
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 國貞筆2（1823-1880） くにさだ2

2 國貞筆2 くにさだ2

3 國貞筆2 くにさだ2

4 國貞筆2 くにさだ2

5 國貞筆2 くにさだ2

6 國貞筆2 くにさだ2

7 國貞画 くにさだ

8 香蝶樓國貞画 くにさだ

9 梅蝶樓國貞画2（1823-80） くにさだ2

10 梅蝶樓國貞画2（1823-1880）くにさだ2

11 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

12 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

13 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

14 香蝶樓國貞画 くにさだ

15 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

16 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

17 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

18 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

19 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

20 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

21 五渡亭國貞画 くにさだ

22 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

23 五渡亭國貞画 くにさだ

24 五渡亭國貞画 くにさだ

25 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

26 國貞画2 くにさだ2

27 國貞画2 くにさだ2

28 國貞画2 くにさだ2

29 國貞画2 くにさだ2

30 香蝶樓國貞画 くにさだ

31 豊國画3+國貞画2 くにさだ2　とよくに3　

32 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

33 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

34 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

35 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

36 五渡亭國貞画 くにさだ

37 五渡亭國貞画 くにさだ

38 國貞画 くにさだ

39 一雄齋國貞画 　 くにさだ　

40 五渡亭國貞國貞画 　 くにさだ　



41 應需國貞画 くにさだ

42 五渡亭國貞画 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 國貞筆2（1823-1880） くにさだ2

46 國貞筆2 くにさだ2

47 國貞筆2 くにさだ2

48 國貞筆2 くにさだ2

49 國貞筆2 くにさだ2

50 國貞筆2 くにさだ2

51 國貞筆2 くにさだ2

52 國貞筆2 くにさだ2

53 五渡亭國貞画 くにさだ

54 國貞 くにさだ

55 國貞画2 くにさだ

56 五渡亭國貞画 くにさだ

57 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

58 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

59 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

60 應需國貞画2 くにさだ2

61 五渡亭國貞画 くにさだ

62 國貞画2 くにさだ2

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（1786-1864） くにさだ

66 香蝶樓國貞画 くにさだ

67 香蝶樓國貞画 くにさだ

68 香蝶樓國貞画 くにさだ

69 御好に付國貞画 くにさだ

70 國貞画2 くにさだ2

71 五渡亭國貞画 くにさだ

72 香蝶樓國貞画 くにさだ

73 香蝶樓國貞画　 くにさだ　

74 香蝶樓國貞画 くにさだ

75 香蝶樓國貞画 くにさだ

76 香蝶樓國貞画 くにさだ

77 香蝶樓國貞画 くにさだ

78 香蝶樓國貞筆 くにさだ3

79 五渡亭國貞画 くにさだ

80 國貞3 くにさだ3

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 香蝶樓國貞画 くにさだ

85 香蝶樓國貞画 くにさだ

86 香蝶樓國貞画 くにさだ

87 香蝶樓國貞画 くにさだ

88 香蝶樓國貞画 くにさだ

89 香蝶樓國貞画 くにさだ

90 香蝶樓國貞画 くにさだ

91 香蝶樓國貞画 くにさだ

92 香蝶樓國貞画 くにさだ

93 香蝶樓國貞画 くにさだ

94 香蝶樓國貞画 くにさだ

95 香蝶樓國貞画 くにさだ

96 香蝶樓國貞画 くにさだ

97 香蝶樓國貞画 くにさだ

98 香蝶樓國貞画 くにさだ

99 香蝶樓國貞画 くにさだ

100 香蝶樓國貞画 くにさだ

101 香蝶樓國貞画 くにさだ

102 香蝶樓國貞画 くにさだ

103 香蝶樓國貞画 くにさだ

104 香蝶樓國貞画 くにさだ

105 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

106 香蝶樓國貞画 くにさだ

107 香蝶樓國貞画 くにさだ

108 香蝶樓國貞画 くにさだ

109 香蝶樓國貞画 くにさだ

110 五渡亭國貞画 くにさだ

111 五渡亭國貞畫 くにさだ

112 國貞 くにさだ

113 五渡亭國貞画 くにさだ

114 國貞 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 五渡亭國貞画 くにさだ

118 五渡亭國貞画 くにさだ

119 五渡亭國貞画 くにさだ

120 五渡亭國貞画 くにさだ

121 五渡亭國貞画 くにさだ

122 五渡亭國貞画 くにさだ



123 香蝶樓國貞画 くにさだ

124 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

125 國貞舎豊國画3 とよくに3

126 國貞画2 くにさだ2

127 國貞画2 くにさだ2

128 國貞画2 くにさだ2

129 國貞画2 くにさだ2

130 國貞画2 くにさだ2

131 國貞画2 くにさだ2

132 五渡亭國貞画 くにさだ

133 梅蝶樓國貞筆2 くにさだ2

134 梅蝶樓國貞2筆（1797-1861）くにさだ2

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 梅蝶樓國貞2画（1823-1880）くにさだ2

139 香蝶樓國貞画 くにさだ

140 二代國貞画2 くにさだ2

141 二代目國貞画2 くにさだ2

142 國政改二世國貞画2 くにさだ2

143 國政改二世國貞画2 くにさだ2

144 二代目國貞画2 くにさだ2

145 二代國貞画2 くにさだ2

146 二代目國貞画2 くにさだ2

147 二代國貞画2 くにさだ2

148 國政改二世國貞画3 くにさだ3

149 國政改二世國貞画3 くにさだ3

150 國政改二世國貞画3 くにさだ3

151 五渡亭國貞画 くにさだ

152 五渡亭國貞画 くにさだ

153 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

154 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

155 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

156 五渡亭國貞画 くにさだ

157 五渡亭國貞画 くにさだ

158 香蝶樓國貞画 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 楳堂國貞筆 くにさだ3

168 香蝶樓國貞画 くにさだ

169 香蝶樓國貞画 くにさだ

170 香蝶樓國貞画 くにさだ

171 國貞改三代目豊國画3 とよくに3

172 五渡亭國貞画 ［貞三升］ くにさだ　

173 香蝶樓國貞画 くにさだ

174 五渡亭國貞画 くにさだ

175 一陽齋雛獅豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

176 五渡亭國貞画 くにさだ

177 香蝶樓國貞画 くにさだ

178 五渡亭國貞画 くにさだ

179 五渡亭國貞画 くにさだ

180 五渡亭國貞画 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 香蝶樓國貞画 くにさだ

184 五渡亭國貞画 くにさだ

185 五渡亭國貞画 くにさだ

186 五渡亭國貞画 くにさだ

187 香蝶樓國貞画 くにさだ

188 香蝶樓國貞画 くにさだ

189 香蝶樓國貞画 くにさだ

190 香蝶樓國貞画 くにさだ

191 香蝶樓國貞画 くにさだ

192 香蝶樓國貞画 くにさだ

193 三世・歌川國貞画3 くにさだ3

194 三世・歌川國貞画3 くにさだ3

195 三世・歌川國貞画3 くにさだ3

196 五渡亭國貞画 くにさだ

197 香蝶樓國貞画 くにさだ

198 三世・歌川國貞画3 くにさだ3

199 三世・歌川國貞画3 くにさだ3

200 三世・歌川國貞画3 くにさだ3

201 香蝶樓國貞画3 くにさだ3

202 香蝶樓國貞画3 くにさだ3

203 香蝶樓國貞画3 くにさだ3

204 香蝶樓國貞画 くにさだ



205 三世・歌川國貞画 くにさだ3

206 三世・歌川國貞画 くにさだ3

207 三世・歌川國貞画 くにさだ3

208 五渡亭國貞画 くにさだ

209 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

216 五渡亭國貞画 くにさだ

217 國貞画2 くにさだ2

218 國貞画2 くにさだ2

219 國貞画2 くにさだ2

220 國貞画2 くにさだ2

221 香蝶樓國貞画 くにさだ

222 國貞画 くにさだ

223 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 國貞画2 くにさだ2

233 國貞画2 くにさだ2

234 國貞画2 くにさだ2

235 香蝶樓國貞画 くにさだ

236 國貞 くにさだ

237 國貞画2 くにさだ2

238 國貞画2 くにさだ2

239 五渡亭國貞画 くにさだ

240 五渡亭國貞画 くにさだ

241 國貞画2 くにさだ2

242 國貞画2 くにさだ2

243 國貞画2 くにさだ2

244 國貞画2 くにさだ2

245 國貞画2 くにさだ2



246 國貞画2 くにさだ2

247 國貞画2 くにさだ2

248 國貞画2（1823-1880） くにさだ2

249 應好國貞筆2	 くにさだ2

250 應需國貞画2 くにさだ2

251 應需國貞画2 くにさだ2

252 應需國貞画2 くにさだ2

253 國貞画2 くにさだ2

254 國貞画2 くにさだ2

255 國貞画2 くにさだ2

256 梅蝶樓國貞2筆（1797-1861）くにさだ2

257 五渡亭國貞画 くにさだ

258 香蝶樓國貞画 くにさだ

259 香蝶樓國貞画 くにさだ

260 香蝶樓國貞画 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 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

269 香蝶樓國貞画 くにさだ

270 香蝶樓國貞画 くにさだ

271 香蝶樓國貞画 くにさだ

272 香蝶樓國貞画 くにさだ

273 香蝶樓國貞画 くにさだ

274 香蝶樓國貞画 くにさだ

275 國貞改二代豊國画（1786-1864）くにさだ

276 國貞改二代豊國画 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 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

285 五渡亭國貞画 くにさだ

286 五渡亭國貞画 くにさだ



287 琴雷舎國貞画 くにさだ

288 琴雷舎國貞画圖 くにさだ

289 琴雷舎國貞画（1787-1864） くにさだ

290 琴雷舎國貞画 くにさだ

291 香蝶樓國貞画 くにさだ

292 香蝶樓國貞画 くにさだ

293 香蝶樓國貞画 くにさだ

294 香蝶樓國貞画 くにさだ

295 香蝶樓國貞画 くにさだ

296 香蝶樓國貞画 くにさだ

297 香蝶樓國貞画　 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 くにさだ

301 香蝶樓國貞画 くにさだ

302 香蝶樓國貞画（1786-1864） 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 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

307 香蝶樓國貞画 くにさだ

308 香蝶樓國貞画 くにさだ

309 香蝶樓國貞画 くにさだ

310 香蝶樓國貞画 くにさだ

311 香蝶樓國貞画 くにさだ

312 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

313 應需國貞画 くにさだ

314 五渡亭國貞画（1786-1864）［Gototei KUNISADA］くにさだ

315 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

316 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

317 五渡亭國貞画 くにさだ

318 五渡亭國貞画 くにさだ

319 好によりて國貞画（1786-1864）くにさだ

320 五渡亭國貞画 くにさだ

321 香蝶樓國貞画（1786-1864）［Kouchourou KUNISADA］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 國貞画2 くにさだ2

325 香蝶樓國貞画 くにさだ

326 香蝶樓國貞画 くにさだ

327 香蝶樓國貞画 くにさだ



328 香蝶樓國貞画 くにさだ

329 香蝶樓國貞画 くにさだ

330 香蝶樓國貞画 くにさだ

331 香蝶樓國貞画 くにさだ

332 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

333 香蝶樓國貞画 くにさだ

334 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

335 五渡亭國貞画 くにさだ

336 五渡亭國貞画 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（1786-1864） くにさだ

342 五渡亭國貞画 くにさだ

343 香蝶樓國貞画 くにさだ

344 香蝶樓國貞画 くにさだ

345 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

346 香蝶樓國貞画　 くにさだ　

347 國貞改二代豊國2画　 とよくに3

348 國貞改二代豊國画3 とよくに3（くにさだ）

349 國貞画 　 くにさだ　

350 國貞改二代目豊國画3 とよくに3

351 五渡亭國貞画 くにさだ

352 國貞筆2 くにさだ2

353 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

354 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

355 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

356 五渡亭國貞画 くにさだ

357 國貞画2 くにさだ2

358 國貞画2 くにさだ2

359 國貞画2 くにさだ2

360 國貞画2 くにさだ2

361 國貞画2 くにさだ2

362 國貞画2 くにさだ2

363 國貞画2（1823-1880） くにさだ2

364 香蝶樓國貞画 くにさだ

365 五渡亭國貞畫 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 應好國貞筆2 くにさだ2



369 應好國貞筆2 くにさだ2

370 應好國貞筆2 くにさだ2

371 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

372 五渡亭國貞画 くにさだ

373 香蝶樓國貞画 くにさだ

374 香蝶樓國貞画 くにさだ

375 五渡亭國貞画 くにさだ

376 五渡亭國貞画 くにさだ

377 五渡亭國貞画 くにさだ

378 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

379 應需國貞画 くにさだ

380 五渡亭國貞画 くにさだ

381 香蝶樓國貞画 くにさだ

382 香蝶樓國貞画 くにさだ

383 五渡亭國貞画 くにさだ

384 五渡亭國貞画 くにさだ

385 國貞画（1786-1864) くにさだ

386 五渡亭國貞画 くにさだ

387 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

388 五渡亭國貞画 くにさだ

389 五渡亭國貞画 くにさだ

390 國貞2 くにさだ2

391 國貞2 くにさだ2

392 御好に付國貞画 くにさだ

393 香蝶樓國貞画 くにさだ

394 香蝶樓國貞画 くにさだ

395 香蝶樓國貞画 くにさだ

396 香蝶樓國貞画 くにさだ

397 香蝶樓國貞画　 くにさだ　

398 香蝶樓國貞画 くにさだ

399 香蝶樓國貞画 くにさだ

400 國貞改二代豊國画3 とよくに3

401 國貞改二代豊國画 とよくに3

402 五渡亭國貞画［朱印］（1786-1864)くにさだ

403 五渡亭國貞画［朱印］ くにさだ

404 五渡亭國貞画 くにさだ

405 五渡亭國貞画 くにさだ

406 國貞画 くにさだ

407 五渡亭國貞画 くにさだ

408 五渡亭國貞画 くにさだ

409 五渡亭國貞画 くにさだ



410 五渡亭國貞画 くにさだ

411 五渡亭國貞画（1786-1864） 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 香蝶樓國貞画 くにさだ

418 香蝶樓國貞画 くにさだ

419 五渡亭國貞画 くにさだ

420 國貞画2 くにさだ2

421 國貞画2 くにさだ2

422 國貞画2 くにさだ2

423 國貞画2 くにさだ2

424 國貞画2 くにさだ2

425 國貞画2 くにさだ2

426 國貞画2 くにさだ2

427 香蝶樓國貞画 くにさだ

428 國貞3 くにさだ3

429 五渡亭國貞画 くにさだ

430 香蝶樓國貞画 くにさだ

431 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

432 香蝶樓國貞画 くにさだ

433 應需國貞画 くにさだ

434 一勇雄國貞画 　 くにさだ　

435 應好國貞筆2 くにさだ2

436 應好國貞筆2 くにさだ2

437 應好國貞筆2 くにさだ2

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

439 一寿齋國貞画 くにさだ2

440 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

441 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

442 五渡亭國貞画 くにさだ

443 五渡亭國貞画 くにさだ

444 香蝶樓國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

448 五渡亭國貞画 くにさだ

449 五渡亭國貞画 くにさだ

450 五渡亭國貞画 くにさだ



451 國貞画 くにさだ

452 香蝶樓國貞画 くにさだ

453 國貞筆2（1823-1880） くにさだ2

454 應需國貞筆2 くにさだ2

455 國貞画2 くにさだ2

456 國貞画2 くにさだ2

457 國貞画2 くにさだ2

458 應好國貞筆2	 くにさだ2

459 國貞筆2 くにさだ2

460 國貞筆2 くにさだ2

461 國貞筆2 くにさだ2

462 國貞筆2 くにさだ2

463 國貞筆2 くにさだ2

464 國貞筆2 くにさだ2

465 香蝶樓國貞画 くにさだ

466 香蝶樓國貞画 くにさだ

467 香蝶樓國貞画 くにさだ

468 香蝶樓國貞画 くにさだ

469 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

470 香蝶樓國貞画 くにさだ

471 香蝶樓國貞画 くにさだ

472 梅蝶樓國貞2画（1823-1880）くにさだ2

473 香蝶樓國貞画 くにさだ

474 香蝶樓國貞画 くにさだ

475 需好國貞筆2+景色門人國政くにさだ2　くにまさ2

476 香蝶樓國貞画 くにさだ

477 香蝶樓國貞画 くにさだ

478 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

479 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

480 五渡亭國貞画 くにさだ

481 香蝶樓國貞画 くにさだ

482 香蝶樓國貞画 くにさだ

483 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

484 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

485 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

486 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

487 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

488 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

489 香蝶樓國貞画 くにさだ

490 國貞画（二代）（1823-1880） くにさだ2

491 應好國貞筆2 くにさだ2



492 應好國貞筆2	 くにさだ2

493 五渡亭國貞画 くにさだ

494 國貞画 くにさだ

495 一雄齋國貞画 くにさだ

496 一雄齋國貞画（1786-1864） くにさだ

497 一雄齋國貞画 くにさだ

498 一雄齋國貞画 　 くにさだ　

499 琴雷舎國貞画 　 くにさだ　

500 香蝶樓國貞画 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 應需國貞画 くにさだ

504 五渡亭國貞画 くにさだ

505 香蝶樓國貞画 くにさだ

506 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

507 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

508 國貞画2 くにさだ2

509 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

510 五渡亭國貞画 くにさだ

511 五渡亭國貞画 くにさだ

512 東都國貞画 くにさだ

513 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

514 五渡亭國貞画 くにさだ

515 香蝶樓國貞画 くにさだ

516 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

522 五渡亭國貞画 くにさだ

523 五渡亭國貞画 くにさだ

524 五渡亭國貞画 くにさだ

525 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

526 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

527 五渡亭國貞画 くにさだ

528 五渡亭國貞画 くにさだ

529 香蝶樓國貞画 くにさだ

530 國貞画2 くにさだ2

531 五渡亭國貞画 くにさだ

532 五渡亭國貞画 くにさだ



533 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

537 五渡亭國貞画 くにさだ

538 五渡亭國貞画 くにさだ

539 五渡亭國貞画 くにさだ

540 五渡亭國貞画　香蝶樓國貞画くにさだ

541 一寿齋國貞画2（1823-1880）くにさだ2

542 香蝶樓國貞画 くにさだ

543 五渡亭國貞画 くにさだ

544 五渡亭國貞画 くにさだ

545 香蝶樓國貞画 くにさだ

546 香蝶樓國貞画 くにさだ

547 香蝶樓國貞画　 くにさだ　

548 五渡亭國貞画 くにさだ

549 一雄齋國貞画（1786-1864） くにさだ

550 一雄齋國貞画 くにさだ

551 一雄齋國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

561 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 くにさだ

565 五渡亭國貞画 くにさだ

566 五渡亭國貞画 くにさだ

567 五渡亭國貞画 くにさだ

568 五渡亭國貞画 くにさだ

569 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

570 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ



574 五渡亭國貞画 くにさだ

575 五渡亭國貞画 くにさだ

576 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

577 五渡亭國貞画 くにさだ

578 香蝶樓國貞画 くにさだ

579 五渡亭國貞画 くにさだ

580 五渡亭國貞画 くにさだ

581 五渡亭國貞画 くにさだ

582 五渡亭國貞画 くにさだ

583 五渡亭國貞画 くにさだ

584 香蝶樓國貞 くにさだ

585 香蝶樓國貞画 くにさだ

586 國貞画 くにさだ

587 五渡亭國貞画 くにさだ

588 香蝶樓國貞画 くにさだ

589 五渡亭國貞画 くにさだ

590 五渡亭國貞画 くにさだ

591 五渡亭國貞画 くにさだ

592 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

593 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

594 五渡亭國貞画 くにさだ

595 應需國貞画 くにさだ

596 國貞改二代豊國3画 とよくに3

597 香蝶樓國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

604 五渡亭國貞画 くにさだ

605 五渡亭國貞画 くにさだ

606 五渡亭國貞画 くにさだ

607 五渡亭國貞画 くにさだ

608 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

609 五渡亭國貞画 くにさだ

610 國貞改二代目豊國画3 とよくに3

611 香蝶樓國貞画 くにさだ

612 國貞 くにさだ

613 國貞 くにさだ

614 香蝶樓國貞画 くにさだ



615 香蝶樓國貞画 くにさだ

616 香蝶樓國貞画 くにさだ

617 香蝶樓國貞画 くにさだ

618 香蝶樓國貞画 くにさだ

619 香蝶樓國貞画 くにさだ

620 香蝶樓國貞画 くにさだ

621 香蝶樓國貞画 くにさだ

622 香蝶樓國貞画 くにさだ

623 香蝶樓國貞画 くにさだ

624 香蝶樓國貞画 くにさだ

625 香蝶樓國貞画 くにさだ

626 香蝶樓國貞画 くにさだ

627 香蝶樓國貞画 くにさだ

628 五渡亭國貞画 くにさだ

629 香蝶樓國貞画 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（1786-1864） くにさだ

637 五渡亭國貞画 くにさだ

638 香蝶樓國貞画 くにさだ

639 香蝶樓國貞画 くにさだ

640 香蝶樓國貞画 くにさだ

641 香蝶樓國貞画 くにさだ

642 五渡亭國貞画 くにさだ

643 國貞3 くにさだ3

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 五渡亭國貞画 くにさだ

650 國貞 くにさだ

651 香蝶樓國貞画　英泉　國芳 くにさだ　えいせん　くによし

652 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ



656 五渡亭國貞画 くにさだ

657 國貞 くにさだ

658 國貞 くにさだ

659 一雄齋國貞画 くにさだ

660 一雄齋國貞画 くにさだ

661 國貞 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 國貞 くにさだ

665 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 應需國貞画 くにさだ

669 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 應需國貞画 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 　 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 英泉筆（1790-1848）國貞画（1786-1864）くにさだ　えいせん

684 五渡亭國貞画 くにさだ

685 五渡亭國貞画 くにさだ

686 五渡亭國貞画 くにさだ

687 五渡亭國貞画 くにさだ

688 國貞2 くにさだ2

689 國貞 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 國貞 くにさだ

696 應好五渡亭國貞画 くにさだ



697 五渡亭國貞画 くにさだ

698 香蝶樓國貞画 くにさだ

699 國貞画 くにさだ

700 五渡亭國貞画 くにさだ

701 五渡亭國貞画 くにさだ

702 五渡亭國貞画 くにさだ

703 五渡亭國貞画 くにさだ

704 國貞画 くにさだ

705 五渡亭國貞画 くにさだ

706 五渡亭國貞画 くにさだ

707 五渡亭國貞画 くにさだ

708 五渡亭國貞画 くにさだ

709 五渡亭國貞画 くにさだ

710 一雄齋國貞画 くにさだ

711 五渡亭國貞画 くにさだ

712 五渡亭國貞画 くにさだ

713 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

714 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

715 國貞画 くにさだ

716 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 國貞画 　 くにさだ　

722 五渡亭國貞画 くにさだ

723 國貞画 くにさだ

724 五渡亭國貞画 くにさだ

725 國貞 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（1786-1864） 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 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 五渡亭國貞画 くにさだ



738 五渡亭國貞画 くにさだ

739 五渡亭國貞画 くにさだ

740 五渡亭國貞画 くにさだ

741 五渡亭國貞画 くにさだ

742 五渡亭國貞画 くにさだ

743 五渡亭國貞画 くにさだ

744 五渡亭國貞画 くにさだ

745 五渡亭國貞画 くにさだ

746 五渡亭國貞画 くにさだ

747 五渡亭國貞画 くにさだ

748 五渡亭國貞画 くにさだ

749 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

755 五渡亭國貞画 くにさだ

756 五渡亭國貞画 くにさだ

757 五渡亭國貞画 くにさだ

758 五渡亭國貞画 くにさだ

759 國貞舎豊國画3 とよくに3

760 五渡亭國貞画 くにさだ

761 五渡亭國貞画 くにさだ

762 五渡亭國貞画 くにさだ

763 五渡亭國貞画 くにさだ

764 五渡亭國貞画 くにさだ

765 五渡亭國貞画 くにさだ

766 五渡亭國貞画 くにさだ

767 五渡亭國貞画 くにさだ

768 五渡亭國貞画 くにさだ

769 五渡亭國貞画 くにさだ

770 五渡亭國貞画 くにさだ

771 五渡亭國貞画 くにさだ

772 五渡亭國貞画 くにさだ

773 五渡亭國貞画 くにさだ

774 五渡亭國貞画 くにさだ

775 五渡亭國貞画 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 くにさだ

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 くにさだ

790 五渡亭國貞画 くにさだ

791 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

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（1786-1864） くにさだ

795 應需五渡亭國貞画 くにさだ

796 五渡亭國貞画 くにさだ

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 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 國貞 くにさだ

813 五渡亭國貞画 くにさだ

814 五渡亭國貞画 くにさだ

815 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

816 五渡亭國貞画 くにさだ

817 香蝶樓國貞画 くにさだ

818 香蝶樓國貞画 くにさだ

819 香蝶樓國貞画 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 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 くにさだ

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 くにさだ

834 五渡亭國貞画 くにさだ

835 國貞* くにさだ

836 應需國貞画 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 くにさだ

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 五渡亭國貞画 くにさだ

847 五渡亭國貞画 くにさだ

848 五渡亭國貞画 くにさだ

849 五渡亭國貞画 くにさだ

850 五渡亭國貞画 くにさだ

851 五渡亭國貞画 くにさだ

852 五渡亭國貞画 くにさだ

853 五渡亭國貞画 くにさだ

854 五渡亭國貞画 くにさだ

855 五渡亭國貞画 くにさだ

856 五渡亭國貞画 くにさだ

857 五渡亭國貞画 くにさだ

858 五渡亭國貞画 くにさだ

859 五渡亭國貞画 くにさだ

860 五渡亭國貞画 くにさだ



861 五渡亭國貞画 くにさだ

862 五渡亭國貞画 くにさだ

863 五渡亭國貞画 くにさだ

864 五渡亭國貞画 くにさだ

865 五渡亭國貞画 くにさだ

866 五渡亭國貞画 くにさだ

867 應需國貞画 くにさだ

868 五渡亭國貞画 くにさだ

869 香蝶樓國貞画 くにさだ

870 香蝶樓國貞画 くにさだ

871 香蝶樓國貞画 くにさだ

872 五渡亭國貞画 くにさだ

873 應需國貞画 くにさだ

874 五渡亭國貞画 くにさだ

875 應需國貞画　 くにさだ

876 應需國貞画 くにさだ

877 應需國貞画 くにさだ

878 應需國貞画　 くにさだ

879 五渡亭國貞画 くにさだ

880 五渡亭國貞画 くにさだ

881 五渡亭國貞画 くにさだ

882 五渡亭國貞画 くにさだ

883 五渡亭國貞画 くにさだ

884 五渡亭國貞画 くにさだ

885 五渡亭國貞画 くにさだ

886 五渡亭國貞画 くにさだ

887 五渡亭國貞画 くにさだ

888 五渡亭國貞画 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 應需國貞画 くにさだ

892 一壽齋國貞画2 くにさだ2

893 一壽齋國貞画2 くにさだ2

894 一壽齋國貞画2 くにさだ2

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 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

909 應需香蝶樓國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

915 五渡亭國貞画 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 應需香蝶樓國貞画 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 應需香蝶樓國貞画 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　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 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 五渡亭國貞画 くにさだ

935 五渡亭國貞画 くにさだ

936 五渡亭國貞画 くにさだ

937 五渡亭國貞画 くにさだ

938 五渡亭國貞画 くにさだ

939 五渡亭國貞画 くにさだ

940 五渡亭國貞画 くにさだ

941 五渡亭國貞画 くにさだ

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 五渡亭國貞画 くにさだ

946 板元の好みに付國貞画 くにさだ

947 五渡亭國貞画 くにさだ

948 五渡亭國貞画 くにさだ

949 五渡亭國貞画 くにさだ

950 五渡亭國貞画 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 東都國貞画 くにさだ

970 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 五渡亭國貞画 くにさだ

976 五渡亭國貞画 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 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 東都國貞画 くにさだ

985 五渡亭國貞画 くにさだ

986 國貞画 くにさだ

987 五渡亭國貞画 くにさだ

988 五渡亭國貞画 くにさだ

989 國貞画 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（1786-1864) くにさだ

998 五渡亭國貞画（1786-1864) くにさだ

999 五渡亭國貞画（1786-1864) 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 香蝶樓國貞画 くにさだ

1003 香蝶樓國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1011 五渡亭國貞画 くにさだ

1012 五渡亭國貞画 くにさだ

1013 五渡亭國貞画 くにさだ

1014 五渡亭國貞画 くにさだ

1015 五渡亭國貞画 くにさだ

1016 五渡亭國貞画 くにさだ

1017 五渡亭國貞画 くにさだ

1018 五渡亭國貞画 くにさだ

1019 五渡亭國貞画 くにさだ

1020 五渡亭國貞画 くにさだ

1021 五渡亭國貞画 くにさだ

1022 五渡亭國貞画 くにさだ

1023 五渡亭國貞画 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 くにさだ

1031 五渡亭國貞画 くにさだ

1032 五渡亭國貞画 くにさだ

1033 五渡亭國貞画 くにさだ

1034 五渡亭國貞画 くにさだ

1035 五渡亭國貞画 くにさだ

1036 五渡亭國貞画 くにさだ

1037 五渡亭國貞画 くにさだ

1038 五渡亭國貞画 くにさだ

1039 五渡亭國貞画 くにさだ

1040 五渡亭國貞画 くにさだ

1041 五渡亭國貞画 くにさだ

1042 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1043 五渡亭國貞画 くにさだ

1044 五渡亭國貞画 くにさだ

1045 五渡亭國貞画 くにさだ

1046 五渡亭國貞画 くにさだ

1047 五渡亭國貞画 くにさだ

1048 五渡亭國貞画 くにさだ

1049 五渡亭國貞画 くにさだ

1050 五渡亭國貞画 くにさだ

1051 五渡亭國貞画 くにさだ

1052 五渡亭國貞画 くにさだ　

1053 五渡亭國貞画 くにさだ

1054 五渡亭國貞画 くにさだ

1055 五渡亭國貞画 くにさだ

1056 五渡亭國貞画 くにさだ

1057 五渡亭國貞画 くにさだ

1058 五渡亭國貞画 くにさだ

1059 五渡亭國貞画 くにさだ

1060 五渡亭國貞画 くにさだ

1061 五渡亭國貞画 くにさだ

1062 香蝶樓國貞画 くにさだ

1063 五渡亭國貞画 くにさだ

1064 五渡亭國貞画 くにさだ

1065 五渡亭國貞画 くにさだ



1066 五渡亭國貞画 くにさだ

1067 五渡亭國貞画 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 國貞画 くにさだ

1072 五渡亭國貞画 くにさだ

1073 五渡亭國貞画 くにさだ

1074 五渡亭國貞画 くにさだ

1075 五渡亭國貞画 くにさだ

1076 五渡亭國貞画 くにさだ

1077 五渡亭國貞画 くにさだ

1078 五渡亭國貞画 くにさだ

1079 五渡亭國貞画 くにさだ

1080 大和繪師歌川國貞画 くにさだ

1081 五渡亭國貞画 くにさだ

1082 國貞 くにさだ

1083 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1097 五渡亭國貞画 くにさだ

1098 五渡亭國貞画 くにさだ

1099 五渡亭國貞画 くにさだ

1100 香蝶樓國貞画 くにさだ

1101 五渡亭國貞画 くにさだ

1102 五渡亭國貞画 くにさだ

1103 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1123 五渡亭國貞画 くにさだ

1124 五渡亭國貞画 くにさだ

1125 五渡亭國貞画 くにさだ

1126 五渡亭國貞画 くにさだ

1127 五渡亭國貞画 くにさだ

1128 五渡亭國貞画 くにさだ

1129 好によりて國貞画 くにさだ

1130 五渡亭國貞画 くにさだ

1131 五渡亭國貞画 くにさだ

1132 五渡亭國貞画 くにさだ

1133 五渡亭國貞画 くにさだ

1134 五渡亭國貞畫 くにさだ

1135 五渡亭國貞画 くにさだ

1136 五渡亭國貞画 くにさだ

1137 五渡亭國貞画 くにさだ

1138 五渡亭國貞画 くにさだ

1139 五渡亭國貞画 くにさだ

1140 五渡亭國貞画 くにさだ

1141 五渡亭國貞画 くにさだ

1142 五渡亭國貞画 くにさだ

1143 五渡亭國貞画 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 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 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 香蝶樓國貞画 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 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 香蝶樓國貞画 くにさだ

1167 五渡亭國貞画 くにさだ

1168 香蝶樓國貞画 くにさだ

1169 五渡亭國貞画 くにさだ

1170 國貞画 くにさだ

1171 五渡亭國貞画 くにさだ

1172 五渡亭國貞画 くにさだ

1173 五渡亭國貞画 くにさだ

1174 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1175 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1183 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1188 五渡亭國貞画 くにさだ



