國貞作品目録100-01

やじゅうろうにょうぼう 2014太田記念美術館／国貞124

やじゅうろうにょうぼうさつき 2006TINIOS11-06

よごろうにょうぼうおよね 1999長田／國貞作品目録100-05

難読よごろう 2006TINIOS11-01

そえたけの... 2013花開く江戸の園芸260

なまぬるい… 1999長田／國貞作品目録066-05

なまぬるい… 2006JUM3-05文様史1.1

むしうり 1999長田／國貞作品目録066-07

わざおぎも… 1999長田／國貞作品目録066-06

わざおぎも… 2006JUM2-26文様史4.1

おうみのめいしょ 1999長田／國貞作品目録102-01

おうみのめいしょ　 2006JUM3-xx文様史4.2

きのくにめいしょ 2006JUM2-xx文様史y

きのくにめいしょ 2006JUM2-xx文様史y

せっつのくにめいしょ 1999長田／國貞作品目録102-03



せっつのくにめいしょ 2006JUM2-xx文様史y

せっつのくにめいしょ 2006JUM2-xx文様史y

みちのくめいしょ 1999長田／國貞作品目録102-04

みちのくめいしょ 2006JUM3-48文様史6.1+

みちのくめいしょ　 2006JUM2-xx文様史y

むさしめいしょ 1999長田／國貞作品目録102-02

けさごぜん 2006JUM2-xx文様史y

しまのせんざい 1999長田／國貞作品目録161-13

せいしょうなごん 2006JUM2-xx文様史y

難読 2016SCHAAP: KunisadaCheckList094（雁註）RS、確認5

無内題 2016JUM棚014-21-34

げいしゃおつま 1999長田／國貞作品目録006-09

2016SCHAAP: KunisadaCheckList092（雁註）RS、確認4

1 1999長田／國貞作品目録161-03

1 2016SCHAAP: KunisadaCheckList092

2 1999長田／國貞作品目録161-01

3 1999長田／國貞作品目録161-02

4 1999長田／國貞作品目録161-04

あぶまつ 1999長田／國貞作品目録200-16

あぶまつ 1999長田／國貞作品目録201-10

いなづま 1999長田／國貞作品目録201-02

たにかぜかじのすけ 1999長田／國貞作品目録201-01

いなづまらいごろう 1999長田／國貞作品目録202-01

2016SCHAAP: KunisadaCheckList008（雁註）RS、確認12枚

01 1999長田／國貞作品目録148-15

01 2006JUM2-xx文様史y

02 1999長田／國貞作品目録149-06

03 1998Krasnodar085

03 1999長田／國貞作品目録149-01

03 2006JUM2-xx文様史y

04 1999長田／國貞作品目録149-03

05 1999長田／國貞作品目録148-16

06 1999長田／國貞作品目録148-17

06 2016SCHAAP: Kunisada004

07 1998Krasnodar089

07 1999長田／國貞作品目録149-07

08 1999長田／國貞作品目録149-04

08 2006JUM2-xx文様史y

09 1998Krasnodar086

09 1999長田／國貞作品目録149-02

09 2006JUM2-30文様史5.1



10 1999長田／國貞作品目録148-14

10 2006JUM2-xx文様史y

11 1999長田／國貞作品目録149-05

11 2006JUM2-xx文様史y

きぬぎぬのらんしょう 2016SCHAAP: KunisadaCheckList042（雁註）RS、確認8枚

はっさくのぼせつ 2006JUM2-xx文様史y

まがきのせきしょう 1999長田／國貞作品目録149-08

まがきのせきしょう 2006JUM2-xx文様史y

れんじのよるのあめ 1999長田／國貞作品目録149-09

2016SCHAAP: KunisadaCheckList033（雁註）RS、確認7枚

あまごいこまち 1999長田／國貞作品目録191-13

あらいこまち 1999長田／國貞作品目録191-10

おうむこまち 2006JUM2-xx文様史y

おうむこまち 2016SCHAAP: Kunisada019

しみずこまち 1999長田／國貞作品目録191-12

せきでらこまち 1999長田／國貞作品目録191-09

せきでらこまち 2006JUM2-xx文様史y

そとばこまち 1999長田／國貞作品目録191-11

05 1999長田／國貞作品目録182-05

05 2006JUM2-xx文様史y

06 1999長田／國貞作品目録182-06

06 2006JUM2-xx文様史y

07 1999長田／國貞作品目録182-07

11 1999長田／國貞作品目録182-08

12 1999長田／國貞作品目録182-09

2016SCHAAP: KunisadaCheckList029（雁註）RS、確認12枚

2003町田市立／大武者絵展A125

無内題 1999長田／國貞作品目録164-13

… 1999長田／國貞作品目録041-02

あくしちべいかげきよ 1999長田／國貞作品目録040-15

くろう… 1999長田／國貞作品目録041-01

…ごろう 1999長田／國貞作品目録041-03

たいらのとももり 1999長田／國貞作品目録040-14

いわいとじゃく 2000平木／役者夏の富士78

いわいばいが 1999長田／國貞作品目録202-18

いわいばいが 2000平木／役者夏の富士81

おのえばいこう 1999長田／國貞作品目録202-19

おのえばいこう 2000平木／役者夏の富士79

せきかざん 1999長田／國貞作品目録202-17

せきかざん 2000平木／役者夏の富士80

ばんどうしゅうか 2000平木／役者夏の富士77



みますきかく 2000平木／役者夏の富士82

おおわだ 1999長田／國貞作品目録190-02

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM3-**文様史6.1

きせん 1999長田／國貞作品目録109-09

きせんほうし 1999長田／國貞作品目録116-10

…くろぬし 1999長田／國貞作品目録116-09

くろぬし 1999長田／國貞作品目録058-07

おとこだてかのこかんべい 1999長田／國貞作品目録102-13

おとこだてしぼりのきちべい 1999長田／國貞作品目録102-15

おとこだてしまのしちべい 1999長田／國貞作品目録102-16

おとこだてべんけいたざえもん1999長田／國貞作品目録102-14

かきのもとのひとまろ 1999長田／國貞作品目録135-09

あらしきつさぶろう 1999長田／國貞作品目録106-13（新藤）正月から九月下旬まで在坂（推測）。水裃にベロ藍を使った。

いちかわしんしゃ3 2006JUM4-15

いちかわもんのすけ3 2006千葉市美／追善浮世絵008

いちかわもんのすけ3 1999長田／國貞作品目録036-14

いわいはんしろう6 2006千葉市美／追善浮世絵016

いわいはんしろう6 1982JUM半四郎死絵帖24

いわいはんしろう6 2006JUM4-36

いわいはんしろう6 2006JUM4-22

いわいはんしろう6 1999長田／國貞作品目録039-03

いわいはんしろう6 2006JUM4-23

いわいはんしろう6 1982JUM半四郎死絵帖22

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録008-02

いわいはんしろう6 1982JUM半四郎死絵帖29

いわいはんしろう6 2006JUM4-35

いわいはんしろう 2006TINIOS24-E

いわいはんしろう6 2006JUM4-34

いわいはんしろう6 1982JUM半四郎死絵帖20

いわいはんしろう6 2006JUM4-25

いわいはんしろう6 1982JUM半四郎死絵帖21

いわいはんしろう6 2006JUM4-24

いわいはんしろう6 1999長田／國貞作品目録023-08

いわいはんしろう6 1999長田／國貞作品目録023-09

いわいはんしろう6 1982JUM半四郎死絵帖23

おのえきくごろう* 2006千葉市美／追善浮世絵019

おのえしょうろく 2006JUM4-10

さわむらそうじゅうろう4 1999長田／國貞作品目録127-05

さわむらたのすけ2 2006千葉市美／追善浮世絵006

さわむらたのすけ 1999長田／國貞作品目録035-13



せがわきくのじょう5 2006千葉市美／追善浮世絵012

せがわきくのじょう5 1999長田／國貞作品目録038-06

せがわきくのじょう… 2006FitzM31

せがわきくのじょう 1999長田／國貞作品目録095-03

せがわきくのじょう5 2006JUM4-19

せがわきくのじょう5 1999長田／國貞作品目録013-09

せがわきくのじょう 1999長田／國貞作品目録030-13

せがわきくのじょう 2006TINIOS18-C

せがわろこう… 2006JUM2-09文様史2.1

せがわきくのじょう5 1999原／歌舞伎の死絵132.03

せがわろこう 1999長田／國貞作品目録127-03

せきさんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録115-05

せきさんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録064-06

せきさんじゅうろう2 2006JUM4-40

せきさんじゅうろう2 2006JUM4-39

せきさんじゅうろう2 1999長田／國貞作品目録132-06

うたがわとよくに 2006JUM4-16

なかむらたますけ 1999長田／國貞作品目録049-03

なかむらたますけ 1999長田／國貞作品目録039-12

ばんどうみつごろう3 2006千葉市美／追善浮世絵011

ばんどうみつごろう3 2006千葉市美／追善浮世絵128

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録110-06

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録110-07

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録110-11

ばんどうみつごろう3 2006JUM4-18

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録013-04

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録030-10

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録130-19

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録130-20

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録130-21

まつもとこうしろう 1999長田／國貞作品目録039-10

まつもとこうしろう 1999長田／國貞作品目録114-03

まつもとこうしろう5 2006JUM4-37

まつもとこうしろう5 2006JUM4-38

やどなしだんしち 1999長田／國貞作品目録005-01

… 1999長田／國貞作品目録192-10

2016SCHAAP: KunisadaCheckList055（雁註）RS、確認8枚（雁註）内題、和歌、難読

むしでのおろく 2016JUM目録

やげんぼりふどうそん 2016SCHAAP: KunisadaCheckList032（雁註）RS、確認5枚

ふわばんざえもん 2016SCHAAP: Kunisada081

むさしぼうべんけい　おんぞうしうしわかまる2016SCHAAP: Kunisada153



さわむらたのすけ 2016JUM棚014-20-26

おにおうしんざえもん 1999長田／國貞作品目録203-05

くまがいじろうなおざね 1999長田／國貞作品目録046-05

これもりやすけ 1999長田／國貞作品目録046-03

とうふや 1999長田／國貞作品目録045-10

ほそかわかつもと 1999長田／國貞作品目録045-13

よしののおとめ 1999長田／國貞作品目録046-10

ましばひさよし 1999長田／國貞作品目録024-06

まつえ 1999長田／國貞作品目録024-08

やえ 1999長田／國貞作品目録025-01

… 1999長田／國貞作品目録108-14

… 1999長田／國貞作品目録109-01

1999長田／國貞作品目録116-12

… 1999長田／國貞作品目録201-16

… 1999長田／國貞作品目録201-17

天満屋おはつ（岩井紫若）桜川三孝（関...） 2016JUM目録

あきつかぜ 1999長田／國貞作品目録201-04

あきつしま… 1999長田／國貞作品目録108-15

あきつしまくにざえもん 1999長田／國貞作品目録114-05

あくげんたよしひら 1999長田／國貞作品目録108-11

あさひな 1999長田／國貞作品目録107-04

あずまのよしろう 1999長田／國貞作品目録110-12

あらうまきちごろう 1999長田／國貞作品目録201-09

いただき 1999長田／國貞作品目録201-05

いただきせいごろう 1999長田／國貞作品目録205-12

いながわまさのすけ 1999長田／國貞作品目録201-11

いわふじだいがくのすけ 1999長田／國貞作品目録109-03

おうぎやうちつかさ 1999長田／國貞作品目録189-03

おおいそのとら 1999長田／國貞作品目録112-11

おおもりひこしち 1999長田／國貞作品目録115-08

おおやたろうみつくに 1999長田／國貞作品目録113-02

かなめいししゅうた 1999長田／國貞作品目録201-18

くずのはひめ 1999長田／國貞作品目録110-03

くまがいれんしょうほうし 1999長田／國貞作品目録109-13

くもおいだけきりうえもん 1999長田／國貞作品目録201-14

げんぞう 1999長田／國貞作品目録116-11

こしのうみふくまつ 1999長田／國貞作品目録201-13

ごせっくしょさごと… 1999長田／國貞作品目録107-01

ことのは… 1999長田／國貞作品目録115-03

ごようぎくもうえもん 1999長田／國貞作品目録201-12

ごんた 1999長田／國貞作品目録109-14



しかん… 1999長田／國貞作品目録113-15

しろだゆう 1999長田／國貞作品目録111-14

じんつうりきくにきち 1999長田／國貞作品目録201-06

たけべげんぞう 1999長田／國貞作品目録110-04

…たろう 1999長田／國貞作品目録113-13

ちゅうろうおのえ 1999長田／國貞作品目録109-10

つぼねまさおか 1999長田／國貞作品目録112-12

つるぎやまたにうえもん 1999長田／國貞作品目録201-07

ななさとひめ 1999長田／國貞作品目録114-04

なわはりつなうえもん 1999長田／國貞作品目録201-03

はてめずらしい… 1999長田／國貞作品目録112-13

ふじやいざえもん 1999長田／國貞作品目録110-09

まちいしゃてらにしかんしん 1999長田／國貞作品目録107-03

まつおう 1999長田／國貞作品目録112-01

みつうろこりゅうはち 1999長田／國貞作品目録201-15

れんしょうほうし 1999長田／國貞作品目録116-06

けいせいおうしゅう 1999長田／國貞作品目録094-09

さくらひめ 1999長田／國貞作品目録094-10

たけべげんぞう 1999長田／國貞作品目録095-02

ちゅうろうおのえ 1999長田／國貞作品目録094-04

にょうぼうおその 1999長田／國貞作品目録093-06

せたのせきしょう 2006JUM2-xx文様史y

いとやむすめおいと 1999長田／國貞作品目録032-04

さえもんわたる 1999長田／國貞作品目録032-06

おにしきにょうぼうおつな 1999長田／國貞作品目録052-05

かげきよ 1999長田／國貞作品目録053-16

かんしょうじょう 2016SCHAAP: Kunisada072 （雁註）相丞→丞相

くずのは 1999長田／國貞作品目録051-06

じ… 1999長田／國貞作品目録055-11

そがごろうときむね 1999長田／國貞作品目録051-11

とももり 1999長田／國貞作品目録050-15

へいさくむすめおよね 1999長田／國貞作品目録055-05

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録053-14

むめおうまる 2016SCHAAP: Kunisada073

たまやしんべい 1999長田／國貞作品目録093-02

せたのせきしょう 1999長田／國貞作品目録161-08

やば… 1999長田／國貞作品目録161-09

いるかのいもうとたちばなひめ1999長田／國貞作品目録118-10

かんぺらもんべい 1999長田／國貞作品目録057-04

さがみごろう 1999長田／國貞作品目録056-12

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録202-16



げんくろうきつね 1999長田／國貞作品目録061-04

ぬのがたき 1999長田／國貞作品目録196-03

わしがはま 1999長田／國貞作品目録196-01

おうぎやうちすみのえたゆう 2016SCHAAP: Kunisada008

1999長田／國貞作品目録162-07

えんどうむしゃ 1999長田／國貞作品目録062-08

けいせいたかお 1999長田／國貞作品目録062-07

ささのさんごべい 1999長田／國貞作品目録063-02

あまこはるひさ 1999長田／國貞作品目録123-04

かがみいわ 1999長田／國貞作品目録202-07

ごしょのうらへいだゆう 1999長田／國貞作品目録202-06

ことうやまふみうえもん 1999長田／國貞作品目録202-04

こやなぎつねきち 1999長田／國貞作品目録202-05

すけのつぼね 1999長田／國貞作品目録121-05

すしやのおさと 1999長田／國貞作品目録121-11

ちゅうろうおのえ 1999長田／國貞作品目録122-12

ひおどし 1999長田／國貞作品目録202-03

いわみがたたけうえもん 1999長田／國貞作品目録196-12

かしわどむねごろう 1999長田／國貞作品目録197-04

くもはややまもりのすけ 1999長田／國貞作品目録196-11

くろくもたつごろう 1999長田／國貞作品目録196-14

こやなぎつねきち 1999長田／國貞作品目録196-13

しょうしょう 1999長田／國貞作品目録064-10

ひらいししちだゆう 1999長田／國貞作品目録197-03

みたてやまふじだゆう 1999長田／國貞作品目録197-02

ともえ 2016JUM棚014-21-03

かじわらげんたかげすえ 1999長田／國貞作品目録119-11

どものまたべい 1999長田／國貞作品目録119-13

あしかがよりかね 1999長田／國貞作品目録074-03

すけなり 1999長田／國貞作品目録073-07

とうふやさぶろうべい 1999長田／國貞作品目録074-05

くまがいじろうなおざね 2014太田記念美術館／国貞119

けいせいななあや 1999長田／國貞作品目録101-05

さとうとらのすけまさきよ 2016SCHAAP: Kunisada062

ぬれがみのおせき 1999長田／國貞作品目録098-06

ふくおかみつぎ 2016SCHAAP: Kunisada049

ましばひさよし 2016SCHAAP: Kunisada061

やっこのおまん 1999長田／國貞作品目録105-05

おとこのすけ 1999長田／國貞作品目録075-16

あさくさのせいらん 2016JUM棚014-18-10

うえののばんしょう 2016JUM棚014-18-05



ながさきためもといっしためわか2016JUM棚014-18-14

まっちやまのしゅうげつ 2016JUM棚014-18-07

むめわかのらくがん 2016JUM棚014-18-06

りょうごくのぼせつ 2016JUM棚014-18-08

欠 2016JUM棚014-18-04

欠 2016JUM棚014-18-09

やおやはんべい 1999長田／國貞作品目録083-04

あまつかぜくもうえもん 1999長田／國貞作品目録199-02

いづつやでんべい 1999長田／國貞作品目録092-07

やまじゅうたろう 1999長田／國貞作品目録092-02

あきつしま 2016JUM棚014-20-04

いしかわごうえもん 2016SCHAAP: Kunisada068

いちかわえびぞう 1999長田／國貞作品目録031-07

うじのちゃろく 1999長田／國貞作品目録027-05

こしょうきちさぶろう 2016JUM棚014-20-05

さとうよもしち 2016SCHAAP: Kunisada074

しろざけうりしんべい 1999長田／國貞作品目録027-02

しろだゆう 1999長田／國貞作品目録031-01

せがわきくのじょう 2016JUM棚014-20-27

せんざい 1999長田／國貞作品目録203-02

だいくろくざ 1999長田／國貞作品目録026-09

だいくろくざ 1999長田／國貞作品目録026-10

だいくろくざ 2016JUM棚014-20-07

だいりょうひさきち 2016JUM棚014-20-06

にんぎょうやこううえもん 1999長田／國貞作品目録031-05

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録031-11

やおやおしち 1999長田／國貞作品目録031-10

やおやおしち 2016JUM棚014-20-08

あいそめし... 2016JUM棚014-21-01-1

あらうれし... 2016JUM棚014-21-01-2

いしかわごうえもん 1999長田／國貞作品目録088-15

えどげいしゃぬれがみのおせき1999長田／國貞作品目録085-06

えみのおしかつ 1999長田／國貞作品目録083-12

おがたさぶろう 1999長田／國貞作品目録088-05

おしち 1999長田／國貞作品目録085-14

おしどりのせい 1999長田／國貞作品目録088-06

おのえきくごろう 1999長田／國貞作品目録089-04

おりつ 1999長田／國貞作品目録089-06

げいしゃこひな 1999長田／國貞作品目録087-01

このよにて... 2016JUM棚014-21-01-4

こばやしあさひな 1999長田／國貞作品目録085-05



こばやしあさひな 1999長田／國貞作品目録086-11

さとうただのぶ 1999長田／國貞作品目録089-11

しもべたにへい 1999長田／國貞作品目録084-12

しょうくろうにょうぼうおたか 1999長田／國貞作品目録084-11

たまものまえ 1999長田／國貞作品目録085-02

ちゅうろうおのえ 1999長田／國貞作品目録089-05

つきもと 1999長田／國貞作品目録086-08

どてのおろく 2016JUM棚014-21-28

とみさかえ... 2016JUM棚014-21-01-3

なかまちげいしゃ 1999長田／國貞作品目録085-04

やっこやだへい 1999長田／國貞作品目録084-15

うすいあらあろうさだみつ 1999長田／國貞作品目録083-07

やすまさ 1999長田／國貞作品目録083-05

かんしょうじょう 1999長田／國貞作品目録095-06

ぎょくらんじょ 1999長田／國貞作品目録095-09

くろいわ 1999長田／國貞作品目録199-11

ごしょのうら 1999長田／國貞作品目録199-05

ごようぎくもうえもん 1999長田／國貞作品目録199-10

さんしちにょうぼうおかぢ 1999長田／國貞作品目録095-14

せんだがわよしごろう 1999長田／國貞作品目録199-13

たつかみ　せんだがわ 1999長田／國貞作品目録199-06

わしがはま 1999長田／國貞作品目録199-12

わにいし　あいおい 1999長田／國貞作品目録199-04

無内題 2016SCHAAP: Kunisada154

あまつかぜくもうえもん 1999長田／國貞作品目録200-13

いなづま 1999長田／國貞作品目録200-05

いなづまらいごろう 1999長田／國貞作品目録200-08

こしのうみふくまつ 1999長田／國貞作品目録200-01

なわばりつなうえもん 1999長田／國貞作品目録200-04

ひおどしりきや 1999長田／國貞作品目録200-02

むさしのもんた 1999長田／國貞作品目録200-14

あらじしおとこのすけ 1999長田／國貞作品目録118-01

まさおかのつぼね 1999長田／國貞作品目録118-07

よいねのいざ 1999長田／國貞作品目録118-03

しゅんどうげんば 2016SCHAAP: Kunisada048

さわむらそうじゅうろう 2016JUM棚014-20-24

… 1999長田／國貞作品目録023-13

おさと 1999長田／國貞作品目録023-07

きぬがたたにぞう 1999長田／國貞作品目録023-11

さつまげんごべい 1999長田／國貞作品目録023-06

1999長田／國貞作品目録076-12



1999長田／國貞作品目録170-02

1999長田／國貞作品目録170-03

… 1999長田／國貞作品目録198-18

あぶまつみどりのすけ 1999長田／國貞作品目録198-08

いなづまらいごろう 1999長田／國貞作品目録198-07

おおやのたろう 1999長田／國貞作品目録080-01

こばやしあさひな 1999長田／國貞作品目録077-02

こむらさき 1999長田／國貞作品目録077-06

こやなぎ 1999長田／國貞作品目録205-09

こやなぎちょうきち 1999長田／國貞作品目録198-06

ごようきくもうえもん 1999長田／國貞作品目録198-17

ささきたんうえもん 1999長田／國貞作品目録079-05

しゅんどうしんしち 1999長田／國貞作品目録081-08

しらぬいだくうえもん 1999長田／國貞作品目録198-16

せきやのりんのすけ 1999長田／國貞作品目録198-12

ぞうがはなくらのすけ 1999長田／國貞作品目録198-09

そがごろうときむね 1999長田／國貞作品目録077-03

たけくまふみうえもん 1999長田／國貞作品目録198-10

ちちぶしげただ 1999長田／國貞作品目録079-06

とかいやぎんぺい 1999長田／國貞作品目録076-07

なるかみしょうにん 1999長田／國貞作品目録077-07

におのうみこたろう 1999長田／國貞作品目録198-15

にきだんじょう 1999長田／國貞作品目録077-04

にしょのせきぐんうえもん 1999長田／國貞作品目録198-11

やしお 1999長田／國貞作品目録081-05

ろくろくび… 1999長田／國貞作品目録080-04

わにいしぶんぞう 1999長田／國貞作品目録199-01

無内題 1999長田／國貞作品目録077-01