1189 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1197 五渡亭國貞画 くにさだ

1198 五渡亭國貞画 くにさだ

1199 五渡亭國貞画 くにさだ

1200 五渡亭國貞画 くにさだ

1201 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1211 五渡亭國貞画 くにさだ

1212 五渡亭國貞画 くにさだ

1213 五渡亭國貞画 くにさだ

1214 五渡亭國貞画 くにさだ

1215 五渡亭國貞画 くにさだ

1216 五渡亭國貞画 くにさだ

1217 五渡亭國貞画 くにさだ

1218 五渡亭國貞画 くにさだ

1219 五渡亭國貞画 くにさだ

1220 五渡亭國貞画 くにさだ

1221 五渡亭國貞画 くにさだ

1222 五渡亭國貞画 くにさだ

1223 五渡亭國貞画 くにさだ

1224 五渡亭國貞画 くにさだ

1225 五渡亭國貞画 くにさだ

1226 五渡亭國貞画 くにさだ

1227 五渡亭國貞画　國貞画 くにさだ

1228 五渡亭國貞画 くにさだ

1229 五渡亭國貞画 くにさだ



1230 五渡亭國貞画 くにさだ

1231 五渡亭國貞画 くにさだ

1232 五渡亭國貞画 くにさだ

1233 五渡亭國貞画 くにさだ

1234 五渡亭國貞画 くにさだ

1235 五渡亭國貞画 くにさだ

1236 五渡亭國貞画 くにさだ

1237 五渡亭國貞画 くにさだ

1238 五渡亭國貞画 くにさだ

1239 五渡亭國貞画 くにさだ

1240 五渡亭國貞画 くにさだ

1241 五渡亭國貞画 くにさだ

1242 五渡亭國貞画 くにさだ

1243 五渡亭國貞画 くにさだ

1244 五渡亭國貞画 くにさだ

1245 五渡亭國貞画 くにさだ

1246 五渡亭國貞画 くにさだ

1247 五渡亭國貞画 くにさだ

1248 五渡亭國貞画 くにさだ

1249 五渡亭國貞画 くにさだ

1250 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1251 五渡亭國貞画 くにさだ

1252 五渡亭國貞画 くにさだ

1253 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1268 五渡亭國貞画 くにさだ

1269 五渡亭國貞画 くにさだ

1270 五渡亭國貞画 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 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 國貞画 くにさだ

1277 香蝶樓國貞画 くにさだ

1278 五渡亭國貞画 くにさだ

1279 國貞画2（1823-80） くにさだ2

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 香蝶樓國貞画 くにさだ

1287 國貞 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 香蝶樓國貞画 くにさだ

1292 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1293 五渡亭國貞画 くにさだ

1294 五渡亭國貞画 くにさだ

1295 五渡亭國貞画 くにさだ

1296 五渡亭國貞画 くにさだ

1297 香蝶樓國貞画 くにさだ

1298 香蝶樓國貞画 くにさだ

1299 香蝶樓國貞画 くにさだ

1300 香蝶樓國貞画 くにさだ

1301 五渡亭國貞画 くにさだ

1302 五渡亭國貞画 くにさだ

1303 國貞 くにさだ

1304 五渡亭國貞画 くにさだ

1305 香蝶樓國貞画 くにさだ

1306 五渡亭國貞画 くにさだ

1307 五渡亭國貞画 くにさだ

1308 五渡亭國貞画　國貞画 くにさだ

1309 五渡亭國貞画 くにさだ

1310 五渡亭國貞画 くにさだ

1311 五渡亭國貞画 くにさだ



1312 五渡亭國貞画 くにさだ

1313 五渡亭國貞画 くにさだ

1314 五渡亭國貞画 くにさだ

1315 五渡亭國貞画 くにさだ

1316 五渡亭國貞画 くにさだ

1317 五渡亭國貞画 くにさだ

1318 五渡亭國貞画 くにさだ

1319 五渡亭國貞画 くにさだ

1320 五渡亭國貞画 くにさだ

1321 五渡亭國貞画 くにさだ

1322 五渡亭國貞画 くにさだ

1323 五渡亭國貞画 くにさだ

1324 五渡亭國貞画 くにさだ

1325 五渡亭國貞画 くにさだ

1326 五渡亭國貞画 くにさだ

1327 五渡亭國貞画 くにさだ

1328 五渡亭國貞画 くにさだ

1329 五渡亭國貞画 くにさだ

1330 香蝶樓國貞画 くにさだ

1331 五渡亭國貞画 くにさだ

1332 五渡亭國貞画 くにさだ

1333 香蝶樓國貞画 くにさだ

1334 五渡亭國貞画 くにさだ

1335 應需大和繪師歌川國貞筆 くにさだ

1336 應需大和繪師歌川國貞筆 くにさだ

1337 國貞 くにさだ

1338 五渡亭國貞画 くにさだ

1339 五渡亭國貞画 くにさだ

1340 五渡亭國貞画 くにさだ

1341 五渡亭國貞画 くにさだ

1342 五渡亭國貞画 くにさだ

1343 五渡亭國貞画 くにさだ

1344 五渡亭國貞画 くにさだ

1345 香蝶樓國貞画 くにさだ

1346 國貞画 くにさだ

1347 五渡亭國貞画 くにさだ

1348 五渡亭國貞画 くにさだ

1349 香蝶樓國貞画 くにさだ

1350 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

1351 五渡亭　國貞画（1786-1864）くにさだ

1352 五渡亭國貞画 くにさだ



1353 五渡亭國貞画 くにさだ

1354 五渡亭國貞画 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 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 香蝶樓國貞画 くにさだ

1371 國貞画 くにさだ

1372 五渡亭國貞画 くにさだ

1373 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1378 五渡亭國貞画 くにさだ

1379 國貞画 くにさだ

1380 五渡亭國貞画 くにさだ

1381 五渡亭國貞画 くにさだ

1382 香蝶樓國貞画 くにさだ

1383 五渡亭國貞画 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 國貞画 くにさだ

1388 一勇齋國芳画　溪齋英泉画　國貞画くにさだ、くによし　えいせん　

1389 一勇齋國芳画（1797-1861）國貞画　春亭画？	くにさだ　くによし 　しゅんてい？

1390 國貞 くにさだ

1391 國貞 くにさだ

1392 國貞 くにさだ

1393 國貞 くにさだ



1394 國貞 くにさだ

1395 國貞 くにさだ

1396 國貞 くにさだ

1397 國貞 くにさだ

1398 國貞 くにさだ

1399 國貞 くにさだ

1400 國貞 くにさだ

1401 國貞 くにさだ

1402 國貞 くにさだ

1403 國貞 くにさだ

1404 國貞 くにさだ

1405 國貞 くにさだ

1406 國貞 くにさだ

1407 國貞 くにさだ

1408 國貞 くにさだ

1409 國貞 くにさだ

1410 國貞 くにさだ

1411 國貞 くにさだ

1412 國貞 くにさだ

1413 國貞 くにさだ

1414 溪齋英泉画　國貞　國芳 えいせん

1415 五渡亭國貞画 くにさだ

1416 五渡亭國貞画 くにさだ

1417 國貞画 くにさだ

1418 國貞画 くにさだ

1419 應需香蝶樓國貞画 くにさだ

1420 五渡亭國貞画 くにさだ

1421 應需國貞画 くにさだ

1422 五渡亭國貞画 くにさだ

1423 五渡亭國貞画 くにさだ

1424 五渡亭國貞画 くにさだ

1425 （五渡亭國貞画） くにさだ

1426 五渡亭國貞画 くにさだ

1427 五渡亭國貞画 くにさだ

1428 五渡亭國貞画 くにさだ

1429 五渡亭國貞画 くにさだ

1430 五渡亭國貞画 くにさだ

1431 五渡亭國貞画 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 一雄齋國貞画 くにさだ

1436 …國貞画 くにさだ

1437 國貞 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 國貞 くにさだ

1442 國貞 くにさだ

1443 國貞 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 御好ニ付國貞画 くにさだ

1454 御好ニ付國貞画 くにさだ

1455 五渡亭國貞画 くにさだ

1456 五渡亭國貞画 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 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 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 香蝶樓國貞画 くにさだ

1478 香蝶樓國貞画 くにさだ

1479 香蝶樓國貞画 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 板元の好二付國貞画 くにさだ

1495 板元の好二付國貞画 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 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

1503 五渡亭國貞画 くにさだ

1504 五渡亭國貞画　一勇齋國芳画くにさだ　くによし

1505 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

1506 五渡亭國貞画　 くにさだ　



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

万延元年（1860） 1860 大3

慶應1丑 1865 大3-1

慶應1丑 1865 大3-2

慶應1丑 1865 大3-3

慶應1丑 1865 大3-1.2

慶應1丑 1865 大3-3

文化9頃 1812c 大3

文政 1820s 大3

安政4（1857） 1857 大3/1

安政4（1857） 1857 大3

大3-1

大3-2

大3-3

天保14頃 1843c 大3

大3-3

大3-3

大3-3

大3-3

大3-2

大3-1

文化 大3

安政三年春 1856.01 大3

天保8.01 1837 大3

文政5.08頃 1822c 大3

1855 1855 大3

大3-1

大3-2

大3-3

1864 大3

天保13頃 1842c 大3

安政三年正月 1856.01 大3

安政二年正月 1855.01 大3

安政四年正月 1857.01 大3

安政三年正月 1856.01 大3

安政四年正月 1857.01 大3

文政 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

1811 1811 大3

文化8.11 1811 大3

文化10.02 1813 大3



天保13.09 1842 大3

文化12.08（1815） 1815 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

安政四年（1857） 1857 大3

大3-2

大3-1

大3-3

大3-1

大3-2

大3-3

1865 大3

文化 1810s 大3

- 大3

1861 大3

天保2.01 1831 大3

明治3午	 1870 大3-3

明治3午	 1870 大3-1

明治3午	 1870 大3-2

1867 大3

文化13頃 1815.07 大3

1858 大3

文政6頃 1823c 大3

- 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

文政 1820s 大3

子（元治元） 1864.11.06 大3

文化10頃 1813c 大3

文政-天保 1830s 大3

文政13頃 1830c 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保13 1842 大3

明治22 1889 大3

文政 1820s 大3

明治22 1889 大3

大3



文政（1820s） 1820s 大3-1

文政5頃 1822c 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保(1830s) 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

大3

大3

天保 1830s 大3

文政 1820s 大3

大3

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3-1

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3

文政4 1821 大3

文化11頃 1814c 大3



天保 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

1849-1850 大3

大3-1

明治5申 1872 大3-2

明治5申 1872 大3-3

明治5申 1872 大3-1

明治5申 1872 大3-2

明治5申 1872 大3-3

文政 1820s 大3

1869 大3

安政2（1855）改卯正 1855 大3

文政5頃 1822c 大3

大3

文化 1810s 大3

安政2（1855）卯二改 1855 大3

天保14 1843 大3

1851 大3

1851 大3

1851 大3

1851 大3

1851 大3

1851 大3

1851 大3

1851 大3

弘化4-嘉永5（1847-1852） 1847-1852 大3-右

弘化4-嘉永5（1847-1852） 1847-1852 大3-中

弘化4-嘉永5（1847-1852） 1847-1852 大3-左

文政（1820s） 1820 大3

文政9頃 1826c 大3

大3-3

大3-1

大3-2

文政4頃 1821c 大3

文政4.01 1821 大3

天保7.01 1836 大3

天保5.03 1834 大3

文政4 1821 大3

文政4頃（1821） 1821c 大3

文政4頃 1821c 大3

文政4 1821 大3



文政4頃 1821c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政4頃 1821c 大3

明治28 大3

天保5頃 1834c 大3

天保5頃 1834c 大3

天保9 1838 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

文化13頃 1816c 大3

天保14頃 1843c 大3

文政（1820s） 1820s 大3

1858 1858 大3

文化14.06（1817.06） 1817.06 大3

天保14頃 1843c 大3

文政（1820s） 1820 大3

文化14.08 1817 大3

文政6頃 1823c 大3

天保10.08 1839 大3

天保11.11 1840 大3

天保3.03 1832 大3

文化11.08 1814 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820 大3

天保 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保5年春(1834) 1834 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

明治22 1889 大3-2

明治22 1889 大3-1

明治22 1889 大3-3

天保1.05 1830 大3

天保5頃 1834c 大3

明治 1880s 大3-1

明治 1880s 大3-2

明治 1880s 大3-3

明治22 1889 大3-1

明治22 1889 大3-2

明治22 1889 大3-3

天保5頃 1834c 大3



明治22 1889 大3-3

明治22 1889 大3-2

明治22 1889 大3-2

文政2 1819 大3

文政8.09 1825 大3

文政12春 1829 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保14頃 1843c 大3

天保 1830s 大3

文化 1810s 大3

天保9.09 1838 大3

大3

元治1亥改 1864 大3-2

元治1亥改 1864 大3-3

元治1亥改 1864 大3-1

天保 1830s 大3

文政6頃 1823c 大3

文政8頃 1825c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政6頃 1823c 大3

文政6頃 1823c 大3

文政7頃 1824c 大3

文政 1820s 大3-1

文政 1820s 大3-2

文政 1820s 大3-3

文政4頃 1821c 大3

文久1酉	 1861 大3-2

文久1酉	 1861 大3-3

文久1酉	 1861 大3-1

天保6 1835.00 大3

文政？ 1820s 大3

大3-1

大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

1858 大3

大3-1

大3-2

大3-3

大3-1



大3-2

大3-3

安政五年（1858） 1858 大3

1867 大3

慶應3卯 1867 大3-1

慶應3卯 1867 大3-2

慶應3卯 1867 大3-3

慶應3卯 1867 大3-3

慶應3卯 1867 大3-1

慶應3卯 1867 大3-2

慶應1（1865）丑五改 1865 大3

- 大3

天保 1830s 大3

1834-37c 1834-37c 大3

天保15頃 1844c 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政3頃 1820c 大3

文政10頃 1827c 大3

天保12.01 1841 大3

文政6頃 1823c 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保（1830s） 1830s 大2-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3-1

天保4頃 1833c 大3

大3

天保 1830s 大3

文政 1820s 大3

天保14頃 1843c 大3

天保 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保10.10 1839 大3

文化9.11 1812 大3



文化10年正月 1813 大3

1813 1813 大3

文化10（1813） 1813 大3

文化14.01.00 1817 大3

大3右

大3左

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保14頃 1843c 大3

天保7 1836 大3

文政5頃 1822c 大3

大3

天保 1830s 大3

大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1840s） 1840s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s）［Bunsei (1820s)］1820s 大3［Ooban Sammaitsuzuki (regular, three sheets in a set) ］

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政5頃 1822c 大3

天保（1830s）［Tempou (1830s)］1830s 大3［Ooban Sammai-tsuzuki (regular, three sheets in a set)］

大3

大3

1861 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

文政 1820s 大3



文政 1820s 大3

文政 1820s 大3

文政 1820s 大3

文政 1820s 大3

天保(1830s) 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

大3

文政 1820s 大3-2

文政 1820s 大3-1

文政 1820s 大3-3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保 1830s 大3

大3

天保14-弘化4（1843-1847） 1843-1847 大3

天保12-13 1841-42 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

1844 1844 大3

文化12頃 1815c 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

文政1.04 1818 大3

1867 大3

明治3	 1869 大3-1

明治3	 1869 大3-2

明治3	 1869 大3-3

文政（1820s） 1820 大3

大3-1

大3-3

大3-1

大3-2

大3-2

大3-3

文久二年（1862） 1862 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

大3

文化14頃 1817c 大3

文化 1810s 大3

明治29	 1896 大3-1



明治29	 1896 大3-3

明治29	 1896 大3-3

天保11頃 1840c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化 大3

文政-天保 1830s 大3

文政6頃 1823c 大3

文政 1820s 大3

天保 1830s 大3

天保6 1835.00 大3

文化13頃 1816.07 大3

大3

文政1（1818） 1817 大3

文政 1820s 大3

1852 大3

天保12.11 1841 大3

天保2.09 1831 大3

安政2 1855 大3

大3

文政 1820s 大3

天保12頃 1841c 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

大3

文政13頃 1830c 大3

天保 1830s 大3

天保14頃 1843c 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

文化8-11（1811-14) 1811-1814 大5*

文化8-11（1811-14) 1811-14 大3

文化10　丸文 1813 大3

文化 1810s 大3

文政11（大坂） 1828 大3

文政12.11 1829 大3

文政8頃 1825c 大3-1

文政8頃 1825c 大3



文政8頃 1825c 大3-1

文政8頃 1825c 大3-1

文政8頃 1825c 大3

文政前期 1820s 大3

文化11頃 1814c 大3

文化12頃 1815c 大3

文政4頃 1821c 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保12.08 1841 大3

大3-3

大3-1

大3-2

大3-1

大3-2

大3-3

大3-3

天保6頃 1835c 大3

明治22 1889 大3

文政5頃 1822c 大3

文政後期 1820s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

文化14頃 1817c 大3

明治1辰	 1868 大3-1

明治1辰	 1868 大3-2

明治1辰	 1868 大3-3

嘉永5（1852）［Kaei 5 nen (1852)］1852 大3［Ooban Sammai-tsuzuki (Three sheets in a set)］

子六 1852 大3

1852 大3

1852 大3

大3

文政 1820s 大3

大3

文政6頃 1823c 大3

文政6頃 1823c 大3

大3

文政6頃 1823c 大3

1838 1838 大3

天保6.02 1835 大3



文政10.06 1827 大3

天保 1830s 大3

慶應四年（1868） 1868 大3

大3

明治 1870s 大3-1

明治 1870s 大3-2

明治 1870s 大3-3

1868 大3

明治 1870s 大3-3

明治 1870s 大3-1

明治 1870s 大3-2

明治 1870s 大3-1

明治 1870s 大3-2

明治 1870s 大3-3

文政-天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保(1830s) 1830s 大3-1

天保14頃 1843c 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

安政4（1857）巳四改 1857 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

1869 大3

天保 1830s 大3

大3

天保（1830s） 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政 1820s 大3

天保 1830s 大3

天保14頃 1843c 大3

大3-2

大3-3

大3-1

大3-2

大3-3

大3-1

天保 1830s 大3

明治（1870s） 1870s 大3

巳正改 大3



1869 大3

文化12.02 1815 大3

文化8.11 1812 大3

文化8.11 1812c 大3

文化8.11 1811 大3

文化8.11 1812 大3

文化8.11 1811 大3

文化10.01 1813 大3

天保4.01 1833 大3

文政7 1824 大3

文政2頃 1819c 大3

天保13.10 1842 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保13.02 1842 大3

大3-2

大3-3

嘉永 1850s 大3

大3-1

大3

文政10.04 1827 大3

文政（1820s） 1820s 大3

1856 大3

文政10 1827 大3

天保13頃 1842c 大3

天保9.09 1838 大3

文政5頃 1822c 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政 1820s 大3

文政 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政4頃 1821c 大3

大3

天保6.08 1835 大3

文化13頃 1816c 大3

1856 大3

文政 1820s 大3

文政7.03 1824 大3

天保 1830s 大3

1862 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1



文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政 1820s 大3

文化14頃 1817c 大3

文政11頃 大3

文政11頃 1828c 大3

文政6頃 1823c 大3

文政（1820s） 1820s 大3

安政3（1856） 1856 大3

天保 1830s 大3

文政 1820s 大3

文政 1820s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

文政13頃 1830c 大3

文化11.03 1814 大3

文化8-11（1811-14） 1811-14 大3

文化8年11月 1811 大3

文化8頃 1811c 大3

文化10年2月 1813 大3

文化10.01 1813 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文化4.04 1807 大3

1822c 1822c 大3-1

文化 1810s 大3

天保12.01 1841 大3

文政6頃 1823ｃ 大3

文政 1820s 大3

1817c 1817c 大3

文化12頃 1815c 大3

文化12頃 1815c 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政 1820s 大3

文化14頃 1817c 大3



天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政 1820s 大3

大3

文化（1810s） 1810s 大3-1

大3

文政 1820s 大3

1820c 1820c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

天保 1830s 大3

文政 1820s 大3

文政8頃 1825c 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政 1820s 大3

文政 1820s 大3

文化8-11（1811-14） 1811-14 大3

文化9 1812 大3

文化9年11月 1812 大3

文政8頃 1825c 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政5頃 1822c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政8頃 1825c 大3

大3

極 1820s 大3

文政6頃 1823c 大3

文政6癸未頃 1823c 大3

大3

文政 1820s 大3

大3

文政 1820s 大3

天保15-弘化2頃 1843-45c 大3

天保14頃 1843c 大3

天保 1830s 大3

弘化 1850s 大3

天保 1830s 大3



天保 1830s 大3

天保　極 1830s 大3	

天保 1830s 大3

天保　極 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 大3

天保 1830s 大3

文政 1820s 大3

文政 1820s 大3

天保4頃（1833） 1833 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

明治36 1903.09.13 大3

文政（1820s） 1820s 大1

大3

大3

大3

大3

大3

大3

天保 1830s 大3

文政 1820s 大3

- 大3

天保14頃 1843c 大3

大3



大3

大3

大3

文化10頃 1813c 大3

文化5-6 1808-09 大3

大3

文化（1810s） 1810s 大3

文政6 1823 大3

大3

文化10.11 1813 大3

文政10.01 1827 大3

文政11.11 1828 大3

文政 1820s 大3

文化10.11 1813 大3

文政2.11 1819 大3

文政5.09 1822 大3

文化7.03 1810 大3

文政2.11 1819 大3

文化11.01 1814 大3

文政2.07 1819 大3

文政2.04 1819 大3

文政5.09 1822 大3

文化14頃 1817c 大3

文化14頃 1817c 大3

文化14頃 1817c 大3

文化14頃 1817c 大3

大3

文政（1820s） 1820s 大3

大3

天保9.04 1838 大3

天保6.01 1835 大3

天保10.03 1839 大3

慶應1 1865 大3

大3

天保 1830s 大3

天保8.08 1837 大3

天保3.11 1832 大3

天保1.03 1830 大3

文政9.11 1826 大3

大3

文政 1820s 大3



文政 1820s 大3

天保 1830s 大3

文化10頃 1813c 大3

文政2.03 1819 大3

大3

文化14頃 1817c 大3

文化13.03 1816 大3

文化12.07 1815 大3

文政1.04 1818 大3

文化12.07 1815 大3

文政8.03 1825 大3

文政12.11 1829 大3

天保8.11 1837 大3

文化 1810s 大3

文化13.03 1816 大3

文化11.07 1814 大3

文化11 1814 大3

文化11　戌七 1814 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化11.03 1814 大3

文化10.09 1813 大3

文政2.01 1819 大3

文政2.01 1819 大3

文化11.03 1814 大3

文化11　市むら座 1814 大3

文化12.05 1815 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化11.04 1814 大3

大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保4.03 1833 大3

天保4.09 1833 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

天保2.05 1831 大3

天保2.07 1831 大3

天保2.11 1831 大3

文政11.03 1828 大3

天保2.07 1831 大3

天保1.08 1830 大3



文政 1820s 大3

文政9.08 1826 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政11.01 1828 大3

文政12.03 1829 大3

天保2.03 1831 大3

天保7.04 1836 大3

天保1.11 1830 大3

文政8.03 1825 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政7.08 1824 大3

文政11.05 1828 大3

文政12.01 1829 大3

文政6.03 1823 大3

1823.03 1823.03 大3

文政7.03 1824 大3

文政7.05 1824 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政11.09 1828 大3

文政11.09 1828 大3

1851 大3

天保9.01 1838 大3

文政 1820s 大3

文化6-11 1809-1814 大3-3

文化6-11 1809-1814 大3-2

文化6-11 1809-1814 大3-1

天保6.08 1835 大3

天保10.09 1839 大3

天保2.08 1831 大3

大3

文政 1820s 大3

天保8.01 1837 大3

文政4.02 1821 大3

天保2.03 1831 大3

文政12.01 1829 大3

天保3.11 1832 大3

天保6.02 1835 大3

天保4.11 1833 大3

文政9.07 1826 大3

天保4.01 1833 大3



文政5頃 1822c 大3

大3

天保1.01 1830 大3

天保 1830s 大3

天保11.09 1840 大3

天保7頃 1836c 大3

文政11 1828 大3

天保12.05 1841 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保4.11 1833 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.09 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保11.01 1840 大3

天保6.09 1835 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

1823c 1823c 大3

文政 1820s 大3

文政8.08 1825 大3

天保7.03 1836 大3

文政10.03 1827 大3

天保7.05 1836 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政11.03 1828 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保11.11 1840 大3

天保2.07 1831 大3

大3

文政10.11 1827 大3

天保3.03 1832 大3

天保9.05 1838 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政 1820s 大3

天保13.02 1842 大3

天保7.09 1836 大3

文政8.01 1825 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3/1

- 大3



文政11.03 1828 大3

文政12.03 1829 大3

天保6.08 1835 大3

文政10.03 1827 大3

文政12.11 1829 大3

天保2.05 1831 大3

大3

文政10.07 1827 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保2.07 1831 大3

文政 1820s 大3-3

文政 1820s 大3-2

文政 1820s 大3-1

天保11.09 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保10.02 1839 大3

天保6.08 1835 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保4.08 1833 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政10.07 1827 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保10.03 1839 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保4.07 1833 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保3.03 1832 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保10.10 1839 大3



天保11.01 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政12.01 1829 大3

天保2.07 1831 大3

天保9.11 1838 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保12.05 1841 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

文政 1820s 大3

文政8頃 1825c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政8頃 1825c 大3

文政8頃 1825c 大3

文政8頃 1825c 大3

文政8頃 1825c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政5頃 1822c 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

1824-1825 1824-1825 大3

嘉永6丑	 1853 大3-1

嘉永6丑	 1853 大3-3

嘉永6丑	 1853 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政10.11 1827 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保8.08 1837 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1



文政（1820s） 1820s 大3-1

文政12.11 1829 大3

天保13.01 1842 大3

天保11.02 1840 大3

天保10.02 1839 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保（1830s） 1830s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政9.03 1826 大3

天保4.08 1833 大3

天保13.04 1842 大3

天保13.04 1842 大3

文政2（1819） 1819 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保12.09 1841 大3

天保（1830s） 1830s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政11.09 1828 大3

天保10.03 1839 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2（同図）

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保10.03 1839 大3

大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.03 1840 大3

天保9.01 1838 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1



文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化12.11 1815 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保6.10 1835 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保10.01 1839 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.09 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.11 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.11 1840 大3

天保11.03 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.01 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保6.05 1835 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保6.08 1835 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1



文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.09 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保11.08 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保7.02 1836 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文化 1810s 大3

天保10頃 1839c 大3

天保10頃 1839c 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保1.03 1830 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保2.03 1831 大3

文政11.05 1828 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政11頃 1828c 大3

文政11.11 1828 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保4.03 1833 大3

1825.11 1825 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保4.01 1833 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3



文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政12.01 1829 大3

天保1.01 1830 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政9.03 1826 大3

文政（1820s） 1820 大3

文化1（1804） 1804 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保3.03 1832 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政11.09 1828 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保4.07 1833 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保1.03 1830 大3

文政11 1828 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政11.03 1828 大3

文化1（1804） 1804 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政11.05 1828 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保 1830s 大3

天保8.01 1837 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3



文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保4.03 1833 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

文政（1820s） 1820 大3

文化13.07 1816 大3

文化12.11 1815 大3

文化11.07 1814 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保13.01 1842 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保12.03 1841 大3

天保8.03 1837 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保11.08 1840 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保 1830s 大3

天保1.03 1830 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政8.03 1825 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政7.11 1824 大3

天保11.09 1840 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保 1830s 大3

文政11.07 1828 大3

天保1.08 1830 大3

天保9-14 1838-43 大3

天保12.07 1841 大3

天保12頃 1841c 大3

天保2.07 1831 大3



文政5.02 1822 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保4.05 1833 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保 1830s 大3

天保9.06 1838 大3

天保13.05 1842 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政8.03 1825 大3

文政12.01 1829 大3

天保3.05 1832 大3

天保3.03 1832 大3

天保11.11 1840 大3

天保6.05 1835 大3

天保8.11 1837 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文化11.04 1814 大3

文化13.01 1816 大3

文化12.09 1815 大3

文化11.07 1814 大3

文化11 1814 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文化（1810s） 1810s 大3-2

文化（1810s） 1810s 大3-2

大3

1817 1817 大3

1817 1817 大3

文化14頃 1817c 大3

文政（1820s） 1820s 大3？

文政2.03 1819 大3

文政7.01 1824 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政8.01 1825 大3

文政5.02 1822 大3

文化（1810s） 1810s 大3-2

文化（1810s） 1810s 大3-1



文政6.07 1823 大3

文政6.07 1823 大3

文政3.11 1820 大3

文化（1810s） 1810s 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-2

文化（1810s） 1810s 大3-2

文政7.03 1824 大3

文政6.11 1823 大3

天保2.09 1831 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文化（1810s） 1810s 大3-1

天保3.11 1832 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

文化14頃 1817c 大3

文政3頃 1820c 大3

文化（1810s） 1810s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化（1810s） 1810s 大3

天保14頃 1843c 大3

天保2.11 1831 大3

文化（1810s）		 1810s 大3

文化12.09 1815 大3

文化（1810s） 1810s 大3-2

文化（1810s） 1810s 大3

文化12 1815 大3

文化（1810s） 1810s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

大3

大3

天保9.03 1838 大3

1820s 1820s 大3

文政1.11 1818 大3

文政4.01 1821 大3

天保2.11 1831 大3

1811 1811 大3-*

天保1頃 1830c 大3

文政1 1818 大3



文政13.03 1830 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-2

文化（1810s） 1810s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

天保6.05 1835 大3

文政1.06 1818 大3

文政10.09 1827 大3

文政7.03 1824 大3

文政7.01 1824 大3

文政8.11 1825 大3

文政8.09 1825 大3

文政5.07 1822 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2

文化（1810s） 1810s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3

文化13.05（1816） 1816 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文化（1810s） 1810s 大3-1

文化8.11 1811 大3

文政 1820s 大3

1824.03 1824.03 大3

文政 1820s 大3-3

文政 1820s 大3-1

文政 1820s 大3-3

文政 1820s 大3-2

文政 1820s 大3-3

文政 1820s 大3-2

文政 1820s 大3-1

文政 1820s 大3-2

文政 1820s 大3-1

文政7.08 1824 大3

文化（1810s） 1810s 大3-2

文政3.11 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3



文政2.07 1819 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820 大3

文政12.01 1829 大3

文政1.11 1818 大3

文政 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

文政（1820s） 1820s 大3

大3-2

文政2.03 1819 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政11.09 1828 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2

文政3.07 1820 大3

文政10.01 1827 大3

天保2頃 1831c 大3

文政1.11 1818 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政7.01 1824 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政6.03 1823 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政4.03 1821 大3



文政6.11 1823 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政12.11 1829 大3

文化 1810s 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保14-弘化4［1843-47］ 1843-47 大3/1

文政6頃 1823c 大3

文政（1820s） 1820 大3

天保11.12 1840 大3

天保13.01 1842 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文化（1810s） 1810s 大3

文政2.01 1819 大3

天保11.11 1840 大3

文政（1820s） 1820s 大3

天保2.11 1831 大3

天保3.11 1832 大3

天保14 1843 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文化11.09（1814） 1814 大3-2

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

大3

天保 1830s 大3

天保 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-2



文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政12 1829 大3

大3

大3

1836.02 1836 大3

文政 1820s 大3-3

文政 1820s 大3-2

文政 1820s 大3-1

大3

文化14頃 1817c 大3

文政 1820s 大3

天保後期 1840s 大3

天保11.03 1840 大3

文化11.07 1814 大3

天保 1830s 大3

天保8.11 1837 大3

天保7頃 1836c 大3

大3

天保10.10 1839 大3

天保9.11 1838 大3

天保9.11 1838 大3

天保12頃 1841c 大3

文政10.04 1827 大3

天保11.01 1840 大3

天保10.03 1839 大3

天保13.03 1842 大3

天保13.01 1842 大3

天保12.01 1841 大3

天保1.01 1830 大3

天保 1830s 大3

天保12.01 1841 大3

文政12.03 1829 大3

天保3.03 1832 大3

天保5頃 1834c 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文化11.07 1814 大3



大3

文政2.03 1819 大3

文政6.05 1823 大3

文政5.07 1822 大3

文政1.11 1818 大3

文政 1820s 大3

文政7.11 1824 大3

天保11.09 1840 大3

天保12.01 1841 大3

天保8.10 1837 大3

天保11.03 1840 大3

文政2.03 1819 大3

文政2.01 1819 大3

天保11.08 1840 大3

文政5.01 1822 大3

文政 1820s 大3

文化11.07 1814 大3

天保2頃（1831） 1831c 大3

文化9.11 1812 大3

文政12.11 1829 大3

文化11頃 1814c 大3

文化12.05 1815 大3

文化8.07 1811 大3

天保9.09 1838 大3

文政10.03 1827 大3

天保1.08 1830 大3

文化8.09 1811 大3

天保1.01 1830 大3

文化13 1816 大3

大3-2

文化14 1817 大3

文化12 1815 大3

文政12 1829 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文化4.04 1807 大3

天保 大3

天保（1830s) 1830s 大3

文化11.04 1814 大3

文政3.03 1820 大3

文政4.01 1821 大3

文政6.11 1823 大3



文政11.03 1828 大3

文政11.03 1828 大3

文政11.09 1828 大3

文政12.01 1829 大3

天保1.03 1830 大3

天保2.05 1831 大3

天保2.07 1831 大3

天保3.03 1832 大3

天保3.03 1832 大3

天保4.01 1833 大3

天保6.01 1835 大3

天保6.08 1835 大3

天保7.03 1836 大3

天保9.01 1838 大3

天保9.09 1838 大3

天保12.11 1841 大3

- 大3

- 大3

- 大3

- 大3

大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政2.03 1819 大3

文化11.07 1814 大3（変則）

天保（1830s） 1830s 大3-1

天保8.08 1837 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化11.01 1814 大3

天保7.02 1836 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化12.09（1815） 1815 大3-2