無内題 1999長田／國貞作品目録017-03

あぶまつ 1999長田／國貞作品目録197-14

いがみのごんた 1999長田／國貞作品目録070-16

いながわまさのすけ 1999長田／國貞作品目録198-04

かがみいわはまのすけ 1999長田／國貞作品目録197-16

がくのこさん 1999長田／國貞作品目録203-07

きくのやおまん 1999長田／國貞作品目録067-03

きみがたけすけさぶろう 1999長田／國貞作品目録197-05

くもはややま… 1999長田／國貞作品目録197-15

ごくいんせんうえもん 1999長田／國貞作品目録072-06

こひな 1999長田／國貞作品目録066-09

さとうひだのかみ… 2006FitzM23

さるまわしよじろう 1999長田／國貞作品目録068-05



しらぬいだくうえもん 1999長田／國貞作品目録198-01

だいふくやそうろく 1999長田／國貞作品目録069-12

ちねがわおとまつ 1999長田／國貞作品目録197-18

ちょうきちあねおせき 1999長田／國貞作品目録071-07

つるぎやまたにうえもん 1999長田／國貞作品目録198-03

なごやさんざ… 1999長田／國貞作品目録072-13

なみわたり… 1999長田／國貞作品目録197-17

ひでのやまらいごろう 1999長田／國貞作品目録198-02

いきゅう 1999長田／國貞作品目録075-04

おせき 1999長田／國貞作品目録075-14

くまがいじろう… 1999長田／國貞作品目録075-07

しろざけうり 1999長田／國貞作品目録075-03

せいげんほうし 1999長田／國貞作品目録073-04

たけちさまのすけ 1999長田／國貞作品目録075-08

ちゅうべい 1999長田／國貞作品目録074-13

3 1999長田／國貞作品目録020-08

うつぼざる 1999長田／國貞作品目録022-14

くろふねちょうのちゅううえもん1999長田／國貞作品目録020-12

こまちざくらのせい 1999長田／國貞作品目録022-11

てんのつぼね 1999長田／國貞作品目録020-09

… 1999長田／國貞作品目録125-03

1999長田／國貞作品目録131-03

1999長田／國貞作品目録131-11

1999長田／國貞作品目録133-02

幡ずい長兵衛（市川團十郎） 2016JUM目録

あきつしま 1999長田／國貞作品目録125-14

あさまさえもんてるゆき 1999長田／國貞作品目録132-02

いしやごんべい 1999長田／國貞作品目録128-07

いちかわさんじょう 1999長田／國貞作品目録129-18

さわむらたのすけ 2016JUM棚014-20-25

ものぐさたろう 1999長田／國貞作品目録039-16

… 1999長田／國貞作品目録048-13

…ちょうきち 2006FitzM09

たまやしんべい 1999長田／國貞作品目録072-12

… 1999長田／國貞作品目録019-05

無内題 1999長田／國貞作品目録181-12

無内題 1999長田／國貞作品目録181-14

無内題 1999長田／國貞作品目録181-16

無内題 1999長田／國貞作品目録181-17

無内題 1999長田／國貞作品目録181-13

無内題 1999長田／國貞作品目録181-15



あきつしまやく 1999長田／國貞作品目録074-01

あさがおせんぺい 1999長田／國貞作品目録132-17

あざみやせいべい 1999長田／國貞作品目録091-10

しらびょうししづか 1999長田／國貞作品目録128-19

きぶん 1999長田／國貞作品目録039-13

おびやちょううえもん 1999長田／國貞作品目録077-05

無内題 1999長田／國貞作品目録178-08

どてのおろく 1999長田／國貞作品目録042-02

いおはたゆうこん 1999長田／國貞作品目録133-04

こうらいやげなん 1999長田／國貞作品目録131-14

いしやごんべい 1999長田／國貞作品目録020-06

おのえまつすけ 1999長田／國貞作品目録127-09

みくにこじょろう 1999長田／國貞作品目録036-07

いちかわだんじゅうろう7 1999長田／國貞作品目録130-02

… 1999長田／國貞作品目録040-05

… 1999長田／國貞作品目録028-07

いちかわだんじゅう7 1999長田／國貞作品目録133-10

くまがいじろうなおざね 1999長田／國貞作品目録037-03

こうりきみょうほう 1999長田／國貞作品目録126-12

おおともくろぬし 1999長田／國貞作品目録132-07

無内題 1999長田／國貞作品目録160-13

いのすけ 1999長田／國貞作品目録054-02

いまいしろう 1999長田／國貞作品目録042-01

さかやむすめおみわ 1999長田／國貞作品目録079-12

さだたか 1999長田／國貞作品目録082-02

ほんちょうつなごろう 1999長田／國貞作品目録020-10

ふなばしじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録130-13

… 1999長田／國貞作品目録013-03

… 1999長田／國貞作品目録119-06

… 1999長田／國貞作品目録080-11

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録126-07

おんなきんおとこすい 1998Krasnodar077

げいしゃこはる 1999長田／國貞作品目録010-03

ういろううり 1999長田／國貞作品目録127-18

こなやのまごうえもん 1999長田／國貞作品目録057-02

無内題 1999長田／國貞作品目録020-03

まむしのじへい 2014太田記念美術館／国貞125

あすかやま 1996静嘉堂／國貞094/60

ごひゃくらかんじ 1996静嘉堂／國貞093/60

みめぐり 1996静嘉堂／國貞097/61

つぼねいわふじ 1999長田／國貞作品目録113-07



わたしもりだいすけ 1999長田／國貞作品目録093-04

がくのこさん 1999長田／國貞作品目録075-05

なかまちげいしゃよねきち 1999長田／國貞作品目録044-04

にほんばしのせきしょう 1999長田／國貞作品目録144-08

まっちやまのしゅうげつ 1999長田／國貞作品目録144-09

むめわかのらくがん 1999長田／國貞作品目録144-10

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録035-07

えびなげんぱち 1999長田／國貞作品目録035-14

うえもんのかみ… 1999長田／國貞作品目録204-03

おいという… 1999長田／國貞作品目録136-06

無内題 1999長田／國貞作品目録160-12

しんどうとくじろう 1999長田／國貞作品目録039-08

ろうじょいわて 1999長田／國貞作品目録126-13

はぎのややえぎり 1999長田／國貞作品目録037-09

たばこやげんしち 1999長田／國貞作品目録111-10

たばこ…げんしち 1999長田／國貞作品目録059-02

けいせいやえぎり 1999長田／國貞作品目録119-14

おおいそのとら 1999長田／國貞作品目録017-11

無内題 1999長田／國貞作品目録150-16

おおもりひこしち 1999長田／國貞作品目録049-05

おおもりひこしち 2003町田市立／大武者絵展A112

おおもりひこしち 1999長田／國貞作品目録094-06

無内題 1999長田／國貞作品目録134-01

おそで 2006FitzM06

やまがやせいべい 1999長田／國貞作品目録107-11

あぶらやおそめ 1999長田／國貞作品目録075-01

おとこぶり… 1999長田／國貞作品目録193-02

らくだわらやまたたろう 1999長田／國貞作品目録020-04

しろうじろうもとのぶ 1999長田／國貞作品目録013-10

… 1999長田／國貞作品目録039-15

…おうじ 1999長田／國貞作品目録104-05

… 1999長田／國貞作品目録088-14

… 1999長田／國貞作品目録047-07

無内題 1999長田／國貞作品目録057-03

よじろうべい 1999長田／國貞作品目録029-10

おらんのかた 1999長田／國貞作品目録104-06

… 1999長田／國貞作品目録187-16

いっちゅう 1999長田／國貞作品目録187-12

おいわけぶし 1999長田／國貞作品目録187-09

おいわけぶし 2016SCHAAP: KunisadaCheckList031（雁註）RS、確認6枚

おおざつま 1999長田／國貞作品目録187-07



きよもと 1999長田／國貞作品目録187-15

しんない 1999長田／國貞作品目録187-14

ときわづ 1999長田／國貞作品目録187-11

なげぶし 1999長田／國貞作品目録187-13

にあがり 1999長田／國貞作品目録187-08

ほんちょうし 1999長田／國貞作品目録187-10

1982JUM和傘調査1994/077雪中藤蜘蛛かがり付蛇の目傘

無内題 1999長田／國貞作品目録191-03

おんなぬすっと 1999長田／國貞作品目録095-10

かいどうまる 1999長田／國貞作品目録055-12

やごへいむすめおさよ 1999長田／國貞作品目録009-01

うつしえむすめ 2006TINIOS02-02

さいぎょうほうし 2006TINIOS02-01

… 2006TINIOS18-14

… 2006TINIOS18-15

… 2006TINIOS18-20

… 2006TINIOS18-21

… 2006TINIOS18-22

… 2006TINIOS18-36

… 2006TINIOS18-41

あさがおせんぺい 2006TINIOS18-04

あしかがよりかね 2006TINIOS18-37

いしかわ… 2006TINIOS18-29

うらべすけたけ 2006TINIOS18-03

うらべのすえたけ 2006TINIOS18-06

おおとものくろぬし 2006TINIOS18-27

おすぎ 2006TINIOS18-44

おにがたけ 2006TINIOS18-01

おひやり… 2006TINIOS18-26

おひゃりこでんべい 2006TINIOS18-28

おまつりさしち 2006TINIOS18-33

がくのこさん 2006TINIOS18-32

かじわらへいぞう 2006TINIOS18-02

かみなりしょうくろう 2006TINIOS18-08

かりがねぶんしち 2006TINIOS18-16

かるかやどうしん 2006TINIOS18-38

きんべい 2006TINIOS18-43

げいしゃこいと 2006TINIOS18-19

ごくいんせんざえもん 2006TINIOS18-12

さとうひだのかみまさきよ 2006TINIOS18-11

しゃじん… 2006TINIOS18-25



じゅっち 2006TINIOS18-13

しゅめきんご… 2006TINIOS18-34

しらいごんぱち 2006TINIOS18-42

しらふじげんた 2006TINIOS18-05

…たまき 2006TINIOS18-30

ちゅうろうおのえ 2006TINIOS18-35

ちょんがれおみち 2006TINIOS18-40

とねりさくらまる 2006TINIOS18-24

なごやさんざ 2006TINIOS18-07

にきだんじょう 2006TINIOS18-23

はなぞの 2006TINIOS18-09

ばんずいいんちょうべい 2006TINIOS18-10

ほていいちざえもん 2006TINIOS18-31

まつおうにょうぼうちよ 2006TINIOS18-39

みうらのすけ… 2006TINIOS18-17

やまてのおろく 2006TINIOS18-18

あしかがよりかね　けいせいたかお2006TINIOS03-05

あぶらやおそめ　でっちひさまつ2006TINIOS03-04

うきよがわ…　おかぎ 2006TINIOS03-03

きよまさ　さぎむすめ 2006TINIOS03-01

けいせいしょうがつ　いさみあきんど2006TINIOS03-02

あわずのおろく 1999長田／國貞作品目録080-05

かごがわひょうすけ 1999長田／國貞作品目録054-01

ちょううえもん 1999長田／國貞作品目録105-10

とみおかやそうろく 1999長田／國貞作品目録085-13

といやにんそくまごしち 1999長田／國貞作品目録050-13

まごしちにょうぼうおよね 1999長田／國貞作品目録050-12

かつらのすけ 1999長田／國貞作品目録037-11

かこがわほんぞう 1999長田／國貞作品目録044-10

おのさだくろう 1999長田／國貞作品目録113-08

となせ 1999長田／國貞作品目録112-06

あまがわやぎへい 1999長田／國貞作品目録093-10

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録032-14

はやのかんぺい 1999長田／國貞作品目録063-05

かこがわほんぞう 1999長田／國貞作品目録014-05

おかる 1999長田／國貞作品目録028-12

おのさだくろう 1999長田／國貞作品目録088-03

しかまたくべい 1999長田／國貞作品目録096-06

ゆらのすけいもうとおだい 1999長田／國貞作品目録097-01

1999長田／國貞作品目録130-09

かおよ 1999長田／國貞作品目録126-02



いわながだんじょう 1999長田／國貞作品目録047-17

ささきたかつな 1999長田／國貞作品目録048-15

かみなりしょうくろう 1999長田／國貞作品目録072-05

1999長田／國貞作品目録194-02

あさひなとうべい 1999長田／國貞作品目録043-05

かわづ　またの　あかざわやま　すもうのづ2003町田市立／大武者絵展A114

かんしょうじょう 2006FitzM25

かんしょうじょう 2006FitzM26

かんしょうじょう 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷089

無内題 1999長田／國貞作品目録194-12

このしたとうきち 1999長田／國貞作品目録034-16

無内題 1999長田／國貞作品目録193-16

…はんしち 1999長田／國貞作品目録129-16

無内題 1999長田／國貞作品目録194-05

だんじょうさえもんなおのり 1999長田／國貞作品目録074-12

きねかわようえもん 1999長田／國貞作品目録104-07

ときわやおたみ 1999長田／國貞作品目録035-09

まるがめやうちよようら 1999長田／國貞作品目録154-01

ひさきまんじやうちかめ 1999長田／國貞作品目録148-02

えびやうちえがわ 1999長田／國貞作品目録205-08

いやたまうち 1999長田／國貞作品目録144-11

かどえびやうちこうせん 1999長田／國貞作品目録138-05

かどえびやうちさくらみやこ 1999長田／國貞作品目録138-06

かどえびやうちそめのすけ 1999長田／國貞作品目録138-03

かなやまやうちこさん 1999長田／國貞作品目録170-01

無内題 1999長田／國貞作品目録130-01

きんとき 1999長田／國貞作品目録094-07

やばんいつつはんべい 1999長田／國貞作品目録041-11

こんじんちょうごろう 1999長田／國貞作品目録034-17

くずのうらみきつね 2006FitzM16

1929飯塚／歌舞伎細見0139

くまがいつまさがみ 2014太田記念美術館／国貞123

いしやむすめおくみ 1999長田／國貞作品目録036-10

そうえきむすめおさい 1999長田／國貞作品目録131-09

1999長田／國貞作品目録194-03

げいしゃこうめ 1999長田／國貞作品目録124-05

げいしゃきみきち 1999長田／國貞作品目録083-01

無内題 1999長田／國貞作品目録174-13

げいしゃこひな 1999長田／國貞作品目録014-12

かめやちゅうべい 1999長田／國貞作品目録126-15

うきよまたべい 1999長田／國貞作品目録115-13



けいせいやえぎり 2006JUM3-22文様史3.1

げいしゃこいと 2006JUM3-xx文様史7.1

うちわうりおさわ 1999長田／國貞作品目録046-11

ときむね 1999長田／國貞作品目録116-05

さぎさかさない 1999長田／國貞作品目録056-13

もうりやよいのすけ 1999長田／國貞作品目録008-05

いわいはんしろう　いわいしじゃく1999長田／國貞作品目録012-04

…こうぞう 1999長田／國貞作品目録083-09

かげきよ 1999長田／國貞作品目録129-13

こざｒのひよし 2006FitzM18

こしもとおかる 2006FitzM03

こしょうきちざ 1999長田／國貞作品目録128-11

まわしやすけ 1999長田／國貞作品目録043-09

やわただいみょう 1999長田／國貞作品目録035-02

無内題 1999長田／國貞作品目録134-02

無内題 1999長田／國貞作品目録015-15

わたなべのつまはるさめ 1999長田／國貞作品目録011-12

そがはこおうまるときむね 1999長田／國貞作品目録204-01

やっこあらごと…ごろうときむね1999長田／國貞作品目録082-05

ごろうはち 1999長田／國貞作品目録204-02

こんからどうさんけい 1999長田／國貞作品目録072-03

さかたきんとき 2003町田市立／大武者絵展A113

おはつ 1999長田／國貞作品目録038-07

おどりこおやま 1999長田／國貞作品目録039-06

いわふじぼうこん 1999長田／國貞作品目録127-01

よしだしもべぐんすけ 1999長田／國貞作品目録124-14

かまくらごんごろう 2006TINIOS19-01

くまがいなおざね 2006TINIOS19-05

さいとう…さねもり 2006TINIOS19-02

さくらやおまん 2006TINIOS19-03

ふじわらしへい 2006TINIOS19-04

きちれいしばらくいちかわえびぞう2014太田記念美術館／国貞169

ごだいりきさくらやおまん 2014太田記念美術館／国貞168

せんしゃもうでしらひげ 2014太田記念美術館／国貞166

せんしゃもうですさきべんざいてん2014太田記念美術館／国貞167

さわいまたごろう 1999長田／國貞作品目録099-17

さわいまたごろう 2006FitzM07

そのうのかた 1999長田／國貞作品目録203-01

1999長田／國貞作品目録128-03

… 1999長田／國貞作品目録114-01

… 1999長田／國貞作品目録074-06



しもべとらぞう 1999長田／國貞作品目録016-01

ちょううえもん 1999長田／國貞作品目録012-06

無内題 1999長田／國貞作品目録161-12

無内題 1999長田／國貞作品目録204-11

かさね 1999長田／國貞作品目録046-12

しずのかた 2006FitzM19

かつらぎやまじょろうぐものせい1999長田／國貞作品目録048-16

ろくじゅうろく…かげきよ 1999長田／國貞作品目録050-01

ときむね 1999長田／國貞作品目録125-08

1 1999長田／國貞作品目録194-13

7 1999長田／國貞作品目録194-14

うづきのづ 1999長田／國貞作品目録147-01

ひかげ 1999長田／國貞作品目録147-02

やよいのづ 1999長田／國貞作品目録146-16

無内題 1999長田／國貞作品目録134-03

いもせのかどまつ 1999長田／國貞作品目録144-20（雁註）染模様妹背門松

いもせのかどまつ 2003OperaCity-078

いもせのかどまつ 2016JUM棚014-19-02

うらみのさめざや 1999長田／國貞作品目録144-18（雁註）櫻鍔恨鮫鞘（うらみのさめざや）

うらみのさめざや 2016JUM棚014-19-03

うらみのさめざや　 2003OperaCity-075

おんなまいつるぎのもみじ 1999長田／國貞作品目録144-12（雁註）女舞劔紅葉（おんなまいつるぎのもみじ）

おんなまいつるぎのもみじ 2003OperaCity-073

おんなまいつるぎのもみじ 2016JUM棚014-19-05

かさねいづつ 1999長田／國貞作品目録144-15（雁註）重井筒（かさねいづつ）

かさねいづつ 2003OperaCity-074

かさねいづつ 2006JUM3-xx文様史5.4

けいせいこいびきゃく 1999長田／國貞作品目録144-16（雁註）傾城恋飛脚（けいせいこいびきゃく）。近松浄瑠璃は冥途の飛脚。

けいせいこいびきゃく 2003OperaCity-071

けいせいこいびきゃく 2006JUM2-05文様史1.2

けいせいこいびきゃく 2006JUM2-xx文様史y

けいせいこいびきゃく 2006JUM2-xx文様史y

けいせいこいびきゃく 2014太田記念美術館／国貞141

けいせいこいびきゃく 2016JUM棚014-19-07

せいすいき 1999長田／國貞作品目録144-19（雁註）ひらかな盛衰記（せいすいき）

せいすいき 2003OperaCity-069

せいすいき 2016JUM棚014-19-09

せいすいき 2016SCHAAP: KunisadaCheckList076（雁註）RS、確認10

ぞうほてんのあみじま 1999長田／國貞作品目録144-14（雁註）増補天網島（ぞうほてんのあみじま）

ぞうほてんのあみじま 2003OperaCity-072

ぞうほてんのあみじま 2007SK/kuni008



ぞうほてんのあみじま 2016JUM棚014-19-06

ちかごろかわらのたてひき 1999長田／國貞作品目録144-17（雁註）近頃河原達引（ちかごろかわらのたてひき）。猿回し。

ちかごろかわらのたてひき 2003OperaCity-070

ちかごろかわらのたてひき 2016JUM棚014-19-08

めぐろひよくつか 1999長田／國貞作品目録145-01（雁註）驪山比翼塚（めぐろひよくづか）、小紫権八。

めぐろひよくつか 2014太田記念美術館／国貞142

めぐろひよくづか 2003OperaCity-068

めぐろひよくづか 2016JUM棚014-19-10

よいごうしん 1999長田／國貞作品目録144-13（雁註）宵庚申（よいごうしん）

よいごうしん 2003OperaCity-067

よいごうしん 2006JUM2-xx文様史y

よいごうしん 2016JUM棚014-19-11

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録041-13

しらびょうし 1999長田／國貞作品目録080-10

じんぐうこうごう 1999長田／國貞作品目録007-06

みくのそのきち 1999長田／國貞作品目録045-02

ゆらひょうごのすけ 1999長田／國貞作品目録130-11

さくらまる 1999長田／國貞作品目録010-12

かんしょうじょう 1999長田／國貞作品目録007-03

たけべげんぞう 1999長田／國貞作品目録125-11

無内題 1999長田／國貞作品目録193-01

はなかわどのすけろく 1999長田／國貞作品目録084-01

すけろく 1999長田／國貞作品目録018-04

すけろく 1999長田／國貞作品目録018-05

しろざけうりしんきち 1999長田／國貞作品目録125-06

せいげんに 1999長田／國貞作品目録010-02

やっこぐんすけ 1999長田／國貞作品目録127-07

あらいわかめのすけ 1999長田／國貞作品目録202-12

あらうまきちごろう 1999長田／國貞作品目録202-14

うんしゅうこまつやま… 1999長田／國貞作品目録202-11

おいらん 1999長田／國貞作品目録193-05

ことうやまふみうえもん 1999長田／國貞作品目録202-10

たまがはしたにごろう 1999長田／國貞作品目録202-13

ひろのうみとみごろう 1999長田／國貞作品目録196-07

にしきたつたうえもん 1999長田／國貞作品目録196-09

わにいしふみぞう 1999長田／國貞作品目録196-10

しだしのいさみ 1999長田／國貞作品目録007-12

… 1999長田／國貞作品目録133-17

せがわきくのじょう 1999長田／國貞作品目録126-06

せがわきくのじょう 1999長田／國貞作品目録089-14

… 1999長田／國貞作品目録048-14



あきつしま 1999長田／國貞作品目録043-02

せきべい 1999長田／國貞作品目録073-13

せのお 1999長田／國貞作品目録124-06

えどしんよしわら 1998Krasnodar079

おおさかしんまち　あいけん　1998Krasnodar069

きょうしまばら　 1998Krasnodar067

きぬがわたにぞう 1999長田／國貞作品目録042-03

無内題 1999長田／國貞作品目録193-15

無内題 1999長田／國貞作品目録189-05

しずか 1999長田／國貞作品目録040-12

ただのぶ 1999長田／國貞作品目録040-13

きつねただのぶ 1999長田／國貞作品目録129-07

さとうただのぶ 1999長田／國貞作品目録129-06

しづか 1999長田／國貞作品目録129-05

こひな 1999長田／國貞作品目録127-11

にょうぼうおとき 1999長田／國貞作品目録131-15

わだそくじょまいづる 1999長田／國貞作品目録126-08

かじわらげんたかげたか 1999長田／國貞作品目録049-02

しょうしょう 1999長田／國貞作品目録049-01

あまごいこまち 1999長田／國貞作品目録034-14

えぐちのきみ 1999長田／國貞作品目録034-13

ぼたんのしゃっきょう 1999長田／國貞作品目録034-12

ゆうがたかみなり 1999長田／國貞作品目録034-15

けいせいかぐやま 1999長田／國貞作品目録036-03

たんぜんおとこうきよのすけ 1999長田／國貞作品目録036-02

どざえもんでんきち 1999長田／國貞作品目録132-05

やおやおしち 1999長田／國貞作品目録132-04

おてる 1999長田／國貞作品目録035-08

がんてつぼう 1999長田／國貞作品目録019-13

ちょうせいでん... 2014太田記念美術館／国貞046

たまやしんべい 1999長田／國貞作品目録010-08

たけやぢへい 1999長田／國貞作品目録131-05

まさごじ 1999長田／國貞作品目録203-03

とうふやむすめかさね 1999長田／國貞作品目録036-06

とうふやさぶろうべい 1999長田／國貞作品目録041-09

さぶろうべい 1999長田／國貞作品目録050-02

むつうらよりかね 1999長田／國貞作品目録047-18

かさね 1999長田／國貞作品目録048-01

なぞときしんゆき… 1999長田／國貞作品目録048-02

たかあきしんのう 1999長田／國貞作品目録013-08

やすまさつまはしだて 1999長田／國貞作品目録081-14



たわらとうだひでさと 1999長田／國貞作品目録064-03

たわらとうだひでさと 2003町田市立／大武者絵展A124

… 1999長田／國貞作品目録173-14