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保10.09 1839 大3

文政2.01 1819 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保8.03 1837 大3

文政12.01 1829 大3

天保12.05 1841 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

天保13.04 1842 大3



文化10-12 1813-15 大3

天保3.05 1832 大3

文化 1810s 大3

文政5.03 1822 大3

天保9.06 1838 大3

文政 1820s 大3

天保12.01 1841 大3

文化？ 1820s 大3

- 大3

- 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文化11 1814 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3



文政（1820s） 1820s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

天保（1830s） 1830s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文化12（1806） 1806 大3-1

文化12（1806） 1806 大3-1

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政（1820s） 1820s 大3-1

文政5.07 1822 大3

天保8.09 1837 大3

文化9.11 1812 大3　大2＋大1

文政8頃 1825c 大3　藍摺



07 判型記号 08 外題 09 げだい

大3 相生源氏須磨の汐汲 あいおいげんじすまのしおくみ

大3 相生源氏須磨乃塩汲 あいおいげんじすまのしおくみ

大3 相生源氏須磨乃塩汲* あいおいげんじすまのしおくみ

大3 相生源氏須磨乃塩汲* あいおいげんじすまのしおくみ

大3 相生源氏須磨乃塩汲 あいおいげんじすまのしおくみ

大3 相生源氏須磨乃塩汲 あいおいげんじすまのしおくみ

大3 青墓ノ驛御曹子乱賊切圖 あおはかのえきおんぞうし…

大3 赤沢山相撲圖 あかざわやますもうづ

大3 明石源氏 あかしげんじ

大3 浅草奥山人形　 あさくさおくやまにんぎょう　はなのにかい…

大3 浅草奥山人形花ノ二階之圖 あさくさおくやまにんぎょうはなのにかいのづ

大3 浅草奥山人形花ノ二階之圖*あさくさおくやまにんぎょうはなのにかいのづ

大3 浅草奥山人形花ノ二階之圖*あさくさおくやまにんぎょうはなのにかいのづ

大3 浅草金龍山 あさくさきんりゅうざん

大3 浅草境内人形揃花盛美女揃之圖あさくさけいだいにんぎょうそろいはなざかりびじょそろいのづ

大3 浅草境内人形揃花盛美女揃之圖*あさくさけいだいにんぎょうそろいはなざかりびじょそろいのづ

大3 浅草境内人形揃花盛美女揃之圖*あさくさけいだいにんぎょうそろいはなざかりびじょそろいのづ

大3 浅草境内人形揃花盛美女揃之圖あさくさけいだいにんぎょうそろいはなざかりびじょぞろいのづ

大3 浅草境内人形揃花盛美女揃之圖*あさくさけいだいにんぎょうそろいはなざかりびじょぞろいのづ

大3 浅草境内人形揃花盛美女揃之圖*あさくさけいだいにんぎょうそろいはなざかりびじょぞろいのづ

大3 足柄山得公時圖 あしがらやま　きんときをえるづ

大3 足芸 あしげい

大3 當酉ノ元旦仕初ノ圖 あたるとりのがんたん…

大3 あづま下り大井川の図 あづまくだりおおいがわのづ

大3 阿都摩源氏　見立五節句 あづまげんじ　みたてごせっく

大3 東源氏蠶見物 あづまげんじかいこけんぶつ

大3 東源氏蠶見物 あづまげんじかいこけんぶつ

大3 東源氏蠶見物 あづまげんじかいこけんぶつ

大3 吾妻源氏松竹梅 あづまげんじしょうちくばい

大3 伊賀上野仇討ノ圖 いがうえのあだうちのづ

大3 生人形 いきにんぎょう

大3 生人形 いきにんぎょう

大3 生人形 いきにんぎょう

大3 生人形 いきにんぎょう

大3 生人形 いきにんぎょう

大3 伊勢古市備前屋踊り乃図 いせふるいちびぜんやおどりのづ

大3 一の谷（役者半身図、版本） いちのたに

大3 市村座大入あたり振舞楽屋之圖いちむらざおおいりあたりふるまいがくやのづ

大3 市村座大入樂屋當り振舞之圖いちむらざおおいりがくやあたりぶるまいのづ

大3 市村座樂屋之圖 いちむらざがくやのづ



大3 市村座舞臺開狂言仕初之圖いちむらざぶたいひらき…

大3 一世一代御名殘　口上　（芝翫）いっせいいちだい…

大3 一世一代（菅原傳授手習鑑）いっせいいちだい（菅原傳授手習鑑）

大3 一世一代（菅原傳授手習鑑）いっせいいちだい（菅原傳授手習鑑）

大3 田舎源氏 いなかげんじ

大3 田舎源氏色紙合* いなかげんじしきしあわせ

大3 田舎源氏色紙合* いなかげんじしきしあわせ

大3 田舎源氏色紙合 いなかげんじしきしあわせ

大3 田舎源氏色紙合* いなかげんじしきしあわせ

大3 田舎源氏色紙合* いなかげんじしきしあわせ

大3 田舎源氏色紙合 いなかげんじしきしあわせ

大3 田舎源氏色紙合 いなかげんじしきしあわせ

大3 今様逢ふゑ山入 いまようあうえやまいり

大3 今様源氏絵巻 いまようげんじえまき

大3 今様源氏花揃 いまようげんじはなそろい

大3 今やう對面せり出しの圖（河津繋曾我本説）いまようたいめんせりだしのづ

大3 今様松迺壽* いまようまつのことぶき

大3 今様松迺壽 いまようまつのことぶき

大3 今様松迺壽* いまようまつのことぶき

大3 今様優源氏 いまようやさげんじ

大3 いりゑ町桜井仮宅圖 いりえちょうさくらいかりたくのづ

大3 色紫五節句　梅蝶源氏 いろむらさきごせっくばいちょうげんじ

大3 岩井杜若柳嶌別荘雪見ノ圖 いわいとじゃくやなぎしまべっそうゆきみのづ

大3 浮繪兩國夜景ノ圖 うきえりょうごくやけいのづ

大3 浮繪兩國夜景ノ圖 うきえりょうごくやけいのづ

大3 浮世年中行事 うきよねんぢゅうぎょうじ

大3 浮世年中行事 うきよねんぢゅうぎょうじ

大3 浮世年中行事 うきよねんぢゅうぎょうじ

大3 浮世花ざかり うきよはなざかり

大3 有卦入冨寄（有卦絵） うけえ

大3 牛若鞍馬兵術勵 うしわかくらまへいじゅつ…

大3 英雄見立三國志 えいゆうみたてさんごくし

大3 英雄見立三國志 えいゆうみたてさんごくし

大3 越後屋 えちごや

大3 越後屋（富士山） えちごや

大3 越後屋　呉服物品々 えちごや

大3 江戸音声尽新芝居のやぐら太鼓えどおんせいづくし…

大3 江戸開府三百年祭 えどかいふさんびゃくねんさい

大3 江戸藝者北國他所行田舎娘えどげいしゃ…

大3 江戸三百年祭 えどさんびゃくねんさい

大3 江戸新吉原八朔白無垢の圖えどしんよしあらはっさくしろむくのづ



大3 江戸新吉原 えどしんよしわら

大3 江戸新吉原八朔白無垢の圖えどしんよしわらはっさくしろむくのづ

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八景 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸姿八契 えどすがたはっけい

大3 江戸日本橋通弐丁目山本嘉兵衛茶園之圖えどにほんばしとおりにちょうめやまもとかへい...

大3 江戸花廓之立退 えどのはなくるわのたちのき

大3 江戸花見たて六歌仙 えどのはなみたてろっかせん

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸八景 えどはっけい

大3 江戸花見多亭六歌仙 えどはなみたてろっかせん



大3 江戸紫吾妻源氏 えどむらさきあづまげんじ

大3 江戸紫吾妻源氏 えどむらさきあづまげんじ

大3 江戸むら咲阿つ満のうつし画えどむらさきあづまのうつしえ

大3 江戸紫源氏模様 えどむらさきげんじもよう

大3 江戸紫源氏模様* えどむらさきげんじもよう

大3 江戸紫源氏模様* えどむらさきげんじもよう

大3 江戸紫源氏模様 えどむらさきげんじもよう

大3 江戸紫源氏模様* えどむらさきげんじもよう

大3 江戸紫源氏模様* えどむらさきげんじもよう

大3 江戸両国橋間のすずみ えどりょうごくはしまのすずみ

大3 繪巻物五十四帖 えまきものごじゅうよじょう

大3 繪巻物五十四帖 えまきものごじゅうよじょう

大3 ゑん日の景 えんにちのけい

大3 ゑん日乃景 えんにちのけい

大3 花魁三人揃 おいらんさんにんそろい

大3 御祝七五三・源氏の壽 おいわいしちごさんげんじのことぶき

大3 奥州衣川柵落城ノ圖 おうしゅうころもがわ…

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 近江八景之内 おうみはっけいのうち

大3 大當り大當り おおあたりおおあたり

大3 大井川に而行合の圖 おおいがわにてゆきあいのづ

大3 大坂下り輕業太夫・早竹虎吉*おおさかうだりかるわざたゆうはやたけとらきち

大3 大坂下り輕業太夫・早竹虎吉*おおさかうだりかるわざたゆうはやたけとらきち

大3 大坂下り輕業太夫・早竹虎吉*おおさかうだりかるわざたゆうはやたけとらきち

大3 大坂表御名殘見立（菅原傳授手習鑑）おおさかおもておなごりみたて

大3 大坂道頓堀角の芝居…（けいせい双鏡山）おおさかどうとんぼりかどのしばい

大3 大坂道頓堀角の芝居にて　当顔見世改名仕候おおさかどうとんぼりかどのしばい

大3 大坂道頓堀角の芝居かほ見世狂言（五三桐）おおさかどうとんぼりかどのしばい

大3 大坂道頓堀芝居樂屋ノ圖 おおさかどうとんぼりしばいがくやのづ

大3 大坂道頓堀芝居楽屋ノ圖 おおさかどうとんぼりしばいがくやのづ

大3 大坂道頓堀芝居樂屋ノ圖 おおさかどうとんぼりしばいがくやのづ

大3 大坂道頓堀芝居楽屋之圖 おおさかどうとんぼりしばいがくやのづ



大3 大坂道頓堀太左衛門橋より西を眺むの図おおさかどうとんぼりたざえもんばし…

大3 大坂道頓堀太左衛門橋より…圖おおさかどうとんぼりたざえもんばし…

大3 大坂道頓堀太左衛門橋より西を眺むの圖おおさかどうとんぼりたざえもんばし…

大3 大坂・浪花座六月鉱業梅柳中雪月おおさかなにわざ…

大3 大相撲部屋之圖 おおずもうへやのづ

大3 大相撲部屋之圖 おおずもうへやのづ

大3 大森にて出会の図 おおもりにてであいのづ

大3 小栗判官兼氏夫婦對面の図おぐりはんがん…

大3 御座敷狂言こしらゑの圖　五番續おざしききょうげんこしらゑのづ

大3 稚遊娘道成寺 おさなあそびむすめどうじょうじ

大3 男禁制	　 おとこきんせい

大3 踊形容江戸繪榮 おどりけいようえどえのさかえ

大3 御取立娘四□□（書き込み）おとりたてむすめのままごと

大3 踊津くし大江山 おどりづくしおおえやま

大3 御名残（役者半身図、版本） おなごり

大3 尾上松緑三回忌つゐぜん狂言七役内（追善累扇子）おのえしょうろく…

大3 尾上梅幸住居雪の景 おのえばいこうすまいゆきのけい

大3 御貢信田今歳稻* おんみつぐ…

大3 帰花雪武田* かえるはな…

大3 鏡山行列之圖 かがみやまぎょうれつのづ

大3 敵討三枚続（染纏竹春駒） かたきうちさんまいつづき

大3 敵討三枚續　 かたきうちさんまいつづき

大3 梶の長あん かぢのちょうあん

大3 新吉原京町壱丁目角海老内かどえびや…

大3 角海老屋内 かどえびやうち

大3 新吉原壹丁目　角海老屋内 かどえびやうち

大3 角海老屋内 かどえびやうち

大3 角海老屋内 かどえびやうち

大3 角海老屋内 かどえびやうち

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐら

大3 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐら



大3 假名手本忠臣藏 かなでほんちゅうしんぐらじゅういちだんめ

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐらじゅういちだんめ

大3 假名手本忠臣藏* かなでほんちゅうしんぐらじゅういちだんめ

大3 歌舞妓狂言總ざらいの圖 かぶききょうげんそうざらいのづ

大3 河原崎座にて御名残狂言（菅原利生好文梅）かわらざきざ…おなごりきょうげん

大3 勧進大相撲興行之全圖 かんじんおおすもうこうぎょうのぜんづ

大3 勧進大相撲八景 かんじんおおずもうはちけい

大3 勧進大相撲八景 かんじんおおずもうはちけい

大3 菅神海浜の子供に文字をおしえ給ふの圖かんしんかいひんのこども…

大3 神田明神御祭禮 かんだみょうじんごさいれい

大3 神無月はつ雪のそうか かんなづきはつゆきのそうか

大3 鬼一法眼三略巻 きいちほうげんさんりゃくのまき

大3 きほひはだ天王まつり きおいはだてんのうまつり

大3 きほひはだ天王まつり* きおいはだてんのうまつり

大3 きほひはだ天王まつり きおいはだてんのうまつり

大3 きほひはだ天王まつり* きおいはだてんのうまつり

大3 妓女春のあした ぎじょはるのあした

大3 吉例俳優雪の景両國 きちれいやくしゃゆきのけいりょうごく

大3 吉例俳優雪の景兩國 きちれいやくしゃゆきのけいりょうごく

大3 甲子樓（暖簾） きのえねろう

大3 木場雪（團十郎木場別荘） きばのゆき

大3 木場雪 きばゆき

大3 木場雪 きばゆき

大3 鬼門喜兵衛* きもんきへい

大3 鬼門喜兵衛 きもんきへい

大3 鬼門喜兵衛 きもんきへい

大3 京都四条河原白人行会の図きょうとしじょうかわらしろうといきかいのづ

大3 金瓶大黒仮宅之涼* きんぺいだいこくかりたくのすずみ

大3 金瓶大黒仮宅之涼* きんぺいだいこくかりたくのすずみ

大3 金瓶大黒仮宅之涼* きんぺいだいこくかりたくのすずみ

大3 新吉原…　久喜万字屋仮宅ノ圖くきまんじやかりたくのづ

大3 九変化（御名残押絵交張） くへんげ

大3 桑名・蜃気樓 くわなしんきろう

大3 桑名・蜃気樓* くわなしんきろう

大3 化粧六歌仙 けしょうろっかせん

大3 化粧六歌仙 けしょうろっかせん

大3 げんじ今様絵巻	 げんじいまようえまき

大3 げんじ今様絵巻 げんじいまようえまき

大3 げんじ今様絵巻* げんじいまようえまき

大3 げんじ今様絵巻* げんじいまようえまき

大3 げんじ今様絵巻 げんじいまようえまき



大3 げんじ今様絵巻* げんじいまようえまき

大3 げんじ今様絵巻* げんじいまようえまき

大3 げんじ今様絵巻 げんじいまようえまき

大3 源氏冩嵯峨新滝	 げんじごのみさがのしんたき

大3 源氏冩嵯峨新滝 げんじごのみさがのしんたき

大3 源氏冩嵯峨新滝* げんじごのみさがのしんたき

大3 源氏冩嵯峨新滝* げんじごのみさがのしんたき

大3 源氏冩嵯峨新滝* げんじごのみさがのしんたき

大3 源氏冩嵯峨新滝 げんじごのみさがのしんたき

大3 源氏冩嵯峨新滝* げんじごのみさがのしんたき

大3 源氏姿涼の圖 げんじすがたすずみのづ

大3 源氏物語 げんじものがたり

大3 源氏物語 げんじものがたり

大3 源氏物語 げんじものがたり

大3 玄徳雪中訪孔明 げんとくせっちゅうこうめいをおとのう

大3 玄徳風雪訪孔明 げんとくふうせつこうめいをおとなう

大3 玄徳風雪訪孔明見立 げんとくふうせつこうめいをおとのうみたて

大3 元暦元年二月七日合戰平家討破讃州八島落圖げんりゃく…

大3 恋相撲和合曾我* こいすもう…

大3 高麗屋錦升今戸別荘の圖 こうらいやきんしょういまどべっそうのづ

大3 古今大當り大當り ここんおおあたりおおあたり

大3 御祭礼　天王御祭禮...	 ごさいれい　てんのうごさいれい...

大3 五節句の内 ごせっくのうち

大3 五節句のうち ごせっくのうち

大3 五節句のうち ごせっくのうち

大3 五節句乃内 ごせっくのうち

大3 五節句の内 ごせっくのうち

大3 五節句の内 ごせっくのうち

大3 五節句の内 ごせっくのうち

大3 五節句ノ内 ごせっくのうち

大3 五節句ノ内 ごせっくのうち

大3 五節句ノ内 ごせっくのうち

大3 五節句ノ内 ごせっくのうち

大3 五節句の内 ごせっくのうち

大3 滑稽競 こっけいくらべ

大3 御殿山花見の圖 ごてんやまはなみのづ

大3 子供狂言忠臣藏の圖 こどもきょうげんちゅうしんぐらのづ

大3 此所清元連中相勤申候（五役者、駒絵）このところきよもと...

大3 此所両人早替り仕候 このところりょうにんはやがわり...

大3 御攝曳綱坂* ごひいき…

大3 木ひき町森田座顔見世楽屋の圖こびきちょうもりたざ…



大3 さかい町中村座樂屋之圖・三枚續さかいちょうなかむらざがくやのづ

大3 さかい町中村座樂屋之圖・三枚續さかいちょうなかむらざがくやのづ

大3 さかい町中村座樂屋之圖・三枚續さかいちょうなかむらざがくやのづ

大3 さかい町中村座楽屋の圖・三枚續さかいちょうなかむらざがくやのづ

大3 榮草當世娘 さかえぐさとうせいむすめ

大3 榮草當世娘* さかえぐさとうせいむすめ

大3 榮草當世娘 さかえぐさとうせいむすめ

大3 榮草當世娘 さかえぐさとうせいむすめ

大3 榮草當世娘 さかえぐさとうせいむすめ

大3 若之三人 さかのさんじん

大3 嵯峨ノ釋尊開帳ノ圖 さがのしゃくそんかいちょうのづ

大3 桜井新廣間の景 さくらいしんひろまのけい

大3 桜井新廣間の景 さくらいしんひろまのけい

大3 酒酔の三妾 さけえいのさんしょう

大3 酒醉の三妾 さけえいのさんしょう

大3 酒醉の三妾（背景は藍摺） さけえいのさんしょう

大3 酒醉の三妾（背景は無地） さけえいのさんしょう

大3 酒酔の三妾（背景、藍摺） さけえいのさんしょう

大3 酒醉の三妾（背景は藍地） さけよいのさんしょう

大3 座鋪人形操狂言之圖 ざしきにんぎょう　あやつりきょうげんのづ

大3 佐野松屋内 さのまつやうち

大3 佐野松屋内 さのまつやうち

大3 佐野松屋内 さのまつやうち

大3 佐野松屋内 さのまつやうち

大3 三夏の内 さんかのうち

大3 三曲美人合 さんきょくびじんあわせ

大3 三曲美人合 さんきょくびじんあわせ

大3 三曲美人合［Sankyoku Bijinawase (Trio)］さんきょくびじんあわせ

大3 三曲美人合 さんきょくびじんあわせ

大3 三曲美人合 さんきょくびじんあわせ

大3 三曲美人合 さんきょくびじんあわせ

大3 七代目三升（俳諧） さんじょう

大3 三人娘 さんにんむすめ

大3 汐干景 しおひのけい

大3 四季遊ノ内［Shiki Asobi no uchi (among leisure of the 4 season］しきあそびのうち

大3 四季遊ノ内 しきあそびのうち

大3 四季遊ノ内 しきあそびのうち

大3 四季景色之内　艶源氏須磨宵月しきけしきのうち　やさげんじすまのよいづき

大3 四季遊ノ内 しきのあそびのうち

大3 四季遊ノ内 しきのあそびのうち

大3 四季の内 しきのうち



大3 四季の内 しきのうち

大3 四季の内 しきのうち

大3 四季の内 しきのうち

大3 四季の内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内* しきのうち

大3 四季ノ内* しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 四季ノ内 しきのうち

大3 日月星の内 じつげつせいのうち

大3 日月星ノ内 じつげつせいのうち

大3 日月星ノ内 じつげつせいのうち

大3 日月星ノ内 じつげつせいのうち

大3 日月星ノ内 じつげつせいのうち

大3 日月星ノ内 じつげつせいのうち

大3 四天王□蟷退治ノ圖　□（虫+窒）してんのう...たいぢのづ

大3 渋谷金王丸昌俊早打之図 しぶやこんのうまる…

大3 石橋の所作事（其姿花図絵）しゃっきょうのしょさごと

大3 十二ヶ月源氏之姿見 じゅうにかげつげんじのすがたみ

大3 十二ヶ月之内 じゅうにかげつのうち

大3 十二ヶ月之内* じゅうにかげつのうち

大3 十二ヶ月之内* じゅうにかげつのうち

大3 十二月所作事ノ内 じゅうにつきしょがごとのうち

大3 春□・蜃気樓 しゅん...しんきろう

大3 春□・蜃気樓* しゅん...しんきろう

大3 春□・蜃気樓 しゅん...しんきろう

大3 春□・蜃気樓* しゅん...しんきろう

大3 春□・蜃気樓* しゅん...しんきろう

大3 春□・蜃気樓* しゅん...しんきろう

大3 春秀・蜃氣樓 しゅんしゅうしんきろう

大3 春様美人相 しゅんようびじんそう

大3 娼家内証花見圖 しょうかないしょうはなみづ

大3 娼家内證花見圖 しょうかないしょうはなみづ

大3 娼家内證花見図 しょうかないしょうはなみのづ

大3 明治座初狂言 しょうわざはつきょうげん



大3 明治座初狂言* しょうわざはつきょうげん

大3 明治座初狂言* しょうわざはつきょうげん

大3 不知火諾右衛門横綱土俵入の圖しらぬいだくうえもんよこづなどひょういり…

大3 白木屋 しろきや

大3 白木屋 しろきや

大3 白木屋 しろきや

大3 志ん上　花川戸様（歌舞妓） しんじょうはなかわどさま

大3 心中三舛扇 しんぢうふたつもん

大3 新板一谷合戰圖 しんぱんいちのたにかっせんづ

大3 新版子供遊び相撲の圖 しんぱんこどもあそびすもうのづ

大3 新板成田参詣ノ圖 しんぱんなりたさんけいのづ

大3 新板成田山参詣の図 しんぱんなりたさんさんけいのづ

大3 新板役者七福神 しんぱんやくしゃしちふくじん

大3 新吉原…玉屋山三郎仮宅ノ圖しんよしわら…たまやさんざぶろうかりたく…

大3 新吉原仮宅之圖 しんよしわらかりたくのづ

大3 新吉原仮宅之圖 しんよしわらかりたくのづ

大3 新吉原三枚續圖 しんよしわらさんまいつづきのづ

大3 新吉原白無垢の図 しんよしわらしろむくのづ

大3 周防國錦帯橋遠見圖 すおうのくにきんたいばしえんけんのづ

大3 菅原傳授手習鑑* すがわらでんじゅ…

大3 菅原天神車引 すがわらてんじんくるまびき

大3 助六廓の花見時 すけろくくるわのはなみどき

大3 助六廓の花見時 すけろくくるわのはなみどき

大3 州崎汐干圖 すさきしおひのづ

大3 隅田川桜狩之圖 すみだがわさくらがりのづ

大3 隅田川花の景 すみだがわはなのけい

大3 隅田川晩夏ノ景 すみだがわばんかのけい

大3 隅田川晩夏ノ景 すみだがわばんかのけい

大3 隅田川晩夏ノ景 すみだがわばんかのけい

大3 相撲立合の圖 すもうたちあいのづ

大3 相撲取組の圖 すもうとりくみのづ

大3 歳暮の深雪 せいぼのふかゆき

大3 歳暮の深雪 せいぼのみゆき

大3 青樓二階之圖　五ばん續 せいろうにかいのづ

大3 青樓二階之圖　五ばん續 せいろうにかいのづ

大3 青樓二階の図　　五ばん続きせいろうにかいのづごばんつづき

大3 青樓見立七福神 せいろうみたてしちふくじん

大3 世界ハ大坂東男の顔見世 せかいはおおさか…

大3 五代目瀬川菊之丞顔見世狂言相勤申候（道成寺思恋曲者）せがわきくのじょう5かおみせ…

大3 全盛見立三福神 ぜんせいみたてさんふくじん

大3 全盛見立三福神 ぜんせいみたてさんふくじん



大3 全盛見立三福神 ぜんせいみたてさんふくじん

大3 全盛見立三福神 ぜんせいみたてさんふくじん

大3 全盛見立三福神 ぜんせいみたてさんぷくじん

大3 曾我兄弟十番切圖 そがきょうだいじゅうばんきりのづ

大3 待賢門源平合戰ノ圖 たいけんもんげんぺいかっせんのづ

大3 大物沖逆風雨圖 だいもつおきぎゃくふううのづ

大3 田川屋風呂場の図 たがわやふろばのづ

大3 辰巳八景ノ内 たつみはっけいのうち

大3 辰巳八景ノ内 たつみはっけいのうち

大3 種花蝶色成穐* たねのはな…？

大3 玉揃廓納涼 たまぞろいくるわののうりょう

大3 玉揃廓納涼 たまぞろいくるわののうりょう

大3 玉揃廓納涼* たまぞろいくるわののうりょう

大3 玉揃廓納涼 たまぞろいくるわののうりょう

大3 玉揃廓納涼* たまぞろいくるわののうりょう

大3 玉揃廓納涼* たまぞろいくるわののうりょう

大3 玉揃廓納涼* たまぞろいくるわののうりょう

大3 玉藻前身放光圖 たまものまえ…

大3 中古倭風俗 ちゅうこやまとふうぞく

大3 駐春亭 ちゅうしゅんてい

大3 忠臣藏十一段目夜討之圖 ちゅうしんぐらじゅういちだんめようちのづ

大3 忠臣藏焼香ノ圖 ちゅうしんぐらしょうこうのづ

大3 忠臣藏夜討　大手の義士廿四人　搦手の義士廿三人　ちゅうしんぐらようちおおてのぎし…

大3 忠臣藏夜討ノ圖 ちゅうしんぐらようちのづ

大3 長坂坡趙雲救幼主 ちょうはん...ちょううんようしゅをすくう

大3 築地新嶋原中万字屋遊女揃乃図つきぢしんしまばらなかまんじやゆうじょそろいのづ

大3 築地新嶋原中万字屋遊女揃乃図*つきぢしんしまばらなかまんじやゆうじょそろいのづ

大3 築地新嶋原中万字屋遊女揃乃図*つきぢしんしまばらなかまんじやゆうじょそろいのづ

大3 月雪花のうち［Tsukiyukihana...(Moon, Snow and Flower)］つきゆきはなのうち

大3 月雪花乃うち つきゆきはなのうち

大3 月雪花乃うち つきゆきはなのうち

大3 月雪花の内 つきゆきはなのうち

大3 月雪花ノ内 つきゆきはなのうち

大3 月雪花ノ内 つきゆきはなのうち

大3 佃嶌白魚網ノ圖 つくだじましらうおあみのづ

大3 寺嶌松隠居梅幸別荘雪の景てらしましょういんきょばいこうべっそうゆきのけい

大3 寺島松隠居梅幸別荘雪の景てらしままついんきょばいこうべっそう…

大3 寺嶌松隠居梅幸別荘の景 てらしままついんきょばいこうべっそうのけい

大3 寺嶌松隠居梅幸別荘雪の景てらしままついんきょばいこうべっそうゆきのけい

大3 東海道五十三驛の内 とうかいどうごじゅうさんえきのうち

大3 東海道五十三驛の内（梅初春五十三驛）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち



大3 東海道五十三次の内（独道五十三駅）とうかいどうごじゅうさんつぎのうち

大3 東海道之驛舎関取興宴之圖とうかいどうのえきしゃせきとりきょうえんのづ

大3 東京源氏 とうきょうげんじ

大3 東京源氏 とうけいげんじ

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯 とうけいげんじゆきのあけぼの

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯* とうけいげんじゆきのあけぼの

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯* とうけいげんじゆきのあけぼの

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯 とうけいげんじゆきのあけぼのにわのたわむれ

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯* とうけいげんじゆきのあけぼのにわのたわむれ

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯 とうけいげんじゆきのあけぼのにわのたわむれ

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯* とうけいげんじゆきのあけぼのにわのたわむれ

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯 とうけいげんじゆきのあけぼのにわのたわむれ

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯* とうけいげんじゆきのあけぼのにわのたわむれ

大3 東京源氏・雪の曙庭の戯* とうけいげんじゆきのあけぼのにわのたわむれ

大3 當時英雄取組圖 とうじえいゆうとりくみづ

大3 東都浅草金龍山 とうとあさくさきんりゅうざん

大3 東都浅草金龍山 とうとあさくさきんりゅうざん

大3 東都愛宕圖 とうとあたごづ

大3 東都上野圖 とうとうえのづ

大3 東都上野図 とうとうえのづ

大3 東都上野圖 とうとうえののづ

大3 東都霞が関の図 とうとかすみがせきのづ

大3 東都亀井戸天満宮 とうとかみいどてんまんぐう

大3 東都茅場町圖 とうとかやばちょうのづ

大3 東都源氏 とうとげんじ

大3 東都芝神明宮 とうとしばしんめいぐう

大3 東都虎御門之図 とうととらのごもんのづ

大3 東都虎御門之図 とうととらのごもんのづ

大3 東都二丁町顔見世見物の圖とうとにちょうめ　かおみせけんぶつのづ

大3 東都深川八幡三軒茶屋雪の景とうとふかがわはちまんさんげんじゃや…

大3 東都柳島圖 とうとやなぎしまのづ

大3 東都湯島天満宮 とうとゆしまてんまんぐう

大3 東都兩國大花火眺望* とうとりょうごくおおはなびちょうぼう

大3 東都兩國大花火眺望* とうとりょうごくおおはなびちょうぼう

大3 東都兩國大花火眺望 とうとりょうごくおおはなびちょうぼう

大3 東都兩國大花火眺望* とうとりょうごくおおはなびちょうぼう

大3 東都兩國大花火眺望* とうとりょうごくおおはなびちょうぼう

大3 東都兩國大花火眺望 とうとりょうごくおおはなびちょうぼう

大3 富ケ岡雪後の景 とみがおかゆきあとのけい

大3 仲の町夜さくら雲井道中の図なかのちょうよざくらくもいどうちゅうのづ

大3 中卍楼 なかまんじろう



大3 中卍樓（ふろ） なかまんじろう

大3 中村歌右衛門一世一代御名残口上なかむらうたうえもん…

大3 中村座大入樂屋當り振舞之圖なかむらざ　おおいり…

大3 中村座大入楽屋當り振舞之圖なかむらざおおいり…

大3 中村座大入樂屋當り振舞之圖なかむらざおおいりがくや…　

大3 中村座大入樂屋當り振舞之圖なかむらざおおいりがくやあたりふるまいのづ

大3 中村座大入樂屋當り振舞之圖なかむらざおおいりがくやあたりぶるまいのづ

大3 中村座樂屋之圖 なかむらざがくやのづ

大3 中村座三階稽古の惣ざらいの圖なかむらざさんかい…

大3 中村座三階之圖 なかむらざさんかいのづ

大3 中村座三階圖 なかむらざさんがいのづ

大3 中村座舞臺開狂言仕初之図なかむらざぶたいびらき…

大3 中むら芝翫　古今大あたり　なかむらしかん

大3 名古曾ノ関義家詠歌ノ圖 なこそのせきよしいええいかのづ

大3 七小町吾妻風俗 ななこまちあづまふうぞく

大3 七小町吾妻風俗 ななこまちあづまふうぞく

大3 七小町吾妻風俗 ななこまちあづまふうぞく

大3 七小町吾妻風俗 ななこまちあづまふうぞく

大3 七名人梅林に遊ふ圖 ななめいじんばいりんにあそぶづ

大3 七役の内（お染久松色読み販）ななやくのうち

大3 難波新町 なにわしんまち

大3 成田山開帳・富ケ岡花盛ノ圖なりたさんかいちょうとみがおかはなざかりのづ

大3 成田や祝七五三の圖 なりたやいわいしちごさんのづ

大3 業平東下りの図 なりひらあづまくだりのづ

大3 女房盛中由兵衛* にょうぼうざかり…*

大3 庭すずみ にわすずみ

大3 布引（役者半身図、版本） ぬのびき

大3 …三津のあいけん …のあいけん

大3 乗物町和哥仙ノ圖 のりものちょうわかせんのづ

大3 乘物町和哥仙ノ圖 のりものちょうわかせんのづ

大3 梅幸住居雪の景 ばいこうすまいゆきのけい

大3 梅幸住居雪の景 ばいこうすまいゆきのけい

大3 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…

大3 初曲輪見立助六 はつくるわみたてすけろく

大3 初雪粧ひの夕景色 はつゆきよそおいのゆうげしき

大3 花遊びの図 はなあそびのづ

大3 花曇艶街下駄傘* はなぐもり…

大3 花の宴 はなのえん

大3 春霞・蜃気楼 はるがすみしんきろう

大3 春狂言 はるきょうげん

大3 春狂言 はるきょうげん



大3 春狂言 はるきょうげん

大3 （歌舞妓）春狂言かほ見世の噂　　はるきょうげんかおみせのうわさ

大3 春の稽古所 はるのけいこじょ

大3 春待月娼家の餅花 はるまちづきしょうかのもちばな

大3 坂東秀佳別荘永木妙音 ばんどうしゅうかべっそう...