… 1999長田／國貞作品目録173-16

おんな… 1996静嘉堂／國貞082/56

無内題 1999長田／國貞作品目録173-15

…かげきよ 1999長田／國貞作品目録058-08

あこや 1999長田／國貞作品目録126-01

いわながさえもん 1999長田／國貞作品目録131-01

なかいしろふじおげん 1999長田／國貞作品目録043-01

すえたけ 1999長田／國貞作品目録032-05

ちどりのかんじゃ 1999長田／國貞作品目録065-14

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録082-06

げいしゃおつま 1999長田／國貞作品目録036-11

げいしゃおつま 1999長田／國貞作品目録098-04

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録015-04

おおぼしゆらのすけ 2006TINIOS05-02

おかる 1999長田／國貞作品目録015-05

おかる 2006TINIOS05-07

おのさだくろう 1999長田／國貞作品目録015-07

おのさだくろう 2006TINIOS05-04

かこがわほんぞう 2006TINIOS05-01

げいしゃぬれぎぬおせき 2006TINIOS05-03

こめかみのやぞう 1999長田／國貞作品目録015-17

はやのかんぺい 1999長田／國貞作品目録015-06

はやのかんぺい 2006TINIOS05-06

ほんぞう 1999長田／國貞作品目録015-08

ほんぞうにょうぼうとなせ 2006TINIOS05-05

ぎへい 1999長田／國貞作品目録035-04

おかる 1999長田／國貞作品目録047-13

となせ 1999長田／國貞作品目録047-14

はやのかんぺい 1999長田／國貞作品目録042-07

おのくだゆう 1999長田／國貞作品目録061-06

おのさだくろう 1999長田／國貞作品目録061-05

ゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録061-07

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録007-07

あまがわやぎへい 1999長田／國貞作品目録063-04

はやのかんぺい 1999長田／國貞作品目録119-07

やっこまるすけ 1999長田／國貞作品目録007-04

おその 1999長田／國貞作品目録126-04

ぎへい 1999長田／國貞作品目録124-10



にょうぼうおその 1999長田／國貞作品目録126-03

やさくにょうぼうおかや 1999長田／國貞作品目録031-09

はんがんだい 1999長田／國貞作品目録048-08

わかゆのづ 1999長田／國貞作品目録020-05

うめのよしべい 1999長田／國貞作品目録011-15

つじぎみ 1999長田／國貞作品目録193-04

くらおかたけうえもん 1999長田／國貞作品目録052-11

てんじくとくべい 1999長田／國貞作品目録040-02

けいせいとおやま 1999長田／國貞作品目録045-11

おはつ　さんこう 1982JUM

おいわしりょう 1999長田／國貞作品目録045-09

たみやいうえもん 1999長田／國貞作品目録110-02

こまものやよしち 1999長田／國貞作品目録056-03

とうはちごもん 1999長田／國貞作品目録055-13

ほとけこへい 1999長田／國貞作品目録087-02

おいわ 1999長田／國貞作品目録130-15

しらびょうし 1999長田／國貞作品目録129-19

おおいそのとら 1999長田／國貞作品目録081-13

ふじたろうつまさくらこ 1999長田／國貞作品目録050-04

はっけんでんほりゅうかくのば1999長田／國貞作品目録126-11

とびのものさんのすけ 1999長田／國貞作品目録014-02

たまやしんべい 1999長田／國貞作品目録023-10

ともえごぜん 1999長田／國貞作品目録094-13

なかむらしかん4 1999長田／國貞作品目録133-16

なごやさんざ 2006FitzM10

だんしちくろうべい 1999長田／國貞作品目録034-03

03　04 1999長田／國貞作品目録047-15

ちょうふちょうきち 1999長田／國貞作品目録008-06

さいとうべっとうさねもり 1999長田／國貞作品目録120-04

ちょうきち 1999長田／國貞作品目録127-20

ふどうみょうおう 1999長田／國貞作品目録125-10

あめうりしん 1999長田／國貞作品目録041-10

無内題 1999長田／國貞作品目録194-07

無内題 1999長田／國貞作品目録060-05

やまばやしのかくはち 1999長田／國貞作品目録009-09

つぼねいわふじ 1999長田／國貞作品目録039-02

げいしゃおしゅん 1999長田／國貞作品目録126-05

ながさきためもといっしためわか1999長田／國貞作品目録010-05

はやえだ 1999長田／國貞作品目録104-11

… 1999長田／國貞作品目録176-03

どものまたべい 1999長田／國貞作品目録032-03



… 1999長田／國貞作品目録020-07

… 1999長田／國貞作品目録124-02

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録130-05

しんぞうとおやま 1999長田／國貞作品目録040-07

無内題 1999長田／國貞作品目録149-11

ゆらみんぶのすけ… 1999長田／國貞作品目録107-12

しゅんかん 1999長田／國貞作品目録033-01

すいちゅうのじ 1999長田／國貞作品目録123-01

しろざけうり 1999長田／國貞作品目録110-14

ときむね 1999長田／國貞作品目録052-01

ふじがわげんご 1999長田／國貞作品目録107-08

ふせひめ 1999長田／國貞作品目録046-01

じろうざ 1999長田／國貞作品目録037-08

じろうざ 1999長田／國貞作品目録125-13

そがのごろうときむね 1999長田／國貞作品目録080-08

だいこくまいおときち 1999長田／國貞作品目録116-03

だいこくまいさんぞう 1999長田／國貞作品目録116-04

くろふねちょうのちゅううえもん1999長田／國貞作品目録064-09

無内題 1999長田／國貞作品目録174-14

ふわばんざえもん 2006FitzM11

むさしぼうべんけい 1999長田／國貞作品目録125-01

1999長田／國貞作品目録014-01

しゅんどうじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録043-03

ちゅうろうおのえ 1999長田／國貞作品目録043-11

つぼねいわふじ 1999長田／國貞作品目録043-10

…みゆき 1999長田／國貞作品目録048-09

たけだかつより 1999長田／國貞作品目録039-09

やえがきひめ 1999長田／國貞作品目録039-04

さいとうどうざん 1999長田／國貞作品目録016-10

無内題 1999長田／國貞作品目録161-05

かいらいし 1999長田／國貞作品目録027-09

まつおうまる 2006FitzM27

おのえたみぞう… 1999長田／國貞作品目録040-03

まつわかまる 1999長田／國貞作品目録034-01

たんすけ 1999長田／國貞作品目録028-10

みたてやつはし 1999長田／國貞作品目録015-16

いちかわさんえん 1999長田／國貞作品目録050-07

いちかわはくえん 1999長田／國貞作品目録050-06

いちむらかきつ 1999長田／國貞作品目録050-08

さわむらとっしょう 1999長田／國貞作品目録050-05

いちむらかきつ 1999長田／國貞作品目録132-16



しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録045-01

… 1999長田／國貞作品目録038-03

… 1999長田／國貞作品目録031-12

むかんたゆうあつもり 1999長田／國貞作品目録010-07

無内題 1999長田／國貞作品目録192-09

うめのかた 1999長田／國貞作品目録124-03

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録096-11

うめのよしべい 2006FitzM08

あこや 1999長田／國貞作品目録166-03

めいげつに 1999長田／國貞作品目録104-04

えのしま 2000平木／役者夏の富士74

たんばやもりぞう 1999長田／國貞作品目録086-05

めにあおば 1998Krasnodar094

みょうしょうかえるじょ 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷072

あずまのよしろう 1999長田／國貞作品目録079-03

… 1999長田／國貞作品目録012-07

ものぐさたろう 1999長田／國貞作品目録118-08

そがごろうときむね 1999長田／國貞作品目録041-05

はざわだんじょうなおのり 1999長田／國貞作品目録041-04

1999長田／國貞作品目録037-06

もりひめ 2006FitzM20

おうみことうた 1999長田／國貞作品目録085-09

げいしゃこいと 2006JUM2-03文様史0.1+

うらべのすえたけ 2014太田記念美術館／国貞127

げいしゃこいと 2014太田記念美術館／国貞128

えこういんかいちょう 1999長田／國貞作品目録017-07

はやしやじょうせき 1999長田／國貞作品目録017-06

ひがしづめ… 1999長田／國貞作品目録017-09

ひろこうじ 1999長田／國貞作品目録017-04

もとやなぎばし 1999長田／國貞作品目録017-10

やなぎばし 1999長田／國貞作品目録017-08

りょうごくばし 1999長田／國貞作品目録017-05

こざるのひよし 2006TINIOS06-02

しづのかた 2006TINIOS06-03

もりひめ 2006TINIOS06-04

やっこやだへい 2006TINIOS06-01

てんまやおはつ 2006TINIOS25-03

なごやさんざ 2006TINIOS25-05

ばんずいいんちょうべい 2006TINIOS25-04

ひらのやとくべい 2006TINIOS25-02

ふわばんざえもん 2006TINIOS25-01



うめおうまる 2006TINIOS15-03

うめおうまる 2006TINIOS24-01

うめおうまる 2006TINIOS24-02

かんしょうじょう 2006TINIOS15-02

かんしょうじょう 2006TINIOS24-04

まつおうまる 2006TINIOS15-01

まつおうまる 2006TINIOS24-03

あべさだとう 2006TINIOS26-03

あべのむねとう 2006TINIOS26-01

…おかじ 2006TINIOS26-02

なりたごんごろう 2006TINIOS24-D

あげまきのすけろく 2006TINIOS07-08

いわいはんしろう 2006TINIOS07-A

おだはるなが 2006TINIOS07-04

かたなやはんしち 2006TINIOS07-10

かたなやむすめおはな 2006TINIOS07-06

がんてつぼうゆうこん 2006TINIOS07-01

くまがいじろうなおざね 2006TINIOS07-11

けいせいかつらぎ 2006TINIOS08-08

このしたとうきち 2006TINIOS07-03

さわいまたごろう 2006TINIOS08-04

しらいごんぱち 2006TINIOS07-12

しんべい 2006TINIOS07-16

すみだがわ… 2006TINIOS07-02

なごやさんざ 2006TINIOS08-06

はやのかんぺい 2006TINIOS07-15

ばんずいいんちょうべい 2006TINIOS07-07

ばんずいいんちょうべい 2006TINIOS08-03

ひげのいきゅう 2006TINIOS07-09

ひらいごんぱち 2006TINIOS08-05

ふわばんざえもん… 2006TINIOS08-02

みうらやあげまき 2006TINIOS07-13

みなもとのよりまさ 2006TINIOS08-01

やっこはちなり 2006TINIOS08-07

ゆきひめ 2006TINIOS07-05

わあしもりみやこどりのおしづ2006TINIOS07-14

あきつがわにょうぼう 2006TINIOS12-04

あきつしま 2006TINIOS12-02

あべのやすな 2006TINIOS16a-03

いしかわごうえもん 2006TINIOS12-08

うめのよしべい 2006TINIOS27-01



おそで 2006TINIOS16a-02

かじわらかげたか 2006TINIOS28-03

くずのうらみきつね 2006TINIOS16a-05

くまがいじろうなおざね 2006TINIOS16a-01

げんたかげすえ 2006TINIOS28-01

こしもとちどり 2006TINIOS28-02

こしょうきちさぶろう 2006TINIOS12-07

ささきにざえもん 2006TINIOS16a-06

さとうよもしち 2006TINIOS16a-07

さわいまたごろう 2006TINIOS16a-04

だいくろくさぶろう 2006TINIOS12-10

たばこやげんしち 2006TINIOS12-03

たまやしんべい 2006TINIOS12-01

たまやのおえん 2006TINIOS12-05

でっちちょうきち 2006TINIOS27-02

どざえもんでんきち 2006TINIOS12-09

はぎのややえぎり 2006TINIOS12-11

ましばひさよし 2006TINIOS12-13

まんじややつはち 2006TINIOS16a-08

みくにやこじょろう 2006TINIOS12-12

やおやおしち 2006TINIOS12-06

ふじやいざえもん 2006TINIOS13-02

まつおうまる 2006TINIOS13-01

ゆらひょうごのすけ 1999長田／國貞作品目録043-15

ふじのせい 1999長田／國貞作品目録019-03

いしかわや… 1999長田／國貞作品目録098-02

おんなしばらく 1999長田／國貞作品目録125-07

やっこやだへい 2006FitzM17

1999長田／國貞作品目録173-17

おおえのすけ 1999長田／國貞作品目録018-03

すけさく 1999長田／國貞作品目録018-07

たいらのきよもり 1999長田／國貞作品目録027-11

はくひょうや… 2000平木／役者夏の富士28團十郎が熊井太郎（半四郎）の隈取を描いている。

無内題 1999長田／國貞作品目録018-11

やよいしののめさくら 1999長田／國貞作品目録193-06

こてやはちろうべい 1999長田／國貞作品目録055-08

無内題 1999長田／國貞作品目録165-07

おんなすいおとこもく 1998Krasnodar074

… 1999長田／國貞作品目録090-06

おさん　もへい 1999長田／國貞作品目録079-10

ゆき 1999長田／國貞作品目録149-12



なりたさんふどうざぞう 1999長田／國貞作品目録015-01

無内題 1999長田／國貞作品目録146-15

みなもとのくろうよしつね 1999長田／國貞作品目録019-06

すしやのおさと 1999長田／國貞作品目録033-02

… 2002JUM（島田市博）05 提灯に仕掛けがある。

よりとも 1999長田／國貞作品目録066-03

無内題 1999長田／國貞作品目録019-15

げいしゃおつま 1999長田／國貞作品目録099-03

きせんほうしちょんがれ 1999長田／國貞作品目録043-07

そうじょうへんじょう 1999長田／國貞作品目録203-04

ふんやのやすひでこころざしづくし1999長田／國貞作品目録043-06

無内題 1999長田／國貞作品目録101-01

なかまんじやうちやつはし 2014太田記念美術館／国貞154

ふどう　せゐたか　こんがら 2014太田記念美術館／国貞029



18 説明 22 法量 29 備考

［田と水］本図は、女性のしどけない姿と手にする南蛮模様の帶が印象的です。この市松格子の奥に、擦（かす）れたような崩れ果てた「田」地の図像が描かれています。この田の潅漑は、本来の大地としての意味が失われています。女性の儚（はかな）き身上を反映していましょうか。

藤巻き傘（蛇の目か奴傘）助六

雪中藤巻かがり付茶蛇の目傘

［青海波］青海波（せいがいは）文様は、數多く見られます。青海波文様は、本来、唐楽（とうがく）に属し、中国青海地方（西部チベット高原）の風俗楽。二人で舞い、鳥兜（とりかぶと）に常装束を用い、青海の波と千鳥の文様を付け、また千鳥の螺鈿（らでん）の太刀を帶びる。

青手

■縞の竪縞（赤み）

（雁註）RS、確認7枚（雁註）確認12枚、誤認があるか



#######################

丹波コクレション13

　五渡亭は國貞の若書きである。江戸時代の も文化が隆盛期を迎えた、いわゆる文化文政期に活躍している。美人、役者ともに描いているが、やはり五渡亭好みの美人画に独自の特徴がある。



［抽象文様／縞文様］この縞模様は、國貞作画中、膨大な例の一つに過ぎません。「桟留」（さんとめ）でしょうか。オランダ船がインドのサントメ地区より舶載した綿（縞）布のことです。赤味の竪縞（たてじま）もので、奥縞とされました。舶来の唐桟留に比べて、日本で模倣品を製作したものが、一般に広く使用されていました。

［瓢箪］夕顔に月、「瓢箪」に片輪車、瓢箪鯰、匏（ひさご）で藁（わら）を打つ。また人生を「川に流れる瓢箪」に準（なぞら）えることすらあります。そこには人事一班を憂世、浮世と喩える伝統があります。

［琴柱+菊］山東京傳（1761-1816）は、「さとり絵」を次のように説明しています。「詞」（ことば）は画の陰芝居。画（え）は詞の壬生（みぶ）狂言（無言の仮面劇）。詞と画との微妙な応対の文様を「さとり絵」と申します。一種の暗号、符号的構想で「判じ物」とも共通する点があります。さとり絵には、文様の原則的意義が潜在しています。その流行の時期を辿りますと、江戸時代に二つの重要な時期の存在に注目します。慶長−寛永期、文化文政期の二期です。

［裁縫道具尽し］針、指貫ともに、文様としては珍しい図柄です。その針、指貫が全面に鏤（ちりば）められています。特に指貫の図柄は管見の範囲では初めてです。



　しどけなく足を組んだ姿態が妙に艶めかしい。釵（かんざし）で鬢（びん）を掻きながら、巻き文を読んでいる。十六むさしには「いぐいにされてはつまらぬ親方」とある。國貞の美人画は、歌麿、英山とは違った江戸の粋（いき）を描いたものである。人物の動きや色彩の使い方に江戸好みの趣向が窺える。

　「浮世」が虫食いで、よく読めないが、字画から浮世と読んだ。英山にも英泉にも似たような構図があるが、やはり同じ系統の趣向なのであろう。いずれも座った肢体が、艶めかしく描かれている。妙に、身体を捻ったような図も共通している。38.0×26.0

　十六むさしは、現在でも遊べる。むさしは例の宮本武蔵、新免武藏である。相手は十六人、それで十六、武藏という。遊びは武藏が二刀流だから、二人の間に入ると駒を取れる。相手は武藏を雪隠詰めにすれば勝ちとなる。相当、慎重にやらないと御互いにヤラレル。それはそうと、杯洗に御猪口が浮かべてあるのが御分かりかな。38.0×25.0

丹波コレクション13

（雁註）RS、確認10枚（雁註）無内題、特定し難い

［近江と江戸］「不忍池」は、家康により琵琶湖の写景として、つまり不毛の地、江戸を興隆するための都市設計の基盤として造成されました。池中の辨天島は、陰陽道（おんみょうどう）から暗示を受けて、竹生島に見立てられています。



［抽象文様／縞文様］本図は南蛮文様による縞文様です。女性用のものでしょう。漆黒の衣裳に、白い蝙蝠が乱舞しています。

　「東都辰巳」（たつみ）とあり、江戸の辰巳（東南）、つまり深川藝者を描いたものである。小間絵（こまえ）に深川新富士と書かれている。辰巳藝者は俗に羽織藝者と呼ばれて、粋で通っていた。この藝者は裾模様に白く蝙蝠模様が抜かれた黒い着物を着ている。実に斬新な意匠だ。蝙蝠は当時、縁起の良いものとされていて、歌舞妓役者なども、よく使っている。また帯地の模様も、ペルシャかジャワ渡りの舶来ものであろうか。38.2×25.8

［琴道具］3）この、さとり絵に託された「粹、通、洒落」が語る町人のイロニ−への幕府の畏怖。その警戒感は異常でした。4）さとり絵の暗号的、秘密結社世界の、おどろおどろしい異界像は、19世紀の世界史の象徴世界像です。5）この「さとり絵」に内蔵された結界、詞としての「かまわぬ」「よきこときく」に秘められた集団世界。國貞は数多く画いております。彼の心の鏡に映った世界です。

（雁註）「文政巳初夏石山に遊び」。

［典型1］本図は文様史の典型的な世界の例です。全面に、文様構成が溢れています。襟元の「雷電崩」（らいでんくず）の文様。雷は本来、中国殷周代に青銅の祭器の地文として使われました。また「雷雨」に、天神（雷神）

［近江と江戸］「兩國の花火」は、荒川、隅田川への架橋地（現南千住橋塲の千住大橋）で、小塚原の刑場と火葬塲、兩國回向院（無縁仏の回向、罪人供養塚）を繋ぐ、まさに橋塲、標（ひょう）の塲でした（宮田登氏）。兩國の川開きは、かかる地塲での川辺と花火、つまり夜の祭禮でした。

（雁註）丹波コレクション13

　眼を奪われるような鮮やかな着物である。正月の飾りものを初段に見立ている。これらは明らかに美人画として描かれ、忠臣藏は見立られたに過ぎないことが分かる。



　剃刀を砥石で研いでいる。

（雁註）RS、確認10（雁註）確認11

　眼の覚めるような美しさ。武張った忠臣藏を見事な美人画に仕立てている。

（雁註）RS、確認10枚（雁註）確認11枚？

	

　屋形舟の女性が、 口に紙を加え、流れで手を洗っている。髪型から、藝者であることが分かる。浴衣は桜を散らした繋ぎ文様になっていて、実に洒落ている。解れ髪、笄（こうがい）、櫛なども粋（いき）である。



　屏風の後ろで身支度をした風情である。真崎（まさき）あたりにしては馬鹿に粋な女性だ。小間絵には「真崎みそぎ」とあり、隅田川で水浴びをし穢（けが）れを祓（はら）う、旧暦六月晦日の夏越しの禊（みそぎ）を描いている。現在の七月の終わりであるから、夏の 盛期である。いかにも國貞好みのイイ絵である。37.5×25.7？

［蝶］

上部風景は貞房、下部団扇は國貞。

（雁註）音羽屋風の風が欠。

橋の部分の風景拡大

橋の部分の風景拡大

橋の部分の風景拡大

橋の部分の風景拡大

橋の部分の風景拡大

橋の部分の風景拡大

橋の部分の風景拡大



［月と蝙蝠］本図は、江戸花見盡の神田明神の風俗です。八重一重、桜の花の下の祭禮で、夜空に蝙蝠が飛んでいます。國貞の作画には、蝙蝠が目立ちます。しかし、衣裳の「月と蝙蝠」文様は異色です。月を背景にすると、黒い蝙蝠が鮮やかに際立ちます。

梅の画面を拡大

［和蘭陀文字］本図をはじめオランダ文字は各様に画かれています。女性の日常着、鼠色の地に微細な白色の市松模様。その上に茶色のオランダ文字が50ほど、かなり崩して文様化されています。また娘の帶に、かなり大きく2列の文字が見えます。

左上の両国花火を拡大

特に帶の部分を拡大　



（雁註）RS、確認10枚（雁註）女夫みょうと、「めおと」の音はミョウト

#######################

#######################

絵馬の部分、所在地も含めて拡大

#######################

#######################

絵馬の部分、所在地も含めて拡大

絵馬の部分、所在地も含めて拡大

絵馬の部分、所在地も含めて拡大

（雁註）RS、確認6枚（雁註）確認7枚

（雁註）RS、確認8枚（雁註）確認10枚

輪の中の雲の図を拡大

　本町（菴）三馬（1776-1822）賛「太夫とは禿のミどり色まして名を呼ひ出しの枩葉茶かそも」。裲襠（しかけ）が後方に大きく擦れている。階段も妙に大きく急に描かれている。恐らく、これでは客も花魁も、禿も落ちてしまうだろう。駒絵の草色の反物は、カタカナで文字が書かれている。縞文様であるが、実に細かい。花魁の着物も豪華だ。帯は草花を大きく刺繍したものであろう。口に紙を銜えている。文政5（1822）三馬没。（SG）38x25.7

（雁註）緬の訓よみはないので、縮の誤読か。



拡大

丹波コレクション13

#######################

［大津絵尽し］画題「鬼の念仏」は、鬼が念仏を唱えて、布施を乞う姿です。鬼は胸に鉦（かね）を提げ、背中に傘を背負い、左手に奉賀帳、右手に撞木（しゅもく）を持っています。

上部の大津絵を文字も含めて夫々拡大し一つの大きなまとめとする

#######################

上部の大津絵を文字も含めて夫々拡大し一つの大きなまとめとする

上部の大津絵を文字も含めて夫々拡大し一つの大きなまとめとする

［鴛鴦］渦巻き水紋は、典型的な水流古典文様。アイヌのアツシ文様「厚司」とは、「アイウシ、棘のある」との意味のモレウ即ちアイヌ語の「流れる」の意味「渦巻文様」。

上部の大津絵を文字も含めて夫々拡大し一つの大きなまとめとする

上部の大津絵を文字も含めて夫々拡大し一つの大きなまとめとする

　帯に「大當」とあるが、本当は別の文字である。それが分る人は通である。「泥水の濁りにそまぬ江戸藝者蓮に似てや玉をあさむく　巴扇堂天馬」38.0×26.0



（雁註）六藝：礼　楽　射　書　御ぎょ（乗馬）数　

［千代紙］子供の玩具散らしの文様群。鯛、子犬の張子、達磨、鬼、火男仮面（ひよっとこ〜）、竹馬、毬杖（ぎっちょう）、振々（ぶりぶり）、輪鼓。さらに大きな竹馬など大変賑やかな画面です。

（雁註）天竺徳兵衛水中早替り　重井筒七役…。

#######################

#######################

（雁註）炉に土瓶、畳みに茶碗

（雁註）10枚揃−浮世絵事典。



［風］一人の男の羽織の袖の文様は「鳥」の群像、又は鳥の姿を拘えた「風」の姿でしょうか。全く形のない「風」を画像で表わしているのでしょう。また半開きの扇などが、吹く風の風情を感じさせます。中国では「飛廉、風は神獣能く風雨を致す」として雲形車・渦巻雲・有翼の雲で表現されています。

「東にかいのうしろ」組立の目印

　籠細工で、赤鬼、孔雀、狗（いぬころ）、獅子などが製作された。細工人は浪花の一田（いちだ）庄七郎である。獅子は、「すきぬき」という技術で作られている。籠目が開いている難しい技術であろう。通常は、紙を張り、籠目は見えない状態になっている。

［籠目］「ひとつ家」に「スキ」の塲を。山鵲（さんじゃく）は尾長に似て、山喜鵲、尾長山鵲と呼ばれた瑞鳥。紅音呼（べにいんこ）、瑠璃鳥は世界でも奄美大島、徳之島だけに産する天然記念物で、非常に美しい鳥です。

　「すきぬき」、籠目が開いている技術。この技術で、牛、牝鹿（めじか）、黒馬（くろむま）などが細工されている。玉黍（とうもろこし）も籠細工で作られているようだ。蜀鷄（とうけい）とあり、本来、闘鶏であろう。もともと蜀から齎されたものあ。竹は、元来、南方系のものであり、カグヤ姫の伝承も、実はベトナムにある。竹の製品は総て、南方の漁民、農耕民の生活の糧としての道具であった。

　山鵲（さんじゃく）、一家（ひとつや）、翠雀（るり）、麒麟、鳳凰などが製作されている。麒麟は、いわゆる「すきぬき」である。左上に南方の鳥が描かれているが、詞書が切れていて見えない。恐らく鸚哥（いんこ）か何かであろう。

・文政2春、大坂四天王寺西門にて釈迦涅槃像（九丈九尺、29m）、

　「自文政二年七月上旬於淺草奥山興行」

［籠目文様］樹の下の牛と熊。野を駈ける二匹の鹿と猪。黒馬と白馬。玉蜀黍（とうもろこし）に寄りそう鷄。この一枚の「すきぬき」技法は、牛、牡鹿、黒馬の三頭。



37.3*25.6cm

37.6*26cm　26*37.5cm

　舶載の更紗模様の袴を着しているが、これはチト遣り過ぎだ。由良之助の忠実な木像があることを知らなかったため、顔は想像で描かれている。

　春英ばりの描写を見せている國貞の名品である。背景の地色は黄潰しである。

［漢武人］漢楚軍談は、國貞が好んで描いた図柄です。「黄石公」は、張良に履（くつ）を拾わせ、兵書を与えて、漢高祖による天下平定をさせました。「鴻門の会」（中国陝西省臨潼県）は、漢高祖・劉邦と楚王・項羽の対決の塲です。項羽は笵増の勧めで劉邦を殺そうとしましたが、張良の計に従って樊會を伴って逃げました。

（雁註）焉馬78歳。1743-1822（80）1743+77=1820 大１　a

［小紋尽し（千代紙）］本図は「弥次郎兵衛」尽しです。弥次郎兵衛は、振り分け荷物を肩にした弥二郎の人形玩具。短い立て棒に湾曲した細長い横棒を付け、その両端に重しを取り付け、指先などで立て、棒を支えます。一名、豆造文。江戸中期の刀自慢の曲芸、大道芸人、また綱渡りなどに共通するものがあります。

［竹に雀］



藍

#######################

梅幸は幽霊が当たり役であった。 200

「大仕掛ニ仕候」天保6年2月市村座／梅初春五十三駅

「大道具大仕掛ニ仕候」

　「十三回忌追善狂言　岩井紫若」「花に蝶　筆の鞘わり　思ひ出る　杜若」「頼兼　四世訥子」の扇面が上部にある。四世訥子の生没年は天明4-文化9（1784-1812）であるから、文化9（1812）の13回忌、つまり12年を加えると、1824（文政7）に刊行されたことが分かる。エヘン。

（雁註）土瓶敷、瀬戸瓶、茶碗

［化粧道具］母子の細やかな情緒深い世界が、垣間見えます。子供は母の乳房に口を寄せ、片手は母の乳房を弄（まさぐ）っています。母の衣裳は、化粧道具尽くしです。櫛、白粉刷毛と白粉を入れる水の器。先の尖った筋通し等が、まさに散らされています。鏡台前の母親の日常生活でしょう。子供の着物には、蒲公英（たんぽぽ）の葉と花図が。この文様は非常に少なく「日本紋章学」でも一例を示すのみです。春先の子供の外景色です。更に子供の背後に玩具、鬼の餅搗き。神樂仮面、狐の化面、火男（ひよっとこ）面が所狭しと。母子の日常の風景です。

35.8*24.0



12　御好ニ付香蝶樓國貞画　1831.02　大1　三芝居見立對面　佐野喜　大磯のとら［瀬川菊之丞］

13　御好ニ付香蝶樓國貞画　1831.02　大1　三芝居見立對面　佐野喜　曽我の十郎祐成［澤村訥升］

#######################

拡大

衝立の部分拡大

衝立の部分拡大

衝立の部分拡大



雨の風景を明瞭に

　江戸の人たちは、信心深かった。花魁たちは迷信を信じた。吉原細見を見ると、丁ごとに稲荷社があったことが分かる。大門入口右の吉徳稲荷大明神、江戸町一丁目末の榎本稲荷大明神、江戸町二丁目端の明石稲荷大明神、京町一丁目角の開運稲荷大明神、そして京町二丁目の朝日如来と、通りの鈍詰まりの九郎助稲荷大明神。妓楼の中に、お稲荷さんを勧請する場合もあった。花魁は楼内に奉納提灯や奉納手拭を吊るしている。成田山の出開帳に喜捨をした。幕末には吉原で講を作り、成田山の本堂の建設費用七百両以上を募って奉納している。(HT)39.5x26.5

（雁註）政木は真崎の誤記。

#######################

　「本艸を案るに猩々は　交跡國にあり　…」「よろよろづ　猩々舞の　万年酒　くめどもつきぬ　御代のめでたき　洛橋老人誌」



［南蛮更紗］更紗文様は、まさに千変万化、色彩も鮮やかで、眼が眩（くら）む程です。しかし、文様の主体は「柘榴」（ざくろ）であることが分ります。南蛮文様における柘榴文様は、旧約聖書民数記13章で、モ−ゼがカナンの地のネゲブにて、住民の多寡（たか）、土地の肥沃状況、そして地の果物として葡萄と柘榴と無花果などを記録しています。イスラエル人が、葡萄の一房に因んでエシコルの谷へ。さらにソロモン（BC971-BC32)王は、己の権威の象徴として王宮に青銅製の柘榴を鋳造しました。

［龍］漆黒の衣裳。銀色の福良雀に。輪違文。この輪違の中に微細な飛鳥文が見られます。燕文？羽織っています代赭地に、くすんだ茶地に黄金の龍が多様な形をとって躍っています。本図では、長い尻尾に鱗、四足。二足のもの。爪は四、六。首の廻りに毛が。顔が明瞭なもの。

　梅好（ばいこう）きどりとあるが、梅好は梅幸のはずだ。どうして、このような妙な俳名となったのか。帯が金色の飛龍で、朱色が本朱（ほんしゅ）のため酸化して焼けて、いい具合になっている。しかも黒い裲襠に裾文様は薄い黄色の草花模様。口に楊枝を銜えている。尾上梅幸3、襲名は文化11.11-文化12.10（1814-15)である。従って刊年は、この前後とみて良い。	　さて役者の襲名について、国立劇場の俳優名跡便覧（非売品）であるが、これが現在のところ、一番纏まっている。(SG)38.6x26.5

（雁註）RS、確認8枚。後版は吉



ベロ

［非業の死者］菅原道真 (845-903)の憤怒の表情と紅白の梅と蝙蝠隈。九州太宰府への左遷のみではなく、時政への怒りが見られます。彼は遣唐使中止を建言しました。醍醐天皇の「延喜の治」への参画を果しました。

#######################



（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

丹波コレクション13

裾の部分拡大　

雨中に蜘蛛かがり藤蛇の目傘



		

　大坂町というのは何処にあっただろうか。地名は明治以降、役人が勝手に替えてしまうので、浮世絵のような古い絵画を調べる時には本当に困る。住民が反対しても棄却されるのだから、妙な国だ。外国では古い地名が、大切な民族の歴史として、そのまま使われている。地名は不動産会社の金儲けのためにあるのではない。38.0×26.0

　二藤は「ふたふじ」と読むのだろうか。それとも「にとう」だろうか。または「にふじ」か。行って食べたことがないので分らない。どうも何かの略号であるように思う。山谷（さんや）の隅田川が見えている。真夏であろうか。浴衣を羽織っただけの女性が色っぽい。色は薄い草色である。37.7×25.3

（雁註）二藤の読み？

　當時高名會席盡は名品揃いである。この女性の帯は、当時としては恐ろしく洒落た更紗（さらさ）である。ジャガタラ、現在のジャカルタ方面から伝わったジャワ更紗で、バテックと称している。木版の模様を彫り、スタンプのように布地に押していき、色止めをし、晒す。浮世絵は、東西の比較模様史の研究などの観点からも興味深いものである。八百善は江戸の料亭の代表格であった。この女性は八百善に出入りするだけあって、一流どころの藝者であろう。38.0×25.5

帶の部分拡大

　國貞、特に五渡亭（ごとてい）時代の作品には江戸の粋（いき）を見事に表現したものがある。これは丁度、江戸独自の文化が 高潮に達した文化文政期（1810-20年代）に当たるからであろう。藝者が布団の中で頬杖をつきながら本を読んでいる。傍らには煙草盆もあり、女性の脂粉の香りが漂う。	37.7×26.5

385*262

#######################

　兩國の青柳は当時、流行った料亭である。女将さんであろうか。左手で煙管を持ち、右手で額の汗を拭っている風体である。足下に紙入れのようなものがあるが、何とも洒落た模様だ。これが、座敷の日常の一コマを表す道具として使われている。38.0×25.7

　三味線の調弦をしている藝者である。両国萬八は当時の高名な会席であった。そこから、當時高名会席盡という外題（シリ−ズ）になっている。江戸の意気（いき）、上方（かみがた）の粹（すい）は江戸時代の美学である。酸（す）いも甘いも噛み分けるというのは、このような女性をいうのだろう。派手ではなく、それで洒落ている銀錆（ぎんさび）のような魅力のことである。38.0×26.0



（雁註）RS、確認6枚　（雁註）相姓

#######################

　上方の小間絵は手鏡（てかがみ）で金五郎が映っている。三味線を箱から出して、絃を張るところであろう。この場面は珍しい。絃は糸巻にクルクルと巻かれている。手前の袱紗（ふくさ）の中に撥（ばち）が入っているのだろう。その手前の容器は何だろう。これが分かる人は音曲（おんぎょく）の江戸通（えどつう）である。37.8×25.7

　國貞もデッサン力がしっかりしている。女性の腰、足などの動きをきっちりと描いている。女性の指先などにも絵師の繊細な神経が行き届いている。後方にデンデン太鼓や亀、猫の張子などがあって、生活感が漂っている名品である。江戸の原画を是非、一枚。

［川草　魚　波］本図で、直感的に思い出しましたのは「名物裂荒磯緞子（どんす）」（東京国立博物館藏）です。波間に躍る鯉の模様。蒔絵風の地と織の変化をもたせた気品の高い裂。中国の元、明、清時代、かの地で製作されました。

　本図は、全体に色が褪（さ）めているが、國貞の特徴がよく表れている。着物の柄や色の好みが、粋（いき）とされている縞模様で、紺、茶系統で統一されている。駕籠の女性は帯地を見ているのだろうか。傍らに立つ女性は袋を持っているが、これは何だろう。白粉かな。38.0×25.5

［玩具］玩具尽くしです。山東京傳の「小紋栽」にも、「ねずみこもん」として全く同一の文様があります。下の棒を押して離すと、ぴんと跳ねます。注意しますのは、台上の存在です。狐の顔をした人物、馬や牛、また鼠の顔をした人物群像。さらには「骰子（さいころ）」を顔にし、着物を着た人物。刀をさした武士様の者。更に細かく見て参りますと、時代の遊びの世界が浮上して参りましょうか。

ベロ



［非業の死者］明智光秀（1537-82）は、美濃の土岐氏庶流出自「水色桔梗、源氏出自で、水色は其先貴」と織田信長は尾張國、桐文で平清盛統。戦国世代の対峙の世相でしたが、光秀は信長に仕えて、丹波一国を支配にしました。本能寺の変（1582）に到る信長は、農民兵（東国と畿内の中間的立地）を組織しました。また関所を廃止し、楽市楽座、検地を実施し、キリシタンとの接触、擁護しました。

21　應需五渡亭國貞画　1823c　大1　當世押繪羽子板　商標［大］　岩井粂三郎當り狂言丿内　八百屋お七

22　應需五渡亭國貞画　1823c　大1　當世押繪羽子板　商標［大］　市川團十郎當り狂言丿内　矢の根五郎

24　香蝶樓國貞画　1833　大1　當世五人男　無版元　かりかね婦ん七［澤むら訥升］



［貝尽し］母親の浅黄色の着物には、様々な貝殻が鏤（ちりばめ）められています。海辺で見る様々な博物誌、これは古代の人々も生活に直結しているだけに、真剣であったことでしょう。全面に文様があるので尽くし文様の一種です。「尽くし」とは、配置は無秩序で、部分が全体と同じ特徴をもつこと（尼ヶ崎彬）。また「日本の伝統物というのは、土に対する何かがあって、外国のものは天に対する何かがある」と貴重な示唆をされています（日本舞踊家・花柳壽南海）。

［千鳥+波］霰地の波間に千鳥が飛び交う姿。この構図で、思い起すのは芦屋の茶釜の霰地文です。「楓鹿図真形釜」「園城寺霰釜」「楓流水鷄図真形釜」「源氏夕顔図真形釜」など、風景文様を霰地に乗せることが特色です。

（雁註）RS、確認2枚（雁註）確認3枚

「縞」は各項一括して大きくまとめる

382*259

#######################

（雁註）RS、確認3枚（雁註）大3などの改竄か

（雁註）浮瀬うかぶせ、清水寺の後ろにあった料亭

　外題は「當世浪花の三興」であるが、何が三興なのか分らない。太夫なのか藤屋伊左衛門なのか。落款に「於浮瀬」とあるが、これは京・清水寺の後ろにあった料亭。37.0×25.0

　何だか妙な図である。當世花競とあるが、菊は小間絵（こまえ）で付けたりのような感じである。女性の艶っぽい肢体を描く目的であるように思う。それにしても、縁側に座り盥（たらい）の端に両足を乗せるとは、器用なことをするものだ。	38.0×26.0

　「當世はなくらべ」は、女性を花に喩えている。小間絵に牡丹が描かれている。上の方が真っ黒な潰（つぶ）しで、下の方は緋色（ひいろ）の古代花散らしになっている。牡丹は花の王であるから、この女性も御職（おしょく）なのであろう。小股の切れ上がった色気がチラリと見えている。38.3×25.7



（雁註）オランダ語で書き込み。

青手

（雁註）二丁町の誤読？

昭和39大野コクレション

［落葉尽し・土筆］大地にみる落葉尽し。そこには松葉の間に、茸（きのこ）、そして土筆（つくし）が見えています。自然界に融け込んだ自然観、日本人のもつ「自然の不作為の再現」とも喩えられる「尽し文様」独特の美しさです。「尽くし」文様は、複雑ですが、ある意味で繰返しパタ−ンであることも重要な要点です。

#######################



［亀　鳳凰］富士信仰は、伝統的な山神信仰と外来佛教との合体としての修験道の世界。富士の山に「不死の仙境」を。ひいては折口信夫の説く沖縄の「節の若水」。ニライカナイよりの変若水（おちみず）。そこに常世郷を意識。
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（雁註）當時高名会席盡の改竄

（雁註）當時高名会席盡の改竄

（雁註）當時高名会席盡の改竄？

（雁註）當時高名会席盡の改竄

（雁註）當時高名会席盡の改竄

（雁註）當時高名会席盡の改竄

丹波コレクション13

　七小町の一枚「雨乞（あまごい）」に見立ている。雨傘を差しながら、巻文（まきぶみ）を読んでいる女性である。現代で云えば、携帯電話を掛けながら歩いている場面であろうか。江戸時代は、その意味で現代を先取りしている。着物の繊細な柄（がら）と雨傘の青の潰（つぶ）し色が効いている。

　本図も七小町の「鸚鵡（おうむ）見立」である。着物は源氏香の総散らしになっている。口に筆、手に巻文を持っている。「おふむ」とあるので「鸚鵡返し」のように、文章の文句をそのまま手跡にする意であろうか。口に筆を銜（くわ）え、後ろを振り向いた顔がキリッとしている。

　藝者さんが、駕籠に乗り込むところである。ちょっと後ろを振り返った一瞬のスナップ場面である。黒い着物、渋い襦袢（じゅばん）の裾模様、赤い肌襦袢、粋（いき）な江戸前の藝者さんである。やはり黒い色は正装の基本だ。

　五渡亭（ごとてい）は國貞の亭号である。他にも色々使っているが、五渡亭が文政期（1820年代）、香蝶樓が天保期（1830年代）の作品と見て、ほぼ間違いない。つまり、本図の五渡亭落款の作品は若書きである。繊細な女性の感覚が着物の模様や柄、髪形に現れている。國貞は弘化期（1840年代）に豊國を名乗る。自称、二代目、実際は三代目で、三豊（さんとよ）と略称する。37.0×25.0

#######################



［蝶］近松門左衛門の「山崎与平次壽の門松」で、心中直前の男女間の微妙な比喩を「春　菜種が花の頃、蝶がまだ青虫で、花の美しさを知らず。青虫が蝶になる頃、菜花はすでに実に成っていて、蝶の美しさは分らない。「あれ御覧ぜよ、虫でさえ番（つがい）離れぬ　揚羽の蝶　我も二人連　粋な同志」と。本図の道行の姿を彷彿とさせます。





（雁註）RS、確認7枚（雁註）外題？版元？

［士農工商］士、これは上級武士の奥方姿。衣裳前面に鯉の瀧登り。南蛮更紗の帶。更に籠の図。他の絵にも共通しているのは、全員女性であること。この武士の奥方姿の衣裳の艶やかさ、豪華さ。代赭（たいしゃ）地に紺地の川に黄金の鯉。鯉はシンボリックな武家の奥方の表象姿でしょうか。

［士農工商］「農」の女性像。背中に梅の枝花。これは藁苞（わらづと）に挿（さ）しています。肩には風呂敷を背負い、手に菅傘を。足は草鞋穿（わらじばき）旅姿です。衣裳は赤い葉鶏頭。左肩には、鳴子（なるこ、田畑荒す鳥を威し追うための道具）。小さな板に細かい竹管を糸で掛けたものを縄に張り、手で引いて音を出しました。

［士農工商］「商」は大原女でしょうか、女性が牛の背に乗り、頭に黒木（くろき）を載せています。衣裳は全面に秋海棠。更に菅草と銭袋。大原女は、平安後期以来、大原郷刀禰に率いられ、院の「下部」とも云われて、朝廷の行事所に炭を貢進した炭焼きの女性です。

［士農工商］「工」として、室内の手拭い被りの機織り娘。衣裳は藍地に微細な市松文様。機織台に腰掛け、白茶の矢飛白（やがすり、絣文様を矢羽根の形に表現）の前掛け。帶は鼠地に麻の葉文様。機（はた）には藍染の糸が張られています。更に背景に藍染の工房機（はた）があり、藍で糸を染める大変難しい作業があります。

上着のあられ模様を拡大



［コンロン］本図は、明らかに「旧唐書」（くとうじょ）南蛮傳の「林邑以南巻髪黒人通号崑崙」の姿を示しています。珊瑚樹について、俳諧「犬子集」に「紅葉山の腰の枝　珊瑚樹か　こいもみぢ」。また洒落本「婦美車紫鹿子」（1774）に「なりを見さつしゃい　さんごじゅとりの黒ん坊をみるやうだ」と。

［コンロン］崑崙（こんろん）とは「旧唐書」（くとうじょ）（945成立）南蛮傳に「林邑以南巻髪黒人通号崑崙」。中国南方の黒人の意です。崑崙坊は、法隆寺伎楽面にあります。樟木製の大振りな仮面で、目を大きく、歯牙を示す大口、大きな獣耳をしています。

32　好ニまかせ國貞画　1833　大1　中村芝翫浪花登り出立丿圖

　七小町（ななこまち）の内、「あらい小町」に見立てた図柄である。若い女性が金盥（かなだらい）で洗い物をしている。上部の短冊は墨流（すみなが）し仕立てである。指先の微妙な表情が、女性の細かい仕草を表わしている。

　青と赤の墨流しの色紙に「今様見立」と書かれている。外題は続けて七小町となるのであろう。内題は「あらひ」小町である。娘さんが、金盥（かなだらい）で布切れを洗っている。色彩も華やかだか、大柄の着物地が大胆である。
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雪中藤蜘蛛糸黒蛇の目傘		

拡大

（雁註）RS、確認7枚（雁註）福川堂版は他に見当たらず。1枚だけか。確認7枚は別の外題か。

帶の部分拡大

［七夕飾り］

（雁註）「伴左」の誤字？

（雁註）水天狗は水天宮の誤記。

（雁註）あやなぎ？



浮世絵藝術1-5

浮世絵藝術1-5

浮世絵藝術1-5

#######################



（雁註）丹波コレクション13

（雁註）RS、確認3枚、大3を改版？

帶の部分拡大

Ｆ366　前出　

Ｆ366　前出　

［鷹］その鋭い眼をもって鳥の王と。また「鵜の目かへしがあれば　たゝ鷹眼かへしも　有ふかね」と江戸町人は皮肉りました。

［抽象文様／市松文様］本図は、現実には有りえない図像です。衣裳全面に、四枚の木の葉が連続文様で描かれた市松文様です。特に注目しますのは、その市松の中に南蛮帽子を被り、簓（ささら）を首にかけて踊る人物が、非常に精密に描かれています。華麗な帶には、黒地の「ギヤマン」飾りとガラス柄の婦人と鸚鵡。謎めいた仮面の女性、その胸の中央部の菱形文様には「十字」が見えています。全体の華麗な瓔珞（ようらく）。

（雪の結晶と祇園会）

#######################



（雁註）辰巳十二時ノ内？

#######################

［かまわぬ］本図の特徴は「鎌○ぬ」が、女性衣裳の両肩と袖の三ヶ所のみに、しかも緑地に金色で所謂、「紋所」風に画かれています。「鎌○ぬ」文様は、一般に子供、女性の全身に、尽し文様風に散らされています。

［瓢箪尽し］尽くし文様は、全面に基本的な図柄が散らしてあり、一見、無秩序のように見えながら、破綻なく、万遍に散らされている文様のことです。この技術というか、技法は実に見事なものです。熱帯地方の綿布に、様々な図柄を印で押した更紗文様（バチック）というのがあります。基本的な印を幾つか、破綻なく全面に散らした文様です。これは熱帯の鮮やかな色彩の植物がそれぞれ全面に咲き揃うのと似ています。植物の瓢箪も熱帯系です。蔓（つる）として、あらゆるところに絡（から）み付き、繁茂します。

#######################

「文月」とある。七月であるが、当時の暦では一月遅れて、現在の八月にあたる、真夏。蚊帳が吊られている風情は楽しい。しかも母親の浴衣、藍の瓦文様。そして提灯は雁と燕のデザイン。虫籠も見えている。赤子は母親の手の中でグッタリしている。暑い、熱い。		

									

［蓑笠］母は龍、子は蓑笠。陰暦八月（葉月）の室内風景。竹筒に秋七草。三寶に松茸、栗。白い月見の団子。母親の衣裳全面の龍文様と子供の田圃の中の蓑笠に水鳥文様。秋の風情豊か。龍には全世界的に想化された構造−水神の表象の蛇信仰。中国の龍神「淮南子」（えなんじ）に「万物、羽、毛、鱗、介。皆龍を祖とす」との理念。その形態は本図の他にも千変万化。その中にも龍母観と水神観の合成を基本におくと。

［子：かまわぬ］



特に裾の部分を拡大

［花喰鳥］特異な「咋鳥文」文様です。鶏の頭、蛇の頭、燕頤、亀の背、魚尾、鳳凰などとも考えられる「咋鳥文」が、口で蓮華を咋（くわ）えています。この原像はシルクロ−ドにあります。さらに古代トラキア（100AD)、現ハンガリ−ではヘラクレス動物文飾板では、グリフィン（有翼獅子文）が口に植物（葡萄か）の枝を銜えています。

［波・蟹・鵆］本図は、黒の衣裳に赤、青色の「千鳥」、流水と「蟹」、所々に洲浜が散在している静かな海辺の風景です。また、神田明神の祭禮衣裳「水」と「水車」に注目します。更に華麗な意匠「月に蝙蝠」も、精彩を放っています。

［田植縞］本図の田植縞は、國貞作を検索中、唯の一枚でした。紺地に鼠色の田植縞、この文様は南部絵暦の「盛岡暦」の八十八夜から23日経った田植の図像です。更に女性の羽織には、朱の地に雁と燕、同じ「田山暦」では「春分、秋分に近い社日に燕が飛来し去る」との暦の目印です。

［人形］娘の背負う人形（這子、はうこ）に注目します。國貞作画中の一点は、簡明な世界ですが意味深く考えられます。柳田国男は「山島民譚集」の姥神にて、かつて巫女の所管の形式（かたしろ）に災害を祓い、また土器、木偶（でく）に己の災厄を移す事が。しかしアマガツ、ハウコ人形の起源は姥神の所産かと。興福寺などに天子のハウコが、安産の後、棄てる。

　「調布や　さらす垣根の朝露を　つらぬきとめぬ　たまかハの里　家の集　定家」。三味線の手を緩め、肩を楊枝で掻いている場面である。藍色の浴衣は蝶々の草花散らしになっている。37.7×25.3

［S字］S字文様に、特定の文字、また意義は見られません。S字縞に関するものを抽出しますと、「縁取り文様」、南蛮衣裳の「丸紋文様の縁取り」、その丸紋は朱地に金の龍文様。帶に線文様として朱地の上にSを横に繋いだ文様。外側には銀鼠の地、また緑地の上に墨でと様々です。

囲み部分（SS字部分）を拡大　



（雁註）井萩は誤認。

　「月やあらぬ　春やむかしの春ならぬ　ワか身ひとつは　もとの身にして」「ありハらのなりひらハ　こゝろあまりて　こと葉たらず　しほめる花の　道なくて　にほひ殘れりのことし」。六歌仙見立で太夫を描いたものである。本図は太夫が手紙を認（したた）めているところ。　38.0×26.0

					