大3 坂東秀佳別荘永木妙音連中淨瑠璃さらいの圖ばんどうしゅうかべっそう…

大3 坂東秀佳別荘深川永木ニテ妙音連中浄瑠理さらいの圖ばんどうしゅうかべっそうふかがわ…

大3 富貴屋町流行三幅人　 ふうきやちょうはやりさんぷく

大3 風流・生人形 ふうりゅう　いきにんぎょう

大3 風流古今十二月ノ内 ふうりゅうここんじゅうにつきのうち

大3 風流山谷堀雪中の景 ふうりゅうさんやぼりせっちゅうのけい

大3 風流雪月花ノ内 ふうりゅうせつげっかのうち

大3 風流六花撰ノ内 ふうりゅうろっかせんのうち

大3 深川新地五明樓 ふかがわしんちごめいろう

大3 深川新地五明樓改對旭樓 ふかがわしんちごめいろうあらためついきょくろう

大3 深川八幡境内成田山不動明王開帳の圖ふかがわはちまんけいだいなりたさんふどう…

大3 ふき屋町市村座大入あたり振舞樂屋之圖ふきやちょういちむらざおおいりあたりふるまいがくやのづ

大3 ふきや町市村座大入あたり振舞樂屋之圖ふきやちょういちむらざおおいりあたりふるまいがくやのづ

大3 ふきや町市村座大入あたり振舞楽屋の圖ふきやちょういちむらざおおいりあたりふるまいがくやのづ

大3 ふきや町市村座樂屋之圖・三枚つゞきふきやちょういちむらざがくやのづ

大3 ふきや町市村座楽屋の圖・三枚つゞきふきやちょういちむらざがくやのづ

大3 両顔つきの姿繪（役者半身）ふたおもてつきのすがたえ

大3 両顔つきの姿繪（役者半身）ふたおもてつきのすがたえ

大3 両顔つきの姿繪（役者半身）ふたおもてつきのすがたえ

大3 両顔つきの姿繪（役者半身）ふたおもてつきのすがたえ

大3 両顔つきの姿繪（役者半身）ふたおもてつきのすがたえ

大3 両顔つきの姿繪（役者半身）ふたおもてつきのすがたえ

大3 両顔つきの姿繪（役者半身）ふたおもてつきのすがたえ

大3 二見ケ浦初日の出 ふたみがうらはつひので

大3 蛍狩江戸ツ子揃 ほたるがりえどっこぞろい

大3 堀河夜討之圖　三枚續 ほりかわようちのづ

大3 舞奏いろの種蒔* まいそうろう…

大3 松山・やきう稲荷の図 まつやまやきゅういなりのづ

大3 松山やきう稲荷の図 まつやまやきゅういなりのづ

大3 三ヶ月お仙つぼね見せ之圖 みかづきおせん　つぼねみせ…

大3 三ケ月お仙つぼね みかづきおせんつぼね

大3 三日月お仙つぼね見世之圖みかづきおせんつぼねみせのづ

大3 見立當顔見世三立目四立目幕間みたてあたりかおみせ...

大3 見立當顔見世三立目四立目幕間*みたてあたりかおみせ...

大3 見立當顔見世三立目四立目幕間…支度のづみたてあたるかおみせ…

大3 見立杜若艶色紫 みたてかきつばた…



大3 見立根元矢の根五郎 みたてこんげんやのねごろう

大3 見立風俗三都姿櫻園妓婦遊ノ圖　みたてふうぞくさんごくし…

大3 見立風俗三都姿［さんごくし］櫻園妓婦遊ノ圖　みたてふうぞくさんごくし…

大3 見立風俗三都姿 みたてふうぞくみつすがた

大3 見立娘壇之浦 みたてむすめだんのうら

大3 道行　見立路考風 みちゆき　みたてろこうふう

大3 三圍の初雪 みめぐりのはつゆき

大3 三圍の初雪 みめぐりのはつゆき

大3 三圍の初雪 みめぐりのはつゆき

大3 三圍の初雪 みめぐりのはつゆき

大3 三めくりの夕立 みめぐりのゆうだち

大3 三めぐりの夕立 みめぐりのゆうだち

大3 三圍の夜雪 みめぐりのよるのゆき

大3 三圍の夜雪 みめぐりのよるゆき

大3 三圍美人合 みめぐりびじんあわせ

大3 梅沢村（駕籠提灯） むめざわむら

大3 元柳橋雪の光景 もとやなぎばしゆきのこうけい

大3 百川繁栄ノ圖 ももかわはんえいのづ

大3 木ひき町森田座顔見勢樂屋之圖　三枚續もりたざ　かおみせ…

大3 森田座顔見世樂屋之図 もりたざかおみせがくやのづ

大3 木ひき町森田座顔見勢樂屋之圖・三枚續もりたざかおみせがくやのづ

大3 役者雪月花の内 やくしゃせつげっかのうち

大3 山姥　快童丸　桃太郎 やまうば　かいどうまる　ももたろう

大3 江戸日本橋通貮丁目山本嘉兵衛茶園之図やまもとかへいちゃえん…

大3 闇仕合く...切の圖 やみしあい...

大3 夕立景 ゆうだちのけい

大3 夕立景 ゆうだちのけい

大3 夕立景 ゆうだちのけい

大3 雪のあした ゆきのあした

大3 雪のあした ゆきのあした

大3 雪のあした ゆきのあした

大3 雪のあした ゆきのあした

大3 雪のあした ゆきのあした

大3 雪の夕暮 ゆきのゆうぐれ

大3 幼女花遊 ようじょはなあそび

大3 芳町桜井楼上圖 よしちょうさくらいろうじょうのづ

大3 義經一代記之内 よしつねいちだいきのうち

大3 義經一代記之内 よしつねいちだいきのうち

大3 吉原高名三幅對 よしわらこうめいさんぷくつい

大3 頼朝公由井浜遊覧ノ圖 よりともこうゆいがはまゆうらんのづ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ



大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 流行美人合 りゅうこうびじんあわせ

大3 劉備玄徳関羽…（三国志） りゅうびげんとくかんう…

大3 両国開帳朝参り圖 りょうごくかいちょうあさまいりのづ

大3 両国夕涼景 りょうごくゆうすずみのけい

大3 兩國夕すずみの光景 りょうごくゆうすずみのこうけい

大3 兩國夕すゞみの光景　 りょうごくゆうすずみのこうけい

大3 兩國夕すずみの光景 りょうごくゆうすずみのこうけい

大3 兩國夕すずみの光景 りょうごくゆうすづみのこうけい

大3 兩國夕すずみの光景 りょうごくゆうすづみのこうけい

大3 兩國夕すずみの光景 りょうごくゆうすづみのこうけい

大3 ろくろ首大あたり大あたり ろくろくび

大3 和歌三人玉津島 わかさんじんたまつしま

大3 ゑひすや ゑびすや

大3 ゑびすや ゑびすや

大3 ゑひすや ゑびすや

大3 尾上菊五郎　古今大當り　天竺□兵衛　不破版左衛門　... 右七役をのえきくごろう　ここんおおあたり

大3 （死絵） 死絵

大3 （浄瑠璃） 浄瑠理*

大3 （義経記） 無外題

大3 （義経記） 無外題

大3 （熊谷） 無外題

大3 （信長記） 無外題

大3 （曾我物語） 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 （寶舟　三絵師合作） 無外題

大3 （辰巳の月見） 無外題

大3 （向島の櫻狩） 無外題

大3 （向島の花見） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 （源頼朝の御前相撲） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （妓楼+遊女） 無外題

大3 巴御前 無外題

大3 （團十郎） 無外題

大3 戻橋背御攝* 無外題

大3 群曾我嶋台* 無外題

大3 貢之雪源氏贔屓* 無外題

大3 （成田山参詣の図） 無外題

大3 戻橋背御攝* 無外題

大3 花艶和黒主* 無外題

大3 三津組月盞* 無外題

大3 勝相撲浮名花触* 無外題

大3 花艶和黒主* 無外題

大3 春商恋山崎* 無外題

大3 蝶■（兼+鳥）山崎踊* 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 三津組月盞* 無外題

大3 十二ヶ月* 無外題

大3 十二ヶ月* 無外題

大3 十二ヶ月* 無外題

大3 十二ヶ月* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （花魁　櫻下） 無外題

大3 無外題 無外題

大3 歳戌里見八熟梅* 無外題

大3 結題曾我鳫* 無外題

大3 則幸色桜薗* 無外題

大3 （丹三郎・茂三・おせん） 無外題

大3 （名古屋山三） 無外題

大3 （絵巻物五十四帖） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 碁盤忠信雪黒石* 無外題

大3 全盛陸奥山？ 無外題

大3 積思花雪解* 無外題

大3 （月本武藏ほか） 無外題

大3 大當三階花見圖* 無外題



大3 （藍摺−雪中三美人） 無外題

大3 （雪遊び） 無外題

大3 （頼政怪獣を射るの図） 無外題

大3 宿花女雛形* 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 京鹿子娘道成寺* 無外題

大3 織合つづれの錦* 無外題

大3 其姿花図絵* 無外題

大3 比翼蝶春曾我菊* 無外題

大3 十帖源氏物草太郎* 無外題

大3 智仁勇爰頼三津* 無外題

大3 勧善懲悪四天王顔鑑* 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 局岩藤比翼裲襠* 無外題

大3 もと様参かしく文月* 無外題

大3 大工六三 無外題

大3 大工六三郎 無外題

大3 （かミゆゐ浮世股平　市川市藏）無外題

大3 花雲宿色衣* 無外題

大3 大内鑑* 無外題

大3 恵方曾我万吉原* 無外題

大3 恵方曾我万吉原* 無外題

大3 隅田川花御所染* 無外題

大3 さる嶋惣太* 無外題

大3 杜若艶色紫* 無外題

大3 （吃の又平　坂東三津五郎） 無外題

大3 忠臣藏* 無外題

大3 幸四郎・團十郎 無外題

大3 （ゑぼし打もとめ　中村芝翫）無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 かさね菊絹川染* 無外題

大3 （かさね菊絹川染） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 夏祭浪花鑑* 無外題

大3 色操廓文月* 無外題

大3 江戸好菊伊達染* 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 一谷嫩軍記* 無外題

大3 市川哉真砂御攝* 無外題



大3 （無外題） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 蝶々■（子+子）梅菊* 無外題

大3 伊達競阿国戲場* 無外題

大3 五大力比翼三紋* 無外題

大3 八犬伝評判樓閣* 無外題

大3 一陽来復渋谷兵* 無外題

大3 其噂桜色時* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 妹背山婦女庭訓* 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 色一座曾我大寄* 無外題

大3 浮世柄比翼稲妻* 無外題

大3 無外題 無外題

大3 館風扇白浪* 無外題

大3 絵本合法衢* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 敵討合法衢* 無外題

大3 敵討合法衢* 無外題

大3 （田舎源氏） 無外題

大3 若木花姿彩四季* 無外題

大3 （藝者三様の圖） 無外題

大3 四谷怪談* 無外題

大3 四谷怪談* 無外題

大3 四谷怪談* 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 〆能色相図* 無外題

大3 東海道四谷怪談* 無外題

大3 京大坂にて御評判ニ…（お岩）無外題

大3 （藍摺　花魁三人） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 松尾上岩藤* 無外題

大3 牡丹蝶初筐* 無外題

大3 色一座曾我大寄* 無外題

大3 優平家後段景事* 無外題

大3 舞台開曾我門松* 無外題

大3 厨川譽高松* 無外題

大3 戻駕籠色相肩* 無外題

大3 （無外題） 無外題



大3 （藝者拳遊び） 無外題

大3 無外題 無外題

大3 曾我評判比翼男* 無外題

大3 （見立曾我） 無外題

大3 花川戸身替お俊* 無外題

大3 演義三國志* 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 重扇壽松若* 無外題

大3 （…悟助　中村芝翫） 無外題

大3 （森田座再興の口上） 無外題

大3 （信夫　岩井半四郎） 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 梅咲若木場曾我* 無外題

大3 後太平記■（木+色）錦幔* 無外題

大3 （たしま屋おなつ　瀬川菊之丞）無外題

大3 （妓楼+遊女） 無外題

大3 （花魁三人揃） 無外題

大3 仕入物連理帶屋* 無外題

大3 花頭劇弥生* 無外題

大3 万歳阿国歌舞妓* 無外題

大3 富岡恋山開* 無外題

大3 （寺岡平右衛門　中村歌右衛門）無外題

大3 不負江戸男爼板* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 鎮西八郎降魔鎬* 無外題

大3 驛相良聞書* 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 重年花源氏顔鏡* 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 粧水絹川堤* 無外題

大3 （松江藏人　澤村訥升） 無外題

大3 （松葉屋三人揃） 無外題

大3 岩藤浪白石* 無外題

大3 金■（金+華）對緒環* 無外題

大3 御國入曾我中村* 無外題

大3 （猟師綱藏　坂東彦三郎） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 勧進大相撲の圖 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （無外題） 無外題



大3 楼門五三桐* 無外題

大3 伊達競阿国戲場* 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 万歳阿国歌舞妓* 無外題

大3 智仁勇爰頼三津* 無外題

大3 神靈矢口渡* 無外題

大3 （假名手本忠臣藏） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 色操廓文月* 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 東海道振分雙六* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 春相撲御攝顔触* 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 國姓爺合戰* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 五大力人切篭* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 桜時女行列* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 御攝曳綱坂* 無外題



大3 梅咲若木場曾我* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 色一座曾我大寄* 無外題

大3 一の谷嫩軍記* 無外題

大3 一の谷嫩軍記* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 重扇壽松若* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （藝者の送り） 無外題

大3 （役者、雪中傘） 無外題

大3 （影絵、美人） 無外題

大3 （役者雪月花） 無外題

大3 役者雪月花の内* 無外題

大3 役者雪月花の内* 無外題

大3 （役者雪月花） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （藝者、背景影絵） 無外題

大3 （藝者、背景影絵） 無外題

大3 （江戸の夜） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 重年花源氏顔鑑* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 假名手本忠臣藏 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 （歌舞妓） 無外題

大3 智仁勇爰頼三津* 無外題

大3 双蝶々曲輪日記* 無外題

大3 七五三翫寶曾我* 無外題

大3 岩井歌曾我對面* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 富岡恋山開* 無外題

大3 忠臣藏* 無外題

大3 其三味線譽高根* 無外題

大3 ひらがな盛衰記* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 九月花操文章* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 絵本合法衢* 無外題

大3 花筐未熟道成寺* 無外題

大3 （船上美人）　 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 則幸桜色薗* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 御注文繻子帶屋* 無外題

大3 戻駕色相肩* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 大和名所千本桜* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 染模様妹背門松* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 伊達競陽向曾我* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 歸花雪武田* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歸花雪武田） 無外題

大3 （御注文繻子帶屋） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （梅咲若木場曾我） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （漢人韓人手管始） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （假名手本忠臣藏） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （菅原傳授手習鑑） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （御贔屓握虎木下） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （菅原傳授手習鑑） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （越後屋） 無外題

大3 （恵比寿屋） 無外題

大3 （白木屋） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （扇屋夕きり　瀬川菊之丞） 無外題

大3 全盛陸奥山* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 五大力比翼三紋* 無外題

大3 廓文章* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 見立三勝半七* 無外題

大3 貢之雪源氏贔屓* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 戻駕籠色相肩* 無外題

大3 （鬼若根舞臺） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 壇浦兜軍記* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 色一座曾我大寄* 無外題

大3 曾我評判比翼男* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 富岡恋山開* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 絵本合法衢* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 夏祭り* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 全盛陸奥山* 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 喋々■（子+子）梅菊* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 菅原傳授手習鑑 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （相撲行司花見） 無外題

大3 曾我蝶鵆比翼結* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 （髭の伊久　坂東三津五郎） 無外題

大3 （忠臣藏） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 忠臣藏* 無外題

大3 四天王御江戸鏑* 無外題

大3 もと様参かしく文月* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 飾海老藏曾我門松* 無外題

大3 （芝居番付風） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 物草太郎手管歌當* 無外題

大3 桜花大江戸入船* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 恋湊博多諷* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 三國志* 無外題

大3 全盛陸奥山* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 仕掛袖浮名替紋* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 倭仮名平家物語* 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （桃太郎快童丸取組の図） 無外題

大3 義經千本桜* 無外題

大3 市川哉真砂御攝* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 天竺徳兵衛万里入船* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 一谷嫩軍記* 無外題



大3 松柏鶯曾我* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 三銀杏御存地染* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 音菊家怪談* 無外題

大3 左甚五郎細工鑑* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 物ぐさ太郎* 無外題

大3 色一座曾我大寄* 無外題

大3 手習鑑* 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 歸花雪武田* 無外題

大3 鯨帶色織分* 無外題

大3 勧善懲悪四天王顔鑑* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 忠臣藏* 無外題

大3 封文めでたくかしく* 無外題

大3 織合繿褸錦* 無外題

大3 もと様参かしく文月* 無外題

大3 （役者相撲） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （美人、局見世） 無外題

大3 （「萩原」の行燈） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （相撲） 無外題

大3 宿花女雛形* 無外題

大3 仮名曾我當蓬莱* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 御國入曾我中村* 無外題

大3 松柏鶯曾我* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓）（雪） 無外題



大3 ■（才+隻）雜石尊贐* 無外題

大3 ■（才+隻）雜石尊贐* 無外題

大3 伊勢平氏額英幣* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （妓楼+遊女） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 花曇艶街下駄傘* 無外題

大3 大和大和花山樵* 無外題

大3 信田森鳴響嫁入* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 世界の色花弁慶* 無外題

大3 （花鳥茶屋） 無外題

大3 （美人） 無外題

大3 無外題 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （藝者、拳） 無外題

大3 （美人） 無外題

大3 （美人画） 無外題

大3 （美人、蛍狩り） 無外題

大3 （春雪梅の宴） 無外題

大3 相馬館節会大寄* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 知盛の息女玉虫姫 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （牡丹、三美人） 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （淺草観音） 無外題

大3 （祭り） 無外題

大3 内裡模様源氏紫* 無外題

大3 （だんまり） 無外題

大3 伊勢平氏額英幣* 無外題

大3 三賀庄曾我嶋臺* 無外題

大3 松資巴藤浪* 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （森田座楽屋） 無外題



大3 桑原女之助　玉屋の与次　...無外題

大3 （妓楼+遊女） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 ひらがな盛衰記* 無外題

大3 （森田座舞台裏） 無外題

大3 蘆屋道満大内鑑* 無外題

大3 花曇艶街下駄傘* 無外題

大3 飛脚文網舟* 無外題

大3 顔楓色夕映* 無外題

大3 時討御未刻太鼓* 無外題

大3 霊験亀山鉾* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （妓楼+遊女） 無外題

大3 （美人、雪月花） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （増補妹背山婦女庭訓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （美人、雪月花） 無外題

大3 厳島雪官幣* 無外題

大3 （役者化身の図） 無外題

大3 無外題 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 （役者） 無外題

大3 音菊高麗恋* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 大和大和花山樵* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 蝶■（兼+鳥）山崎踊* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 色一座曾我大寄* 無外題

大3 伊勢平氏攝神風* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （美人） 無外題

大3 無外題 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （曾我もの） 無外題

大3 （佐野屋次郎左衛門　三津五郎）無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 后の月酒宴島台* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 菊月入船噺* 無外題

大3 群曾我嶋臺* 無外題

大3 （役者　雪の梅見） 無外題

大3 四天王産湯玉川* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 仮名曾我當蓬莱* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 浮世柄比翼稲妻* 無外題

大3 （舞鶴屋傳三　市川團十郎） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 伊達俄解脱絹川* 無外題



大3 還木曾菊族* 無外題

大3 （歌舞妓、雪景） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 智仁勇爰頼三津* 無外題

大3 封文めでたくかしく* 無外題

大3 （吉原三人揃） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （遊女、禿、座敷、桜） 無外題

大3 （雪のあした） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 七五三翫寶曾我* 無外題

大3 飾海老藏曾我門松* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 恵方曾我萬吉原* 無外題

大3 鎮西八郎降魔鏑* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 松資巴藤浪* 無外題

大3 頼有御攝綱* 無外題

大3 神靈矢口渡* 無外題

大3 （子供の水遊び） 無外題

大3 （子供の水遊び） 無外題

大3 （子供の水遊び） 無外題

大3 （子供の水遊び） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 （藝者、背景は天橋立） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （菅原傳授手習鑑） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題



大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 三田のいさみ綱五郎　瀬田の関助 ...無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （景清） 無外題

大3 （曲輪来伊達大寄） 無外題

大3 おはん長右衛門* 無外題

大3 おはん長右衛門* 無外題

大3 おはん長右衛門* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 御注文繻子帶屋* 無外題

大3 もと様参かしく文月* 無外題

大3 （相撲絵） 無外題

大3 勧善懲悪四天王顔鏡* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （涼み） 無外題

大3 奥州安達ケ原* 無外題

大3 （河原崎座顔見世） 無外題

大3 （市村座顔見世） 無外題

大3 （市村座狂言） 無外題

大3 万歳阿国歌舞妓* 無外題

大3 梅咲若木場曾我* 無外題

大3 花筐未熟道成寺* 無外題

大3 岩藤浪白石* 無外題

大3 飾海老藏曾我門松* 無外題

大3 恋相撲和合曾我* 無外題

大3 曾我兵眼比翼男* 無外題

大3 安宅ノ関* 無外題

大3 筆初曾我福贔屓* 無外題

大3 姿花宿錦絵* 無外題

大3 隅田川花御所染* 無外題

大3 （假名手本忠臣藏） 無外題

大3 （十二月風俗） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 もと様参かしく文月* 無外題



大3 （十二月） 無外題

大3 宿花女雛形* 無外題

大3 ■(立心+矍）雜石尊贐* 無外題

大3 霊験亀山鉾* 無外題

大3 四天王産湯玉川* 無外題

大3 玄徳風雪訪孔明* 無外題

大3 男山恵源氏* 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 筆初曾我福贔* 無外題

大3 江戸織連理帶屋* 無外題

大3 勧進帳* 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 恵炮曾我万吉原* 無外題

大3 恋湊博多諷* 無外題

大3 兜軍記* 無外題

大3 （吉良邸奮戦） 無外題

大3 伊勢音頭恋寝刃* 無外題

大3 （役者半身） 無外題

大3 雪芳野来人顔鏡* 無外題

大3 金幣猿島郡* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 杜若艶色紫* 無外題

大3 玉藻前尾花錦繪* 無外題

大3 鬼一法眼三略巻* 無外題

大3 万歳阿国歌舞妓* 無外題

大3 市川哉真砂御攝* 無外題

大3 一の谷嫩軍記* 無外題

大3 曾我評判比翼男* 無外題

大3 初曲輪見立助六* 無外題

大3 （藝者、船で拳を打つ） 無外題

大3 （横藏　慈悲藏　女房おたね）無外題

大3 佐野次郎左衛門 無外題

大3 （先代萩） 無外題

大3 （十二月） 無外題

大3 （二見浦、美人、初日の出）*無外題

大3 （宝船図） 無外題

大3 （七福神寶船） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 劇場春曾我書初* 無外題

大3 （楽屋） 無外題



大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 義經千本桜* 無外題

大3 后の月酒宴島台* 無外題

大3 色一座曾我大寄* 無外題

大3 全盛陸奥山* 無外題

大3 神靈矢口渡* 無外題

大3 一谷嫩軍記* 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 桜時女行列* 無外題

大3 戻駕色相肩* 無外題

大3 結題曾我雁金* 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 花頭劇弥生* 無外題

大3 戻駕色相肩* 無外題

大3 鬼一法眼三略巻* 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 義經千本桜* 無外題

大3 人形つかひ菅原傳授図* 無外題

大3 積恋雪関扉* 無外題

大3 楽屋の図* 無外題

大3 （宝舟） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 助六由縁江戸桜* 無外題

大3 もと様参かしく文月* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 假名手本忠臣藏* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 色情曲輪h高花形* 無外題

大3 曲輪来伊達大寄* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 奥州安達原* 無外題

大3 恵方曾我万吉原* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 桜花大江戸入船* 無外題

大3 紅葉鹿振袖曾我* 無外題

大3 重扇壽松若* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 其三味線譽高根* 無外題



大3 （武者絵） 無外題

大3 菅原傳授手習鑑* 無外題

大3 （楽屋入り之図） 無外題

大3 信仰記* 無外題

大3 音菊家怪談* 無外題

大3 （足柄山得公時図） 無外題

大3 恋相撲和合曾我* 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 （無外題） 無外題

大3 累の狂言* 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （歌舞妓） 無外題

大3 （ゆうこん火） 無外題（ゆうこん火）

大3 （雨） 無外題（雨）

大3 （雨） 無外題（雨）

大3 （影絵、美人） 無外題（影絵、美人）

大3 （駕籠） 無外題（駕籠）

大3 （駕籠） 無外題（駕籠）

大3 （海辺、美人ほか） 無外題（海辺、美人ほか）

大3 （海辺、美人ほか） 無外題（海辺、美人ほか）

大3 （鎌を振り回す） 無外題（鎌を振り回す）

大3 （芸者、真崎） 無外題（芸者、真崎）

大3 （座敷、縄暖簾） 無外題（座敷、縄暖簾）

大3 （座敷、梅） 無外題（座敷、梅）

大3 （座敷、梅） 無外題（座敷、梅）

大3 （座敷） 無外題（座敷）

大3 （座敷） 無外題（座敷）

大3 （座敷） 無外題（座敷）

大3 （祭り） 無外題（祭り）

大3 （祭り） 無外題（祭り）

大3 （子供、母） 無外題（子供、母）

大3 （子供の水遊び） 無外題（子供の水遊び）

大3 （芝居番付風） 無外題（芝居番付風）

大3 （女形立姿、座敷、竹筒に生花）無外題（女形立姿、座敷、竹筒に生花）

大3 （菅原傳授手習鑑） 無外題（菅原傳授手習鑑）

大3 （菅原傳授手習鑑） 無外題（菅原傳授手習鑑）

大3 （菅原傳授手習鑑） 無外題（菅原傳授手習鑑）

大3 （清玄尼） 無外題（清玄尼）

大3 （雪景色） 無外題（雪景色）

大3 （雪景色） 無外題（雪景色）

大3 （雪景色） 無外題（雪景色）



大3 （草花） 無外題（草花）

大3 大 無外題（大）

大3 大 無外題（大）

大3 大 無外題（大）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （忠臣藏） 無外題（忠臣藏）

大3 （釣鐘） 無外題（釣鐘）

大3 （土橋から、見ている） 無外題（土橋から、見ている）

大3 道ゐんあんまはり 無外題（道ゐんあんまはり）

大3 （美人、影絵と明暗） 無外題（美人、影絵と明暗）

大3 （役者、座敷、月） 無外題（役者、座敷、月）

大3 （役者、風呂場） 無外題（役者、風呂場）

大3 （役者、風呂場） 無外題（役者、風呂場）

大3 （役者、風呂場） 無外題（役者、風呂場）

大3 （役者半身） 無外題（役者半身）

大3 （役者半身） 無外題（役者半身）

大3 （役者立姿、座敷） 無外題（役者立姿、座敷）

大3 （累、斬られる） 無外題（累、斬られる）

大3 （浪花鑑） 無外題（浪花鑑）

大3 （浪花鑑） 無外題（浪花鑑）

大3 （浪花鑑） 無外題（浪花鑑）

大3 伊賀越道中双六 無外題*

大3 *假名手本忠臣藏 無外題かなでほんちゅうしんぐら*

大3　 成田山不動座像 なりたさんふどうざぞう

大3　 （妓楼+遊女）（藍摺） 無外題ぎろうゆうじょ



10 版元 11 ハンモト 12 内題

丸平 マルヘイ

丸平 マルヘイ

丸平 マルヘイ

丸平 マルヘイ

丸平 マルヘイ

丸平 マルヘイ

萩原 ハギワラ 橋治信高　壬生小…　熊坂長範　牛若丸　陵伽重頼

山口 ヤマグチ 河津三郎祐安　海老名源八弘綱　俣野五郎景久

三鉄 サンテツ［三鉄］ （座敷、巻文を書く他）

三鉄 サンテツ 花ノ二階之圖

三鉄 サンテツ （花魁立ち姿）

三鉄 サンテツ （花魁、帯を結び直す）

三鉄 サンテツ （禿、階段の下を見る）三鉄	

や ヤ

藤慶 フジケイ 茶屋中

藤慶 フジケイ （台の料理）

藤慶 フジケイ （花魁、差掛け傘）

藤慶 フジケイ 茶屋中（提灯）

藤慶 フジケイ （花魁道中）

藤慶 フジケイ （台のもの）

（無版元） 無版元 源次綱　怪童丸　山姥

増銀 マスギン

久 キュウ 藝者おふさ［杜若］市村羽左衛門　…　本町綱五郎［海老藏］…

上与 ウエヨ 松本幸四郎　岩井半四郎　坂東三津五郎

山田屋 ヤマダヤ 菊月

あづまげんじかいこけんぶつ

あづまげんじかいこけんぶつ

あづまげんじかいこけんぶつ

甚 ジン

商標［二引］ 商標［二引］ 沢井又五郎　唐木政右衛門　桜木半右衛門

魚栄 ウオエイ 遊女結髪

釜喜 キ 助六廓花見時

久［丸］ キュウ 田舎源氏

三鉄 サンテツ 遊女結髪

藤慶 フジケイ 太夫道中

商標［三巴］ 商標［三巴］

竹内 タケノウチ 熊谷直實（中村芝翫）

西村永壽堂 エイジュドウ

［商標］三巴 商標［三巴］

［商標］三巴 商標［三巴］



商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 市川九藏　市村羽左衛門　…中村歌右衛門　関三十郎　岩井紫若

山庄 ヤマショウ 返魂香　…　廿四孝

ト ト 武部源藏（市川海老藏）

ト ト 松王丸（松本幸四郎）

丸久 マルキュウ 光氏君海邊にて鮑をとらせ遊らんの圖

光氏君海邊にて鮑をとらせ遊らんの圖

光氏君海邊にて鮑をとらせ遊らんの圖

光氏君海邊にて鮑をとらせ遊らんの圖

丸久 マルキュウ

丸久 マルキュウ

丸久 マルキュウ

丸久 マルキュウ 光氏君海邊にて鮑をとらせ遊らんの圖

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［蔦］ 商標［蔦］

越嘉 エチカ （芙蓉、紫陽花、朝顔）

綿 ワタ 曾我の十郎祐成［源之助］舞鶴［菊之丞］曾我の五郎時宗［團十郎］

久+違山形 キュウ

久+違山形 キュウ

久+違山形 キュウ

若与板 ワカヨバン 御狂言樂屋

… …

山口 ヤマグチ 月夜之雨さつきの八ツはし

文 ブン 初雪

ト ト

山口板 ヤマグチバン 歌川丸　（花火）

重 ジュウ きさらぎ

重 ジュウ 弥生

重 ジュウ 弥生

ト ト

- 當十一月六日火性の祝ひ

久 キュウ 僧正久世大天狗　御曹子　木樵太夫…

大 ダイ 稲妻雷五郎　阿武松緑之助　緋縅力彌

大 ダイ 稲妻雷五郎　阿武松緑之助　緋縅力弥

總輿　ト ソウヨ　ト （美人、娘）

總輿　ト ソウヨ　ト （娘、供女）

總輿　ト ソウヨ　ト （被り物、美人）

久 キュウ 市村羽左衛門　市川九藏　沢村訥升　岩井紫若　中村歌右衛門　坂東彦三郎

... ...