（雁註）見世物、朝倉無声の朱書き。賛に、よろよろづ猩々舞うの万年酒　くめどもつきぬ御代のめでたき　洛橋老人誌大１　a

　「豊歳・五節句遊」とあり、短冊を笹に吊るしている。母親は、ネズミを何匹も散らした着物を着ている。赤子は、大きな葉っぱを持っている。西欧ではネズミを忌避するが、日本では多産の象徴として、着物にもデザインされている。

（雁註）RS、確認8枚。（雁註）確認10枚



（雁註）小万、おまん？　RS確認11

［和歌崩し］文字は、その風景の中に戯書化。また本阿弥光悦の「舟橋蒔絵」には、「後撰和歌集」の「東路の　佐野の舟橋　かけてのみ　思ひ渡るを　知る人ぞなき」を造型化し、詩の詞を断片的に散らしています。和歌崩しは、日本文藝の典型的な文様化の歴史を語り伝えてきました。

####################### 38.6x26.2

（雁註）RS、確認10枚（雁註）内題、同一の作品？

（雁註）普通、「蚊遣り火」という。

丹波コレクション13

　夏の風物詩、蚊帳を描いた作品である。



####################### 38x25.5



［筏流し］この構図は微妙な風景です。紺地衣裳の背中、袖にかけて鳫の番。裾には蕗の薹（ふきのとう）に桜の散花。帶は濃紺地で、筏（いかだ）を漕ぐ人物に桜の散花が吹き掛かる。背景はギヤマンの額（がく）に安芸の宮島の風景画。完全な水風景です。

切子の部分だけを一まとめに整理

　鮮やかな色彩である。藍色の細かい辨慶縞は、粋（いき）とされていた。この藍色と紅絹（もみ）の腰巻きが、鮮やかな対比を示している。此の頃の女性風俗は、全体に藍一色など、色彩の統一があり、スカッとしている。ギヤマンの鏡の中に、藍の濃淡で和歌浦が書かれている。

切子の部分だけを一まとめに整理

［蝙蝠］切子の部分だけを一まとめに整理

切子の部分だけを一まとめに整理

#######################

切子の部分だけを一まとめに整理

#######################

切子の部分だけを一まとめに整理

［かまわぬ］切子も含めて全体*を収録

［S字］

［非業の死者］高師直（こうの もろなお）は南北朝（1336-1392）の観應の擾（じょう）乱（1350-1351）にて、北朝を支える武士団内の政略的対立を支えました。足利尊氏の執事（後の管領）として、荘園を侵略する畿内急進的中小武士団層を被官化しました。荘園侵略を希求する方針と、旧鎌倉幕府を再興（東国地方）する勢力との対決。



1932浮世絵芸術1-5

1932浮世絵芸術1-5

1932浮世絵芸術1-5



［ガラス切子］六玉川の一つ、調布玉川の風景です。「万葉集」東歌、（＃3373）に「多麻河　泊にさらす　手作り　さらさらに　何そ　この兒の　ここだ愛（かな）しき」。この風景を懷い出します。

大１　a

雪中の藤鉄弾きかがり差し掛け傘

（雁註）丹波コレクション13

　浮世絵師は、それぞれ修業の時代から他の絵師の図柄、構図などを勉強している。初めは、そのままの模倣であるが、次第に自分の個性を作り出している。その個性が、その絵師であることを決定づけるのである。ここでは、政信を手本としているが、本質的には國貞独自の視点がある。若い女性が眉のラインを描いているところである。國貞の観察は女性の動きや仕草を見事に捕らえている。國貞の原画を一枚という人には御進め。

傘の部分のみ





顔の隈取を拡大

		

#######################



#######################

#######################

背景の景色

背景の景色

背景の景色



背景の景色　風景を主に

背景の景色

#######################

着物の「井○井」→井輪井（岩井）

四角［の中に小さい四角、その中、文字］を拡大

大１　a

　画面中央に横折れがあるが、この程度の折れなら、鑑賞に差し支えない。遊女が明け方、蚊帳（かや）から出てところである。髪形や着物の乱れを整えている。紅色の紗綾形（さやがた）の着物が、草色の蚊帳と調和して実に鮮やかだ。画面上部の小間絵（こまえ）は、外の情景を示している。男衆が早朝から籬の格子を掃除している。御苦労さん。		38.0×25.0

　午の刻は正午、つまり昼の十二時（じゅうにじ）である。江戸時代は一日を十二時（じゅうにとき）、十二支で表した。つまり一時（いっとき）は現在の二時間にあたる。江戸時代の初めは、十二支で時刻を表したが、後、九ツ、八ツ、七ツ、六ツ、五ツ、四ツを使うようになった。これは時の鐘との関係であろう。それはとにかく、女性は江戸好みの小紋を着ている。上部の小間絵（こまえ）は髪結いである。37.5×25.6

　当時の時刻の数え方は、一日を十二支で表せるよう十二時（じゅうにとき）であった。つまり一時（いっとき）が約二時間に相当する。未は現在の午後二時頃、小間絵には、鳴り物入りで祭礼の賑やかな行列が通って行く。流石に吉原の太夫ともなれば、簪（かんざし）、櫛（くし）、笄（こうがい）なども、鼈甲（べっこう）製品の上物をしている。着物の裲襠（うちかけ）なども、気品があり手が込んでいる。37.7×25.5

［宝尽し］本図は吉原太夫の衣裳への宝尽しです。打出の小槌、丁子、如意宝珠、隠れ蓑笠、宝輪、金袋など。特に「隠れ蓑笠（みのかさ）」に注目します。九州椎葉村における神は、破れ蓑笠で神の国よりの長途の旅姿です。百姓一揆の破れ蓑笠姿、非人、乞食姿は、自らを神、鬼に変身し、幕藩体制に反抗する正当性（カミ）を得るためと（勝又鎮夫氏）。





［小倉］

（新藤）正月から九月下旬まで在坂（推測）。水裃にベロ藍を使った。

　市川新車は、門之助3(1794-1824)（文政七年七月廿七日没）のこと。

　極楽ノ初舞臺　…　

　［白井權八］岩井半四郎、「權八は　いく度　みるとも　あきたらむ　めいとへ　ゆくは　…てもなし　目出鯛〆升」

　六代目半四郎6 (1799-1836）は、白象の上の普賢菩薩。五代目瀬川菊之丞5（1802-1832）は、獅子の上、つまり文殊菩薩に見立ている。菊之丞は、天保辰（三）、つまり四年前に亡くなっているので、六代目岩井半四郎と二幅對とした。

　「…紋の三ツ扇…　千柳亭」

　半四郎6は天保七年に亡くなっているから、三回忌は天保九年（1838）である。半四郎六代目は、粂三半四郎と呼ばれた。

　「閑きつはた　しほめる色そ　をしまるゝ　あとに咲つく　花は　あれとも　如是寝道人」

　「故瀬川菊之丞　宮城野見立」「柄杓より　仕うちも　またとなくミか…　面影しのふ　あか桶の水　六朶園二葉」

　「ひとゝせ…　落葉　是悲なし□の根は大事　尾上松緑辞世　…」。



31　香蝶樓國貞画　1832.01　大1　（死絵）久　天保三年壬辰正月六日…瀬川菊之丞辞世

　「辞世　今そ　しる　その曉や　春のそめ（ら）」

#######################

　「梅屋　色かへぬ　三階松の根つよさも　終乃燗となるぞ　うたてき」

　「おはりやも　あの山こへて　はるはると　早き　なこりは　寺岡のやく　七曲舎わきん」

　「正月七日歸元　俗名一陽齋…」とある。

（雁註）加賀屋福之助→中村歌右衛門3→中村芝翫→中村歌右衛門3→中村玉助

三津五郎3-1831.12.27

　虚無僧姿の三代目三津五郎 (1775-1831)である。行歳五十七才とある。三代目三津五郎の幼名は三田八である。三津五郎は市村座で演じていたが、下り歌右衛門（三世）の中村座が大入りを取ったため、市村座は失敗続きであったと云う。

　「七十五翁五代目松本幸四郎　まつ…　極付をして　楽寝かな　錦紅」

　「極楽へ　すくにたつねて　御さ…せと　かけ膳すえて　まつてゐたの…　琴通舎英賀」

（雁註）RS、確認8枚（雁註）内題、和歌、難読



大１　a





大１　a

（雁註）浄瑠理の改竄版。 大１　a

大１　a



（雁註）名にしおふ周の春　とて八才の高麗もろこしに勇む顔ミせ。せんたんは二葉にしげる松本の役もいさまし寅の顔見勢。	（雁註）市川高麗藏5（1811-1849）。この年月、八才。父は松本幸四郎5（1764-1838）、通称、木場の親玉。	大１　a

大１　a

大１　a

大１　a

（雁註）背景だけ藍摺り、改竄版か。

（雁註）賛は、元日や手柄見せたる華勝男　高清亭秀佳　大１　a

（雁註）うくひすや　そろそろうこく田の氷　紫若 大１　a

大１　a　x２

大１　a

（雁註）賛は、おきあれの　雲もありしか　春の海　歌山 大１　a

大１　a　x３

大１　a

大１　a

大１　a



大１　a

大１　a

	

大１　a



23　香蝶樓國貞画　1833.001　大1　（鏡）商標［蔦］　佐藤肥田頭正清［市川團藏］咲く花の…



大１　a



（雁註）神社の前で黒い箱を背負う。

　木火土金水（もっかどこんすい）は五行の名数で、陰陽道（おんみょうどう）から出ているという。東海道でも木曽街道でもない、陰陽道とは妙なものだ。その組合せで縁起を担ぐらしい。女が金、男が水だと大吉だという。どういう意味だろう。やはり、金は男だろう。38.0×25.0

（雁註）樹木、土造りなどに陰影があ。洋風画の影響。



	



雪中藤蜘蛛かがり付蛇の目傘





25　香蝶樓國貞画　1831.09　大1　無外題　佐野喜　菅相丞［澤村源之助］　行く秋や…

26　香蝶樓國貞画　1835.11　大1　無外題　佐野喜　菅相丞［尾上菊五郎］此神の…

（雁註）相丞→丞相（正）。行く秋や天神七代われ二代　　訥升。ベロ

16　香蝶樓國貞画　1831　大1　無外題　平　葛のうらみ狐［中むら芝翫］



#######################

（雁註）うしろ面の所作大當り…。

18　五渡亭國貞画　1820.11　大1　無外題　松　小猿の日吉［市川團十郎］顔見せや…



19　五渡亭國貞画　1820.11　大1　無外題　賤の方［岩井粂三郎］　ふり込めや…

　「上　質■（郎-良+纏-糸）段」とあり、お染が座ってミニ印半纏を畳んでいる。後方には例の浄瑠璃の文字「…高いも　ひくいも　姫ごぜの　はだ　ふれるのハ■　一人おや等も　ふつすてゝ　とのこに　つくす…」。人物の動きと対応して、後方の斜めの文字が効果的な画面に仕上がっている。「お染久松色讀販」は、文化10（1813）、文政2（1819）などに記録されている（須山+土田／歌舞妓絵尽し年表）。

大１　a

（雁註）櫻鍔恨鮫鞘（うらみのさめざや）

大１　a

#######################

（雁註）女舞劔紅葉（おんなまいつるぎのもみじ）

　「みの屋とかきし■るしの　のれんの文字…ハふとけれど　ほそき　けふりの　かせぜたい　心になミのたへまなく…」細い、面相（めんそう）筆を口に含み、文を認めている。巻文ではないようだ。着物の白抜き模様は植物の花弁ように見えるが、これは何だろう。

大１　a

（雁註）重井筒（かさねいづつ）

　内題は「おふさ徳兵衛・重井筒」で、「井筒屋の段」の副題もある。むろん、「上」は上下の巻の内、上の巻の意である。着物の裏模様は、五徳、柄杓など、ちょっと面白い文様だ。「…ハ動かばモ　むけなふせくでハ　なけれ共夫にさへなを　かけ引…」

（雁註）傾城恋飛脚（けいせいこいびきゃく）。近松浄瑠璃は冥途の飛脚。

　いわゆる「梅忠」は、男忠兵衛の気っ風のヨサが身上である。愛する女性のために、封印切りを行う。イヨ梅忠、ご両人！

［蝙蝠］近松門左衛門「冥土の飛脚」（1711）の傾城梅川です。「大坂道頓堀のいろいろ　廓のそれぞれを紋で覚え…　私が紋の松皮の松の千歳を祈りにし　命の消ゆる夕　経帷子　取り交し泣く涙　袖の氷と閉合へり」と。

人物衣裳の部分

人物衣裳拡大

大１　a

（雁註）ひらかな盛衰記（せいすいき）

　ひらがな盛衰記、無間乃鐘（むけんのかね）の段である。「…こしなされと　かしま迄　ふミやつたに　なぜおそい事　じやまで　はやふ　あいたやかほ見たや　あハゞ　どうして　かふしてと　たばこひきよせ　くゆり…」

大１　a

（雁註）増補天網島（ぞうほてんのあみじま）

#######################



大１　a

（雁註）近頃河原達引（ちかごろかわらのたてひき）。猿回し。

#######################

大１　a　x　２

（雁註）驪山比翼塚（めぐろひよくづか）、小紫権八。

#######################

大１　a

（雁註）宵庚申（よいごうしん）

#######################

葵

大１　a

（雁註）「萩野團藏　ぶさほう」。



　「浪の時雨のふたりこぐ　ひとりはぬれぬ二丁立哉」「闇の夜は吉原はかり月夜かな　江戸其角」の賛がある。小間絵には「三津の」とあり、外題が三枚に分割して記されている。裲襠（うちかけ）のフキに更紗模様が使われて、エキゾチックな感じがする。太夫が歩くたびにサラサＲ音がするのでサラサという。	37.0×24.5

　「文政四年…板」の書き込みがある。これは当時、書かれたものであろう。「西上人の花にもいたくと云しは首のほねのことにやとおもいなして詠むとて　花にもいたし首の骨　大坂宗因」。裲襠（うちかけ）の文様は鳳凰と古代意匠で豪華絢爛を極めている。何か故事来歴があるのだが、分らない。宗因など俳諧に詳しい方の御教示を俟つ。外題は三枚に分割されている。38.0×26.0

　「肩上あけの　夢ならし　かりしも振袖の　花やかなりしも　色かへぬ　この君どうも　ふりつミて　よしある松や　雪女　京立圃」。外題が三枚に分割され、本外題は「全盛遊」となっている。38.0×25.5





10　香蝶樓國貞画　1836.09　大1　無外題　上田　名古屋山三［尾上菊五郎］行ちかふ…



11　香蝶樓國貞画　1836.09　大1　無外題　上田　不破伴左衛門［市川海老藏］

27　國貞画　1831.09　大1　無外題　佐野喜　枩王丸［市川團十郎］五月…　爪がわりも…



　ただ「目に青葉」だけで分らない。大根おろしを摺っている。酒樽の薦に「年玉」のマ−クが書かれている。これは銘酒ではなく、豊國の「年」を崩し丸く玉のようにしたロゴである。年玉（としだま）という初代豊國が使い、二代、三代と継承されている。このように浮世絵は俳諧の季語を利用して、季節感を上手く描いている。37.0×25.0

藍

20　五渡亭國貞画　1820.11　大1　無外題　森ひめ［瀬川菊之丞］ふところへ…

#######################





17　五渡亭國貞画　1820.11　大1　無外題　松　奴矢田平［嵐徳三郎］　雪の道…

團十郎が熊井太郎（半四郎）の隈取を描いている。

　落款は「好任…」とあるから、「好みにまかせ」と読むのだろう。「哥にあらたのし ふたりが中に くらもてゝ 世をふる事ぞ うれしかりける　ふつきにて えんめいの相なり はじめより すゑまでよし うぢ神をまつりて 大吉なり でんぱたにえんあり」とある。当たるも八卦、当たらぬも八卦。38.5×25.7
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［田と水］本図は、女性のしどけない姿と手にする南蛮模様の帶が印象的です。この市松格子の奥に、擦（かす）れたような崩れ果てた「田」地の図像が描かれています。この田の潅漑は、本来の大地としての意味が失われています。女性の儚（はかな）き身上を反映していましょうか。

［青海波］青海波（せいがいは）文様は、數多く見られます。青海波文様は、本来、唐楽（とうがく）に属し、中国青海地方（西部チベット高原）の風俗楽。二人で舞い、鳥兜（とりかぶと）に常装束を用い、青海の波と千鳥の文様を付け、また千鳥の螺鈿（らでん）の太刀を帶びる。



　五渡亭は國貞の若書きである。江戸時代の も文化が隆盛期を迎えた、いわゆる文化文政期に活躍している。美人、役者ともに描いているが、やはり五渡亭好みの美人画に独自の特徴がある。



［抽象文様／縞文様］この縞模様は、國貞作画中、膨大な例の一つに過ぎません。「桟留」（さんとめ）でしょうか。オランダ船がインドのサントメ地区より舶載した綿（縞）布のことです。赤味の竪縞（たてじま）もので、奥縞とされました。舶来の唐桟留に比べて、日本で模倣品を製作したものが、一般に広く使用されていました。

［瓢箪］夕顔に月、「瓢箪」に片輪車、瓢箪鯰、匏（ひさご）で藁（わら）を打つ。また人生を「川に流れる瓢箪」に準（なぞら）えることすらあります。そこには人事一班を憂世、浮世と喩える伝統があります。

［琴柱+菊］山東京傳（1761-1816）は、「さとり絵」を次のように説明しています。「詞」（ことば）は画の陰芝居。画（え）は詞の壬生（みぶ）狂言（無言の仮面劇）。詞と画との微妙な応対の文様を「さとり絵」と申します。一種の暗号、符号的構想で「判じ物」とも共通する点があります。さとり絵には、文様の原則的意義が潜在しています。その流行の時期を辿りますと、江戸時代に二つの重要な時期の存在に注目します。慶長−寛永期、文化文政期の二期です。

［裁縫道具尽し］針、指貫ともに、文様としては珍しい図柄です。その針、指貫が全面に鏤（ちりば）められています。特に指貫の図柄は管見の範囲では初めてです。



　しどけなく足を組んだ姿態が妙に艶めかしい。釵（かんざし）で鬢（びん）を掻きながら、巻き文を読んでいる。十六むさしには「いぐいにされてはつまらぬ親方」とある。國貞の美人画は、歌麿、英山とは違った江戸の粋（いき）を描いたものである。人物の動きや色彩の使い方に江戸好みの趣向が窺える。

［近江と江戸］「不忍池」は、家康により琵琶湖の写景として、つまり不毛の地、江戸を興隆するための都市設計の基盤として造成されました。池中の辨天島は、陰陽道（おんみょうどう）から暗示を受けて、竹生島に見立てられています。



［抽象文様／縞文様］本図は南蛮文様による縞文様です。女性用のものでしょう。漆黒の衣裳に、白い蝙蝠が乱舞しています。

［琴道具］3）この、さとり絵に託された「粹、通、洒落」が語る町人のイロニ−への幕府の畏怖。その警戒感は異常でした。4）さとり絵の暗号的、秘密結社世界の、おどろおどろしい異界像は、19世紀の世界史の象徴世界像です。5）この「さとり絵」に内蔵された結界、詞としての「かまわぬ」「よきこときく」に秘められた集団世界。國貞は数多く画いております。彼の心の鏡に映った世界です。

［典型1］本図は文様史の典型的な世界の例です。全面に、文様構成が溢れています。襟元の「雷電崩」（らいでんくず）の文様。雷は本来、中国殷周代に青銅の祭器の地文として使われました。また「雷雨」に、天神（雷神）

［近江と江戸］「兩國の花火」は、荒川、隅田川への架橋地（現南千住橋塲の千住大橋）で、小塚原の刑場と火葬塲、兩國回向院（無縁仏の回向、罪人供養塚）を繋ぐ、まさに橋塲、標（ひょう）の塲でした（宮田登氏）。兩國の川開きは、かかる地塲での川辺と花火、つまり夜の祭禮でした。

　眼を奪われるような鮮やかな着物である。正月の飾りものを初段に見立ている。これらは明らかに美人画として描かれ、忠臣藏は見立られたに過ぎないことが分かる。



　屋形舟の女性が、 口に紙を加え、流れで手を洗っている。髪型から、藝者であることが分かる。浴衣は桜を散らした繋ぎ文様になっていて、実に洒落ている。解れ髪、笄（こうがい）、櫛なども粋（いき）である。





［月と蝙蝠］本図は、江戸花見盡の神田明神の風俗です。八重一重、桜の花の下の祭禮で、夜空に蝙蝠が飛んでいます。國貞の作画には、蝙蝠が目立ちます。しかし、衣裳の「月と蝙蝠」文様は異色です。月を背景にすると、黒い蝙蝠が鮮やかに際立ちます。

［和蘭陀文字］本図をはじめオランダ文字は各様に画かれています。女性の日常着、鼠色の地に微細な白色の市松模様。その上に茶色のオランダ文字が50ほど、かなり崩して文様化されています。また娘の帶に、かなり大きく2列の文字が見えます。





［大津絵尽し］画題「鬼の念仏」は、鬼が念仏を唱えて、布施を乞う姿です。鬼は胸に鉦（かね）を提げ、背中に傘を背負い、左手に奉賀帳、右手に撞木（しゅもく）を持っています。

［鴛鴦］渦巻き水紋は、典型的な水流古典文様。アイヌのアツシ文様「厚司」とは、「アイウシ、棘のある」との意味のモレウ即ちアイヌ語の「流れる」の意味「渦巻文様」。



［千代紙］子供の玩具散らしの文様群。鯛、子犬の張子、達磨、鬼、火男仮面（ひよっとこ〜）、竹馬、毬杖（ぎっちょう）、振々（ぶりぶり）、輪鼓。さらに大きな竹馬など大変賑やかな画面です。



［風］一人の男の羽織の袖の文様は「鳥」の群像、又は鳥の姿を拘えた「風」の姿でしょうか。全く形のない「風」を画像で表わしているのでしょう。また半開きの扇などが、吹く風の風情を感じさせます。中国では「飛廉、風は神獣能く風雨を致す」として雲形車・渦巻雲・有翼の雲で表現されています。

　籠細工で、赤鬼、孔雀、狗（いぬころ）、獅子などが製作された。細工人は浪花の一田（いちだ）庄七郎である。獅子は、「すきぬき」という技術で作られている。籠目が開いている難しい技術であろう。通常は、紙を張り、籠目は見えない状態になっている。

［籠目］「ひとつ家」に「スキ」の塲を。山鵲（さんじゃく）は尾長に似て、山喜鵲、尾長山鵲と呼ばれた瑞鳥。紅音呼（べにいんこ）、瑠璃鳥は世界でも奄美大島、徳之島だけに産する天然記念物で、非常に美しい鳥です。

　「すきぬき」、籠目が開いている技術。この技術で、牛、牝鹿（めじか）、黒馬（くろむま）などが細工されている。玉黍（とうもろこし）も籠細工で作られているようだ。蜀鷄（とうけい）とあり、本来、闘鶏であろう。もともと蜀から齎されたものあ。竹は、元来、南方系のものであり、カグヤ姫の伝承も、実はベトナムにある。竹の製品は総て、南方の漁民、農耕民の生活の糧としての道具であった。

　山鵲（さんじゃく）、一家（ひとつや）、翠雀（るり）、麒麟、鳳凰などが製作されている。麒麟は、いわゆる「すきぬき」である。左上に南方の鳥が描かれているが、詞書が切れていて見えない。恐らく鸚哥（いんこ）か何かであろう。

［籠目文様］樹の下の牛と熊。野を駈ける二匹の鹿と猪。黒馬と白馬。玉蜀黍（とうもろこし）に寄りそう鷄。この一枚の「すきぬき」技法は、牛、牡鹿、黒馬の三頭。



　舶載の更紗模様の袴を着しているが、これはチト遣り過ぎだ。由良之助の忠実な木像があることを知らなかったため、顔は想像で描かれている。

［漢武人］漢楚軍談は、國貞が好んで描いた図柄です。「黄石公」は、張良に履（くつ）を拾わせ、兵書を与えて、漢高祖による天下平定をさせました。「鴻門の会」（中国陝西省臨潼県）は、漢高祖・劉邦と楚王・項羽の対決の塲です。項羽は笵増の勧めで劉邦を殺そうとしましたが、張良の計に従って樊會を伴って逃げました。

［小紋尽し（千代紙）］本図は「弥次郎兵衛」尽しです。弥次郎兵衛は、振り分け荷物を肩にした弥二郎の人形玩具。短い立て棒に湾曲した細長い横棒を付け、その両端に重しを取り付け、指先などで立て、棒を支えます。一名、豆造文。江戸中期の刀自慢の曲芸、大道芸人、また綱渡りなどに共通するものがあります。



　「十三回忌追善狂言　岩井紫若」「花に蝶　筆の鞘わり　思ひ出る　杜若」「頼兼　四世訥子」の扇面が上部にある。四世訥子の生没年は天明4-文化9（1784-1812）であるから、文化9（1812）の13回忌、つまり12年を加えると、1824（文政7）に刊行されたことが分かる。エヘン。

［化粧道具］母子の細やかな情緒深い世界が、垣間見えます。子供は母の乳房に口を寄せ、片手は母の乳房を弄（まさぐ）っています。母の衣裳は、化粧道具尽くしです。櫛、白粉刷毛と白粉を入れる水の器。先の尖った筋通し等が、まさに散らされています。鏡台前の母親の日常生活でしょう。子供の着物には、蒲公英（たんぽぽ）の葉と花図が。この文様は非常に少なく「日本紋章学」でも一例を示すのみです。春先の子供の外景色です。更に子供の背後に玩具、鬼の餅搗き。神樂仮面、狐の化面、火男（ひよっとこ）面が所狭しと。母子の日常の風景です。



12　御好ニ付香蝶樓國貞画　1831.02　大1　三芝居見立對面　佐野喜　大磯のとら［瀬川菊之丞］

13　御好ニ付香蝶樓國貞画　1831.02　大1　三芝居見立對面　佐野喜　曽我の十郎祐成［澤村訥升］



　「本艸を案るに猩々は　交跡國にあり　…」「よろよろづ　猩々舞の　万年酒　くめどもつきぬ　御代のめでたき　洛橋老人誌」



［南蛮更紗］更紗文様は、まさに千変万化、色彩も鮮やかで、眼が眩（くら）む程です。しかし、文様の主体は「柘榴」（ざくろ）であることが分ります。南蛮文様における柘榴文様は、旧約聖書民数記13章で、モ−ゼがカナンの地のネゲブにて、住民の多寡（たか）、土地の肥沃状況、そして地の果物として葡萄と柘榴と無花果などを記録しています。イスラエル人が、葡萄の一房に因んでエシコルの谷へ。さらにソロモン（BC971-BC32)王は、己の権威の象徴として王宮に青銅製の柘榴を鋳造しました。

［龍］漆黒の衣裳。銀色の福良雀に。輪違文。この輪違の中に微細な飛鳥文が見られます。燕文？羽織っています代赭地に、くすんだ茶地に黄金の龍が多様な形をとって躍っています。本図では、長い尻尾に鱗、四足。二足のもの。爪は四、六。首の廻りに毛が。顔が明瞭なもの。



［非業の死者］菅原道真 (845-903)の憤怒の表情と紅白の梅と蝙蝠隈。九州太宰府への左遷のみではなく、時政への怒りが見られます。彼は遣唐使中止を建言しました。醍醐天皇の「延喜の治」への参画を果しました。







　國貞もデッサン力がしっかりしている。女性の腰、足などの動きをきっちりと描いている。女性の指先などにも絵師の繊細な神経が行き届いている。後方にデンデン太鼓や亀、猫の張子などがあって、生活感が漂っている名品である。江戸の原画を是非、一枚。

［川草　魚　波］本図で、直感的に思い出しましたのは「名物裂荒磯緞子（どんす）」（東京国立博物館藏）です。波間に躍る鯉の模様。蒔絵風の地と織の変化をもたせた気品の高い裂。中国の元、明、清時代、かの地で製作されました。

［玩具］玩具尽くしです。山東京傳の「小紋栽」にも、「ねずみこもん」として全く同一の文様があります。下の棒を押して離すと、ぴんと跳ねます。注意しますのは、台上の存在です。狐の顔をした人物、馬や牛、また鼠の顔をした人物群像。さらには「骰子（さいころ）」を顔にし、着物を着た人物。刀をさした武士様の者。更に細かく見て参りますと、時代の遊びの世界が浮上して参りましょうか。



［非業の死者］明智光秀（1537-82）は、美濃の土岐氏庶流出自「水色桔梗、源氏出自で、水色は其先貴」と織田信長は尾張國、桐文で平清盛統。戦国世代の対峙の世相でしたが、光秀は信長に仕えて、丹波一国を支配にしました。本能寺の変（1582）に到る信長は、農民兵（東国と畿内の中間的立地）を組織しました。また関所を廃止し、楽市楽座、検地を実施し、キリシタンとの接触、擁護しました。

21　應需五渡亭國貞画　1823c　大1　當世押繪羽子板　商標［大］　岩井粂三郎當り狂言丿内　八百屋お七

22　應需五渡亭國貞画　1823c　大1　當世押繪羽子板　商標［大］　市川團十郎當り狂言丿内　矢の根五郎



［貝尽し］母親の浅黄色の着物には、様々な貝殻が鏤（ちりばめ）められています。海辺で見る様々な博物誌、これは古代の人々も生活に直結しているだけに、真剣であったことでしょう。全面に文様があるので尽くし文様の一種です。「尽くし」とは、配置は無秩序で、部分が全体と同じ特徴をもつこと（尼ヶ崎彬）。また「日本の伝統物というのは、土に対する何かがあって、外国のものは天に対する何かがある」と貴重な示唆をされています（日本舞踊家・花柳壽南海）。

［千鳥+波］霰地の波間に千鳥が飛び交う姿。この構図で、思い起すのは芦屋の茶釜の霰地文です。「楓鹿図真形釜」「園城寺霰釜」「楓流水鷄図真形釜」「源氏夕顔図真形釜」など、風景文様を霰地に乗せることが特色です。



［落葉尽し・土筆］大地にみる落葉尽し。そこには松葉の間に、茸（きのこ）、そして土筆（つくし）が見えています。自然界に融け込んだ自然観、日本人のもつ「自然の不作為の再現」とも喩えられる「尽し文様」独特の美しさです。「尽くし」文様は、複雑ですが、ある意味で繰返しパタ−ンであることも重要な要点です。



［亀　鳳凰］富士信仰は、伝統的な山神信仰と外来佛教との合体としての修験道の世界。富士の山に「不死の仙境」を。ひいては折口信夫の説く沖縄の「節の若水」。ニライカナイよりの変若水（おちみず）。そこに常世郷を意識。

　七小町の一枚「雨乞（あまごい）」に見立ている。雨傘を差しながら、巻文（まきぶみ）を読んでいる女性である。現代で云えば、携帯電話を掛けながら歩いている場面であろうか。江戸時代は、その意味で現代を先取りしている。着物の繊細な柄（がら）と雨傘の青の潰（つぶ）し色が効いている。

　本図も七小町の「鸚鵡（おうむ）見立」である。着物は源氏香の総散らしになっている。口に筆、手に巻文を持っている。「おふむ」とあるので「鸚鵡返し」のように、文章の文句をそのまま手跡にする意であろうか。口に筆を銜（くわ）え、後ろを振り向いた顔がキリッとしている。

　藝者さんが、駕籠に乗り込むところである。ちょっと後ろを振り返った一瞬のスナップ場面である。黒い着物、渋い襦袢（じゅばん）の裾模様、赤い肌襦袢、粋（いき）な江戸前の藝者さんである。やはり黒い色は正装の基本だ。



［蝶］近松門左衛門の「山崎与平次壽の門松」で、心中直前の男女間の微妙な比喩を「春　菜種が花の頃、蝶がまだ青虫で、花の美しさを知らず。青虫が蝶になる頃、菜花はすでに実に成っていて、蝶の美しさは分らない。「あれ御覧ぜよ、虫でさえ番（つがい）離れぬ　揚羽の蝶　我も二人連　粋な同志」と。本図の道行の姿を彷彿とさせます。





［士農工商］士、これは上級武士の奥方姿。衣裳前面に鯉の瀧登り。南蛮更紗の帶。更に籠の図。他の絵にも共通しているのは、全員女性であること。この武士の奥方姿の衣裳の艶やかさ、豪華さ。代赭（たいしゃ）地に紺地の川に黄金の鯉。鯉はシンボリックな武家の奥方の表象姿でしょうか。

［士農工商］「農」の女性像。背中に梅の枝花。これは藁苞（わらづと）に挿（さ）しています。肩には風呂敷を背負い、手に菅傘を。足は草鞋穿（わらじばき）旅姿です。衣裳は赤い葉鶏頭。左肩には、鳴子（なるこ、田畑荒す鳥を威し追うための道具）。小さな板に細かい竹管を糸で掛けたものを縄に張り、手で引いて音を出しました。

［士農工商］「商」は大原女でしょうか、女性が牛の背に乗り、頭に黒木（くろき）を載せています。衣裳は全面に秋海棠。更に菅草と銭袋。大原女は、平安後期以来、大原郷刀禰に率いられ、院の「下部」とも云われて、朝廷の行事所に炭を貢進した炭焼きの女性です。

［士農工商］「工」として、室内の手拭い被りの機織り娘。衣裳は藍地に微細な市松文様。機織台に腰掛け、白茶の矢飛白（やがすり、絣文様を矢羽根の形に表現）の前掛け。帶は鼠地に麻の葉文様。機（はた）には藍染の糸が張られています。更に背景に藍染の工房機（はた）があり、藍で糸を染める大変難しい作業があります。



［コンロン］本図は、明らかに「旧唐書」（くとうじょ）南蛮傳の「林邑以南巻髪黒人通号崑崙」の姿を示しています。珊瑚樹について、俳諧「犬子集」に「紅葉山の腰の枝　珊瑚樹か　こいもみぢ」。また洒落本「婦美車紫鹿子」（1774）に「なりを見さつしゃい　さんごじゅとりの黒ん坊をみるやうだ」と。

［コンロン］崑崙（こんろん）とは「旧唐書」（くとうじょ）（945成立）南蛮傳に「林邑以南巻髪黒人通号崑崙」。中国南方の黒人の意です。崑崙坊は、法隆寺伎楽面にあります。樟木製の大振りな仮面で、目を大きく、歯牙を示す大口、大きな獣耳をしています。

　七小町（ななこまち）の内、「あらい小町」に見立てた図柄である。若い女性が金盥（かなだらい）で洗い物をしている。上部の短冊は墨流（すみなが）し仕立てである。指先の微妙な表情が、女性の細かい仕草を表わしている。

　青と赤の墨流しの色紙に「今様見立」と書かれている。外題は続けて七小町となるのであろう。内題は「あらひ」小町である。娘さんが、金盥（かなだらい）で布切れを洗っている。色彩も華やかだか、大柄の着物地が大胆である。







［鷹］その鋭い眼をもって鳥の王と。また「鵜の目かへしがあれば　たゝ鷹眼かへしも　有ふかね」と江戸町人は皮肉りました。

［抽象文様／市松文様］本図は、現実には有りえない図像です。衣裳全面に、四枚の木の葉が連続文様で描かれた市松文様です。特に注目しますのは、その市松の中に南蛮帽子を被り、簓（ささら）を首にかけて踊る人物が、非常に精密に描かれています。華麗な帶には、黒地の「ギヤマン」飾りとガラス柄の婦人と鸚鵡。謎めいた仮面の女性、その胸の中央部の菱形文様には「十字」が見えています。全体の華麗な瓔珞（ようらく）。



［かまわぬ］本図の特徴は「鎌○ぬ」が、女性衣裳の両肩と袖の三ヶ所のみに、しかも緑地に金色で所謂、「紋所」風に画かれています。「鎌○ぬ」文様は、一般に子供、女性の全身に、尽し文様風に散らされています。

［瓢箪尽し］尽くし文様は、全面に基本的な図柄が散らしてあり、一見、無秩序のように見えながら、破綻なく、万遍に散らされている文様のことです。この技術というか、技法は実に見事なものです。熱帯地方の綿布に、様々な図柄を印で押した更紗文様（バチック）というのがあります。基本的な印を幾つか、破綻なく全面に散らした文様です。これは熱帯の鮮やかな色彩の植物がそれぞれ全面に咲き揃うのと似ています。植物の瓢箪も熱帯系です。蔓（つる）として、あらゆるところに絡（から）み付き、繁茂します。

「文月」とある。七月であるが、当時の暦では一月遅れて、現在の八月にあたる、真夏。蚊帳が吊られている風情は楽しい。しかも母親の浴衣、藍の瓦文様。そして提灯は雁と燕のデザイン。虫籠も見えている。赤子は母親の手の中でグッタリしている。暑い、熱い。		

［蓑笠］母は龍、子は蓑笠。陰暦八月（葉月）の室内風景。竹筒に秋七草。三寶に松茸、栗。白い月見の団子。母親の衣裳全面の龍文様と子供の田圃の中の蓑笠に水鳥文様。秋の風情豊か。龍には全世界的に想化された構造−水神の表象の蛇信仰。中国の龍神「淮南子」（えなんじ）に「万物、羽、毛、鱗、介。皆龍を祖とす」との理念。その形態は本図の他にも千変万化。その中にも龍母観と水神観の合成を基本におくと。



［花喰鳥］特異な「咋鳥文」文様です。鶏の頭、蛇の頭、燕頤、亀の背、魚尾、鳳凰などとも考えられる「咋鳥文」が、口で蓮華を咋（くわ）えています。この原像はシルクロ−ドにあります。さらに古代トラキア（100AD)、現ハンガリ−ではヘラクレス動物文飾板では、グリフィン（有翼獅子文）が口に植物（葡萄か）の枝を銜えています。

［波・蟹・鵆］本図は、黒の衣裳に赤、青色の「千鳥」、流水と「蟹」、所々に洲浜が散在している静かな海辺の風景です。また、神田明神の祭禮衣裳「水」と「水車」に注目します。更に華麗な意匠「月に蝙蝠」も、精彩を放っています。

［田植縞］本図の田植縞は、國貞作を検索中、唯の一枚でした。紺地に鼠色の田植縞、この文様は南部絵暦の「盛岡暦」の八十八夜から23日経った田植の図像です。更に女性の羽織には、朱の地に雁と燕、同じ「田山暦」では「春分、秋分に近い社日に燕が飛来し去る」との暦の目印です。

［人形］娘の背負う人形（這子、はうこ）に注目します。國貞作画中の一点は、簡明な世界ですが意味深く考えられます。柳田国男は「山島民譚集」の姥神にて、かつて巫女の所管の形式（かたしろ）に災害を祓い、また土器、木偶（でく）に己の災厄を移す事が。しかしアマガツ、ハウコ人形の起源は姥神の所産かと。興福寺などに天子のハウコが、安産の後、棄てる。

［S字］S字文様に、特定の文字、また意義は見られません。S字縞に関するものを抽出しますと、「縁取り文様」、南蛮衣裳の「丸紋文様の縁取り」、その丸紋は朱地に金の龍文様。帶に線文様として朱地の上にSを横に繋いだ文様。外側には銀鼠の地、また緑地の上に墨でと様々です。



　「豊歳・五節句遊」とあり、短冊を笹に吊るしている。母親は、ネズミを何匹も散らした着物を着ている。赤子は、大きな葉っぱを持っている。西欧ではネズミを忌避するが、日本では多産の象徴として、着物にもデザインされている。



［和歌崩し］文字は、その風景の中に戯書化。また本阿弥光悦の「舟橋蒔絵」には、「後撰和歌集」の「東路の　佐野の舟橋　かけてのみ　思ひ渡るを　知る人ぞなき」を造型化し、詩の詞を断片的に散らしています。和歌崩しは、日本文藝の典型的な文様化の歴史を語り伝えてきました。





［筏流し］この構図は微妙な風景です。紺地衣裳の背中、袖にかけて鳫の番。裾には蕗の薹（ふきのとう）に桜の散花。帶は濃紺地で、筏（いかだ）を漕ぐ人物に桜の散花が吹き掛かる。背景はギヤマンの額（がく）に安芸の宮島の風景画。完全な水風景です。

　鮮やかな色彩である。藍色の細かい辨慶縞は、粋（いき）とされていた。この藍色と紅絹（もみ）の腰巻きが、鮮やかな対比を示している。此の頃の女性風俗は、全体に藍一色など、色彩の統一があり、スカッとしている。ギヤマンの鏡の中に、藍の濃淡で和歌浦が書かれている。

［非業の死者］高師直（こうの もろなお）は南北朝（1336-1392）の観應の擾（じょう）乱（1350-1351）にて、北朝を支える武士団内の政略的対立を支えました。足利尊氏の執事（後の管領）として、荘園を侵略する畿内急進的中小武士団層を被官化しました。荘園侵略を希求する方針と、旧鎌倉幕府を再興（東国地方）する勢力との対決。





［ガラス切子］六玉川の一つ、調布玉川の風景です。「万葉集」東歌、（＃3373）に「多麻河　泊にさらす　手作り　さらさらに　何そ　この兒の　ここだ愛（かな）しき」。この風景を懷い出します。

　浮世絵師は、それぞれ修業の時代から他の絵師の図柄、構図などを勉強している。初めは、そのままの模倣であるが、次第に自分の個性を作り出している。その個性が、その絵師であることを決定づけるのである。ここでは、政信を手本としているが、本質的には國貞独自の視点がある。若い女性が眉のラインを描いているところである。國貞の観察は女性の動きや仕草を見事に捕らえている。國貞の原画を一枚という人には御進め。









［宝尽し］本図は吉原太夫の衣裳への宝尽しです。打出の小槌、丁子、如意宝珠、隠れ蓑笠、宝輪、金袋など。特に「隠れ蓑笠（みのかさ）」に注目します。九州椎葉村における神は、破れ蓑笠で神の国よりの長途の旅姿です。百姓一揆の破れ蓑笠姿、非人、乞食姿は、自らを神、鬼に変身し、幕藩体制に反抗する正当性（カミ）を得るためと（勝又鎮夫氏）。





　［白井權八］岩井半四郎、「權八は　いく度　みるとも　あきたらむ　めいとへ　ゆくは　…てもなし　目出鯛〆升」

　六代目半四郎6 (1799-1836）は、白象の上の普賢菩薩。五代目瀬川菊之丞5（1802-1832）は、獅子の上、つまり文殊菩薩に見立ている。菊之丞は、天保辰（三）、つまり四年前に亡くなっているので、六代目岩井半四郎と二幅對とした。

　半四郎6は天保七年に亡くなっているから、三回忌は天保九年（1838）である。半四郎六代目は、粂三半四郎と呼ばれた。

　「閑きつはた　しほめる色そ　をしまるゝ　あとに咲つく　花は　あれとも　如是寝道人」

　「故瀬川菊之丞　宮城野見立」「柄杓より　仕うちも　またとなくミか…　面影しのふ　あか桶の水　六朶園二葉」



31　香蝶樓國貞画　1832.01　大1　（死絵）久　天保三年壬辰正月六日…瀬川菊之丞辞世

　「おはりやも　あの山こへて　はるはると　早き　なこりは　寺岡のやく　七曲舎わきん」

　虚無僧姿の三代目三津五郎 (1775-1831)である。行歳五十七才とある。三代目三津五郎の幼名は三田八である。三津五郎は市村座で演じていたが、下り歌右衛門（三世）の中村座が大入りを取ったため、市村座は失敗続きであったと云う。

　「極楽へ　すくにたつねて　御さ…せと　かけ膳すえて　まつてゐたの…　琴通舎英賀」













23　香蝶樓國貞画　1833.001　大1　（鏡）商標［蔦］　佐藤肥田頭正清［市川團藏］咲く花の…













25　香蝶樓國貞画　1831.09　大1　無外題　佐野喜　菅相丞［澤村源之助］　行く秋や…



18　五渡亭國貞画　1820.11　大1　無外題　松　小猿の日吉［市川團十郎］顔見せや…



　「上　質■（郎-良+纏-糸）段」とあり、お染が座ってミニ印半纏を畳んでいる。後方には例の浄瑠璃の文字「…高いも　ひくいも　姫ごぜの　はだ　ふれるのハ■　一人おや等も　ふつすてゝ　とのこに　つくす…」。人物の動きと対応して、後方の斜めの文字が効果的な画面に仕上がっている。「お染久松色讀販」は、文化10（1813）、文政2（1819）などに記録されている（須山+土田／歌舞妓絵尽し年表）。

　「みの屋とかきし■るしの　のれんの文字…ハふとけれど　ほそき　けふりの　かせぜたい　心になミのたへまなく…」細い、面相（めんそう）筆を口に含み、文を認めている。巻文ではないようだ。着物の白抜き模様は植物の花弁ように見えるが、これは何だろう。

　内題は「おふさ徳兵衛・重井筒」で、「井筒屋の段」の副題もある。むろん、「上」は上下の巻の内、上の巻の意である。着物の裏模様は、五徳、柄杓など、ちょっと面白い文様だ。「…ハ動かばモ　むけなふせくでハ　なけれ共夫にさへなを　かけ引…」

　いわゆる「梅忠」は、男忠兵衛の気っ風のヨサが身上である。愛する女性のために、封印切りを行う。イヨ梅忠、ご両人！

［蝙蝠］近松門左衛門「冥土の飛脚」（1711）の傾城梅川です。「大坂道頓堀のいろいろ　廓のそれぞれを紋で覚え…　私が紋の松皮の松の千歳を祈りにし　命の消ゆる夕　経帷子　取り交し泣く涙　袖の氷と閉合へり」と。

　ひらがな盛衰記、無間乃鐘（むけんのかね）の段である。「…こしなされと　かしま迄　ふミやつたに　なぜおそい事　じやまで　はやふ　あいたやかほ見たや　あハゞ　どうして　かふしてと　たばこひきよせ　くゆり…」









10　香蝶樓國貞画　1836.09　大1　無外題　上田　名古屋山三［尾上菊五郎］行ちかふ…



27　國貞画　1831.09　大1　無外題　佐野喜　枩王丸［市川團十郎］五月…　爪がわりも…











［田と水］本図は、女性のしどけない姿と手にする南蛮模様の帶が印象的です。この市松格子の奥に、擦（かす）れたような崩れ果てた「田」地の図像が描かれています。この田の潅漑は、本来の大地としての意味が失われています。女性の儚（はかな）き身上を反映していましょうか。

［青海波］青海波（せいがいは）文様は、數多く見られます。青海波文様は、本来、唐楽（とうがく）に属し、中国青海地方（西部チベット高原）の風俗楽。二人で舞い、鳥兜（とりかぶと）に常装束を用い、青海の波と千鳥の文様を付け、また千鳥の螺鈿（らでん）の太刀を帶びる。



　五渡亭は國貞の若書きである。江戸時代の も文化が隆盛期を迎えた、いわゆる文化文政期に活躍している。美人、役者ともに描いているが、やはり五渡亭好みの美人画に独自の特徴がある。



［抽象文様／縞文様］この縞模様は、國貞作画中、膨大な例の一つに過ぎません。「桟留」（さんとめ）でしょうか。オランダ船がインドのサントメ地区より舶載した綿（縞）布のことです。赤味の竪縞（たてじま）もので、奥縞とされました。舶来の唐桟留に比べて、日本で模倣品を製作したものが、一般に広く使用されていました。

［瓢箪］夕顔に月、「瓢箪」に片輪車、瓢箪鯰、匏（ひさご）で藁（わら）を打つ。また人生を「川に流れる瓢箪」に準（なぞら）えることすらあります。そこには人事一班を憂世、浮世と喩える伝統があります。

［琴柱+菊］山東京傳（1761-1816）は、「さとり絵」を次のように説明しています。「詞」（ことば）は画の陰芝居。画（え）は詞の壬生（みぶ）狂言（無言の仮面劇）。詞と画との微妙な応対の文様を「さとり絵」と申します。一種の暗号、符号的構想で「判じ物」とも共通する点があります。さとり絵には、文様の原則的意義が潜在しています。その流行の時期を辿りますと、江戸時代に二つの重要な時期の存在に注目します。慶長−寛永期、文化文政期の二期です。



　しどけなく足を組んだ姿態が妙に艶めかしい。釵（かんざし）で鬢（びん）を掻きながら、巻き文を読んでいる。十六むさしには「いぐいにされてはつまらぬ親方」とある。國貞の美人画は、歌麿、英山とは違った江戸の粋（いき）を描いたものである。人物の動きや色彩の使い方に江戸好みの趣向が窺える。

［近江と江戸］「不忍池」は、家康により琵琶湖の写景として、つまり不毛の地、江戸を興隆するための都市設計の基盤として造成されました。池中の辨天島は、陰陽道（おんみょうどう）から暗示を受けて、竹生島に見立てられています。



［琴道具］3）この、さとり絵に託された「粹、通、洒落」が語る町人のイロニ−への幕府の畏怖。その警戒感は異常でした。4）さとり絵の暗号的、秘密結社世界の、おどろおどろしい異界像は、19世紀の世界史の象徴世界像です。5）この「さとり絵」に内蔵された結界、詞としての「かまわぬ」「よきこときく」に秘められた集団世界。國貞は数多く画いております。彼の心の鏡に映った世界です。

［典型1］本図は文様史の典型的な世界の例です。全面に、文様構成が溢れています。襟元の「雷電崩」（らいでんくず）の文様。雷は本来、中国殷周代に青銅の祭器の地文として使われました。また「雷雨」に、天神（雷神）

［近江と江戸］「兩國の花火」は、荒川、隅田川への架橋地（現南千住橋塲の千住大橋）で、小塚原の刑場と火葬塲、兩國回向院（無縁仏の回向、罪人供養塚）を繋ぐ、まさに橋塲、標（ひょう）の塲でした（宮田登氏）。兩國の川開きは、かかる地塲での川辺と花火、つまり夜の祭禮でした。