松 マツ 江戸藝者　北國他所行　田舎娘

長谷川園吉 ハセガワ

商標［三巴＋山型］ 商標［三巴＋山型］ 無内題



商標［三巴］ 商標［三巴］ 八朔白無垢の圖

［商標］三巴 ［商標］三巴

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 1　音羽（尾+砥+輪）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 1（音羽）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 10（御歯黒）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 2　小塚原（子+柄+原？）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 2（小塚原）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 3　四軒（四+剣）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 3（本所四軒）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 4　品川（四+菜+川）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 4（品川土藏相模）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 5　新宿（志ん+四+九）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 6　（中洲三股）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 7　根津（ねず）（み）（盆提灯）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 8　三田三角（箕+田+△）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 8　三田三角（箕+田+△）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 9　谷中（矢+菜+蚊）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 9　（谷中）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 11（手に帶）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 12（廊下）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 13（…）

商標［蔦］ 商標［蔦］ （矢+菜+蜂）

商標［蔦］ 商標［蔦］ （矢+菜+蜂）

商標［蔦］ 商標［蔦］ （雪の結晶文様）

商標［蔦］ 商標［蔦］ （女、屏風の傍らに立つ）

［商標］蔦 ［商標］蔦 （鉄漿つけ）

［商標］蔦 ［商標］蔦 （箕+田+三角）

伊勢...(三星+◯） イセ...

… …

商標［三巴＋山型］ 商標［三巴＋山型］ 無内題

… … 1　佃島帰帆

久 キュウ 2　花やしき秋月

久 キュウ 3　木母寺暮雪

久 キュウ 3　木母寺暮雪

久 キュウ 3　木母寺暮雪

久 キュウ 3　木母寺暮雪

久 キュウ 4　吉原の夜雨

久 キュウ 4　吉原ノ夜雨

久 キュウ 5　兩國の夕照

久 キュウ 5　両國ノ夕照

商標［三巴］ 商標［三巴］ （大伴黒主　僧正遍昭　在原業平　…）



鶴喜 ツルキ

鶴喜 ツルキ …

佐野喜 サノキ

萬屋板 ヨロズヤバン

萬屋板 ヨロズヤバン

萬屋板 ヨロズヤバン

萬屋板 ヨロズヤバン

萬屋板 ヨロズヤバン

萬屋板 ヨロズヤバン

商標［三巴］ 商標［三巴］

加ゝや カガヤ 花散里

加ゝや	 カガヤ 夕顔

久 キュウ

久 キュウ （縁日で、虫売り、金魚売り、植木売り）

吉 キチ 玉屋内　濃紫　鶴屋内　たち花　ゑびや内　江川

辻文板	 ツジブンバン

商標［二引］ 商標［二引］

商標（蔦） 商標（蔦） 粟津晴嵐

商標（蔦） 商標（蔦） 石山秋月

商標（蔦） 商標（蔦） 堅田落鳫

商標（蔦） 商標（蔦） 辛崎夜雨

商標（蔦） 商標（蔦） 瀬田夕照

商標（蔦） 商標（蔦） 比良暮雪

商標（蔦） 商標（蔦） 三井晩鐘

商標（蔦） 商標（蔦） 矢橋帰帆

商標［蔦］ 商標［蔦］ 辛崎夜雨

商標［蔦］ 商標［蔦］ 辛崎夜雨

商標［蔦］ 商標［蔦］ 辛崎夜雨

竹+○板 タケ 市川海老藏

吉 キチ 浪花上り関三十郎　浅尾友藏　東下り尾上菊五郎織る　尾上松助

藤慶 フジケイ 月　...

藤慶 フジケイ 雪　...

藤慶 フジケイ 花　...

林 ハヤシ 松王丸［幸四郎］梅王丸［男女藏］桜丸［半四郎］

川口 カワグチ 中老おのへ［松江］局岩ふじ［三津五郎］おはつ［歌右衛門］

泉市 センイチ 関三十郎事［中村梅玉］歌右衛門事［中村翫玉］鶴助事［中村芝翫］芝翫事［中村歌右］

竹 タケ 市川海老藏大當り　尾上菊五郎　中村芝翫

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［巴］ 商標［三巴］ 大手　［笹］せ　

商標［三巴］ 商標［三巴］ 島の内藝子　仲居　島の内げい子

商標［三巴］ 商標［三巴］ 中村歌右衛門　坂東三津五郎　…



商標［三巴］ 商標［三巴］ 仲居　…島の内藝子此辺なんば新地　…　中の芝居　岩井半四郎

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 島の内藝子　仲居　島の内げい子

…

久 キュウ 阿武松　布ケ瀧　…　宮城野　小柳　黒岩　…　柏戸　…

久 キュウ 鷲ケ浜　…　秋津風　…　稲妻　…

伊勢三板 イセサンバン 中村芝藏芝翫事［歌右衛門］…下り役者着　江戸役者大師参り

總與（總州屋與兵衛） ソウヨ 小栗判官兼氏…／萬屋長…／常陸の小萩實ハ照手姫

川口 カワグチ

… …

ト ト 白拍子佛御前（中村翫雀）

濃洲屋安兵衛 ノウシュウヤヤスベイ （暫く）

森+山形	 モリ 山咲御前（岩井粂三郎）主水之助実ハ巴（瀬川菊之丞）朝日狐（澤村源之助）

… …

竹内 タケノウチ 藤原ノ時平公（中村芝翫）

川口 カワグチ 木根川与右衛門［菊五郎］かさね［菊五郎］羽生の与右衛門［三津五郎］

文 ブン 尾上菊五郎　…岩井粂三郎　尾上松助　…市川團十郎　…

有田屋 アリタヤ 葛の葉姫［玉］／安部の保名［羽］／奴与かん平［吉三郎］

有田屋 アリタヤ 山本勘助［海老］／山本の老女［杜若］／直江…［訥升］

鶴喜板 ツルキバン 岩井半四郎　岩井粂三郎　市川海老藏

森 モリ 由留木左衛門［團十郎］…関の小まん［半四郎］鷺坂左内［幸四郎］

森+山形 モリ 由留木左衛門（市川團十郎）

長+入山形 チョウ 大工町の六三（市川團十郎）

商標［三星］ 商標［丸／三星］ 藍染　みやび　鴨縁

商標［丸／三星］ 商標［丸／三星］ 愛染

商標［三星］ 商標［丸／三星］ 愛染　常盤津

商標［丸／三星］ 商標［丸／三星］ 大井

商標［丸／三星］ 商標［丸／三星］ 艶

商標［丸／三星］ 商標［丸／三星］ 常盤津

片田長次郎 カタダチョウジロウ 十一段目

片田長次郎 カタダチョウジロウ 十一段目

片田長次郎 カタダチョウジロウ 十一段目

玉 ギョク 九段目　山科隠家之場

佐野喜 サノキ 七段目　おかる　由良之助　九太夫　平右衛門　

綱島龜吉 ツナシマカメキチ 十一段目

綱島龜吉 ツナシマカメキチ 十一段目

綱島龜吉 ツナシマカメキチ 十一段目

樋口銀太郎 ヒグチギンタロウ

樋口銀太郎 ヒグチギンタロウ

樋口銀太郎 ヒグチギンタロウ

森 モリ 八段目



片田長次郎 カタダチョウジロウ

片田長次郎 カタダチョウジロウ

片田長次郎 カタダチョウジロウ

森 モリ 市川團十郎　瀬川菊之丞　松本幸四郎　中村芝翫　尾上菊五郎　岩井粂三郎

久 キュウ 菅原の道真公［菊五郎］

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 雨中戲ノ圖　鏡岩　猪名川　小柳　…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 稽古之圖　御用木　三鱗　越の海　柏戸　荒馬

久 キュウ

藤彦 フジヒコ

商標［鶴金］ 商標［鶴金］

森 モリ 菊畑　鬼一法眼［歌右衛門］皆鶴姫［榮次郎］牛若丸［菊五郎］

海老林 エビリン

海老林	 エビリン

海老林	 エビリン

海老林	 エビリン

商標［三巴］ 商標［三巴］

- 岩井杜若　市川三升　松本錦升

森治板 モリジ

重+山形 ジュウ 甲子樓大黒屋惣六（市川海老藏）

文 ブン 木場雪

文 ブン 岩井半四郎　市川團十郎　瀬川菊之丞　市川男女藏

文 ブン 市川團十郎　岩井半四郎　…　尾上菊五郎　瀬川菊之丞　…

泉市 センイチ ポント町　本づめ　祇園藝子　中づめ　同若つめ

大+亀甲 大+亀甲

大+亀甲 大+亀甲

大+亀甲 大+亀甲

… … 万字屋内　瀧川　雲井　代々照

（無版元） 無版元

相ト アイト

相ト アイト

ト ト 在原業平　喜撰法師［中村芝翫］

ト ト 大伴黒主　僧正遍昭［中村芝翫］

商標（蔦） 商標（蔦） あふひ

商標（蔦） 商標（蔦） あふひ

商標（蔦） 商標（蔦） あふひ

商標（蔦） 商標（蔦） あふひ

商標（蔦） 商標（蔦） あふひ



商標（蔦） 商標（蔦） あふひ

商標（蔦） 商標（蔦） あふひ

商標［蔦］ 商標［蔦］ あふひ

久 キュウ

久+違山形 キュウ

久+違山形 キュウ

久+違山形 キュウ

廣幸 ヒロコウ

廣幸 ヒロコウ

廣幸 ヒロコウ

木屋板	 キヤバン

… … 1　浮舟の巻

森 モリ 2　うつ蝉の巻

（無版元） 無版元 3　はゝき木…巻

久 キュウ -

鶴喜板 ツルキバン 関羽字雲長

江崎屋 エザキヤ （雪、三美人）

平 ヘイ …　安徳天皇御座船伊賀十郎…

有田屋 アリタヤ 藝者小ひな［紫若］／稻ノ谷…［訥升］／五郎吉［海老］

森 モリ

ト ト かさねゆうこん（尾上梅幸）小さん（尾上菊治郎）

藤彦 フジヒコ 祭　氏子中

川口板 カワグチバン 九月　甲子樓内

久 きゅう 九月　甲子樓内　歌之助

久 キュウ 九月　甲子樓内　歌之助

久 キュウ 九月　甲子樓内　妻琴

佐野喜 サノキ 睦月

佐野喜 サノキ 弥生

佐野喜 サノキ 皐月

佐野喜 サノキ 皐月

佐野喜 サノキ 皐月

佐野喜 サノキ 皐月　火乃用心（菖蒲湯）

佐野喜 サノキ 文月

佐野喜 サノキ 文月

大 ダイ 三津の合拳　江戸　徳元　李元　西鶴

… …

ト ト 初　七　八段目　…　十一段目

上金	 ジョウキン 佐藤与茂七（市村羽左衛門）寺岡平右衛門（中村歌右衛門）...

清+○ セイ 八幡の三郎／五郎時宗（市川海老藏）

有田屋 アリタヤ 鬼童丸［下り坂東重太郎］

商標［巴］ 商標［巴］ 岩井半四郎　尾上松緑　市川團十郎　松本幸四郎…



西村永壽堂板 エイジュドウ

西村永壽堂板 ニシムラ

西村永壽堂板 ニシムラエイジュドウ

商標［巴］ 商標［巴］ 坂東三津五郎　尾上松助　沢村田之助　助高屋高助　…

久 キュウ

久 キュウ

泉市 センイチ

… …

［商標］三巴 ［商標］三巴 回向院境内ノ圖　五臺山...

久 キュウ

久［＋違山型］ キュウ 無内題

… …

大 ダイ （蝙蝠文様の裲襠）

大 ダイ （虫尽しの着物）

大 ダイ （虫尽しの着物）

大 ダイ （酒器を持つ花魁）

大 ダイ （虫尽しの着物）

西宮 ニシノミヤ （車引、松王、梅王、櫻丸）

ト ト 喜蝶

ト ト 花の戸

ト ト 松嶌

ト ト 三代目梅

有田屋 アリタヤ 卯の花月　かぜ待月　…月

ト ト 久喜万字屋内　らく　［新吉原…］

ト ト 久喜万字屋内　万代　［新吉原…］

商標［三巴］［mark (Mitsu-domoe)］商標［三巴］ （燕の三味線、九尾狐の尺八、筝）［(Shamisen, Bamboo flute ...)］

商標［三巴］ 商標［三巴］ （琴　尺八　三味線）

商標［三巴］ 商標［三巴］ （九尾狐の裲襠）

商標［三巴］ 商標［三巴］ （九尾の狐、帶は蘭字）

大+鍵 ダイ 葛□□...

玉 ギョク （太鼓　三味線　小鼓）

久 キュウ

…［(can't read)］ 春　佃嶌白魚網ノ圖［Haru Tsukudajima ...(Spring, Tsukuda Island)］

鶴喜板 ツルキバン 春

鶴喜板 ツルキバン 佃嶌白魚網ノ圖

相ト アイト 秋　

鶴喜 ツルキ 春　佃島白魚網の図

鶴喜 ツルキ 夏

佐野喜 サノキ 春



佐野喜 サノキ 夏

佐野喜 サノキ 秋

佐野喜 サノキ 東叡下歳暮の雪

佐野喜 サノキ 三圍の雪

佐野喜 サノキ 三囲の雪

佐野喜 サノキ （茄子模様）

平 ヘイ 春　岡本屋内　菅之助

平 ヘイ 春　岡本屋内　菅之助

平 ヘイ 春　岡本屋内　長太夫

平 ヘイ 夏

平+山形 ヘイ 夏　玉屋内しら菊

平+山形 ヘイ 夏　玉屋内白玉

平+山形 ヘイ 夏　玉屋内錦木

平 ヘイ 秋　大黒屋内　歌扇

平 ヘイ 秋　大黒屋内　雛扇

有田屋 アリタヤ 日

有田屋 アリタヤ 月

有田屋 アリタヤ 月

有田屋 アリタヤ 月

有田屋 アリタヤ 星

有田屋 アリタヤ 星

［商標］三巴 ［商標］三巴 卜部季武、酒田公時、碓氷貞光、渡邊綱

駿河屋 スルガヤ 乙若丸　常盤御前／今若丸　牛若丸／金王丸昌俊

川口 カワグチ 花房太郎［三津五郎］花ぞの［半四郎］富貴三郎［芝翫］

やましろ？ ヤマシロ 二月

海老林 エビリン 如月　岡本樓重枝座敷之圖

海老林 エビリン 如月　岡本樓重枝座敷之圖

海老林 エビリン 如月　岡本樓重枝座敷之圖

大平板 ダイヘイバン 水無月　やとひ奴（中村歌右衛門）

相ト アイト

相ト アイト

相ト アイト

相ト アイト

相ト アイト

相ト アイト

相ト アイト

玉 タマ （絵馬尽しの着物）

商標［鶴＋鍵］ 商標［鶴］鍵］ （遠近法、目隠し…）

［商標］鶴＋鍵 ［商標］鶴＋鍵 （禿の鬼ごっこ）

商標［鶴金］ 商標［鶴金］

石井六之助	 イシイロクノスケ 千本櫻



石井六之助	 イシイロクノスケ 速見藤太（尾上蟹十郎）靜御前（尾上榮三郎）

石井六之助	 イシイロクノスケ 速見藤太（尾上蟹十郎）靜御前（尾上榮三郎）

山口 ヤマグチ 肥後　高根山政右衛門　不知火諾右衛門　肥後　黒雲龍五郎

總輿 ソウヨ （美人、右）

總輿 ソウヨ （美人、中）

總輿 ソウヨ （美人と娘、左）

文+○ ブン （○○、虚無僧）（尾上菊五郎）

甚+○	 ジン 彦惣（市川九藏）

文 ブン 無官太夫敦盛　熊谷次郎直実　…

ト ト

岩戸屋 イワトヤ

岩戸屋 イワトヤ （役者大勢）

森 モリ （毘沙門　寿老人　大黒　弁財天　…）

森 モリ 内玉照　玉屋山三郎内濃紫　薄紫

安 アン

安 アン 無内題

平＋山形 ヘイ さきはへ　あふミ　小門戸　玉芝 　...

商標［三巴］ 商標［三巴］ 新吉原江戸町一丁目　…

大平板 ダイヘイバン

有田屋 アリタヤ 菅原道真［訥升］／宿禰太郎［吉三郎］／覺壽尼［海老］

森 モリ 松王丸［團十郎］藤原時平［幸四郎］梅王丸［菊之丞］桜丸［源之助］

釜吉 カマキチ

釜吉 カマキチ

ト ト

商標［江崎屋］ 商標［江崎屋］

川口板 カワグチバン 「大七」（提灯）

鶴喜 ツルキ

鶴喜板 ツルキバン

鶴喜板 ツルキバン （三美人）

山口 ヤマグチ 小柳　年寄境川　荒馬　行司　式守鬼一郎

久 キュウ 木村庄之助　不知火×小柳　年寄境川

河長 カワチョウ -

河長 カワチョウ 無内題

西与板　永壽堂板 ニシヨバン 月波樓

西与板 ニシヨバン

永壽堂西村屋與八板 ニシムラヤ 青樓二階の図　　五ばん続き

商標［三巴］ 商標［三巴］

平 ヘイ 武智左馬五郎［團十郎］小西弥十郎［菊五郎］園生のおまへ［粂三郎］

吉 キチ 五代め路考（俳諧）

久 キュウ 扇屋内　花扇

久 キュウ 扇屋内花扇　玉屋内花紫　松葉屋内代々山



久 キュウ 玉屋内　花紫

久 キュウ 松葉屋内　代々山

久［＋違山型］ キュウ 扇屋内花扇、玉屋内花紫、松葉屋内代々山

商標［二引］ 商標［二引］ 曾我十郎祐成　仁田四郎忠當　曾我五郎時致　小舎人五郎丸

久 キュウ

藤 フジ 新中納言知盛　武藏坊辨慶　源九郎判官義經

吉 キチ

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 1（深川常磐町）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 2（櫓下の会合）

有田屋 アリタヤ 與兵衛女房おつま［志うか］／南與兵衛［歌］／山崎…［羽］

大+亀甲 ダイ

大+亀甲 ダイ

大+亀甲 ダイ

大+亀甲 ダイ

大+亀甲 ダイ

大+亀甲 ダイ

大+亀甲 ダイ

佐野喜 サノキ

福田熊次郎 フクダ

久 キュウ

商標［二引］ 商標［二引］ 高師直　大星由良之助　原郷右衛門

川口 カワグチ （泉岳寺　義士　見物）

森 モリ 貳國橋会合の圖　大石力彌　寺岡平右衛門　…

森 モリ 千崎与五郎　大星由良之助　堀部弥須平　…

川口 カワグチ 常山趙雲...

文金+善（菱） ブンキン+ゼン

文金+善（菱） ブンキン+ゼン

文金+善（菱） ブンキン+ゼン

久［Kyuu］ キュウ 月［Tsuki (moon)］

久 キュウ 月

久 キュウ 月

久 キュウ 雪

森［＋山型］ モリ 向嶋月見・三枚續

森 モリ 向島月見

鶴喜板 ツルキバン

川口 カワグチ

川口 カワグチ 岩井半四郎　関三十郎　…菊五郎　…団十郎　…

川口板 カワグチバン 岩井半四郎　市川團十郎　...

川口 カワグチ 岩井半四郎　瀬川菊之丞　市川團十郎

久 キュウ 岡嵜八橋村　十六夜［坂東玉三郎］…

久 キュウ 岡崎　八つ橋村　十六夜［玉三郎］薄雪太夫［菊五郎］稲葉の介［羽左衛門］



平 ヘイ 嶋田大井川の場　大道具大仕掛仕候　江戸平…［團十郎］日本駄右衛門［菊五郎］…

山口 ヤマグチ 関の戸　平石　黒雲　稲妻

越嘉 エチカ 雪の曙庭の戯

伊勢兼 イセカネ 花揃春の...

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

越嘉 エツカ

泉市 センイチ 東の方阿武松　行司…　西の方稲妻

… …

藤彦板 フジヒコバン

や ヤ

藤彦 フジヒコ （美人、扇）

や ヤ

や ヤ （母と子供）

辻安	 ツジヤス （姫君行列）

藤彦 フジヒコ

藤彦 フジヒコ

ゑかつ エカツ 筑地遊女曙之圖

藤彦 フジヒコ

藤彦 フジヒコ （美人立ち姿、塗り注器）

藤彦 フジヒコ （貴人へ御茶）

商標［巴］ 商標［巴］

商標［三巴］ 商標［三巴］

藤彦 フジヒコ

や ヤ

辻岡屋 ツジオカヤ

辻岡屋 ツジオカヤ

辻岡屋 ツジオカヤ

辻岡屋 ツジオカヤ

辻岡屋 ツジオカヤ

辻岡屋 ツジオカヤ

川口 カワグチ

庄 ショウ



ゑかつ エカツ

山庄 ヤマショウ 大塔宮　返魂香　凱ぢんもみじ　いろはえんき　堀川夜討　鬼一法眼　…

［商標］三巴 ［商標］三巴

商標［巴］ 商標［巴］

商標［巴］ 商標［巴］

永壽堂板 エイジュドウ …

［商標］三巴 ［商標］三巴

［商標］三巴 ［商標］三巴

商標［巴］ 商標［巴］ 中村芝翫　関三十郎　岩井杜若

商標［巴］ 商標［巴］ 尾上菊五郎　三桝源之助　…

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 市川海老藏　…　さるわか　中村勘三郎　岩井杜若　…

鶴喜板 ツルキバン 鬼ヶ嶽役（中むら芝翫）

久 キュウ

藤慶 フジケイ

藤慶 フジケイ

藤慶 フジケイ あふむ

藤慶 フジケイ 蕎麦

松源 マツゲン

吉 キチ 七役の内お染［半四郎］山家屋清兵衛［菊五郎］七役の内久松［半四郎］

泉市板 センイチバン 西ノ扇屋内住の江太夫

辻岡屋 ツジオカヤ

商標［巴］ 商標［巴］ 五才市川海老藏　岩井粂三郎　七才成田屋広　市川團十郎　三才市川新之助　岩井紫若

總與（總州屋） ソウヨ

有田屋 アリタヤ 源兵衛堀の源兵衛［彦］／梅の由兵衛［歌］／女房小梅［梅幸］

久 キュウ

竹内 タケノウチ 齋藤市郎實盛（市川海老藏）

商標［三巴］ 商標［三巴］ 京嶋原　京立圃の句　江戸新吉原…　大坂新町…

久 キュウ

久 キュウ （糸巻模様）

文 ブン

文 ブン 荻野伊三郎　尾上菊五郎 ...

竹 タケ 不破伴左衛門［三津五郎］天川屋儀兵衛［訥升］おその［半四郎］

［商標］三巴 ［商標］三巴 （役者見立て）

辻岡屋 ツジオカヤ

商標［三巴］ 商標［三巴］

大 ダイ 玉庄［三十郎］／彦惣［菊五郎］／藝者小金［菊之丞］

… …

相ト アイト

甚+○	 ジン 市川團十郎（舟上）

甚+○	 ジン 瀬川菊之丞（薦を被る、舟上）



甚+○	 ジン 長右衛門（市川海老藏）

林+山型 ハヤシ 大工六三（尾上菊五郎）藝者かしこ（岩井半四郎）本町網五郎（市川團十郎）

キ キ

久 キュウ …四季十二月の…

久 キュウ 三十郎　粂三郎　路考　…

久 キュウ

や+山形 ヤ 曽我の十郎祐成（市村羽左衛門）工藤左衛門（中村歌右衛門）曽我の五郎時宗（市川九蔵）

三鉄 サンテツ （花魁、髪結、化粧）

泉市 センイチ 弥生

森 モリ

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 雪もよし原

久 キュウ かほよ花

… …

加賀屋... カガヤ -

商標［巴］ 商標［巴］ 岩井半四郎　中村大吉　…

西村永壽堂 ニシムラエイジュドウ

西村永壽堂 ニシムラエイジュドウ 市川團十良、坂東彦三郎　…

商標［巴］ 商標［巴］ 坂東三津五郎　市川團十郎　瀬川路考

板元西村与八 エイジュドウ

商標［巴］ 商標［巴］ 関三十郎　岩井粂三郎　浅尾勇次郎　花井才三郎　…

ト ト □屋半七（中村源之助）

ト ト 岩井粂三郎

山口板 ト 不破伴左衛門重勝（市川團十郎）

ト ト 真柴久吉（市川團十郎）

ト ト □□娘お花（岩井粂三郎）

ト ト ...ゆうこん（坂東三津五郎）

ト ト 渡守都鳥のお志つ（瀬川菊之丞）

商標［鶴金］ 商標［鶴金］

ト ト 瀬川菊之丞

永壽堂　西村屋 エイジュドウ 武蔵坊辨慶　土佐坊昌俊

有田屋 アリタヤ 千歳引ぬき放下師こび八［羽］／翁…［九藏］／三番叟…［歌］

岩戸屋 イワトヤ

岩戸屋 イワトヤ （役者大勢）

吉 キチ 三ぶん　大々叶

萩原 ハギワラ

萩原 ハギワラ （坪見世）

ト ト 岩井粂三郎梅我

ト ト 瀬川菊之丞路考

ト ト 岩井粂三郎　梅我／市川團十郎／瀬川菊之丞　路考

林 ハヤシ 見立船橋次郎左衛門［幸四郎］万字や八橋［菊之丞］…



川口 カワグチ 尾上菊次郎　見立五郎時宗　市川海老藏　岩井紫若

大？ ダイ 京舞子

商標［大］ 商標［大］ 京舞子

大（今利屋丑藏） ダイ 桜園妓婦遊の圖　江戸藝者　京舞子　大坂藝子

小／井桁 ショウ 無内題

森+上山形 モリ 道行、見立路考風

平 ヘイ

平 ヘイ

平+山型 ヘイ

平 ヘイ （二藝者）

泉市 センイチ

泉市 センイチ

森 モリ 岩井半四郎　瀬川菊之丞　岩井粂三郎　市川團十郎　岩井紫若

森 モリ

ト ト 新吉原…　久喜万字屋内　瀧川　…

甚+◯ ジン 加古川清十郎（澤村訥升）

川口 カワグチ

久 キュウ

永壽堂西村屋 エイジュドウ

［商標］三巴 ［商標］三巴

（無版元） 無版元

三 サン 雪　（市川團十郎　岩井粂三郎　松本幸四郎）

扇 オウギ （山姥、相撲人形をもつ）

伊勢三板 イセサンバン （火打ち石　傘　煙草　扇）

若+◇	 ワカ 石田為久（松本幸四郎）

久 キュウ

久 キュウ （蚊帳を吊る、雷）

久 キュウ （蚊帳、雨戸を嵌める）

木屋… キヤ… 無内題

泉市 センイチ

泉市 センイチ （井戸　竹馬）

文 ブン （井戸で水汲み　…）

無版元 無版元

松 マツ

上金 ジョウキン （田楽）

… …

上金（上州屋金藏） ジョウキン …／御曹子牛若丸／…

上金 ジョウキン …

尾張屋清七版 オワリヤ 尾張屋内長浜　稲本内小稲　和泉屋内泉山

久 キュウ

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 1　石場朝直シ（石馬+朝顔+なおし？）



商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 1　石場朝直シ（石馬+朝顔+なおし？）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 2　大新地見通シ（...+見..）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 3　常磐町座敷（砥+木輪+蝶+ざる+四+柝）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 4　仲町送り（菜+蚊+蝶+尾+栗）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 4（仲之町おくり）（蝶、糸巻、弥二郎兵衛）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 5　辨天子供屋（琵琶+子供+矢）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 6（本所一ツ目子供屋）（帶、歯を磨く、楊枝）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 7　松井町弐丁目（松+銀杏+二蝶+女）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 8　櫓下迎ひ（矢+藏+舌+六貝）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） 8（櫓下の会合）（提灯、大提灯、天水桶）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） （光琳の前掛け、懐紙、手摺り）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） （撥、茶わん、懐紙）

商標（蔦吉） 商標（蔦吉） （兎文様、蝶文様、扇子）

鶴喜板 ツルキバン 張飛字翼徳　劉備字玄徳　関羽字雲長

上田 ウエダ

川口 カワグチ

ト ト

ト ト 化物はなし　はん元　林屋正藏

ト ト （座敷の藝者、蜻蛉、蝶）

ト ト （藝者、蜘蛛の巣模様）

ト ト （座敷の藝者、虫籠）

ト ト （座敷の藝者、虫籠）

久+違山形 キュウ 腰元おつる下り尾上多見藏

… … 和哥三人の内　柿本人麿　山辺赤人　小野小町

總輿 ソウヨ （藝者）

總輿（朱）　 ソウヨ　 （綿帽子の娘、供女）

若狭屋 ワカサヤ （娘、少女）

松+富士山形 マツ 尾上菊五郎　古今大當たり　右七段　...　

市川團十郎9（見立涅槃）

林+山型 ハヤシ ３、おふさ徳兵衛・重井筒

（鬼一法眼三略巻菊畑）

（義経千本桜のすし屋）

（熊谷陣屋）

（金閣寺）

曾我の對面

	

… …

… …

… …

… …



なし、　　　（一）其貳　（節細工）

神無月はつ雪のそうか

神無月初雪のそうか

… … 河津三郎×俣野五郎

… … 河津三郎祐安×俣野五郎景久

神無月はつ雪のそうか	

萩原 玉屋内濃紫、鶴屋内たち花、恵ひや内江川

- 望月左衛門（松本幸四郎）巴御前（瀬川菊之丞）木曾義仲（尾上菊五郎）

井筒屋 イヅツヤ

岩 イワ 鬼同丸［幸四郎］山うば［半四郎］くわいどう丸［松助］

岩 イワ 名古屋山三［菊五郎］かつらぎ［粂三郎］不破伴左衛門［團十郎］

岩 イワ 色事指南八重かきその雄［三津五郎］女伊達あら浪のおたつ［粂三郎］舟頭岩藏［簔助］

岩戸屋 イワトヤ 七代目三升（団十郎）（同行男　男女）

上村 ウエムラ 鬼七女房［半四郎］ゑびしやこの十［團十郎］いばらきや鬼七郎［幸四郎］

上与 ウエヨ 小野小町［菊之丞］深草少将［三津五郎］雪の戸［粂三郎］

上与 ウエヨ くづのは狐［菊之丞］保名［三津五郎］くづの葉娘［菊之丞］

上与 ウエヨ 藝者お俊［半四郎］白藤源太［三津五郎］齒入れ權助［幸四郎］

上与 ウエヨ 敷嶋屋七町太夫［菊之丞］嶋原げい子おくめ［粂三郎］深草焼丸太郎［三津五郎］

上与 ウエヨ ぬれがみ長五郎［菊五郎］かこの甚兵衛［幸四郎］…長吉［團十郎］おはや［半四郎］

上与 ウエヨ ぬれがみ長五郎［菊五郎］おてる［菊之丞］かごの甚兵衛［幸四郎］…

上与 ウエヨ 松王丸［三津五郎］梅王丸［三十郎］桜丸［菊五郎］

上与 ウエヨ やかん平［三津五郎］葛の葉［菊之丞］童子［槌五郎］奴与勘平［冠十郎］

江崎屋 エザキヤ 水無月　冨士帰夕立

江崎屋 エザキヤ 文月　西陣の星祭

江崎屋 エザキヤ 神無月　はつ雪のそうか

江崎屋 エザキヤ 神樂月　顔見世の光景

江崎屋 エザキヤ 菊野屋の小萬（瀬川菊之丞）さつま源吾兵衛（中村芝翫）

江崎屋 エザキヤ つるや内かしこ

江崎屋 エザキヤ （船着き馬の夕暮）

越平 エッペイ 犬坂毛野［九藏］犬村角太郎［羽左衛門］犬塚信乃［訥升］

越平 エッペイ 曾我五郎時宗［訥升］大磯のとら［半四郎］小林の朝比奈［三津五郎］

江戸松 エドマツ 来國俊［訥升］五郎兵衛正宗［團藏］團九郎［海老藏］

海老林 エビリン

近江屋 オウミヤ

加ゝや カガヤ 藤紫

加賀や カガヤ お石［菊次郎］となせ［梅幸］小なみ［松之助］加古川本藏［三十郎］

加賀や カガヤ 新中納言知盛［芝翫］督の局［半四郎］鷲の尾三郎よし久［訥升］

加賀や カガヤ はま成［三十郎］友なり［粂三郎］武成［簔助］

鐘+大 カネ+ダイ 傘うり六郎兵衛［團十郎］待宵の侍従［粂三郎］仕出し商人矢左六［三津五郎］

川口 カワグチ

川口 カワグチ 市川團十郎　松本幸四郎　岩井粂三郎　尾上菊五郎



川口 カワグチ

川口 カワグチ

川口 カワグチ 猪早太忠證　丁七喝　源三位頼政怪獣射

川口 カワグチ 岩藤［三津五郎］おのへ［大吉］はつ［芝翫］

川口 カワグチ 神楽月顔見世の光景

川口 カワグチ 神樂月顔見世の光景

川口 カワグチ こんから坊［菊五郎］せいたか坊［團十郎］しら拍子［三津五郎］

川口 カワグチ 高市武右衛門［三津五郎］春藤次郎左衛門［歌右衛門］加村宗田右衛門［市藏］

川口 カワグチ 丹前男浮世之介［三津五郎］傾城香久山［半四郎］丹前奴大助［芝翫］

川口 カワグチ 長兵衛女…［松江］白井權八［團十郎］小むらさき［菊五郎］

川口 カワグチ 名古屋山三［彦三郎］お國御前［菊之丞］不破伴左衛門［三津五郎］

川口 カワグチ ねっこのよき藏［三十郎］山姥［三津五郎］怪童丸［半四郎］

川口 カワグチ 三田ノ源［三津五郎］店頭紀の文［訥升］三ケ月おせん［紫若］

川口板 カワグチバン 海老名源八　俣野五郎景久　河津三郎祐安

河源 カワゲン 宇治橋姫［半四郎］幼年權八［松之助］強盗夜叉太郎［三十郎］

河源 カワゲン かちの長あん［幸四郎］大工六三［團十郎］初代かしく［半四郎］

河源 カワゲン かぢの長あん（松本幸四郎5）大工六三（市川團十郎7）初代のかしく（半四郎5）

河源 カワゲン 二代のかしく（岩井半四郎）ふく嶋や清兵衛（松本幸四郎）大工六三郎（市川團十郎）

河源 カワゲン かミゆゐ浮世股平［市川市藏］

河源 カワゲン 河内や源助［市藏］吃の又平［三津五郎］金魚屋金八［松助］

河源 カワゲン 葛の葉狐［田之助］屋かん平［三津五郎］与かん平［市藏］あべの童子［宗之助］

河源 カワゲン 工藤［團十郎］けいせゐ八つはし［半四郎］船はし［菊之丞］

河源 カワゲン 佐野次郎左衛門［團十郎］けいせい八つはし［半四郎］新造船はし［菊之丞］

河源 カワゲン 清玄尼［半四郎］惣太［幸四郎］松若［團十郎］

河源 カワゲン 軍助（市川團十郎7）さる嶋惣太（松本幸四郎5）（岩井半四郎）

河源 カワゲン 伝兵衛女房おろく［半四郎］ぐわんてつ坊［幸四郎］かご屋伝兵衛［團十郎］

河源 カワゲン 吃の又平［坂東三津五郎］

河源 カワゲン 本藏女房となせ［三津五郎］大ほし力彌［伝藏］小なみ［松助］

川正 カワショウ

川正 カワショウ ゑぼし打もとめ［中村芝翫］

川正 カワショウ ゑんや判官［訥升］高の師直［菊五郎］桃の井わかさの助［海老藏］

川正 カワショウ 額の小さん［菊五郎］かなや金五郎［松助］木根川与右衛門［菊五郎］

川正	 カワショウ 額の小さん（尾上榮三郎）、かなや金五郎（尾上松助）、木根川与右衛門（尾上菊五郎）

川正 カワショウ たちはなひめ［中村歌六］

川正 カワショウ たちはなひめ［中村歌六］

川正 カワショウ 團七九郎兵衛［芝翫］一寸徳兵衛［三桝源之助］團七女房おかぢ［歌六］

川正 カワショウ 船橋次郎左衛門［團十郎］佐野次郎左衛門［源之助］八つ橋［菊之丞］万字弥清兵衛［幸

川正 カワショウ 不破伴左衛門［團十郎］いさみ［簔助］名古屋山三［菊五郎］

川正 カワショウ 三浦や揚巻［粂三郎］揚巻の助六［團十郎］傾城しら玉［紫若］

川正 カワショウ 義經［源之助］熊谷次郎直実［團十郎］さがみ［菊之丞］

川正 カワショウ よどひめ［紫若］大明ノ宗楚江［下り團十郎］真柴金吾久秋［源之助］



川正 カワショウ 与兵衛［簔助］おうめ［紫若］閑坊次郎吉［市藏］

川正板 カワショウバン おかる［菊之丞］一文字屋才兵衛［芝翫］二役早野勘平［菊之丞］

川正板 カワショウバン 瀬田の関助（関三十郎）

川正板 カワショウバン ぬれがみ長五郎［菊五郎］十字兵衛［三十郎］藝者おせき［歌六］八幡山与五郎［源之］

川正板 カワショウバン 細川勝元［源之助］仁木弾正［團十郎］渡部民部［三十郎］おきの井［紫若］

川長 カワチョウ 笹の三五兵衛［團十郎］桜の小まん［菊之丞］さつま源五兵衛［源之助］

川長 カワチョウ …［海老藏］犬坂毛野［九藏］犬田小文吾［三津五郎］

吉 キチ 雷のお鳴［菊之丞］崇徳院［源之助］悪の源太［團十郎］

吉 キチ 藝者おしゅん［粂三郎］白藤源太［團十郎］井筒屋伝兵衛［菊五郎］

吉+山形 キチ 多賀後行（市川團十郎）

吉+山形 キチ 高橋弥十郎（坂東三津五郎）

吉 キチ 大判事［三津五郎］久我之助［彦三郎］ひな鳥［紫若］さだか［半四郎］

吉 キチ はる［亀三郎］千代［粂三郎］やゑ［紫若］

吉 キチ 半時九郎兵衛［簔助］糸屋娘お糸［半四郎］本町綱五郎［三津五郎］

吉 キチ 不破伴左衛門［團十郎］名古屋山三［菊五郎］傾城かつらぎ［菊之丞］

吉 キチ 不破伴左衛門［市川團十郎］／名古屋山三［尾上菊五郎］／…［瀬川菊之丞］

吉 キチ 真砂路…［菊五郎］源五郎…［菊之丞］石川文吾…［源之助］五郎助妹おりん［粂三］

吉 キチ 彌十郎妻皐月［半四郎］多賀俊行［團十郎］高橋彌十郎［三津五郎］

吉+山形 キチ 弥十郎妻皐月（岩井半四郎）

吉 キチ 与五郎妻お米［粂三郎］立場の太平次［團十郎］百姓与五郎［三津五郎］

吉 キチ 与五郎妻お米［粂三郎］立場の太平次［團十郎］百姓孫七［三津五郎］

吉+山形 キチ 義正別室藤ノ方　足利次郎ノ君　仕女杉はえ

久 キュウ …使丁［家橘］…［訥升］…使丁［九藏］

久 キュウ

久+違山形 キュウ お岩娘おそで（下り菊五郎悴尾上栄三郎）

久+違山形 キュウ 神谷仁右衛門（関三十郎）

久+違山形 キュウ お岩（尾上菊五郎）

久 キュウ 一文字や才兵衛［三津五郎］おかる［玉三郎］早のかん平［訥升］

久 キュウ 浮世之介［訥升］…おせん［榮三郎］三筋綱五郎［海老藏］

久 キュウ お岩［菊五郎］京大坂にて…ちょうちんの怪…　神谷伊右衛門［三十郎］

久 キュウ お岩（尾上菊五郎）神谷仁右衛門（関三十郎）

久 キュウ 扇屋内花扇　玉屋内花紫　松葉屋内粧ひ

久 キュウ おかる［紫若］大星由良之助［菊五郎］寺岡平右衛門［三十郎］

久 キュウ 尾のへ［門之助］岩ふじ［大吉］おはつ［菊五郎］

久 キュウ 尾上［源之助］おはつ［菊之丞］岩ふじ［團十郎］

久 キュウ おまつり佐吉［菊五郎］綱五郎［三津五郎］糸やむすめおいと［半四郎］

久 キュウ くわいらいし　六右衛門［訥升］黒木うりおせん［半四郎］庄屋正作［芝翫］

久 キュウ 地謡　梶原景季［三津五郎］太鼓　秩父重忠［訥升］太鼓　十郎祐成［羽左衛門］

久 キュウ …宮［幸四郎］鳥海の弥三郎［冠十郎］鎌倉權五郎景政［高麗藏］

久 キュウ 禿たより［半四郎］なにわの二郎作［幸四郎］東の与四郎［三津五郎］

久 キュウ 河津［三津五郎］…［菊五郎］又野［下り團藏］



久 キュウ 蛇踊圖　かんかんのふ…　唐人踊圖

久［＋違山型］ キュウ かんかんのふきうのれんす…

久 キュウ 工藤［三津五郎］時宗［三十郎］祐成［簔助］

久 キュウ 工藤左衛門祐經［幸四郎］曾我十郎祐成［菊五郎］曾我五郎時宗［海老藏］

久 キュウ 藝者おしゅん［榮三郎］白藤源太［海老藏］井筒屋伝兵衛［訥升］

久 キュウ …玄徳　…孔明　…

久 キュウ 香具屋弥兵衛（松本幸四郎）古手や八郎兵衛（中村芝翫）藝者お妻（瀬川菊之丞）

久 キュウ 腰元おつる［下り多見藏］ろくろ首　大あたり　二役新田梅二郎［多見藏］

久 キュウ …悟助［中村芝翫］

久 キュウ 沢村訥升　岩井半四郎　岩井杜若　市川海老藏　…

久 キュウ 信夫［岩井半四郎］

久 キュウ 白太夫［冠十郎］梅王丸［吉三郎］松王丸［海老藏］

久 キュウ 曾我五郎時宗［市川海老藏］

久 キュウ 曾我十郎祐成［菊五郎］工藤左衛門祐經［九藏］曾我五郎時宗［海老藏］

久 キュウ 大福屋惣六［幸四郎］妹しのぶ［紫若］宮城野［半四郎］

久 キュウ たしま屋おなつ（瀬川菊之丞）

久+違山形 キュウ 玉屋内薄雲、若紫、小式部

久 キュウ 新吉原…　玉弥内白玉　白糸　櫻都

久 キュウ 長右衛門女房おきぬ［粂三郎］おはん［半四郎］帶屋長右衛門［三津五郎］

久 キュウ 局岩藤［團藏］召使お初［紫若］奥女中［粂三郎］中老おのえ［嵐璃光］

久 キュウ 局政岡［粂三郎］雷鶴之助［三津五郎］仁木弾正［團十郎］

久 キュウ 出村新兵衛［團藏］玉屋新兵衛［訥升］三國屋小女郎［紫若］

久 キュウ 寺岡平右衛門［中村歌右衛門］

久 キュウ 寺西閑心［芝翫］白井權八［杜若］幡隨院長兵衛［幸四郎］

久+違山形 キュウ 二役新田梅次郎（尾上多見藏）

久 キュウ 八郎冠者爲朝［歌右衛門］李花夫人［志うか］手取の与太［羽左衛門］

久 キュウ 母鳴海［三桝源之助］佐々木丹右衛門［芝翫］丹右衛門女房［歌六］

久［＋違山型］ キュウ 春待月娼家の餅花

久 キュウ 坂東簔助　岩井紫若　坂東三津五郎

久 キュウ ひげの伊久［幸四郎］花川戸助六［團十郎改海老蔵］三浦屋揚巻［粂三郎］

久 キュウ ふき屋町結城座於吉田千四新奇早替大當り

久 キュウ 松江藏人［澤村訥升］

久 キュウ 松葉屋内　松村　増井　粧ひ

久 キュウ 召使はつ［紫若］中老おのへ［榮三郎］

久 キュウ もとめ［羽左衛門］ふか七［三十郎］お三輪［杜若］

久 キュウ やりの權左［團十郎］白井權八［菊五郎］八重梅［粂三郎］

久 キュウ 猟師綱藏［坂東彦三郎］

久+違山形 キュウ 猟師綱藏（坂東彦三郎）

久 キュウ 鰐石　稲川　平岩　不知火　式守…　天津風　鷲ケ浜

久 キュウ （花魁、雪を見る）

久 キュウ （向島行楽の夕立）



玉 ギョク 石川五右衛門［團十郎］此下兵助［三津五郎］大淀ひめ［紫若］

玉 ギョク 絹川谷藏［團十郎］とうふ屋娘累［紫若］源頼兼［源之助］

玉 ギョク 高の師直［三津五郎］ゑんや判官［訥升］加古川本藏［團藏］

玉 ギョク にせよりかね［團十郎］雷鶴之助［三津五郎］新造高尾［粂三郎］

玉 ギョク 山うば［三津五郎］山がつ［三十郎］くわい童丸［半四郎］

玉 ギョク 義峯公［富滝］おふね［源之助］渡し守頓兵衛［團十郎］

サ＋山形 サ 加古川本藏（坂東三津五郎）.. となせ（岩井粂三郎）

サ サ 大星由良之助［三津五郎］寺岡平右衛門［團十郎］妹おかる［粂三郎］

サ+山形 サ 藝者三かつ（瀬川菊之丞）

サ+山形 サ 花咲（岩井紫若）

サ サ 船橋次郎左衛門［團十郎］けいせい八つ橋［菊之丞］佐野次郎左衛門［源之助］

佐野喜 サノキ 磯貝下阝（坂東彦三郎）

佐野喜 サノキ 嶌川太兵衛（市川九藏）

佐野喜 サノキ 磯貝娘おそで（岩井杜若）

佐野喜 サノキ 磯貝娘おそで［杜若］嶋川太兵衛［九藏］磯貝下部友平［彦三郎］

佐野喜 サノキ 市川海老藏

佐野喜 サノキ 稲の谷半兵衛（市村羽左衛門）

佐野喜 サノキ 岩川次郎吉［嵐吉三郎］北野屋七兵衛［九藏］お時［家橘］

佐野喜 サノキ 塩谷判官［羽左衛門］桃の井若狭之助［海老藏］高師直［菊五郎］

佐野喜 サノキ 塩谷判官（関三十郎）

佐野喜 サノキ □王志ん王（瀬川菊之丞）

佐野喜 サノキ 大いそのとら（坂東簔助）

佐野喜 サノキ 大星由良之助［團藏］天川屋儀兵衛［海老藏］儀平女房おその［菊五郎］

佐野喜 サノキ 大星由良之助（坂東三津五郎）

佐野喜 サノキ おかる［粂三郎］大星由良之助［三津五郎］斧九太夫［仁左衛門］寺岡平右衛門［團十］

佐野喜 サノキ おかる（岩井粂三郎）

佐野喜 サノキ 磯貝娘おそで（岩井杜若）岩川太兵衛（市川九藏）

佐野喜 サノキ 神原佐五郎（市川九藏）

佐野喜 サノキ きんせう女［訥升］五城軍かんき［團藏］和藤内三官［海老藏］

佐野喜 サノキ くずの葉（中村芝翫）

佐野喜 サノキ 高師直（松本幸四郎）

佐野喜 サノキ 小林の朝比奈（中村芝翫）

佐野喜 サノキ 桜の小まん［杜若］笹の三五兵衛［海老藏］さつま源五兵衛［芝翫］

佐野喜 サノキ 左近太郎（関三十郎）

佐野喜 サノキ たしま屋おなつ（瀬川菊之丞）

佐野喜 サノキ 局岩藤［簔助改三津五郎］おはつ［芝翫］中老尾上［歌六］

佐野喜 サノキ 寺岡平右衛門（市川團十郎）

佐野喜 サノキ 時世親王実ハ櫻丸（澤村訥升）

佐野喜 サノキ 舎人松王（中村歌右衛門）

佐野喜 サノキ 舎人梅王（市川海老藏）

佐野喜 サノキ 二ノ瀬ノ源［訥升］義太夫語竹房［榮三郎］…安［海老藏］



佐野喜 サノキ 女房お房［杜若］神原佐五郎［九藏］本町綱五郎［海老藏］

佐野喜 サノキ 本甼綱五郎（市川海老藏）

佐野喜 サノキ 舞鶴屋伝三［三津五郎］新造若草［粂三郎］下男伊之助［菊五郎］

佐野喜 サノキ 源の義經［源之助］熊谷次郎直実［團十郎］女房さがみ［菊之丞］

佐野喜 サノキ 源義経［羽左衛門］熊谷次郎直実［歌右衛門］さがみ［杜若］

佐野喜 サノキ 桃の井若狭之助（尾上菊五郎）

佐野喜 サノキ 八百屋半兵衛（澤村訥升）

佐野喜 サノキ 安守勇藏［吉三郎］新田梅次郎［多見藏］猟師綱藏［彦三郎］

佐野喜 サノキ （藝者、雪）

佐野喜 サノキ （藝者、雪）

佐野喜 サノキ （藝者、傘、雪）

三 サン

三 サン

三+□ サン （藝者）（逃げる人物、影絵）

三 サン （雪）

三 サン 月

三 サン 花（関三十郎　瀬川菊之丞　尾上菊五郎）

三 サン （花）

三+□ サン お岩（尾上菊五郎）

三+□ サン お岩娘おそで（岩井粂三郎）

三+□ サン 三升　落ばなし　... 求に應じて三笑亭可樂作

三+□ サン はまむらや路考　落ばなし　... 求に應じて可樂悴亦三郎作

三+□ サン おとハや梅幸　落ばなし　... 求に應じて百眼 可九上作

三+□ サン 神谷仁右衛門（市川團十郎）

三+□ サン 白井権八（岩井粂三郎）

三 サン （藝者、背景影絵）

三 サン （藝者、「かくさん」提灯）

三 サン （江戸の夜、提灯、後方は影絵人物）

三+□ サン （花魁、廊下の角）

三+□ サン （花魁、階段から廊下へ）

三+□ サン （三役者、雪の隅田堤）

三鉄 サンテツ 安達左九郎　岩戸のお栓

三鉄 サンテツ 小幡小平次

三鉄 サンテツ 小平次女房おつか　修行者現西

三利 サンリ おかる（尾上梅幸）

三利 サンリ …亀八［羽左衛門］げいしやおその［玉三郎］やっとこ徳次［三津五郎］…

三利 サンリ こし元おかる（岩井杜若）

三利 サンリ 獅子（提灯）

三利 サンリ 獅子（扇）

三利 サンリ 早の勘平［菊五郎］おかる［紫若］一文字屋才兵衛［芝十郎］

三利 サンリ 早の勘平（市川海老藏）



三利 サンリ 不破伴左衛門（市村羽左衛門）

若 ジャク 三田のいさみ綱五郎［三津五郎］瀬田の関助［三十郎］鐘の宿の女郎+いばら木［半四郎�	1,0	みたの…"