　屋形舟の女性が、 口に紙を加え、流れで手を洗っている。髪型から、藝者であることが分かる。浴衣は桜を散らした繋ぎ文様になっていて、実に洒落ている。解れ髪、笄（こうがい）、櫛なども粋（いき）である。





［月と蝙蝠］本図は、江戸花見盡の神田明神の風俗です。八重一重、桜の花の下の祭禮で、夜空に蝙蝠が飛んでいます。國貞の作画には、蝙蝠が目立ちます。しかし、衣裳の「月と蝙蝠」文様は異色です。月を背景にすると、黒い蝙蝠が鮮やかに際立ちます。

［和蘭陀文字］本図をはじめオランダ文字は各様に画かれています。女性の日常着、鼠色の地に微細な白色の市松模様。その上に茶色のオランダ文字が50ほど、かなり崩して文様化されています。また娘の帶に、かなり大きく2列の文字が見えます。





［大津絵尽し］画題「鬼の念仏」は、鬼が念仏を唱えて、布施を乞う姿です。鬼は胸に鉦（かね）を提げ、背中に傘を背負い、左手に奉賀帳、右手に撞木（しゅもく）を持っています。



［千代紙］子供の玩具散らしの文様群。鯛、子犬の張子、達磨、鬼、火男仮面（ひよっとこ〜）、竹馬、毬杖（ぎっちょう）、振々（ぶりぶり）、輪鼓。さらに大きな竹馬など大変賑やかな画面です。



［風］一人の男の羽織の袖の文様は「鳥」の群像、又は鳥の姿を拘えた「風」の姿でしょうか。全く形のない「風」を画像で表わしているのでしょう。また半開きの扇などが、吹く風の風情を感じさせます。中国では「飛廉、風は神獣能く風雨を致す」として雲形車・渦巻雲・有翼の雲で表現されています。

　籠細工で、赤鬼、孔雀、狗（いぬころ）、獅子などが製作された。細工人は浪花の一田（いちだ）庄七郎である。獅子は、「すきぬき」という技術で作られている。籠目が開いている難しい技術であろう。通常は、紙を張り、籠目は見えない状態になっている。

［籠目］「ひとつ家」に「スキ」の塲を。山鵲（さんじゃく）は尾長に似て、山喜鵲、尾長山鵲と呼ばれた瑞鳥。紅音呼（べにいんこ）、瑠璃鳥は世界でも奄美大島、徳之島だけに産する天然記念物で、非常に美しい鳥です。

　「すきぬき」、籠目が開いている技術。この技術で、牛、牝鹿（めじか）、黒馬（くろむま）などが細工されている。玉黍（とうもろこし）も籠細工で作られているようだ。蜀鷄（とうけい）とあり、本来、闘鶏であろう。もともと蜀から齎されたものあ。竹は、元来、南方系のものであり、カグヤ姫の伝承も、実はベトナムにある。竹の製品は総て、南方の漁民、農耕民の生活の糧としての道具であった。

　山鵲（さんじゃく）、一家（ひとつや）、翠雀（るり）、麒麟、鳳凰などが製作されている。麒麟は、いわゆる「すきぬき」である。左上に南方の鳥が描かれているが、詞書が切れていて見えない。恐らく鸚哥（いんこ）か何かであろう。



［漢武人］漢楚軍談は、國貞が好んで描いた図柄です。「黄石公」は、張良に履（くつ）を拾わせ、兵書を与えて、漢高祖による天下平定をさせました。「鴻門の会」（中国陝西省臨潼県）は、漢高祖・劉邦と楚王・項羽の対決の塲です。項羽は笵増の勧めで劉邦を殺そうとしましたが、張良の計に従って樊會を伴って逃げました。

［小紋尽し（千代紙）］本図は「弥次郎兵衛」尽しです。弥次郎兵衛は、振り分け荷物を肩にした弥二郎の人形玩具。短い立て棒に湾曲した細長い横棒を付け、その両端に重しを取り付け、指先などで立て、棒を支えます。一名、豆造文。江戸中期の刀自慢の曲芸、大道芸人、また綱渡りなどに共通するものがあります。



　「十三回忌追善狂言　岩井紫若」「花に蝶　筆の鞘わり　思ひ出る　杜若」「頼兼　四世訥子」の扇面が上部にある。四世訥子の生没年は天明4-文化9（1784-1812）であるから、文化9（1812）の13回忌、つまり12年を加えると、1824（文政7）に刊行されたことが分かる。エヘン。

［化粧道具］母子の細やかな情緒深い世界が、垣間見えます。子供は母の乳房に口を寄せ、片手は母の乳房を弄（まさぐ）っています。母の衣裳は、化粧道具尽くしです。櫛、白粉刷毛と白粉を入れる水の器。先の尖った筋通し等が、まさに散らされています。鏡台前の母親の日常生活でしょう。子供の着物には、蒲公英（たんぽぽ）の葉と花図が。この文様は非常に少なく「日本紋章学」でも一例を示すのみです。春先の子供の外景色です。更に子供の背後に玩具、鬼の餅搗き。神樂仮面、狐の化面、火男（ひよっとこ）面が所狭しと。母子の日常の風景です。







［南蛮更紗］更紗文様は、まさに千変万化、色彩も鮮やかで、眼が眩（くら）む程です。しかし、文様の主体は「柘榴」（ざくろ）であることが分ります。南蛮文様における柘榴文様は、旧約聖書民数記13章で、モ−ゼがカナンの地のネゲブにて、住民の多寡（たか）、土地の肥沃状況、そして地の果物として葡萄と柘榴と無花果などを記録しています。イスラエル人が、葡萄の一房に因んでエシコルの谷へ。さらにソロモン（BC971-BC32)王は、己の権威の象徴として王宮に青銅製の柘榴を鋳造しました。

［龍］漆黒の衣裳。銀色の福良雀に。輪違文。この輪違の中に微細な飛鳥文が見られます。燕文？羽織っています代赭地に、くすんだ茶地に黄金の龍が多様な形をとって躍っています。本図では、長い尻尾に鱗、四足。二足のもの。爪は四、六。首の廻りに毛が。顔が明瞭なもの。



［非業の死者］菅原道真 (845-903)の憤怒の表情と紅白の梅と蝙蝠隈。九州太宰府への左遷のみではなく、時政への怒りが見られます。彼は遣唐使中止を建言しました。醍醐天皇の「延喜の治」への参画を果しました。







　國貞もデッサン力がしっかりしている。女性の腰、足などの動きをきっちりと描いている。女性の指先などにも絵師の繊細な神経が行き届いている。後方にデンデン太鼓や亀、猫の張子などがあって、生活感が漂っている名品である。江戸の原画を是非、一枚。

［川草　魚　波］本図で、直感的に思い出しましたのは「名物裂荒磯緞子（どんす）」（東京国立博物館藏）です。波間に躍る鯉の模様。蒔絵風の地と織の変化をもたせた気品の高い裂。中国の元、明、清時代、かの地で製作されました。

［玩具］玩具尽くしです。山東京傳の「小紋栽」にも、「ねずみこもん」として全く同一の文様があります。下の棒を押して離すと、ぴんと跳ねます。注意しますのは、台上の存在です。狐の顔をした人物、馬や牛、また鼠の顔をした人物群像。さらには「骰子（さいころ）」を顔にし、着物を着た人物。刀をさした武士様の者。更に細かく見て参りますと、時代の遊びの世界が浮上して参りましょうか。



［非業の死者］明智光秀（1537-82）は、美濃の土岐氏庶流出自「水色桔梗、源氏出自で、水色は其先貴」と織田信長は尾張國、桐文で平清盛統。戦国世代の対峙の世相でしたが、光秀は信長に仕えて、丹波一国を支配にしました。本能寺の変（1582）に到る信長は、農民兵（東国と畿内の中間的立地）を組織しました。また関所を廃止し、楽市楽座、検地を実施し、キリシタンとの接触、擁護しました。



［貝尽し］母親の浅黄色の着物には、様々な貝殻が鏤（ちりばめ）められています。海辺で見る様々な博物誌、これは古代の人々も生活に直結しているだけに、真剣であったことでしょう。全面に文様があるので尽くし文様の一種です。「尽くし」とは、配置は無秩序で、部分が全体と同じ特徴をもつこと（尼ヶ崎彬）。また「日本の伝統物というのは、土に対する何かがあって、外国のものは天に対する何かがある」と貴重な示唆をされています（日本舞踊家・花柳壽南海）。

［千鳥+波］霰地の波間に千鳥が飛び交う姿。この構図で、思い起すのは芦屋の茶釜の霰地文です。「楓鹿図真形釜」「園城寺霰釜」「楓流水鷄図真形釜」「源氏夕顔図真形釜」など、風景文様を霰地に乗せることが特色です。



［落葉尽し・土筆］大地にみる落葉尽し。そこには松葉の間に、茸（きのこ）、そして土筆（つくし）が見えています。自然界に融け込んだ自然観、日本人のもつ「自然の不作為の再現」とも喩えられる「尽し文様」独特の美しさです。「尽くし」文様は、複雑ですが、ある意味で繰返しパタ−ンであることも重要な要点です。



［亀　鳳凰］富士信仰は、伝統的な山神信仰と外来佛教との合体としての修験道の世界。富士の山に「不死の仙境」を。ひいては折口信夫の説く沖縄の「節の若水」。ニライカナイよりの変若水（おちみず）。そこに常世郷を意識。

　七小町の一枚「雨乞（あまごい）」に見立ている。雨傘を差しながら、巻文（まきぶみ）を読んでいる女性である。現代で云えば、携帯電話を掛けながら歩いている場面であろうか。江戸時代は、その意味で現代を先取りしている。着物の繊細な柄（がら）と雨傘の青の潰（つぶ）し色が効いている。

　本図も七小町の「鸚鵡（おうむ）見立」である。着物は源氏香の総散らしになっている。口に筆、手に巻文を持っている。「おふむ」とあるので「鸚鵡返し」のように、文章の文句をそのまま手跡にする意であろうか。口に筆を銜（くわ）え、後ろを振り向いた顔がキリッとしている。

　藝者さんが、駕籠に乗り込むところである。ちょっと後ろを振り返った一瞬のスナップ場面である。黒い着物、渋い襦袢（じゅばん）の裾模様、赤い肌襦袢、粋（いき）な江戸前の藝者さんである。やはり黒い色は正装の基本だ。



［蝶］近松門左衛門の「山崎与平次壽の門松」で、心中直前の男女間の微妙な比喩を「春　菜種が花の頃、蝶がまだ青虫で、花の美しさを知らず。青虫が蝶になる頃、菜花はすでに実に成っていて、蝶の美しさは分らない。「あれ御覧ぜよ、虫でさえ番（つがい）離れぬ　揚羽の蝶　我も二人連　粋な同志」と。本図の道行の姿を彷彿とさせます。





［士農工商］士、これは上級武士の奥方姿。衣裳前面に鯉の瀧登り。南蛮更紗の帶。更に籠の図。他の絵にも共通しているのは、全員女性であること。この武士の奥方姿の衣裳の艶やかさ、豪華さ。代赭（たいしゃ）地に紺地の川に黄金の鯉。鯉はシンボリックな武家の奥方の表象姿でしょうか。

［士農工商］「農」の女性像。背中に梅の枝花。これは藁苞（わらづと）に挿（さ）しています。肩には風呂敷を背負い、手に菅傘を。足は草鞋穿（わらじばき）旅姿です。衣裳は赤い葉鶏頭。左肩には、鳴子（なるこ、田畑荒す鳥を威し追うための道具）。小さな板に細かい竹管を糸で掛けたものを縄に張り、手で引いて音を出しました。

［士農工商］「商」は大原女でしょうか、女性が牛の背に乗り、頭に黒木（くろき）を載せています。衣裳は全面に秋海棠。更に菅草と銭袋。大原女は、平安後期以来、大原郷刀禰に率いられ、院の「下部」とも云われて、朝廷の行事所に炭を貢進した炭焼きの女性です。

［士農工商］「工」として、室内の手拭い被りの機織り娘。衣裳は藍地に微細な市松文様。機織台に腰掛け、白茶の矢飛白（やがすり、絣文様を矢羽根の形に表現）の前掛け。帶は鼠地に麻の葉文様。機（はた）には藍染の糸が張られています。更に背景に藍染の工房機（はた）があり、藍で糸を染める大変難しい作業があります。



［コンロン］本図は、明らかに「旧唐書」（くとうじょ）南蛮傳の「林邑以南巻髪黒人通号崑崙」の姿を示しています。珊瑚樹について、俳諧「犬子集」に「紅葉山の腰の枝　珊瑚樹か　こいもみぢ」。また洒落本「婦美車紫鹿子」（1774）に「なりを見さつしゃい　さんごじゅとりの黒ん坊をみるやうだ」と。

［コンロン］崑崙（こんろん）とは「旧唐書」（くとうじょ）（945成立）南蛮傳に「林邑以南巻髪黒人通号崑崙」。中国南方の黒人の意です。崑崙坊は、法隆寺伎楽面にあります。樟木製の大振りな仮面で、目を大きく、歯牙を示す大口、大きな獣耳をしています。

　七小町（ななこまち）の内、「あらい小町」に見立てた図柄である。若い女性が金盥（かなだらい）で洗い物をしている。上部の短冊は墨流（すみなが）し仕立てである。指先の微妙な表情が、女性の細かい仕草を表わしている。

　青と赤の墨流しの色紙に「今様見立」と書かれている。外題は続けて七小町となるのであろう。内題は「あらひ」小町である。娘さんが、金盥（かなだらい）で布切れを洗っている。色彩も華やかだか、大柄の着物地が大胆である。







［抽象文様／市松文様］本図は、現実には有りえない図像です。衣裳全面に、四枚の木の葉が連続文様で描かれた市松文様です。特に注目しますのは、その市松の中に南蛮帽子を被り、簓（ささら）を首にかけて踊る人物が、非常に精密に描かれています。華麗な帶には、黒地の「ギヤマン」飾りとガラス柄の婦人と鸚鵡。謎めいた仮面の女性、その胸の中央部の菱形文様には「十字」が見えています。全体の華麗な瓔珞（ようらく）。



［かまわぬ］本図の特徴は「鎌○ぬ」が、女性衣裳の両肩と袖の三ヶ所のみに、しかも緑地に金色で所謂、「紋所」風に画かれています。「鎌○ぬ」文様は、一般に子供、女性の全身に、尽し文様風に散らされています。

［瓢箪尽し］尽くし文様は、全面に基本的な図柄が散らしてあり、一見、無秩序のように見えながら、破綻なく、万遍に散らされている文様のことです。この技術というか、技法は実に見事なものです。熱帯地方の綿布に、様々な図柄を印で押した更紗文様（バチック）というのがあります。基本的な印を幾つか、破綻なく全面に散らした文様です。これは熱帯の鮮やかな色彩の植物がそれぞれ全面に咲き揃うのと似ています。植物の瓢箪も熱帯系です。蔓（つる）として、あらゆるところに絡（から）み付き、繁茂します。

「文月」とある。七月であるが、当時の暦では一月遅れて、現在の八月にあたる、真夏。蚊帳が吊られている風情は楽しい。しかも母親の浴衣、藍の瓦文様。そして提灯は雁と燕のデザイン。虫籠も見えている。赤子は母親の手の中でグッタリしている。暑い、熱い。		

［蓑笠］母は龍、子は蓑笠。陰暦八月（葉月）の室内風景。竹筒に秋七草。三寶に松茸、栗。白い月見の団子。母親の衣裳全面の龍文様と子供の田圃の中の蓑笠に水鳥文様。秋の風情豊か。龍には全世界的に想化された構造−水神の表象の蛇信仰。中国の龍神「淮南子」（えなんじ）に「万物、羽、毛、鱗、介。皆龍を祖とす」との理念。その形態は本図の他にも千変万化。その中にも龍母観と水神観の合成を基本におくと。



［花喰鳥］特異な「咋鳥文」文様です。鶏の頭、蛇の頭、燕頤、亀の背、魚尾、鳳凰などとも考えられる「咋鳥文」が、口で蓮華を咋（くわ）えています。この原像はシルクロ−ドにあります。さらに古代トラキア（100AD)、現ハンガリ−ではヘラクレス動物文飾板では、グリフィン（有翼獅子文）が口に植物（葡萄か）の枝を銜えています。

［波・蟹・鵆］本図は、黒の衣裳に赤、青色の「千鳥」、流水と「蟹」、所々に洲浜が散在している静かな海辺の風景です。また、神田明神の祭禮衣裳「水」と「水車」に注目します。更に華麗な意匠「月に蝙蝠」も、精彩を放っています。

［田植縞］本図の田植縞は、國貞作を検索中、唯の一枚でした。紺地に鼠色の田植縞、この文様は南部絵暦の「盛岡暦」の八十八夜から23日経った田植の図像です。更に女性の羽織には、朱の地に雁と燕、同じ「田山暦」では「春分、秋分に近い社日に燕が飛来し去る」との暦の目印です。

［人形］娘の背負う人形（這子、はうこ）に注目します。國貞作画中の一点は、簡明な世界ですが意味深く考えられます。柳田国男は「山島民譚集」の姥神にて、かつて巫女の所管の形式（かたしろ）に災害を祓い、また土器、木偶（でく）に己の災厄を移す事が。しかしアマガツ、ハウコ人形の起源は姥神の所産かと。興福寺などに天子のハウコが、安産の後、棄てる。

［S字］S字文様に、特定の文字、また意義は見られません。S字縞に関するものを抽出しますと、「縁取り文様」、南蛮衣裳の「丸紋文様の縁取り」、その丸紋は朱地に金の龍文様。帶に線文様として朱地の上にSを横に繋いだ文様。外側には銀鼠の地、また緑地の上に墨でと様々です。



　「豊歳・五節句遊」とあり、短冊を笹に吊るしている。母親は、ネズミを何匹も散らした着物を着ている。赤子は、大きな葉っぱを持っている。西欧ではネズミを忌避するが、日本では多産の象徴として、着物にもデザインされている。



［和歌崩し］文字は、その風景の中に戯書化。また本阿弥光悦の「舟橋蒔絵」には、「後撰和歌集」の「東路の　佐野の舟橋　かけてのみ　思ひ渡るを　知る人ぞなき」を造型化し、詩の詞を断片的に散らしています。和歌崩しは、日本文藝の典型的な文様化の歴史を語り伝えてきました。





［筏流し］この構図は微妙な風景です。紺地衣裳の背中、袖にかけて鳫の番。裾には蕗の薹（ふきのとう）に桜の散花。帶は濃紺地で、筏（いかだ）を漕ぐ人物に桜の散花が吹き掛かる。背景はギヤマンの額（がく）に安芸の宮島の風景画。完全な水風景です。

　鮮やかな色彩である。藍色の細かい辨慶縞は、粋（いき）とされていた。この藍色と紅絹（もみ）の腰巻きが、鮮やかな対比を示している。此の頃の女性風俗は、全体に藍一色など、色彩の統一があり、スカッとしている。ギヤマンの鏡の中に、藍の濃淡で和歌浦が書かれている。

［非業の死者］高師直（こうの もろなお）は南北朝（1336-1392）の観應の擾（じょう）乱（1350-1351）にて、北朝を支える武士団内の政略的対立を支えました。足利尊氏の執事（後の管領）として、荘園を侵略する畿内急進的中小武士団層を被官化しました。荘園侵略を希求する方針と、旧鎌倉幕府を再興（東国地方）する勢力との対決。





［ガラス切子］六玉川の一つ、調布玉川の風景です。「万葉集」東歌、（＃3373）に「多麻河　泊にさらす　手作り　さらさらに　何そ　この兒の　ここだ愛（かな）しき」。この風景を懷い出します。

　浮世絵師は、それぞれ修業の時代から他の絵師の図柄、構図などを勉強している。初めは、そのままの模倣であるが、次第に自分の個性を作り出している。その個性が、その絵師であることを決定づけるのである。ここでは、政信を手本としているが、本質的には國貞独自の視点がある。若い女性が眉のラインを描いているところである。國貞の観察は女性の動きや仕草を見事に捕らえている。國貞の原画を一枚という人には御進め。









［宝尽し］本図は吉原太夫の衣裳への宝尽しです。打出の小槌、丁子、如意宝珠、隠れ蓑笠、宝輪、金袋など。特に「隠れ蓑笠（みのかさ）」に注目します。九州椎葉村における神は、破れ蓑笠で神の国よりの長途の旅姿です。百姓一揆の破れ蓑笠姿、非人、乞食姿は、自らを神、鬼に変身し、幕藩体制に反抗する正当性（カミ）を得るためと（勝又鎮夫氏）。





　六代目半四郎6 (1799-1836）は、白象の上の普賢菩薩。五代目瀬川菊之丞5（1802-1832）は、獅子の上、つまり文殊菩薩に見立ている。菊之丞は、天保辰（三）、つまり四年前に亡くなっているので、六代目岩井半四郎と二幅對とした。



　虚無僧姿の三代目三津五郎 (1775-1831)である。行歳五十七才とある。三代目三津五郎の幼名は三田八である。三津五郎は市村座で演じていたが、下り歌右衛門（三世）の中村座が大入りを取ったため、市村座は失敗続きであったと云う。





























　「上　質■（郎-良+纏-糸）段」とあり、お染が座ってミニ印半纏を畳んでいる。後方には例の浄瑠璃の文字「…高いも　ひくいも　姫ごぜの　はだ　ふれるのハ■　一人おや等も　ふつすてゝ　とのこに　つくす…」。人物の動きと対応して、後方の斜めの文字が効果的な画面に仕上がっている。「お染久松色讀販」は、文化10（1813）、文政2（1819）などに記録されている（須山+土田／歌舞妓絵尽し年表）。

　「みの屋とかきし■るしの　のれんの文字…ハふとけれど　ほそき　けふりの　かせぜたい　心になミのたへまなく…」細い、面相（めんそう）筆を口に含み、文を認めている。巻文ではないようだ。着物の白抜き模様は植物の花弁ように見えるが、これは何だろう。

　内題は「おふさ徳兵衛・重井筒」で、「井筒屋の段」の副題もある。むろん、「上」は上下の巻の内、上の巻の意である。着物の裏模様は、五徳、柄杓など、ちょっと面白い文様だ。「…ハ動かばモ　むけなふせくでハ　なけれ共夫にさへなを　かけ引…」

［蝙蝠］近松門左衛門「冥土の飛脚」（1711）の傾城梅川です。「大坂道頓堀のいろいろ　廓のそれぞれを紋で覚え…　私が紋の松皮の松の千歳を祈りにし　命の消ゆる夕　経帷子　取り交し泣く涙　袖の氷と閉合へり」と。

　ひらがな盛衰記、無間乃鐘（むけんのかね）の段である。「…こしなされと　かしま迄　ふミやつたに　なぜおそい事　じやまで　はやふ　あいたやかほ見たや　あハゞ　どうして　かふしてと　たばこひきよせ　くゆり…」





















［田と水］本図は、女性のしどけない姿と手にする南蛮模様の帶が印象的です。この市松格子の奥に、擦（かす）れたような崩れ果てた「田」地の図像が描かれています。この田の潅漑は、本来の大地としての意味が失われています。女性の儚（はかな）き身上を反映していましょうか。

［青海波］青海波（せいがいは）文様は、數多く見られます。青海波文様は、本来、唐楽（とうがく）に属し、中国青海地方（西部チベット高原）の風俗楽。二人で舞い、鳥兜（とりかぶと）に常装束を用い、青海の波と千鳥の文様を付け、また千鳥の螺鈿（らでん）の太刀を帶びる。





［抽象文様／縞文様］この縞模様は、國貞作画中、膨大な例の一つに過ぎません。「桟留」（さんとめ）でしょうか。オランダ船がインドのサントメ地区より舶載した綿（縞）布のことです。赤味の竪縞（たてじま）もので、奥縞とされました。舶来の唐桟留に比べて、日本で模倣品を製作したものが、一般に広く使用されていました。

［琴柱+菊］山東京傳（1761-1816）は、「さとり絵」を次のように説明しています。「詞」（ことば）は画の陰芝居。画（え）は詞の壬生（みぶ）狂言（無言の仮面劇）。詞と画との微妙な応対の文様を「さとり絵」と申します。一種の暗号、符号的構想で「判じ物」とも共通する点があります。さとり絵には、文様の原則的意義が潜在しています。その流行の時期を辿りますと、江戸時代に二つの重要な時期の存在に注目します。慶長−寛永期、文化文政期の二期です。



　しどけなく足を組んだ姿態が妙に艶めかしい。釵（かんざし）で鬢（びん）を掻きながら、巻き文を読んでいる。十六むさしには「いぐいにされてはつまらぬ親方」とある。國貞の美人画は、歌麿、英山とは違った江戸の粋（いき）を描いたものである。人物の動きや色彩の使い方に江戸好みの趣向が窺える。