若 ジャク お関［榮三郎］放駒［多見藏］濡髪［海老藏］

若 ジャク お千代［紫若］八百屋半兵衛［歌右衛門］でっち三太［八百藏］

重（上州屋重藏） ジュウ 赤沢民部右衛門［三十郎］小いそ［紫若］稲田幸藏［歌右衛門］

重+山形 ジュウ 赤沢民部右衛門（関三十郎）

重+山形	 ジュウ 安倍貞任（澤村訥升）

重+山形	 ジュウ 安倍宗任（市川海老藏）

重+山形	 ジュウ 糸萩（岩井紫若）

重+山形 ジュウ 稲田幸藏（中村歌右衛門）

重+山形 ジュウ 稲田幸藏（中村歌右衛門）

重（上州屋重藏） ジュウ …おえん［半四郎］玉屋新兵衛［三津五郎］仲…小女郎［菊之丞］

重（上州屋重藏） ジュウ 斧九太夫［菊五郎］寺岡平右衛門［三津五郎］おかる［榮三郎］

重（上州屋重藏） ジュウ 川崎屋彦惣［九藏］小の村屋おいと［榮三郎］彦惣女房お升［紫若］

重（上州屋重藏） ジュウ こし元千鳥［榮三郎］源太景時［九藏］平次景高［吉三郎］

重+山形	 ジュウ 下り芝翫改中村歌右衛門　尾上菊五郎

重+山形 ジュウ 信夫（尾上菊次郎）

重+山形 ジュウ 長吉子□（松本幸四郎）

重（上州屋重藏） ジュウ 濡髪長五郎［海老藏］長吉姉お関［杜若］放駒長吉［多見藏］

重+山形	 ジュウ 舩長おかぢ（岩井紫若）

重+山形 ジュウ □平（坂東三津五郎）

重+山形 ジュウ 宮城野（尾上栄三郎）

重+山形	 ジュウ 宮本無三四（中村歌右衛門）

重+山形 ジュウ □梅？（瀬川菊之丞）

上金 ジョウキン 小あげ孫七［芝翫］立場の太平次［幸四郎］孫七女房お米［菊之丞］

上金 ジョウキン せいかた坊［吉三郎］…［九藏］白拍子桜子［羽左衛門］

与+上山形 ジョウヨ （船上美人）　色変りあり（同図）

甚+○	 ジン おはん（尾上梅幸）

甚+○	 ジン 禿たより（岩井杜若）

甚+○	 ジン 川□屋彦惣（市川九藏）古今ほうしのお糸（尾上栄三郎）

甚+○	 ジン 藝者小きん（岩井紫若）

甚+○	 ジン □助（市川九藏）

甚 ジン 園部の兵衛［團藏］梅の方［榮三郎］幸崎伊賀守［海老藏］

甚 ジン 但馬屋おなつ［岩井紫若］

甚+◯ ジン 但馬屋おなつ（岩井紫若）

甚+◯ ジン 千代（岩井紫若）

甚 ジン 長右衛門［海老藏］おはん［梅幸］段助［九藏］

甚 ジン 浪花の次郎作［海老藏］禿たより［杜若］吾妻の与四郎［團藏］

甚+○	 ジン 浪花の二郎作？（市川海老藏）

甚+○	 ジン 女房おます（岩井紫若）彦惣忰吉枩（市川茂々太郎）

甚+◯ ジン 松王丸（市川海老藏）



甚+◯ ジン 梅王丸（市川高麗藏）

甚+鍵 ジン 梅六（坂東三津五郎）

鈴伊 スズイ 阿古や（中村松江）

鈴伊 スズイ 岩井粂三郎　中村大吉…／岩井半四郎　関三十郎　…／沢村四郎五郎　…

鈴伊 スズイ 岩永左衛門（中村歌右衛門）

鈴伊 スズイ 重忠（坂東三津五郎）

清+○ セイ 幼竹右衛門（市川九藏）

清 セイ 油市久松［紫若］油屋おそめ［訥升］野崎の久作［團藏］

清+○ セイ 泉の三郎（坂東彦三郎）

清+○ セイ 遠藤武者（市川海老藏）

清+○ セイ 近江の小藤太／十郎祐成（尾上菊五郎）

清+○ セイ 五斗兵衛（中村歌右衛門）

清+○ セイ 左馬の守義朝（澤村訥升）

清+○ セイ 関女（岩井紫若）

清 セイ 局政岡［團藏］…男之助［海老藏］仁木弾正［團藏］

清+○ セイ 長田の庄司（市川海老藏）

清+○ セイ 長田娘志きたへ（市川升之丞）

清+○ セイ 仁木彈正（市川團藏）

清+○ セイ 濡髪の長五郎（中村歌右衛門）

清+○ セイ 放駒の長吉（市村羽左衛門）

清+○ セイ 細川勝元（市川海老藏）

清 セイ 松王丸［海老藏］武部源藏［訥升］松王丸女房千代［榮三郎］

清+○ セイ 弥平兵衛娘おきよ（岩井紫若）

清+○ セイ 渡邉民部（澤村訥升）

清 セイ 渡辺亘［訥升］遠藤武者［海老藏］弥平兵衛娘おきよ［紫若］

清+○ セイ 渡邉亘（澤村訥升）

泉市 センイチ （立ち美人たすき、座り美人煙管）

泉市	 センイチ 宇治...之助（坂東三津五郎）

泉市	 センイチ お岩ゆう霊（尾上菊五郎）

泉市	 センイチ 大口？文吾（市川九藏）

泉市	 センイチ 小田春永（坂東三津五郎）

泉市 センイチ 鬼小島弥太郎［海老藏］諏訪命婦ノ神［紫若］齋藤龍興［訥升］

泉市 センイチ 帶屋長右衛門［海老藏］おはん［梅幸］仕出しいさみ［九藏］

泉市	 センイチ 帯屋長右衛門（市川海老藏）

泉市 センイチ おふさ［岩井杜若］半時九郎兵衛［海老藏］お祭佐吉［菊五郎］

泉市	 センイチ 片岡幸左衛門（尾上菊五郎）

泉市	 センイチ 狩野之介直信（市村羽左衛門）

泉市 センイチ けいせい谷山［沢村東藏］香齋典藏［三桝源之助］十木伝七［市村羽左衛門］

泉市	 センイチ 勾當の内侍（尾上栄三郎）

泉市 センイチ 高ノ師直［坂東三津五郎］加古川本藏［市川団藏］鷺坂左内［友藏］…

泉市	 センイチ 高師直（市川海老藏）



泉市 センイチ 小ゐさみ見八（市川海老藏）

泉市	 センイチ 民谷伊右衛門（市川海老藏）

泉市	 センイチ 唐意軒のやうじやう桜のせい（岩井半四郎）

泉市	 センイチ 濡髪（中村歌右衛門）

泉市	 センイチ 放駒（市村羽左衛門）

泉市	 センイチ 松江藏人（澤村訥升）

泉市 センイチ 松王丸［海老藏］梅王丸［嵐吉三郎］桜丸［訥升］

泉市	 センイチ 松永大膳（中村歌右衛門）

泉市 センイチ 雪姫［紫若］松永大膳［歌右衛門］狩野之介直信［羽左衛門］

泉市	 センイチ 雪姫（岩井紫若）

泉市 センイチ 由良之助ヲ伊豆屋の次郎［市川海老藏］斧ノ九太夫ヲ…［岩井半四郎］…

泉市	 センイチ 六根平太夫（市川九藏）藤屋あつま（坂東志うか）

泉市板	 センイチバン 武知光秀（坂東簔助）

總州屋 ソウシュウヤ 文月　西陣の星祭

總州屋 ソウシュウヤ （文月　西陣の星祭）（牛）

總州屋 ソウシュウヤ （文月　西陣の星祭）（機織り）

總州屋 ソウシュウヤ 文月西陣の星祭

總與 ソウヨ

總與 ソウヨ

總與 ソウヨ

さう輿 ソウヨ 扇屋夕ぎり（瀬川菊之丞）

さう與 ソウヨ 扇屋夕きり［瀬川菊之丞］

總與（總州屋） ソウヨ けいせゐ高尾［粂三郎］足利よりかね［簔助］絹川谷藏［三津五郎］

總輿 ソウヨ くりから太郎（中村芝翫）...（中村傳藏）

總與（總州屋） ソウヨ 笹の三五兵衛［團十郎］桜屋小萬［菊之丞］薩摩源五兵衛［源之助］

總與（總州屋） ソウヨ 吉田屋喜左衛門［幸四郎］…ふじ屋伊右衛門［芝翫］扇屋夕ぎり［菊之丞］

總輿　 ソウヨ　 源九郎狐（中村歌右衛門）

總輿　 ソウヨ　 志づか（尾上梅幸）

總輿板 ソウヨバン ふじや伊左衛門（中村芝翫）

總輿板 ソウヨバン 吉田屋喜左衛門（松本幸四郎）女房（中村大吉）

大+入山形 ダイ あかね屋半七［芝翫］みの屋三勝［粂三郎］みの屋平左衛門［三十郎］

大+入山形 ダイ 悪源太義平［簔助］弥平次實ハ宗清［三津五郎］牛若丸［粂三郎］

大+入山形 ダイ 悪源太よし平（坂東簑助）

大+入山形 ダイ 吾妻の与四郎［三十郎］禿たより［杜若］浪花の次郎作［芝翫］

大 ダイ 油屋おそめ（岩井紫若）鬼門喜兵衛（市川團十郎）調市久枩（岩井粂三郎）

大+入山形 ダイ 伊藤の後家お弓（小佐川常世）

大+入山形 ダイ 岩永［三津五郎］重忠［菊五郎］阿古屋［］下り團藏

大+入山形 ダイ 大磯のとら（瀬川菊之丞）

大+入山形 ダイ 大磯屋女房お傳（岩井紫若）

大+入山形 ダイ 神谷仁右衛門（関三十郎）

大+入山形 ダイ 見立町かみゆひぬれがみ長五郎（尾上菊五郎）



大+入山形 ダイ から木政右衛門（坂東簑助）

大+入山形 ダイ 下り　わしの長吉（関三十郎）

大+入山形 ダイ 工藤左衛門祐經［簔助］大磯のとら［粂三郎］五郎時宗［菊五郎］

大+入山形 ダイ 工藤祐經［三津五郎］大磯のとら［紫若］五郎時宗［三十郎］

大+入山形 ダイ 藏人（澤村訥升）

大+入山形 ダイ けいせい花さき（岩井紫若）

大+入山形 ダイ 小あげ孫七（中村芝翫）

大？ ダイ 小女郎［菊之丞］中村新兵衛［幸四郎］玉屋新兵衛［三津五郎］

大+入山形 ダイ 此村大炊の助實ハ大明の宋蘇卿（坂東三津五郎）

大+入山形 ダイ 志づか（粂三郎改岩井半四郎）

大+入山形 ダイ 常悦（坂東三津五郎）

大+入山形 ダイ 田舎娘（岩井半四郎）

大+入山形 ダイ 曾我ノ五郎時宗（市川團十郎）

大+入山形 ダイ たて塲の太平次（松本幸四郎）

大+入山形 ダイ 直助権兵衛（片岡市藏）

大+入山形 ダイ 羽根川高景（市川團十郎）

大+入山形 ダイ ひげの意久［幸四郎］揚巻の助六［海老藏］三浦矢揚巻［半四郎］

大 ダイ 深七女房およね［瀬川菊之丞］

大+入山形 ダイ 深七女房およね（瀬川菊之丞）

大+入山形 ダイ 曽我十郎祐成（澤村源之助）

大+入山形 ダイ 辨慶（中村芝翫）

大 ダイ 孫七女房およね［菊之丞］たて場の太平次［幸四郎］人足孫七［芝翫］

大+入山形 ダイ 政右衛門女房おたね（岩井粂三郎）

大+入山形 ダイ 三河屋儀平三［市藏］團七九郎兵衛［海老藏］徳兵衛女房おたつ［常世］

大+入山形 ダイ 三すじのつな五郎（市川團十郎）

大+入山形 ダイ ...宗清（坂東三津五郎）

大+入山形 ダイ 八汐［簔助］政岡［半四郎］沖の井［粂三郎］

大 ダイ 弥七女房およね（瀬川菊之丞）立場の太平次（松本幸四郎）小あげ孫七（中村芝翫）

大+入山形 ダイ 山田幸兵衛（坂東三津五郎）

大 ダイ 下り…［三十郎］八幡山与五郎［三桝源之助］見立…［菊五郎］

大+入山形 ダイ よしつね（澤村訥升）

大 ダイ （深川新地の三美人）

大+入山形 ダイ （藝者座る、月）

大+入山形 ダイ （藝者立ち姿）

大黒屋板 ダイコクヤバン 百姓白太夫［三津五郎］松王播磨の守［團十郎］松王女房千代［粂三郎］

大黒屋板 ダイコクヤバン 八幡山与五郎（三桝源之助）

大平板 ダイヘイバン 葛の葉狐（中村芝翫）

大平板 ダイヘイバン 式守伊之助　木村市之助　…

竹 タケ 白井權八［紫若］幡ずゐ長兵衛［幸四郎］奴八内［彦三郎］

竹+◯ タケ 白井権八（岩井紫若）

竹+○板 タケ 中村芝翫



竹+◯ タケ 幡すゐ長兵衛（松本幸四郎）

竹+◯ タケ 本町綱五郎（市川海老藏）

竹+◯ タケ 奴八内（坂東彦三郎）

竹内 タケノウチ かほよ［半四郎］鹿間宅兵衛［海老藏］おかる［菊五郎］

玉 タマ 髭の伊久［坂東三津五郎］

長 チョウ 加古川本藏［坂東三津五郎］

長+入山形 チョウ 加古川本藏（坂東三津五郎）

長 チョウ 高の師直［幸四郎］えんや判官［菊五郎］加古川本藏［三津五郎］

長 チョウ 相良良門［幸四郎］袴垂保輔實ハ平井保昌［團十郎］順禮長作實ハ渡辺綱［三津五郎］

長 チョウ 長庵［幸四郎］女房おまつ［半四郎］大工町の六三［團十郎］

長+入山形 チョウ 長あん（松本幸四郎）

長+入山形 チョウ 桃井若狭之助（市川團十郎）

長+入山形　田+山形 チョウ　タ 小町桜のせい（市川團之助）

辻安 ツジヤス 秩父次郎重忠［九藏］阿古屋［榮三郎］歌舞妓十八番　景清［海老藏］…

蔦屋吉藏板 ツタヤキチゾウバン （芝居番付風）

蔦屋吉藏板 ツタヤキチゾウバン （芝居番付風）

鶴喜板 ツルキバン

鶴喜板 ツルキバン 赤根屋半七…［菊五郎］みの屋三勝［紫若］金五郎［高麗藏］

鶴喜板 ツルキバン 岩井梅我（美人、虫籠）

鶴喜板 ツルキバン 景清（松本幸四郎）

鶴喜板 ツルキバン 小町や宗七［訥升］はかた小女郎［杜若］毛ぞり九右衛門［海老藏］

鶴喜板 ツルキバン 宿根屋太良兵衛［歌右衛門］桜屋のおやえ［榮三郎］いさみ美よしの喜代［九藏］

鶴喜板 ツルキバン 関兵衛実ハ齋藤道三（坂東三津五郎）

鶴喜板 ツルキバン 張飛字翼徳　劉備字玄徳　関羽字雲長

鶴喜板 ツルキバン 豆腐屋三ぶ［三十郎］累［半四郎］金五郎［市藏］与右衛門［三津五郎］

鶴喜板 ツルキバン 閉坊（中村芝翫）

鶴喜板 ツルキバン 針の宗鷹（尾上菊五郎）

鶴喜板 ツルキバン 半兵衛［三津五郎］小雛［半四郎］おみ弥［菊之丞］

鶴喜板 ツルキバン 人丸（岩井杜若）

鶴喜板 ツルキバン 平相國清盛［三津五郎］田舎娘やどり木［半四郎］いくつ島の神靈［菊之丞］

鶴喜板 ツルキバン 松王丸［海老藏］梅王丸［吉三郎］桜丸［訥升］

鶴喜板 ツルキバン 簑作実ハ武田勝頼（尾上菊五郎）

鶴喜板 ツルキバン 八重かきひめ（岩井紫若）

鶴喜板 ツルキバン 劉備字玄徳

ト ト

ト ト いがみの權太［團十郎］すしや娘お里［粂三郎］ごんた一子せん太［えび藏］…

ト ト 石川五右衛門［下り團十郎］小鮒の源五郎［沢村源之助］三浦常陸之助［下り幸四郎］

ト ト 岩城三太夫廣綱［歌右衛門］雲井の前［九藏］悪源太義平［羽左衛門］

ト ト かしく兄市兵衛［彦三郎］大工六三［多見藏］藝者かしく［榮三郎］

ト ト 菊酒屋半七［羽左衛門］藝者お花［しうか］…菊酒屋手代［歌右衛門］

ト ト 菊のまえ［菊之丞］岡部の六弥太［團十郎］さつまの守忠のり［源之助］



ト ト 絹やおはん實ハ八重桜［門之助］才二郎實ハ白井權八［菊五郎］おきぬ…

ト ト げいしゃかしこ（岩井半四郎）

ト ト 白井權八［杜若］雲介［芝翫　源之助　…］長兵衛［幸四郎］…

ト ト 大工町の六三（市川團十郎）

ト ト 平良門［芝翫］渡辺綱［訥升］伊賀壽太郎［幸四郎］

ト ト 羽生屋助四郎［彦三郎］かさねぼうこん［梅幸］小さん［菊次郎］…

ト ト 左り甚五郎［九藏］おやま人形所作事［三猿］甚五郎女房お作［榮三郎］

ト ト 福嶋屋清兵衛（松本幸四郎）

ト ト 不破伴左衛門［三津五郎］御國御前［菊之丞］金魚屋金八［三十郎］

ト ト 本町綱五郎［三津五郎］藝者小糸［粂三郎］お祭佐吉［菊五郎］

ト ト 松王丸［芝翫］白太夫［冠十郎］梅王丸［三津五郎］

ト ト 三浦屋揚巻［粂三郎］ひげの伊久［幸四郎］花川戸助六［海老藏］

ト ト 水茶屋おべん［杜若］…［海老藏］丸屋伊之助［訥升］

ト ト 大和屋竹園［三津五郎］長三郎［訥升］藝者おかん［亀之丞］

ト ト 實ハよりみつ［訥升］禿おだまき［粂三郎］かつらぎ山の土蜘のせい［紫若］…

ト ト （藝者、三味線、蝋燭を灯す）

ト ト （花魁、箏）

ト ト （藝者、叩く琴）

藤 トウ 大星由良之助［三津五郎］寺岡平右衛門［松助］おかる［松江］

藤 トウ お七［粂三郎］おきく［菊之丞］かしく［半四郎］六三郎［三十郎］

藤 トウ 加村宇多右衛門［鰕十郎］春藤次郎衛門［歌右衛門］春藤次兵衛［梅幸］

藤 トウ 二代のかしく［半四郎］ふく嶋屋清兵衛［幸四郎］大工六三郎［團十郎］

藤 トウ （力士）［芝翫］（行事）［團十郎］（力士）［秀佳］

林+山型 ハアｙシ 梅の与し兵衛（尾上菊五郎）女房小梅（瀬川菊之丞）月本武蔵（市川團十郎）

林+山型 ハアシ 白井権八（岩井杜若）寺西閑心（澤村訥升）本庄助市（市村羽左衛門）

萩原 ハギワラ （提灯）尾上菊五郎、（帯）澤村田之助

萩原 ハギワラ （局見世、萩原、ハミガキ、そうじ）

萩原 ハギワラ 無内題

林+山型 ハヤシ 瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎

林+山型 ハヤシ 瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎

林 ハヤシ 皐月さうふ湯

林+山型 ハヤシ 赤澤山相撲ノ図　河津股野

林 ハヤシ 岩ふじ［三津五郎］おのへ［大吉］おはつ［芝翫］

林 ハヤシ 大野九郎兵衛［團十郎］藝者おかる［半四郎］直助權兵衛［團十郎］

林+山型 ハヤシ 奥女中鳴見（瀬川菊之丞）浪人又五郎（尾上菊五郎）

林+山型 ハヤシ 菅丞相（尾上菊五郎）鷲塚平馬（大谷曽呂平）梅王丸(関三十郎）

林+山型 ハヤシ 藝者小春（瀬川菊之丞）

林 ハヤシ 笹の權三［團十郎］白井權八［菊五郎］八重桜［粂三郎］

林 ハヤシ 白柄重右衛門…［三十郎］幡隨長兵衛［松本幸四郎］才二郎…［菊五郎］

林+山型 ハヤシ しんぞふかつらき（瀬川菊之烝）、佐々木加津ら之助（市川團十郎）

林+山型 ハヤシ （狐）瀬川菊之丞



林 ハヤシ 貞女中鳴見［菊之丞］浪人又五郎［菊五郎］月本武藏［團十郎］

林 ハヤシ 富おか屋惣六［菊五郎］宮城野おのぶ［半四郎］宿なしたん七［團十郎］

林 ハヤシ 友総の亀［菊五郎］藝者お弁［門之助］はえぬきの岩［三十郎］

林+山型 ハヤシ ふく岡貢（尾上菊五郎）、油屋おこん（岩井粂三郎）

林+山型 ハヤシ 角町　松葉屋内・粧ひ　江戸町壹丁目・弥玉内・白玉

林+山型 ハヤシ 三国小女郎狐（岩井半四郎）出村新兵衛（中村芝翫）

林 ハヤシ 三國屋小女郎［粂三郎］鵜飼九十郎［三十郎］玉屋新兵衛［菊五郎］

林 ハヤシ 三田の任［菊五郎］山うば［三津五郎］快童丸［半四郎］

林 ハヤシ 新信田妻四人奴場　奴弥かん平［芝十郎］…

林+山型 ハヤシ 宿無たん七（市川團十郎）志なのやおはん（岩井半四郎）帯屋長右衛門（坂東三津五郎）

林+山型 ハヤシ 大和屋女房（岩井半四郎）

林 ハヤシ よしつね［訥升］志づか御ぜん［半四郎］武藏坊弁慶［芝翫］

林 ハヤシ （蝙蝠の団扇）

林+山型 ハヤシ (南蛮渡りの鳥）

林［＋山型］ ハヤシ （蘭船、舶来鳥、ギャマン燈篭）

林 ハヤシ （ほたる狩）

林 ハヤシ （オランダ船　鸚鵡　ギヤマン燈籠）

林+山型 ハヤシ （二美人、廊下、料理の盛り膳）

林+山型 ハヤシ （美人、小型着物折り）（藍摺り）

林+山型 ハヤシ （ホタル狩り）七代目三升の俳諧入り、団扇

林屋庄五郎 ハヤシヤ

伏 フシ （三十郎　芝翫　歌六）

藤+山型 フジ 十六夜おゐさ（藤川友吉）曽我の家三郎（尾上松助）

藤+山型 フジ 加村宇多左衛門（市藏改市川鰕十郎）春藤次郎左衛門（中村歌右衛門）春藤次郎兵衛（尾上梅幸）

藤+山型 フジ 惣太（松本幸四郎）清玄比丘

藤+山型 フジ 女六部飛鳥（中村大吉）知盛の息女玉虫娘（岩井半四郎）哥姫太夫（岩井半四郎）

藤 フジ 知盛の息女玉虫姫（岩井半四郎）女六部飛鳥（中村大吉）歌姫太夫（岩井半四郎）

藤+山型 フジ 山形や儀兵衛（市川團十郎）志（¨）ねん志（¨）よおさん（岩井半四郎）丹波屋与作（松本幸四郎）

藤彦 フジヒコ

藤彦 フジヒコ 鏡岩浜之助　狭布里宗五郎　土俵入

藤彦 フジヒコ 園部の左衛門（市川團十郎）團九郎（市川海老藏）薄雪ひめ（市川升之烝）奴妻平（澤村訥升）

藤彦 フジヒコ （田の文様？）

藤彦 フジヒコ （雪の結晶文様）

藤彦板 フジヒコバン 足利光氏［羽左衛門］かつらぎ［杜若］

文 ブン 松本幸四郎　市川團十郎　坂東三津五郎

文 ブン …景清［菊五郎］阿古屋［門之助］主馬［三十郎］

文 ブン 五郎時宗［三十郎］…［門之助］十郎祐成［菊五郎］

文 ブン 猫間中將［幸四郎］主水之助［菊之丞］あさ日狐［菊五郎］

文+○ ブン 松本幸四郎

平 ヘイ …［團十郎］玉…［源之助］…［紫若］

平 ヘイ …今國（市川團十郎三升）あぶらやおそめ（瀬川菊之丞）…



平 ヘイ 桑原女之助　玉屋の与次　女房おらち

平+山形 ヘイ 赤蔦屋内　蔦之助　　　　

平+山形 ヘイ あぶら屋おこん（岩井粂三郎）婦具岡貢（ふくおかミツギ）（尾上菊五郎）

平+山形 ヘイ （一）岩井粂三郎（二）市川團十郎（三）坂東三津五郎

平+山型 ヘイ 大坂角ノ芝居にて仕候（中村歌右衛門）   (中村芝翫）

平+山型 ヘイ 七役之内　大星由良之助（市川八百蔵）大當り

平+山形 ヘイ おまつ（市川門之助）宗玄實ハ藤田水右衛門（松本幸四郎）［立役もう一人］

平 ヘイ 梶原平治景高［三津五郎］梶原源太景季［訥升］こし元千鳥［亀之丞］

平 ヘイ 金わ五郎今國［團十郎］あぶらやおそめ［菊之丞］あざみ屋清兵衛［幸四郎］

平 ヘイ 葛の葉姫［菊之丞］芦屋道満［幸四郎］安部の保名［菊五郎］

平 ヘイ 小女郎［粂三郎］出村新兵衛［幸四郎］玉屋新兵衛［菊五郎］

平 ヘイ 槌屋次兵衛［菊五郎］紀の國屋小はる［菊之丞］亀屋忠兵衛［三十郎］…

平 ヘイ 五郎又［幸四郎］初雪［菊之丞］次郎又［三津五郎］

平 ヘイ 実右衛門女房なぎさ［菊之丞］下部友平［三津五郎］まぐれお坂［半四郎］

平 ヘイ 白綾［中村大吉］行者宗玄［幸四郎］袖助［菊五郎］

平+山型 ヘイ 高橋作十郎（中村芝翫）谷沢主水（三桝源之助）

平+山型 ヘイ 新吉原江戸町壹丁目　玉屋山三郎内朝妻　稲荷詣の圖

平+山形 ヘイ 月

平+山形 ヘイ 名古屋山三（尾上菊五郎）かつら起（瀬川菊之丞）不破伴左衛門（市川團十郎）

平+山型 ヘイ 濡髪の長五郎（瀬川菊之丞）放駒の長吉（中村芝翫）

平+山形 ヘイ 野分姫ゆうこん（市川團蔵）渡し守今戸ノ松六（市川高麗蔵）女房おやま（岩井紫若）

平+山形 ヘイ 雛鳥（瀬川菊之丞）

平+山形 ヘイ 平治景高（中村芝翫）梶原源太景季（三桝源之助）こし元千鳥（岩井杜若）

平+山型 ヘイ むかでのお百（岩井粂三郎）かゝりの吉（芝翫）おかん（中山文五郎）与次郎兵衛（三桝森蔵）たいこもち百助（中村芝藏）

平+山形 ヘイ 雪　　

本 ホン 汐やき清三［三津五郎］汐くみみどりの小松［田之助］かとりの与惣［宗十郎］

松［松村］ マツ 文殊［菊之丞］普賢［粂三郎］達磨［團十郎］

松 マツ …［関三十郎］／…［尾上菊五郎］／小きん［瀬川菊之丞］

松+冨士山形 マツ 才三実ハ伊津伏八（市川團十郎）

松+冨士山形 マツ 喜藏院（松本幸四郎）小僧鉄（市川高麗藏）

松+冨士山形 マツ 笹の屋三吉（岩井半四郎）

松+冨士山形 マツ 四六やおくま（岩井半四郎）

松+富士山型 マツ 加村宇...（嵐冠十郎）

松+冨士山形 マツ 佐つ満源吾兵衛（中村芝翫）

松+冨士山形 マツ 菊野屋の小万（瀬川菊之丞）

松+富士山型 マツ 春藤次郎右衛門（坂東三津五郎）

松+富士山型 マツ 高市武右衛門（関三十郎）

松［松村］ マツ 荒五郎茂兵ヱ女房おさん［粂三郎］大経師茂兵衛［菊五郎］荒五郎茂兵衛［幸四郎］

松+冨士山形 マツ 安徳天王（市川團子）すけのつばね（岩井粂三郎）相撲五郎（市川團十郎）

松［松村］ マツ 伊賀壽太郎［團十郎］辰夜叉御前［半四郎］源氏綱［］三津五郎

松+冨士山形 マツ 伊賀壽太郎（市川團十郎）辰夜□（岩井半四郎）源次綱（坂東三津五郎）



松［松村］ マツ 生駒長吉［團十郎］やとひ女おはや［半四郎］ぬれがみ長五郎［菊五郎］

松+冨士山形 マツ 石屋権兵衛実ハかき坂三平（関三十郎）

松+富士山型 マツ 市川□□（女、団扇）　第八

松［松村］ マツ 糸や娘お糸［半四郎］藝者小糸［粂三郎］おまつり佐吉［菊五郎］

松［松村］ マツ 田舎むすめ［半四郎］空谷寺はちたたき［芝翫］面打五郎作［三津五郎］

松［松村］ マツ 岩井松之助　尾上菊五郎　岩井粂三郎

松+冨士山形 マツ 江戸藝「龜井六郎の井」　北國他所行　　（田）舎娘

松［＋富士山型］ マツ 江戸藝、北國他所行、田舎娘

松+冨士山形 マツ 大星由良の助（澤村源之助）寺岡平右衛門（澤村源之助）おかる（岩井紫若）

松+冨士山形 マツ おかん（岩井粂三郎）肥前法師（市川團十郎）法花長五郎（尾上菊五郎）

松+冨士山形 マツ お杉（瀬川菊之丞）傳吉（市川團十郎）お七（岩井半四郎）

松+富士山型 マツ 尾上梅幸

松+冨士山形 マツ 緒川伊右衛門（市川團十郎）

松 マツ 喜龍院（松本幸四郎）小僧院（市川高麗藏）…

松+冨士山形 マツ □□藥売丸太（関三十郎）お志づ（中村歌六）越川の良助（坂東蓑助）

松+冨士山形 マツ 黒ふね忠右衛門（坂東三津五郎）つんぼう九郎大夫（惣領甚六）こしもと瀧川（岩井半四郎）

松［松村］ マツ けいせいあげまき［菊之丞］揚巻の助六［團十郎］白酒うり［粂三郎］

松+冨士山形 マツ 小間物や与七（尾上菊五郎）お岩妹おそで（岩井半四郎）神谷仁右衛門（松本幸四郎）

松+冨士山形 マツ 五郎時宗（市川團十郎）小林朝比奈（坂東三津五郎）

松+冨士山形 マツ 左衛門祐つね（市川團十郎）大磯のとら（岩井半四郎）五郎時宗（岩井紫若）十郎祐成（坂東彦三郎）

松 マツ 佐野屋次郎左衛門［坂東三津五郎］

松+冨士山形 マツ 佐野屋次郎左衛門（坂東三津五郎）八ツ橋のお志づ（岩井粂三郎）舩橋次郎右衛門（市川団十郎）

松+富士山型 マツ 瀬川路考

松［松村］ マツ 千歳［菊之丞］翁［幸四郎］三番叟［芝翫］

松+冨士山形 マツ 曽我十郎祐成（澤村源之助）曽我五郎時宗（市川團十郎）

松+冨士山形 マツ 大経師茂兵衛（尾上菊五郎）

松 マツ 高市武右衛門（関三十郎）高市庄之助（坂東玉三郎）

松+冨士山形 マツ 瀧川（岩井半四郎）小万（瀬川菊之丞）若統五良八（坂東三津五郎）

松+冨士山形 マツ 局岩藤（坂東三津五郎）中老尾上（瀬川菊之丞）召仕お初（岩井半四郎）

松+冨士山形 マツ 寺西閑心（松本幸四郎）鎗の権三（市川團十郎）

松［松村］ マツ 浮世又平［友右衛門］天竺徳兵衛　不破伴左衛門　座頭菊市　…右七役尾上菊五郎

松［松村］ マツ 仲居月小夜のお國［半四郎］名古屋山三［菊五郎］不破伴左衛門［團十郎］

松［松村］ マツ 中村芝翫　尾上梅幸　市川三升

松［松村］ マツ 吉更の前［半四郎］六郎公連［幸四郎］

松+冨士山形 マツ はなれ駒の四郎兵衛（市川團十郎）藝者てる吉（岩井粂三郎）八幡や与二兵衛（坂東三津五郎）

松［松村］ マツ 比企頼員［團十郎］大高源吾［彦三郎］中老吉備［惣領甚六］…大星由良之助［團十郎］

松+富士山形 マツ ふけんぼさつの化身（岩井粂三郎）だるまの化身（市川團十郎）見立　もんじゅの化身（瀬川菊之丞）

松［松村］ マツ 不破伴左衛門［團十郎］仲居月小夜お國［半四郎］名古屋山三［菊五郎］

松 マツ 舞鶴屋傳三［市川團十郎］

松+冨士山形 マツ 舞鶴屋傳三（市川團十郎）新造朝かほ（岩井粂三郎）けいせいなぎの葉（三桝源之助）新造かゑで（岩井紫若）

松［松村］ マツ 三浦屋高尾［粂三郎］左金吾頼兼［菊之丞］絹川谷藏［團十郎］



松［松村］ マツ 望月左衛門［幸四郎］巴御前［菊之丞］木曾義仲［菊五郎］

松+冨士山形 マツ 盛次（関三十郎）呉竹（岩井紫若）義澄（市川團十郎）	

松+冨士山形 マツ 奴袖助（関三十郎）赤堀源吾　後に藤川水右衛門（市川團十郎）袖助妹おまつ（岩井半四郎）

松+冨士山形 マツ 夜舩の場　大當り　京清（市川市十郎）　綱五郎（市川團十郎）片田の小雀（松本幸四郎）

松［松村］ マツ 霊藥売五郎太［三十郎］お志づ［歌六］越川の良助［簔助］

松源 マツゲン 八百屋お七［粂三郎］小姓吉三［菊之丞］げいしやかしこ［半四郎］

丸清板 マルセイバン 新吉原…久喜万字屋内雲井　…玉屋内濃紫　…橋本屋内小稲

丸清板 マルセイバン 寺西閑心（澤村訥升）長枩（市川猿藤）ばんずい長兵衛（市川海老藏）女房お時（岩井杜若）

丸鉄 マルテツ［丸鉄］ （遊女、禿）

丸屋文右衛門版 マルヤブンウエモンバン -

水+入山形 みず うし若丸（岩井粂三郎）

森 モリ 梅沢屋小五郎［羽左衛門］鬼王新左衛門［歌右衛門］十六夜［紫若］

森 モリ 近江小藤太［海老藏］虎御前［榮三郎］鬼王［多見藏］

森+上山形 モリ 信夫（尾上菊次郎）志賀臺七（嵐吉三郎）宮城野（尾上栄三郎）

森+上山形 モリ 将軍太郎良門（中村芝翫）むかでのお百（岩井粂三郎）二役　茶屋娘おや満（岩井粂三郎）

森 モリ 新造船はし［菊之丞］願人喜藏［幸四郎］四六屋おくま［半四郎］

森 モリ 難波二郎經達［訥升］主馬小金吾武里［羽左衛門］

森+山形	 モリ 能登守範經（中村歌右衛門）徳子の方㚑（岩井杜若）巡礼次郎作実ハ重忠（市村羽左衛門）

森 モリ 主水之助實ハ巴［菊之丞］山吹御前［粂三郎］朝日狐［源之助］

森 モリ 山姥［海老藏］坂田くわい童丸［半四郎］季武［三桝源之助］

森 モリ 由良兵庫之助　南瀬六郎　由良新左衛門　…

森 モリ （子供の水遊び）

森 モリ （子供の水遊び）

森 モリ （子供の水遊び）

森 モリ （子供の水遊び）

森+山形	 ヤマガタ 正清おく方（中村松江）後藤政兵衛定次（中村歌右衛門）

山口 ヤマグチ 行司式守伊之助　稲川政之助　岩見潟丈右衛門

山口 ヤマグチ 新吉原…　倉田屋内　代々衣

山口 ヤマグチ 行司　式守鬼一郎　不知火諾右衛門　小柳常吉

山口 ヤマグチ 不知火諾右衛門　年寄…乎風　劍山谷右衛門　行司木村源吾

ト山口 ヤマグチ 羽生やかさね（岩井粂三郎）

ト山口 ヤマグチ 左リ甚五郎（市川九藏）大当たり　おや満人形所作事（市川三猿）　甚五郎女房お作（尾上栄三郎）

山口 ヤマグチ （雪中蛇の目傘）

山口 ヤマグチ （三圍の初雪）

山口 ヤマグチ （桃太郎　快童丸）

山口 ヤマグチ （藝者、酒器）

ト山口 ヤマグチ （天の橋立か）（美人、左手に酒器を持つ）

与+上山形 ヨ いよいよつきじ［引］入江丹藏（坂東善次）此所夢の場　けんれいもんゐいん（中村大吉）源九郎よしつね（尾上菊五郎）

与+上山形 ヨ 菅丞相（尾上菊五郎）覚じゆ（坂東三津五郎）判官代輝国（関三十郎）

与+上山形 ヨ 松王丸（坂東三津五郎）梅王丸（関三十郎）桜丸（尾上菊五郎）

与+上山形 ヨ よりかね（岩井粂三郎）きぬ川谷藏（市川團十郎）



若+◇	 ワカ 今井ノ四郎（澤村訥升）

若+◇	 ワカ 白井権八（岩井...）

若+◇ ワカ 鏡？の宿の女郎いばら木（岩井半四郎）

若+◇	 ワカ 本庄助八（市村羽左衛門）

若+◇ ワカ 三田のいさみ綱五郎（坂東三津五郎）

若 ワカ 三田のいさみ綱五郎　瀬田の関助 ...

ゑ+亀甲　松+富士山形 ヱ　マツ 山姥（坂東三津五郎）怪童丸（岩井半四郎）山がつ（関三十郎）

（阿古屋琴責め） （阿古屋琴責め）

久+違山型 久+違山型 二役仁木彈正（尾上菊五郎）雷鶴之助（三桝源之助）局政岡（尾上梅幸）

商標（竪二引+山形） 商標（竪二引+山形） おはん（尾上梅幸）

商標（竪二引+山形） 商標（竪二引+山形） 仕出し仲居（尾上栄三郎）

商標（竪二引+山形） 商標（竪二引+山形） 帯屋長右衛門（市川海老藏）

商標［丸に二引］ 商標［丸に二引］ 帶屋長右衛門（市川海老藏）仕出し仲居（尾上栄三郎）

商標［江崎屋］ 商標［江崎屋］ 水無月富士歸夕立

商標［江崎屋］ 商標［江崎屋］ （提灯をもつ）

商標［江辰］ 商標［江辰］ …［羽左衛門］…おてる［九藏］…［歌右衛門］

商標［江辰］ 商標［江辰］ 帶屋長右衛門［海老藏］仕出し仲居［榮三郎］おはん［梅幸］

商標［三巴］ 商標［三巴］ かしく［半四郎］梶野長庵［幸四郎］大工六三郎［團十郎］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 黒岩　阿武松　稲妻　木村庄太郎　追手風

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 三ケ月おせん［紫若］三田の源［三津五郎］

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 光氏［菊五郎］ぬす人どろ藏［海老藏］たそがれ［紫若］

商標［蔦］ 商標［蔦］ （帶、柘榴）

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 安達ケ原のばば［海老藏］恋ぎぬ［榮三郎］生駒之助［訥升］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 嵐吉三郎　尾上榮三郎…　市川海老藏　沢村訥升　岩井紫若　市川團十郎…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 市川團十郎　坂東玉三郎　中村歌右衛門　岩井杜若　嵐冠十郎　尾上榮三郎

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 市村羽左衛門　市川九藏　坂東しうか　…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ かさね［粂三郎］角力取雷鶴之助［三津五郎］絹川伊右衛門［團十郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ …［海老藏］藝者小糸［榮三郎］おまつり佐吉［菊五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ こんから坊［九藏］白拍子桜木［家橘］せいたか坊［吉三郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 信夫［菊次郎］大福屋惣六［海老藏］宮城野［榮三郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 祐經［吉三郎］五郎時宗［海老藏］十郎祐成［團十郎］小林の朝比奈［多見藏］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 但馬屋おなつ［紫若］大松屋清十郎［訥升］朝比奈藤兵衛［海老藏］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 唐けん權兵衛［三十郎］夢の市兵衛［簔助］法花長兵衛［三津五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 戸樫左衛門　武藏坊弁慶　判官義經

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 放下師三藏［九藏］放下師こび八［羽左衛門］放下師音吉［翫雀］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 奴團平［菊五郎］奴袖平［簔助］はしたお初［半四郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 吉田松若［團十郎改海老藏］二役早替猿島惣太［團十郎改海老藏］清玄尼［半四郎］

商標［鶴］ 商標［鶴］ （大序）

商標［鶴］ 商標［鶴］ 神無月　初雪のそうか

商標［鶴］ 商標［鶴］ 神無月　はつ雪のそうか（蕎麦）

商標［鶴］ 商標［鶴］ 大工六三郎［團十郎］福清［幸四郎］お園［半四郎］



商標［鶴＋鍵］ 商標［鶴＋鍵］ 神無月はつ雪のそうか

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 岩ふじ［三津五郎］おはつ［芝翫］尾のへ［大吉］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ 仁木大内記［三十郎］荒木政右衛門［團十郎］女房お谷［門之助］

商標［鶴金］ 商標［鶴金］ ゆかん場買八郎兵衛［幸四郎］藝者おつま［門之助］香具うり弥兵衛［菊五郎］

商標［二引］ 商標［二引］ 松本幸四郎の役　市川団十郎の役　岩井半四郎の役　瀬川菊之丞の役

商標［二引］ 商標［二引］

商標［二引］ 商標［二引］ 悪源太義平［幸四郎］弥兵衛宗清［團十郎］新院の霊［菊五郎］

商標［二引］ 商標［二引］ 梅王丸［吉三郎］武部源藏［訥升］戸なみ［菊次郎］

商標［二引］ 商標［二引］ 近江の小ふじ［しうか］八幡屋お三［菊治郎］曾我十郎祐成［羽左衛門］

商標［二引］ 商標［二引］ 帶屋長右衛門［羽左衛門］仲間段助［九藏］おはん　土手のお六［杜若］

商標［二引］ 商標［二引］ 富がしの左衛門［九藏］弁慶［海老藏］源義経［團十郎　元祖団十郎…］

商標［二引］ 商標［二引］ 髭の伊久［幸四郎］揚巻の助六［團十郎］あげ巻［菊之丞］

商標［二引］ 商標［二引］ 船はし［菊之丞］…おさよ［半四郎］…工藤［團十郎］

商標［二引］ 商標［二引］ 三國小女郎［杜若］毛そり九右衛門［海老藏］小松屋宗七［訥升］

商標［二引］ 商標［二引］ （男女藏　團十郎　門之助）

商標［二引］ 商標［二引］ （鴨居に乗る）（鴨居にぶら下がる）（子を抱く）

商標［巴］ 商標［巴］ …［松助］…［…郎］おこん［友吉］安達伴藏［千代飛助］…［三津五郎］

商標［巴］ 商標［巴］ ［團十郎　半四郎　菊之丞］

商標［巴］ 商標［巴］ 岩井半四郎　松本幸四郎　市川團十郎

商標［巴］ 商標［巴］ 大芦原四郎將平［冠十郎］白拍子桜子［菊之丞］白拍子花子［芝翫］

商標［巴］ 商標［巴］ 尾上松助　坂東三津五郎　中村松江

商標［巴］ 商標［巴］ 佐野次郎左衛門［團十郎］けゐせい八橋［半四郎］船橋次郎左衛門［幸四郎］

商標［巴］ 商標［巴］ せいはく［三津五郎］九尾妖狐［幸四郎］らいしん［團十郎］

商標［巴］ 商標［巴］ ちく内［彦三郎］鬼一法眼［歌右衛門］牛若丸［菊五郎］

商標［巴］ 商標［巴］ 局政岡［粂三郎］雷鶴之助［三津五郎］仁木弾正［團十郎］

商標［巴］ 商標［巴］ 三浦常陸之助［下り幸四郎］真柴久秋［源之助］此村大炊之助［下り團十郎］

商標［巴］ 商標［巴］ 源のよしつね［源之助］熊谷の次郎［歌右衛門］さがみ［田之助］

商標［巴］ 商標［巴］ 若党八内［三十郎］本庄助太夫［三津五郎］白井權八［半四郎］

商標［巴］ 商標［巴］ （男女藏　田之助　幸四郎　…　蜀山人）

商標［菱］ 商標［菱］ （藝者、船で拳を打つ）

［商標］○竪二引 ［商標］○竪二引 （横藏　慈悲藏　女房おたね）

［商標］三巴 ［商標］三巴 佐野次郎左衛門（市川團十郎）けゐせい八ツ橋（岩井半四郎）船橋次郎左衛門（松本幸四郎）

［商標］三巴 ［商標］三巴 とうふやおまめ　五郎時宗　刃澤だん正

［商標］鶴+鍵 ［商標］鶴+鍵 神無月　はつ雪のそうか

［商標］鶴＋鍵 ［商標］鶴＋鍵

（難読） 難読

難読? 難読 よろつ代... 