［琴道具］3）この、さとり絵に託された「粹、通、洒落」が語る町人のイロニ−への幕府の畏怖。その警戒感は異常でした。4）さとり絵の暗号的、秘密結社世界の、おどろおどろしい異界像は、19世紀の世界史の象徴世界像です。5）この「さとり絵」に内蔵された結界、詞としての「かまわぬ」「よきこときく」に秘められた集団世界。國貞は数多く画いております。彼の心の鏡に映った世界です。

［近江と江戸］「兩國の花火」は、荒川、隅田川への架橋地（現南千住橋塲の千住大橋）で、小塚原の刑場と火葬塲、兩國回向院（無縁仏の回向、罪人供養塚）を繋ぐ、まさに橋塲、標（ひょう）の塲でした（宮田登氏）。兩國の川開きは、かかる地塲での川辺と花火、つまり夜の祭禮でした。







［月と蝙蝠］本図は、江戸花見盡の神田明神の風俗です。八重一重、桜の花の下の祭禮で、夜空に蝙蝠が飛んでいます。國貞の作画には、蝙蝠が目立ちます。しかし、衣裳の「月と蝙蝠」文様は異色です。月を背景にすると、黒い蝙蝠が鮮やかに際立ちます。









［風］一人の男の羽織の袖の文様は「鳥」の群像、又は鳥の姿を拘えた「風」の姿でしょうか。全く形のない「風」を画像で表わしているのでしょう。また半開きの扇などが、吹く風の風情を感じさせます。中国では「飛廉、風は神獣能く風雨を致す」として雲形車・渦巻雲・有翼の雲で表現されています。

　「すきぬき」、籠目が開いている技術。この技術で、牛、牝鹿（めじか）、黒馬（くろむま）などが細工されている。玉黍（とうもろこし）も籠細工で作られているようだ。蜀鷄（とうけい）とあり、本来、闘鶏であろう。もともと蜀から齎されたものあ。竹は、元来、南方系のものであり、カグヤ姫の伝承も、実はベトナムにある。竹の製品は総て、南方の漁民、農耕民の生活の糧としての道具であった。



［漢武人］漢楚軍談は、國貞が好んで描いた図柄です。「黄石公」は、張良に履（くつ）を拾わせ、兵書を与えて、漢高祖による天下平定をさせました。「鴻門の会」（中国陝西省臨潼県）は、漢高祖・劉邦と楚王・項羽の対決の塲です。項羽は笵増の勧めで劉邦を殺そうとしましたが、張良の計に従って樊會を伴って逃げました。

［小紋尽し（千代紙）］本図は「弥次郎兵衛」尽しです。弥次郎兵衛は、振り分け荷物を肩にした弥二郎の人形玩具。短い立て棒に湾曲した細長い横棒を付け、その両端に重しを取り付け、指先などで立て、棒を支えます。一名、豆造文。江戸中期の刀自慢の曲芸、大道芸人、また綱渡りなどに共通するものがあります。



　「十三回忌追善狂言　岩井紫若」「花に蝶　筆の鞘わり　思ひ出る　杜若」「頼兼　四世訥子」の扇面が上部にある。四世訥子の生没年は天明4-文化9（1784-1812）であるから、文化9（1812）の13回忌、つまり12年を加えると、1824（文政7）に刊行されたことが分かる。エヘン。

［化粧道具］母子の細やかな情緒深い世界が、垣間見えます。子供は母の乳房に口を寄せ、片手は母の乳房を弄（まさぐ）っています。母の衣裳は、化粧道具尽くしです。櫛、白粉刷毛と白粉を入れる水の器。先の尖った筋通し等が、まさに散らされています。鏡台前の母親の日常生活でしょう。子供の着物には、蒲公英（たんぽぽ）の葉と花図が。この文様は非常に少なく「日本紋章学」でも一例を示すのみです。春先の子供の外景色です。更に子供の背後に玩具、鬼の餅搗き。神樂仮面、狐の化面、火男（ひよっとこ）面が所狭しと。母子の日常の風景です。







［南蛮更紗］更紗文様は、まさに千変万化、色彩も鮮やかで、眼が眩（くら）む程です。しかし、文様の主体は「柘榴」（ざくろ）であることが分ります。南蛮文様における柘榴文様は、旧約聖書民数記13章で、モ−ゼがカナンの地のネゲブにて、住民の多寡（たか）、土地の肥沃状況、そして地の果物として葡萄と柘榴と無花果などを記録しています。イスラエル人が、葡萄の一房に因んでエシコルの谷へ。さらにソロモン（BC971-BC32)王は、己の権威の象徴として王宮に青銅製の柘榴を鋳造しました。

［龍］漆黒の衣裳。銀色の福良雀に。輪違文。この輪違の中に微細な飛鳥文が見られます。燕文？羽織っています代赭地に、くすんだ茶地に黄金の龍が多様な形をとって躍っています。本図では、長い尻尾に鱗、四足。二足のもの。爪は四、六。首の廻りに毛が。顔が明瞭なもの。









　國貞もデッサン力がしっかりしている。女性の腰、足などの動きをきっちりと描いている。女性の指先などにも絵師の繊細な神経が行き届いている。後方にデンデン太鼓や亀、猫の張子などがあって、生活感が漂っている名品である。江戸の原画を是非、一枚。

［玩具］玩具尽くしです。山東京傳の「小紋栽」にも、「ねずみこもん」として全く同一の文様があります。下の棒を押して離すと、ぴんと跳ねます。注意しますのは、台上の存在です。狐の顔をした人物、馬や牛、また鼠の顔をした人物群像。さらには「骰子（さいころ）」を顔にし、着物を着た人物。刀をさした武士様の者。更に細かく見て参りますと、時代の遊びの世界が浮上して参りましょうか。



［非業の死者］明智光秀（1537-82）は、美濃の土岐氏庶流出自「水色桔梗、源氏出自で、水色は其先貴」と織田信長は尾張國、桐文で平清盛統。戦国世代の対峙の世相でしたが、光秀は信長に仕えて、丹波一国を支配にしました。本能寺の変（1582）に到る信長は、農民兵（東国と畿内の中間的立地）を組織しました。また関所を廃止し、楽市楽座、検地を実施し、キリシタンとの接触、擁護しました。



［貝尽し］母親の浅黄色の着物には、様々な貝殻が鏤（ちりばめ）められています。海辺で見る様々な博物誌、これは古代の人々も生活に直結しているだけに、真剣であったことでしょう。全面に文様があるので尽くし文様の一種です。「尽くし」とは、配置は無秩序で、部分が全体と同じ特徴をもつこと（尼ヶ崎彬）。また「日本の伝統物というのは、土に対する何かがあって、外国のものは天に対する何かがある」と貴重な示唆をされています（日本舞踊家・花柳壽南海）。



［落葉尽し・土筆］大地にみる落葉尽し。そこには松葉の間に、茸（きのこ）、そして土筆（つくし）が見えています。自然界に融け込んだ自然観、日本人のもつ「自然の不作為の再現」とも喩えられる「尽し文様」独特の美しさです。「尽くし」文様は、複雑ですが、ある意味で繰返しパタ−ンであることも重要な要点です。



　七小町の一枚「雨乞（あまごい）」に見立ている。雨傘を差しながら、巻文（まきぶみ）を読んでいる女性である。現代で云えば、携帯電話を掛けながら歩いている場面であろうか。江戸時代は、その意味で現代を先取りしている。着物の繊細な柄（がら）と雨傘の青の潰（つぶ）し色が効いている。

　本図も七小町の「鸚鵡（おうむ）見立」である。着物は源氏香の総散らしになっている。口に筆、手に巻文を持っている。「おふむ」とあるので「鸚鵡返し」のように、文章の文句をそのまま手跡にする意であろうか。口に筆を銜（くわ）え、後ろを振り向いた顔がキリッとしている。



［蝶］近松門左衛門の「山崎与平次壽の門松」で、心中直前の男女間の微妙な比喩を「春　菜種が花の頃、蝶がまだ青虫で、花の美しさを知らず。青虫が蝶になる頃、菜花はすでに実に成っていて、蝶の美しさは分らない。「あれ御覧ぜよ、虫でさえ番（つがい）離れぬ　揚羽の蝶　我も二人連　粋な同志」と。本図の道行の姿を彷彿とさせます。





［士農工商］士、これは上級武士の奥方姿。衣裳前面に鯉の瀧登り。南蛮更紗の帶。更に籠の図。他の絵にも共通しているのは、全員女性であること。この武士の奥方姿の衣裳の艶やかさ、豪華さ。代赭（たいしゃ）地に紺地の川に黄金の鯉。鯉はシンボリックな武家の奥方の表象姿でしょうか。

［士農工商］「農」の女性像。背中に梅の枝花。これは藁苞（わらづと）に挿（さ）しています。肩には風呂敷を背負い、手に菅傘を。足は草鞋穿（わらじばき）旅姿です。衣裳は赤い葉鶏頭。左肩には、鳴子（なるこ、田畑荒す鳥を威し追うための道具）。小さな板に細かい竹管を糸で掛けたものを縄に張り、手で引いて音を出しました。

［士農工商］「商」は大原女でしょうか、女性が牛の背に乗り、頭に黒木（くろき）を載せています。衣裳は全面に秋海棠。更に菅草と銭袋。大原女は、平安後期以来、大原郷刀禰に率いられ、院の「下部」とも云われて、朝廷の行事所に炭を貢進した炭焼きの女性です。

［士農工商］「工」として、室内の手拭い被りの機織り娘。衣裳は藍地に微細な市松文様。機織台に腰掛け、白茶の矢飛白（やがすり、絣文様を矢羽根の形に表現）の前掛け。帶は鼠地に麻の葉文様。機（はた）には藍染の糸が張られています。更に背景に藍染の工房機（はた）があり、藍で糸を染める大変難しい作業があります。



［コンロン］本図は、明らかに「旧唐書」（くとうじょ）南蛮傳の「林邑以南巻髪黒人通号崑崙」の姿を示しています。珊瑚樹について、俳諧「犬子集」に「紅葉山の腰の枝　珊瑚樹か　こいもみぢ」。また洒落本「婦美車紫鹿子」（1774）に「なりを見さつしゃい　さんごじゅとりの黒ん坊をみるやうだ」と。







［抽象文様／市松文様］本図は、現実には有りえない図像です。衣裳全面に、四枚の木の葉が連続文様で描かれた市松文様です。特に注目しますのは、その市松の中に南蛮帽子を被り、簓（ささら）を首にかけて踊る人物が、非常に精密に描かれています。華麗な帶には、黒地の「ギヤマン」飾りとガラス柄の婦人と鸚鵡。謎めいた仮面の女性、その胸の中央部の菱形文様には「十字」が見えています。全体の華麗な瓔珞（ようらく）。



［瓢箪尽し］尽くし文様は、全面に基本的な図柄が散らしてあり、一見、無秩序のように見えながら、破綻なく、万遍に散らされている文様のことです。この技術というか、技法は実に見事なものです。熱帯地方の綿布に、様々な図柄を印で押した更紗文様（バチック）というのがあります。基本的な印を幾つか、破綻なく全面に散らした文様です。これは熱帯の鮮やかな色彩の植物がそれぞれ全面に咲き揃うのと似ています。植物の瓢箪も熱帯系です。蔓（つる）として、あらゆるところに絡（から）み付き、繁茂します。

「文月」とある。七月であるが、当時の暦では一月遅れて、現在の八月にあたる、真夏。蚊帳が吊られている風情は楽しい。しかも母親の浴衣、藍の瓦文様。そして提灯は雁と燕のデザイン。虫籠も見えている。赤子は母親の手の中でグッタリしている。暑い、熱い。		

［蓑笠］母は龍、子は蓑笠。陰暦八月（葉月）の室内風景。竹筒に秋七草。三寶に松茸、栗。白い月見の団子。母親の衣裳全面の龍文様と子供の田圃の中の蓑笠に水鳥文様。秋の風情豊か。龍には全世界的に想化された構造−水神の表象の蛇信仰。中国の龍神「淮南子」（えなんじ）に「万物、羽、毛、鱗、介。皆龍を祖とす」との理念。その形態は本図の他にも千変万化。その中にも龍母観と水神観の合成を基本におくと。



［花喰鳥］特異な「咋鳥文」文様です。鶏の頭、蛇の頭、燕頤、亀の背、魚尾、鳳凰などとも考えられる「咋鳥文」が、口で蓮華を咋（くわ）えています。この原像はシルクロ−ドにあります。さらに古代トラキア（100AD)、現ハンガリ−ではヘラクレス動物文飾板では、グリフィン（有翼獅子文）が口に植物（葡萄か）の枝を銜えています。

［田植縞］本図の田植縞は、國貞作を検索中、唯の一枚でした。紺地に鼠色の田植縞、この文様は南部絵暦の「盛岡暦」の八十八夜から23日経った田植の図像です。更に女性の羽織には、朱の地に雁と燕、同じ「田山暦」では「春分、秋分に近い社日に燕が飛来し去る」との暦の目印です。

［人形］娘の背負う人形（這子、はうこ）に注目します。國貞作画中の一点は、簡明な世界ですが意味深く考えられます。柳田国男は「山島民譚集」の姥神にて、かつて巫女の所管の形式（かたしろ）に災害を祓い、また土器、木偶（でく）に己の災厄を移す事が。しかしアマガツ、ハウコ人形の起源は姥神の所産かと。興福寺などに天子のハウコが、安産の後、棄てる。

［S字］S字文様に、特定の文字、また意義は見られません。S字縞に関するものを抽出しますと、「縁取り文様」、南蛮衣裳の「丸紋文様の縁取り」、その丸紋は朱地に金の龍文様。帶に線文様として朱地の上にSを横に繋いだ文様。外側には銀鼠の地、また緑地の上に墨でと様々です。





［和歌崩し］文字は、その風景の中に戯書化。また本阿弥光悦の「舟橋蒔絵」には、「後撰和歌集」の「東路の　佐野の舟橋　かけてのみ　思ひ渡るを　知る人ぞなき」を造型化し、詩の詞を断片的に散らしています。和歌崩しは、日本文藝の典型的な文様化の歴史を語り伝えてきました。





［筏流し］この構図は微妙な風景です。紺地衣裳の背中、袖にかけて鳫の番。裾には蕗の薹（ふきのとう）に桜の散花。帶は濃紺地で、筏（いかだ）を漕ぐ人物に桜の散花が吹き掛かる。背景はギヤマンの額（がく）に安芸の宮島の風景画。完全な水風景です。

　鮮やかな色彩である。藍色の細かい辨慶縞は、粋（いき）とされていた。この藍色と紅絹（もみ）の腰巻きが、鮮やかな対比を示している。此の頃の女性風俗は、全体に藍一色など、色彩の統一があり、スカッとしている。ギヤマンの鏡の中に、藍の濃淡で和歌浦が書かれている。

［非業の死者］高師直（こうの もろなお）は南北朝（1336-1392）の観應の擾（じょう）乱（1350-1351）にて、北朝を支える武士団内の政略的対立を支えました。足利尊氏の執事（後の管領）として、荘園を侵略する畿内急進的中小武士団層を被官化しました。荘園侵略を希求する方針と、旧鎌倉幕府を再興（東国地方）する勢力との対決。





　浮世絵師は、それぞれ修業の時代から他の絵師の図柄、構図などを勉強している。初めは、そのままの模倣であるが、次第に自分の個性を作り出している。その個性が、その絵師であることを決定づけるのである。ここでは、政信を手本としているが、本質的には國貞独自の視点がある。若い女性が眉のラインを描いているところである。國貞の観察は女性の動きや仕草を見事に捕らえている。國貞の原画を一枚という人には御進め。









［宝尽し］本図は吉原太夫の衣裳への宝尽しです。打出の小槌、丁子、如意宝珠、隠れ蓑笠、宝輪、金袋など。特に「隠れ蓑笠（みのかさ）」に注目します。九州椎葉村における神は、破れ蓑笠で神の国よりの長途の旅姿です。百姓一揆の破れ蓑笠姿、非人、乞食姿は、自らを神、鬼に変身し、幕藩体制に反抗する正当性（カミ）を得るためと（勝又鎮夫氏）。



































　「上　質■（郎-良+纏-糸）段」とあり、お染が座ってミニ印半纏を畳んでいる。後方には例の浄瑠璃の文字「…高いも　ひくいも　姫ごぜの　はだ　ふれるのハ■　一人おや等も　ふつすてゝ　とのこに　つくす…」。人物の動きと対応して、後方の斜めの文字が効果的な画面に仕上がっている。「お染久松色讀販」は、文化10（1813）、文政2（1819）などに記録されている（須山+土田／歌舞妓絵尽し年表）。

　「みの屋とかきし■るしの　のれんの文字…ハふとけれど　ほそき　けふりの　かせぜたい　心になミのたへまなく…」細い、面相（めんそう）筆を口に含み、文を認めている。巻文ではないようだ。着物の白抜き模様は植物の花弁ように見えるが、これは何だろう。

























［琴柱+菊］山東京傳（1761-1816）は、「さとり絵」を次のように説明しています。「詞」（ことば）は画の陰芝居。画（え）は詞の壬生（みぶ）狂言（無言の仮面劇）。詞と画との微妙な応対の文様を「さとり絵」と申します。一種の暗号、符号的構想で「判じ物」とも共通する点があります。さとり絵には、文様の原則的意義が潜在しています。その流行の時期を辿りますと、江戸時代に二つの重要な時期の存在に注目します。慶長−寛永期、文化文政期の二期です。





［琴道具］3）この、さとり絵に託された「粹、通、洒落」が語る町人のイロニ−への幕府の畏怖。その警戒感は異常でした。4）さとり絵の暗号的、秘密結社世界の、おどろおどろしい異界像は、19世紀の世界史の象徴世界像です。5）この「さとり絵」に内蔵された結界、詞としての「かまわぬ」「よきこときく」に秘められた集団世界。國貞は数多く画いております。彼の心の鏡に映った世界です。















　「すきぬき」、籠目が開いている技術。この技術で、牛、牝鹿（めじか）、黒馬（くろむま）などが細工されている。玉黍（とうもろこし）も籠細工で作られているようだ。蜀鷄（とうけい）とあり、本来、闘鶏であろう。もともと蜀から齎されたものあ。竹は、元来、南方系のものであり、カグヤ姫の伝承も、実はベトナムにある。竹の製品は総て、南方の漁民、農耕民の生活の糧としての道具であった。





［化粧道具］母子の細やかな情緒深い世界が、垣間見えます。子供は母の乳房に口を寄せ、片手は母の乳房を弄（まさぐ）っています。母の衣裳は、化粧道具尽くしです。櫛、白粉刷毛と白粉を入れる水の器。先の尖った筋通し等が、まさに散らされています。鏡台前の母親の日常生活でしょう。子供の着物には、蒲公英（たんぽぽ）の葉と花図が。この文様は非常に少なく「日本紋章学」でも一例を示すのみです。春先の子供の外景色です。更に子供の背後に玩具、鬼の餅搗き。神樂仮面、狐の化面、火男（ひよっとこ）面が所狭しと。母子の日常の風景です。







［南蛮更紗］更紗文様は、まさに千変万化、色彩も鮮やかで、眼が眩（くら）む程です。しかし、文様の主体は「柘榴」（ざくろ）であることが分ります。南蛮文様における柘榴文様は、旧約聖書民数記13章で、モ−ゼがカナンの地のネゲブにて、住民の多寡（たか）、土地の肥沃状況、そして地の果物として葡萄と柘榴と無花果などを記録しています。イスラエル人が、葡萄の一房に因んでエシコルの谷へ。さらにソロモン（BC971-BC32)王は、己の権威の象徴として王宮に青銅製の柘榴を鋳造しました。









［玩具］玩具尽くしです。山東京傳の「小紋栽」にも、「ねずみこもん」として全く同一の文様があります。下の棒を押して離すと、ぴんと跳ねます。注意しますのは、台上の存在です。狐の顔をした人物、馬や牛、また鼠の顔をした人物群像。さらには「骰子（さいころ）」を顔にし、着物を着た人物。刀をさした武士様の者。更に細かく見て参りますと、時代の遊びの世界が浮上して参りましょうか。



［非業の死者］明智光秀（1537-82）は、美濃の土岐氏庶流出自「水色桔梗、源氏出自で、水色は其先貴」と織田信長は尾張國、桐文で平清盛統。戦国世代の対峙の世相でしたが、光秀は信長に仕えて、丹波一国を支配にしました。本能寺の変（1582）に到る信長は、農民兵（東国と畿内の中間的立地）を組織しました。また関所を廃止し、楽市楽座、検地を実施し、キリシタンとの接触、擁護しました。



［貝尽し］母親の浅黄色の着物には、様々な貝殻が鏤（ちりばめ）められています。海辺で見る様々な博物誌、これは古代の人々も生活に直結しているだけに、真剣であったことでしょう。全面に文様があるので尽くし文様の一種です。「尽くし」とは、配置は無秩序で、部分が全体と同じ特徴をもつこと（尼ヶ崎彬）。また「日本の伝統物というのは、土に対する何かがあって、外国のものは天に対する何かがある」と貴重な示唆をされています（日本舞踊家・花柳壽南海）。



















［抽象文様／市松文様］本図は、現実には有りえない図像です。衣裳全面に、四枚の木の葉が連続文様で描かれた市松文様です。特に注目しますのは、その市松の中に南蛮帽子を被り、簓（ささら）を首にかけて踊る人物が、非常に精密に描かれています。華麗な帶には、黒地の「ギヤマン」飾りとガラス柄の婦人と鸚鵡。謎めいた仮面の女性、その胸の中央部の菱形文様には「十字」が見えています。全体の華麗な瓔珞（ようらく）。



［瓢箪尽し］尽くし文様は、全面に基本的な図柄が散らしてあり、一見、無秩序のように見えながら、破綻なく、万遍に散らされている文様のことです。この技術というか、技法は実に見事なものです。熱帯地方の綿布に、様々な図柄を印で押した更紗文様（バチック）というのがあります。基本的な印を幾つか、破綻なく全面に散らした文様です。これは熱帯の鮮やかな色彩の植物がそれぞれ全面に咲き揃うのと似ています。植物の瓢箪も熱帯系です。蔓（つる）として、あらゆるところに絡（から）み付き、繁茂します。

［蓑笠］母は龍、子は蓑笠。陰暦八月（葉月）の室内風景。竹筒に秋七草。三寶に松茸、栗。白い月見の団子。母親の衣裳全面の龍文様と子供の田圃の中の蓑笠に水鳥文様。秋の風情豊か。龍には全世界的に想化された構造−水神の表象の蛇信仰。中国の龍神「淮南子」（えなんじ）に「万物、羽、毛、鱗、介。皆龍を祖とす」との理念。その形態は本図の他にも千変万化。その中にも龍母観と水神観の合成を基本におくと。



［人形］娘の背負う人形（這子、はうこ）に注目します。國貞作画中の一点は、簡明な世界ですが意味深く考えられます。柳田国男は「山島民譚集」の姥神にて、かつて巫女の所管の形式（かたしろ）に災害を祓い、また土器、木偶（でく）に己の災厄を移す事が。しかしアマガツ、ハウコ人形の起源は姥神の所産かと。興福寺などに天子のハウコが、安産の後、棄てる。













　浮世絵師は、それぞれ修業の時代から他の絵師の図柄、構図などを勉強している。初めは、そのままの模倣であるが、次第に自分の個性を作り出している。その個性が、その絵師であることを決定づけるのである。ここでは、政信を手本としているが、本質的には國貞独自の視点がある。若い女性が眉のラインを描いているところである。國貞の観察は女性の動きや仕草を見事に捕らえている。國貞の原画を一枚という人には御進め。
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　「上　質■（郎-良+纏-糸）段」とあり、お染が座ってミニ印半纏を畳んでいる。後方には例の浄瑠璃の文字「…高いも　ひくいも　姫ごぜの　はだ　ふれるのハ■　一人おや等も　ふつすてゝ　とのこに　つくす…」。人物の動きと対応して、後方の斜めの文字が効果的な画面に仕上がっている。「お染久松色讀販」は、文化10（1813）、文政2（1819）などに記録されている（須山+土田／歌舞妓絵尽し年表）。
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［化粧道具］母子の細やかな情緒深い世界が、垣間見えます。子供は母の乳房に口を寄せ、片手は母の乳房を弄（まさぐ）っています。母の衣裳は、化粧道具尽くしです。櫛、白粉刷毛と白粉を入れる水の器。先の尖った筋通し等が、まさに散らされています。鏡台前の母親の日常生活でしょう。子供の着物には、蒲公英（たんぽぽ）の葉と花図が。この文様は非常に少なく「日本紋章学」でも一例を示すのみです。春先の子供の外景色です。更に子供の背後に玩具、鬼の餅搗き。神樂仮面、狐の化面、火男（ひよっとこ）面が所狭しと。母子の日常の風景です。
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