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元



（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （三番叟）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （鮨屋）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

無版元 無版元 朝比奈茂兵衛（市川海老藏）

無版元	 無版元 吾妻の与四郎（市川團藏）

（無版元） 無版元 伊久［幸四郎］助六［團十郎］揚まき［菊之丞］

（無版元） 無版元 市川團十郎　岩井半四郎　松本幸四郎

無版元 無版元 岩井杜若

（無版元） 無版元 お石［菊次郎］となせ［梅幸］小なみ［松之助］加古川本藏［三十郎］

無版元 無版元 大津柴屋町小ひなのお千代（岩井半四郎）

（無版元） 無版元 駕の甚兵衛［高助］南方十次兵衛［三津五郎］十次兵衛女房おはや［松江］

（無版元） 無版元 累亡霊［梅幸］塩沢丹三郎［羽左衛門］物草や太郎［訥升］

無版元 無版元 梶原平二（中村芝翫）

無版元 無版元 加村宇多右衛門（市藏改市川鰕十郎）春藤次郎右衛門（中村歌右衛門）

無版元 無版元 西国巡禮実ハ景清（市川團十郎）

（無版元） 無版元 貞任［訥升］宗任［海老藏］袖萩［訥升］

（無版元） 無版元 佐野次郎左衛門［團十郎］けいせい八つはし［半四郎］新造船橋菊之丞［］

無版元 無版元 ちゝふ巡禮實ハ重忠（坂東三津五郎）

（無版元） 無版元 劔沢彈正［幸四郎］二代尾上［紫若］岩藤亡魂［梅幸］

（無版元） 無版元 土左衛門伝吉［幸四郎］小性吉三［芝翫］八百屋お七［菊之丞］

（無版元） 無版元 新田梅次郎+おつる［多見藏］

無版元 無版元 坂東巡禮実ハ三保野（岩井粂三郎）

（無版元） 無版元 彦惣妻お升［紫若］川崎屋彦惣［九藏］おいと［榮三郎］



（無版元） 無版元 …頼朝　俣野景久　河津祐安　…

（無版元） 無版元 …　松王播磨守［芝翫］…

（無版元） 無版元 松本幸四郎5　市川團十郎7　岩井半四郎8　瀬川菊之丞4

（無版元） 無版元 雪姫［門之助］松永大膳久秀［男女藏］木下東吉［團十郎］

（無版元） 無版元 木下川与右衛門［菊五郎］小さん［菊次郎］かさね［梅幸］

（無版元） 無版元 （源氏綱　怪童丸　山姥）

（無版元） 無版元 （お夏清十郎）

（無版元） 無版元 （尾上松助悪婆図）

（無版元） 無版元 石橋図

（無版元） 無版元 （人形芝居）

無版元 無版元 （花魁、廊下）

無版元 無版元 （首から鏡、刀、鐘）

ト ト 二役　木下川与右衛門（尾上菊五郎）

ト ト 刀屋半七（澤村源之助）

ト ト 藝者三勝（瀬川菊之丞）

三+□ サン （三味線箱、提灯）（按摩、影絵）

ト ト 葛の葉（中村芝翫）

ト ト 弥かん平（中村芝十郎）、与勘平（嵐冠十郎）

ト ト （二美人、下男の顔にエイ）

ト ト （二美人、蟹が裾）

ト ト 絹川与右衛門（市川團十郎）

大+入山形 ダイ （美人、後方に佃島、富士？）

ト ト 与右衛門女房累（岩井杜若）

ト ト □川与右衛門（澤村訥升）

ト ト 豆腐屋三婦（市川九藏）

ト ト たばこや源七（三桝源之助）

ト ト 羽生屋助四郎（坂東彦三郎）

ト ト 八重桐（中村芝翫）

ト ト あわ嶌儀兵衛（嵐冠十郎）

ト ト 半時九郎兵衛（三桝源之助）

鶴喜板 ツルキバン （赤ん坊、車）

森 （子供の水遊び）

蔦屋吉藏板 ツタヤキチゾウバン （芝居番付風）

ト ト 娘おミつ（坂東志うか）

鶴喜板 ツルキバン 桜丸（澤村訥升）

鶴喜板 ツルキバン 枩王丸（市川海老藏）

鶴喜板 ツルキバン 梅王丸（嵐吉三郎）

河源 カワゲン 清玄尼（岩井半四郎5）惣太（松本幸四郎5）松若（市川團十郎7）

ト ト 悪源太義平（市村羽左衛門）

ト ト 岩城三郎太夫廣綱（中村歌右衛門）

ト ト 雲井の前（市川九藏）



ト ト 安べの保名（三桝源之助）

總輿 ソウヨ （町娘）

總輿 ソウヨ （藝者）

總輿 ソウヨ （美人）

泉市 センイチ 加古川本藏（関三十郎）鷺坂伴内（中村芝十郎）

泉市 センイチ 高ノ師直（松本幸四郎）

泉市 センイチ 早ノかん平（尾上菊五郎）

長+入山形 チョウ 加古川本藏（坂東三津五郎）

長+入山形 チョウ 高の師直（松本幸四郎）

長+入山形 チョウ ゑんや判官（尾上菊五郎）

ト ト 斧定九郎（市川九藏）

ト ト 角兵衛娘お里ん（尾上菊治郎）

ト ト 白拍子連理（市村家橘）

ト ト とう婦や三婦（関三十郎）

長+入山形 チョウ 女房おまつ（岩井半四郎）

三+□ サン （藝者、黄色の着物）（光が当たる、明）

ト ト よしのや次兵衛（中村歌右衛門）

鈴伊 スズイ 岩井粂三郎　中村大吉　桐嶌儀右衛門　中山門三

鈴伊 スズイ 関三十郎　岩井半四郎　多門改瀬川菊之丞

鈴伊 スズイ 松本米三郎　澤村四郎五郎　浅尾勇次郎　市川團之助　岩井枩之助

ト ト 小田春永（市川團十郎）

ト ト 幡隨院長兵衛（松本幸四郎）

ト ト 浮嶌長七（市村羽左衛門）

ト ト 与右衛門女房累（岩井紫若）

清+○ セイ 一寸徳兵衛（澤村訥升）

清+○ セイ 團七九郎兵衛（市川海老藏）

清 セイ 團七女房おかぢ（尾上栄三郎）

吉 キチ 幸兵衛娘おそで［粂三郎］唐木政右衛門［三津五郎］政右衛門女房おたね［菊之丞］

商標［上四菱］ 商標［上四菱］ 大星由良之助［團藏］女房おいし［榮三郎］加古川本藏［團藏］となせ［羽左衛門］

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...）

久 キュウ 扇屋内花扇　玉屋内花紫　松葉屋内粧ひ



13 ないだい 16 出典 17 全文

1982JUM

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

はしじのぶたか 1999長田／國貞作品目録082-07

かわづさぶろう… 1999長田／國貞作品目録199-15

無内題 1998Krasnodar016

2005JUM3-49

無内題 2016JUM目録

無内題 2016JUM目録

無内題 2016JUM目録

1999長田／國貞作品目録171-01

ちゃやぢゅう 2016JUM目録

無内題 2016JUM目録

無内題 2016JUM目録

ちゃやぢゅう 2016JUM目録

無内題 2016JUM目録

無内題 2016JUM目録

みなもとつぎつな　かいどうまる　2003町田市立／大武者絵展A123

1919浮世絵44-46［91-16］

げいしゃおふさ 1999長田／國貞作品目録113-05

… 1999長田／國貞作品目録019-16

... 2013花開く江戸の園芸317

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2012MARKS/GenjiWorld-009

さわいまたごろう 1999長田／國貞作品目録023-03

ゆうじょけっぱつ 1919浮世絵44-46［88-15］

すけろくくるわはなみどき 1919浮世絵44-46［86-16］

1919浮世絵44-46［93-13］

ゆうじょけっぱつ 1919浮世絵44-46［88-13］

たゆうどうちゅう 1919浮世絵44-46［93-15］

1999長田／國貞作品目録169-07

くまがいなおざね 2016JUM棚014-16-32

まつもとこうしろう 2016SCHAAP: Kunisada047

2014太田記念美術館／国貞**解説（新藤）森田座は顔見せ出来ず、出版されなかった。

2014太田記念美術館／国貞**解説（新藤）中村座、そして市村座樂屋



いちかわくぞう 1999長田／國貞作品目録073-03

はんごんこう 2005大坂歌舞伎展158

たけべげんぞう 2016JUM棚014-17-09

まつおうまる 2016JUM棚014-17-08

みつうじぎみ… 1982JUM

ひかるうじきみうみべにてあわび...2016JUM目録

ひかるうじきみうみべにてあわび...2016JUM目録

ひかるうじきみうみべにてあわび...2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

みつうじうみべにてあわびをとらせ...2012MARKS/GenjiWorld-198

1999長田／國貞作品目録168-06

1999長田／國貞作品目録195-04

2012MARKS/GenjiWorld-171

そがのじゅうろうすけなり 1999長田／國貞作品目録120-10

2016JUM目録+

2016JUM目録+

2016JUM目録+

おんきょうげんがくや 2012MARKS/GenjiWorld-206

1999長田／國貞作品目録193-11

つきよのあめ 2012MARKS/GenjiWorld-027

はつゆき 2000平木／役者夏の富士46杜若（半四郎5）

1999長田／國貞作品目録186-05

… 2006JUM2-29文様史4.5

2 1999長田／國貞作品目録161-10

3 1999長田／國貞作品目録161-11

3 2006JUM2-xx文様史y

1999長田／國貞作品目録184-09

11.06 2000矢島／有卦絵09/江戸5-12

そうじょう… 1999長田／國貞作品目録106-05

いなづまらいごろう 1999長田／國貞作品目録202-02

いなづまらいごろう... 2014太田記念美術館／国貞177

2016JUM棚014-14-33

2016JUM棚014-14-34

2016JUM棚014-14-35

いちむらうざえもん 1999長田／國貞作品目録116-14

2013神田祭-077b

えどげいしゃ 1999長田／國貞作品目録172-15

1982JUM和傘調査1994/101見物の婦女が、小振りの青傘と洋傘

無内題 1996静嘉堂／國貞066/49



はっさくしろむくのづ 2006JUM2-xx文様史y

2014太田記念美術館／国貞106

おとわ 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志70.71.72

おとわ 1999長田／國貞作品目録164-01

おはぐろ 1999長田／國貞作品目録164-05

こづかっぱら 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志94.95.96

こづかっぱら 1999長田／國貞作品目録163-13

しけん 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志49.50.51

しけん 1999長田／國貞作品目録163-12

しながわ 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志79.80.81

しながわ 1999長田／國貞作品目録164-04

しんじゅく 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志89.90.91

なかすみつまた 1999長田／國貞作品目録164-02

ねづ 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志62.63.64

みたさんかく 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志74.75.76

みたさんかく 1999長田／國貞作品目録163-11

やなか 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志66.67.68

やなか 1999長田／國貞作品目録164-03

無内題 1999長田／國貞作品目録164-06

無内題 1999長田／國貞作品目録164-07

無内題 1999長田／國貞作品目録164-08

やなか 2006JUM2-xx文様史y

やなか 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM2-60文様史9.5

無内題 2006JUM2-xx文様史y

おはぐろ 1982JUM

みたさんかく 1982JUM

1997入間市博物館／お茶と浮世絵30-01

1999長田／國貞作品目録194-06

無内題 1996静嘉堂／國貞003/19

つくだじまきはん 1999長田／國貞作品目録204-16

はなやしきしゅうげつ 2006JUM2-xx文様史y

もくぼじぼせつ 1982JUM和傘調査1994/088雪中藤かがり蛇の目傘	

もくぼじぼせつ 1994岐阜市歴博／雨雪傘***雪中藤かがり蛇の目傘	

もくぼじぼせつ 1999長田／國貞作品目録186-07

もくぼじぼせつ 2014太田記念美術館／国貞103

よしわらのやう 1999長田／國貞作品目録186-09

よしわらのやう 2014太田記念美術館／国貞104

りょうごくのせきしょう 1999長田／國貞作品目録186-08

りょうごくのせきしょう 2014太田記念美術館／国貞105

無内題 1999長田／國貞作品目録167-12



1999長田／國貞作品目録166-02

2002container36

2012MARKS/GenjiWorld-259

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

1999長田／國貞作品目録169-06

2012MARKS/GenjiWorld-153

2015SKG-Tanaka2-07

1999長田／國貞作品目録188-02

ほたる　松むし　鈴虫　草ひばり　虫所2013花開く江戸の園芸155

たまやうち 1999長田／國貞作品目録148-03

無内題 2015SKG-Tanaka2-**

1999長田／國貞作品目録023-04

あわづせいらん 2012MARKS/GenjiWorld-034

いしやましゅうげつ 2012MARKS/GenjiWorld-029

かただらくがん 2012MARKS/GenjiWorld-030

からさきやう 2012MARKS/GenjiWorld-031

せたせきしょう 2012MARKS/GenjiWorld-028

ひらぼせつ 2012MARKS/GenjiWorld-035

みいばんしょう 2012MARKS/GenjiWorld-032

やばせきはん 2012MARKS/GenjiWorld-033

からさきやう 2002歌川65

からさきやう 2002歌川66

からさきやう 2002歌川67

いちかわえびぞう 2016JUM棚014-16-39

… 1999長田／國貞作品目録025-07

1つき 2016JUM目録

2ゆき 2016JUM目録

3はな 2016JUM目録

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録011-10

ちゅうろうおのえ 1999長田／國貞作品目録036-12

せきさんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録007-12

いちかわえびぞう… 1999長田／國貞作品目録065-15

2000平木／役者夏の富士22（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

おおて　ささせ 2005大坂歌舞伎展216 （新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

しまのうちげいこ 2014太田記念美術館／国貞087（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

なかむらうたうえもん 1999長田／國貞作品目録079-13（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」。「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」



… 1999長田／國貞作品目録169-08

2006JUM2-xx文様史y

しまのうちげいこ 2014太田記念美術館／国貞086

1936近世錦繪世相史8-054

あぶまつ 1999長田／國貞作品目録205-14

わしがはま 1999長田／國貞作品目録205-15

なかむらしばぞう… 1999長田／國貞作品目録010-01

おぐりはんがん… 2001長田／三代豊國117-04

2014太田記念美術館／国貞081

1999長田／國貞作品目録195-08

しらびょうしほとけごぜん 2016JUM棚014-17-31

無内題 2016SCHAAP: Kunisada086

やまさきごぜん　もんどのすけ2016JUM棚014-22-05 （雁註）朱書きの解説

1999長田／國貞作品目録195-10

ふじわらのしへいこう 2016JUM棚014-16-33

きねがわようえもん 1999長田／國貞作品目録035-12

おのえきくごろう 1999長田／國貞作品目録092-05

くずのはひめ 1999長田／國貞作品目録006-03

やまもとかんすけ 1999長田／國貞作品目録006-05

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録073-11

ゆるぎさえもん 1999長田／國貞作品目録095-08

ゆるぎさえもん 2016JUM棚014-22-02

だいくまちのろくざ 2016JUM棚014-16-15

あいそめ 1999長田／國貞作品目録138-04

あいそめ 2006JUM2-xx文様史y

あいそめ 2011JUM4-053

おおい 2006JUM2-xx文様史y

つや 2006JUM2-xx文様史y

ときわづ 2006JUM2-xx文様史y

11 2016JUM目録

11 2016JUM目録

11 2016JUM目録

9 1999長田／國貞作品目録094-11

7 1999長田／國貞作品目録052-12

11 2016JUM目録

11 2016JUM目録

11 2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

8 1999長田／國貞作品目録096-10



2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録095-13

すがわらのみちざねこう 1999長田／國貞作品目録107-07

1999長田／國貞作品目録198-05

うちゅうたわむれのづ 1999長田／國貞作品目録197-13

けいこのづ 1999長田／國貞作品目録197-12

1999長田／國貞作品目録205-01

1999長田／國貞作品目録171-03

1999長田／國貞作品目録166-06

きくばたけ 1999長田／國貞作品目録097-03

1982JUM

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

1999長田／國貞作品目録169-17

いわいとじゃく　... 2014太田記念美術館／国貞112

2000平木／役者夏の富士70

きのえねろうだいこくやそうろく2016JUM棚014-12-65

きばのゆき 2000平木／役者夏の富士45市川新之助2（團十郎8）

... 2014太田記念美術館／国貞110

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録092-06

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

ぽんとちょう 1999長田／國貞作品目録136-09

2016JUM目録+

2016JUM目録+

2016JUM目録+

まんじやうちたきかわ 1999長田／國貞作品目録193-12

1999長田／國貞作品目録133-08

2016JUM目録

2016JUM目録

ありわらなりひら　きせんほうし2006JUM2-xx文様史y

おおともくろぬし　そうじょうへんじょう2006JUM2-xx文様史y

2012MARKS/GenjiWorld-149

あおい 2016JUM目録

あおい 2016JUM目録

あおい 2016JUM目録

あおい 2016JUM目録



あおい 2016JUM目録

あおい 2016JUM目録

あおい 1982JUM

2012MARKS/GenjiWorld-201

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2015SKG-Tanaka2-03

うきふね 1999長田／國貞作品目録195-05

うつせみ 1999長田／國貞作品目録179-05

ははきぎ 2000G.DHaag/Theear077/118

2014太田記念美術館／国貞196

かんうあざなうんちょう 2016JUM棚014-16-01

無内題 2014太田記念美術館／国貞102

… 1999長田／國貞作品目録029-04

げいしゃこひな　… 1999長田／國貞作品目録006-07

2000平木／役者夏の富士47

かさねゆうこん　こさん 2016JUM棚014-17-43

まつり 2016JUM棚014-19-29

9 2006JUM3-28文様史5.1

09　きのえねろううち　うたのすけ2006JUM2-xx文様史y

09　きのえねろううち　うたのすけ2006JUM2-xx文様史y

09　きのねろううち　つまこと 2006JUM2-xx文様史y

1 1999長田／國貞作品目録159-03

4 1999長田／國貞作品目録159-01

5 1999長田／國貞作品目録159-02

5 2006JUM3-39文様史5.1

5 2006JUM3-xx文様史2.1

5 2014太田記念美術館／国貞181

7 1982JUM

7 1999長田／國貞作品目録158-14

みつのあわせけん 1999長田／國貞作品目録145-06

1999長田／國貞作品目録192-11

38362 1999長田／國貞作品目録104-09

さとうよもしち　... 2016JUM棚014-13-01

やわたのさぶろう／ごろうときむね2016JUM棚014-13-24

きどうまる 1999長田／國貞作品目録006-04

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録077-10



2000平木／役者夏の富士19

2000G.DHaag/Theear096/136

2003OperaCity-110

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録078-04

2016JUM目録

2016JUM目録

1999長田／國貞作品目録190-03

1999長田／國貞作品目録190-04

1999長田／國貞作品目録137-16

1999長田／國貞作品目録195-12

えいこういんけいだいのづ   ごたいざん...2014太田記念美術館／国貞178

1999長田／國貞作品目録187-18

無内題 1996静嘉堂／國貞099/63

1999長田／國貞作品目録195-02

無内題 2006JUM2-00文様史4.1

無内題 2006JUM2-08文様史1.5

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM3-**文様史4.1

無内題 2006JUM3-**文様史3.1

無内題 2003OperaCity-020

きちょう 2016JUM棚014-17-23

はなのと 2016JUM棚014-17-22

まつしま 2016JUM棚014-17-21

むめ3 2016JUM棚014-17-20

4 1999長田／國貞作品目録135-10

ひさきまんじやうち　らく 2006JUM3-16文様史3.1

無内題 2006JUM3-**文様史3.1

（燕の三味線、九尾狐の尺八、筝）［(Shamisen, Bamboo flute ...)］2003TheGardenGal41

無外題 2002container33

無内題 2006JUM2-06文様史1.3

無内題 2006JUM2-xx文様史y

くず... 2016JUM棚014-15-04

無内題 2002container37

1999長田／國貞作品目録188-01

… 2003TheGardenGal38

1 1982JUM

つくだじましらうおあみのづ 1996静嘉堂／國貞107/67

3 2012MARKS/GenjiWorld-155

1 1999長田／國貞作品目録165-08

2 1999長田／國貞作品目録165-09

1 1999長田／國貞作品目録155-12



2 1999長田／國貞作品目録155-13

3 1999長田／國貞作品目録155-14

とうえいかせいぼのゆき 1999長田／國貞作品目録155-11

みめぐりのゆき 1999長田／國貞作品目録155-10

みめぐりのゆき 2006JUM2-20文様史3.3

無内題 2006JUM2-xx文様史y

1　おかもとやうち　すがのすけ2006JUM2-17文様史3.1

1　おかもとやうち　すがのすけ2006JUM3-xx文様史5.1

1　おかもとやうち　ちょうだゆう2006JUM3-xx文様史4.1

2 1982JUM

2　たまやうちしらきく 2016JUM目録

2　たまやうちしらたま 2016JUM目録

2　たまやうちにしきぎ 2016JUM目録

3　だいこくやうち　うたおうぎ2006JUM3-21文様史3.1

3　だいこくやうち　ひなおうぎ2006JUM3-**文様史6.1

1 1999長田／國貞作品目録135-11

2 1982JUM

2 2002container32

2 2014太田記念美術館／国貞186

3 2014太田記念美術館／国貞187

3 2016SCHAAP: Kunisada029

うらべすえたけ　... 2014太田記念美術館／国貞042

ときわごぜん 2001長田／三代豊國116-17

はなぶさたろう 1999長田／國貞作品目録036-05

02 2012MARKS/GenjiWorld-049

02 2016JUM目録+

02 2016JUM目録+

02 2016JUM目録+

06 2016JUM棚014-15-31

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録 （雁註）色彩、鮮やか、初版か

2016JUM目録

1982JUM

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 1996静嘉堂／國貞009/22

無内題 2014太田記念美術館／国貞057

1999長田／國貞作品目録166-07

せんぼんざくら 2016JUM目録+



はやみとうた　しずかごぜん 2016JUM目録+

はやみとうた　しずかごぜん 2016JUM目録+

しらぬいだくうえもん 1999長田／國貞作品目録200-09

2016JUM棚014-14-20

2016JUM棚014-14-21

2016JUM棚014-14-22

無内題 2016JUM棚014-19-31

ひこそう 2016JUM棚014-12-82

むかんたゆうあつもり　くまがいじろうなおざね2003町田市立／大武者絵展A116

1999長田／國貞作品目録205-10

2000平木／役者夏の富士75

無内題 1999長田／國貞作品目録016-04

無内題 1999長田／國貞作品目録097-11

たまてる 1999長田／國貞作品目録179-10

1999長田／國貞作品目録192-03

無内題 1996静嘉堂／國貞014/27

さきばえ　おうみ... 2012JUM1-036.. 	

しんよしわら… 1999長田／國貞作品目録169-04

2012MARKS/GenjiWorld-183

すがわらみちざね 1999長田／國貞作品目録007-01

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録096-03

1982JUM和傘調査1994/102藤鉄弾きかがり黒の蛇の目傘	

1994岐阜市歴博／雨雪傘081藤鉄弾きカガリ黒の蛇の目傘024	

1999長田／國貞作品目録184-08

1999長田／國貞作品目録148-01

1999長田／國貞作品目録153-14

1999長田／國貞作品目録165-19

1982JUM

無内題 2014太田記念美術館／国貞180

こやなぎ 1999長田／國貞作品目録200-11

しらぬい 1999長田／國貞作品目録205-11

2014太田記念美術館／国貞195

無内題 1996静嘉堂／國貞116/72

げっぱろう x2012JUM1-031...xxx

しんよしわらごちょうまちやよいはなざかりぜんづ2011JUM4-009

せいろうにかいのづ 2016JUM棚014-24-01 （雁註）行事、丸文

1999長田／國貞作品目録168-07

たけちさまごろう 1999長田／國貞作品目録029-11

ろこう5 1999長田／國貞作品目録026-05

おうぎやうち　はなおうぎ 2006JUM2-xx文様史y （新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例

おうぎやうちはなおうぎ 1999長田／國貞作品目録188-16（新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例



たまやうち　はなむらさき 2006JUM2-xx文様史y （新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例

まつばやうち　よよやま 2006JUM2-07文様史1.4 （新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例

おうぎやうちはなおうぎたまやうちはなむらさきまつばやうちよよ1996静嘉堂／國貞098/62 （新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例

そがじゅうろうすけなり 1999長田／國貞作品目録021-04

1999長田／國貞作品目録106-10

しんちゅうなごんとももり　... 2014太田記念美術館／国貞043

1999長田／國貞作品目録148-05

ときわちょう 1999長田／國貞作品目録164-10

やぐらした 1999長田／國貞作品目録164-09

よへいにょうぼうおつま 1999長田／國貞作品目録006-10

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

1999長田／國貞作品目録053-04

1982JUM和傘調査1994/100姫さま行列差し掛け朱傘など

1999長田／國貞作品目録188-05

こうのもろなお 1999長田／國貞作品目録021-14

無内題 1999長田／國貞作品目録039-07

りょうごくばしかいごうのづ 1999長田／國貞作品目録097-10

せんざきよごろう 1999長田／國貞作品目録097-09

じょうざんちょううん　 2014太田記念美術館／国貞044

2016JUM目録+

2016JUM目録+

2016JUM目録+

2003TheGardenGal36

1

つき 2012MARKS/GenjiWorld-005

ゆき 2012MARKS/GenjiWorld-006

むこうじまつきみ 1996静嘉堂／國貞078/55

むこうじまつきみ 1999長田／國貞作品目録176-04

1982JUM

2000平木／役者夏の富士44梅幸（菊五郎3）

… 1999長田／國貞作品目録036-13

... 2013花開く江戸の園芸121

... 2014太田記念美術館／国貞109

おかざき… 2006FitzM33

** 1999長田／國貞作品目録112-03



しまだおおいがわのば 1999長田／國貞作品目録028-11

せきのと 1999長田／國貞作品目録200-12

ゆきのあけぼのにわのたわむれ1982JUM

はなぞろい... 2013花開く江戸の園芸129

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2012MARKS/GenjiWorld-202

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

あぶまつ 1999長田／國貞作品目録196-06

1999長田／國貞作品目録204-13

1999長田／國貞作品目録171-07

1999長田／國貞作品目録204-12

無内題 2006JUM2-23文様史3.3

1999長田／國貞作品目録170-14

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2015SKG-Tanaka2-05

1999長田／國貞作品目録171-10

1999長田／國貞作品目録204-14

つきじゆうじょあけぼののづ 2012MARKS/GenjiWorld-248

1999長田／國貞作品目録171-08

無内題 2006JUM3-**文様史3.1

無内題 2006JUM3-12文様史2.1

2003OperaCity-131

1999長田／國貞作品目録169-05

1999長田／國貞作品目録171-09

1999長田／國貞作品目録171-02

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

1999長田／國貞作品目録153-11

2002container35

1982JUM



2012MARKS/GenjiWorld-200

おおとうのみや 1999長田／國貞作品目録106-03

2000G.DHaag/Theear097/137

1999長田／國貞作品目録076-13

2003OperaCity-108

… 2000平木／役者夏の富士07

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036

2014太田記念美術館／国貞..解説（新藤）

なかむらしかん 1999長田／國貞作品目録082-01

おのえきくごろう 1999長田／國貞作品目録080-03

2000平木／役者夏の富士26

いちかわえびぞう 1999長田／國貞作品目録072-02

おがたけ 2016JUM棚014-16-28

1999長田／國貞作品目録117-01

2016JUM目録

2016JUM目録

おうむ 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志84.85.86

そば 2016JUM目録

2013花開く江戸の園芸122

おそめ 1999長田／國貞作品目録025-08

にしのおうぎやうちすみのえたゆう2016JUM棚014-14-26

2012MARKS/GenjiWorld-182

いちかわえびぞう 1999長田／國貞作品目録080-07

1999長田／國貞作品目録063-07

げんべいぼり… 1999長田／國貞作品目録006-01

1999長田／國貞作品目録188-03

さいとういちろうさねもり 2016JUM棚014-16-34

きょうしまばら… 1999長田／國貞作品目録169-02

1999長田／國貞作品目録189-04

無内題 2006JUM2-xx文様史y

2000平木／役者夏の富士43梅幸（菊五郎3）

...0 2013花開く江戸の園芸120

ふわばんざえもん 1999長田／國貞作品目録066-01

2014太田記念美術館／国貞076

2012MARKS/GenjiWorld-209

1999長田／國貞作品目録169-03

たましょう 1999長田／國貞作品目録005-07

1999長田／國貞作品目録194-17

2012MARKS/GenjiWorld-210

いちかわだんじゅうろう 2016JUM棚014-12-74

せがわきくのじょう 2016JUM棚014-12-75



ちょううえもん 2016JUM棚014-12-76

だいくろくざ　げいしゃかしこ　ほんちょうつなごろう2016JUM棚014-19-24

1999長田／國貞作品目録192-13

… 1999長田／國貞作品目録186-06

2010**

さんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録108-12

2000平木／役者夏の富士48

そがのじゅうろうすけなり　くどうさえもん　そがのごろうときむね2016JUM棚014-21-32					

無内題 2005JUM3-42

3 1999長田／國貞作品目録138-02

1999長田／國貞作品目録176-05

ゆきもよしわら 1999長田／國貞作品目録166-08

かおよばな 1999長田／國貞作品目録190-07

1999長田／國貞作品目録195-01

2014太田記念美術館／国貞176

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録079-01

2003OperaCity-109

だんじゅうろう　… 2000平木／役者夏の富士06

ばんどうみつごろう 1999長田／國貞作品目録076-04

2000平木／役者夏の富士20

せきさんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録078-05

あかねやはんしち 2016JUM棚014-17-01

いわいくめさぶろう 2016JUM棚014-17-05

ふわばんざえもんしげかつ 2016JUM棚014-17-04

ましばひさきち 2016JUM棚014-17-03

...むすめおはな 2016JUM棚014-17-02

...ゆうこん 2016JUM棚014-17-07

わたしもりみやこどりのおしづ2016JUM棚014-17-06

1999長田／國貞作品目録166-04

せがわきくのじょう 2006FitzM04

むさしぼうべんけい　とさぼうまさとし2003町田市立／大武者絵展A122

せんざい　… 1999長田／國貞作品目録006-06

2000平木／役者夏の富士76

無内題 1999長田／國貞作品目録016-05

… 2000G.DHaag/Theear119/159

1999長田／國貞作品目録170-04

無内題 2014太田記念美術館／国貞056

いわいくめさぶろうばいが 2016JUM棚014-17-10

せがわきくのじょうろこう 2016JUM棚014-17-11

いわいくめさぶろう 1999長田／國貞作品目録100-08

ふなばしじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録010-06



… 1999長田／國貞作品目録040-04

きょうまいこ 2006JUM2-xx文様史y

きょうまいこ 2006JUM3-62文様史x.1+

さくらのそのぎふあそびのづ1999長田／國貞作品目録145-04

無内題 1996静嘉堂／國貞111/69

みちゆき 2016JUM棚014-22-08

1982JUM

1999長田／國貞作品目録149-13

2016SCHAAP: Kunisada010

無内題 2006JUM2-xx文様史y

1994岐阜市歴博／雨雪傘018カッパ付番傘・青傘	

1999長田／國貞作品目録137-14

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録096-02

2000平木／役者夏の富士71

ひさきまんじやうち… 1999長田／國貞作品目録186-04

かこがわせいじゅうろう 2016JUM棚014-12-72

1999長田／國貞作品目録152-19

1999長田／國貞作品目録188-14

2003OperaCity-107

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037

2000平木／役者夏の富士18

1 1999長田／國貞作品目録056-06

2014太田記念美術館／国貞197

無内題 1999長田／國貞作品目録138-07

いまいのしろう 2016JUM棚014-12-49

1999長田／國貞作品目録188-04

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2014太田記念美術館／国貞179

無内題 1996静嘉堂／國貞077/54

2013SKG-01

無内題 1999長田／國貞作品目録136-14

無内題 1999長田／國貞作品目録175-01

1982JUM

1999長田／國貞作品目録172-14

無内題 1982JUM

1999長田／國貞作品目録193-18

おんぞうしうしわかまる 2001長田／三代豊國110-03

無内題 1999長田／國貞作品目録058-09

おわりやうちながはま 1999長田／國貞作品目録150-10

1999長田／國貞作品目録117-02

いしばあさなおし 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志23.24.25



いしばあさなおし 1999長田／國貞作品目録164-18

おおしんちみとうし 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志14.15.16

ときわちょうざしき 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志37.38.39

なかのちょうおくり 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志30.31.32

なかのちょうおくり 1999長田／國貞作品目録164-11

べんてんこどもや 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志45

ほんじょひとつめ 1999長田／國貞作品目録164-17

まついちょうにちょうめ 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志41.42.43

やぐらしたむかい 1910朝倉无声／岡場所風俗圖志19.20.21

やぐらしたむかい 1999長田／國貞作品目録164-14

無内題 1999長田／國貞作品目録164-12

無内題 1999長田／國貞作品目録164-15

無内題 1999長田／國貞作品目録164-16

ちょうひ…　りゅうび…漢かんう…2003町田市立／大武者絵展A133

1999長田／國貞作品目録146-13

1999長田／國貞作品目録151-06

1999長田／國貞作品目録184-10

…　はやしやしょうぞう 2003川添／見世物探偵190

無内題 2006JUM3-**文様史6.1

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM3-32文様史4.1

りょうしつなぞう 2016JUM棚014-16-08

かきのもとのひとまろ 1999長田／國貞作品目録193-03

2016JUM棚014-14-40

2016JUM棚014-14-38

2016JUM棚014-14-39

をのえきくごろう　ここんおおあたり2016JUM棚014-21-07

いちかわだんじゅうろう9 2006千葉市美／追善浮世絵127

おふさとくべいかさねいづつ 2016JUM棚014-19-04

1929飯塚／歌舞伎細見0102

1929飯塚／歌舞伎細見0108

1929飯塚／歌舞伎細見0135

1929飯塚／歌舞伎細見0193

1929飯塚／歌舞伎細見0268

1968.10浮世絵300年傑作展A177a

1999長田／國貞作品目録192-12

1999長田／國貞作品目録194-01

1999長田／國貞作品目録194-20

1999長田／國貞作品目録195-11

2016JUM棚014-19-19



なし、　　　（一）其貳　（節細工） 2016JUM棚014-23-10

10 1982JUM和傘調査1994/073雪中屋台蕎麦屋の蛇の目番傘の美人

10 1994岐阜市歴博／雨雪傘***雪中屋台蕎麦屋の蛇の目番傘の美人

かわづさぶろう 1999長田／國貞作品目録202-09

かわづさぶろう… 1999長田／國貞作品目録202-08

かんなづきはつゆきのそうか1968.10浮世絵300年傑作展A173

たまやうちこむらさき　つるやうちたひばな　ゑびやうちえがわ2016JUM棚014-18-02

もちづきさえもん　ともえごぜん　きそよしなか2014太田記念美術館／国貞113

1982JUM和傘調査1994/090蜘蛛糸かがり付の番傘

きどうまる 1999長田／國貞作品目録015-02

なごやさんざ 1999長田／國貞作品目録015-18

やえがきそのお 1999長田／國貞作品目録016-02

ななだいめさんじょう 1999長田／國貞作品目録016-03

おにしちにょうぼう 1999長田／國貞作品目録017-12

おののこまち 1999長田／國貞作品目録019-02

くづのはぎつね 1999長田／國貞作品目録020-01

げいしゃおしゅん 1999長田／國貞作品目録018-01

しきしまやななまちたゆう 1999長田／國貞作品目録019-01

ぬれがみちょうごろう 1999長田／國貞作品目録018-02

ぬれがみちょうごろう 1999長田／國貞作品目録018-10

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録018-09

やかんぺい 1999長田／國貞作品目録020-02

06 2014太田記念美術館／国貞058

07 2014太田記念美術館／国貞059

10 2014太田記念美術館／国貞060

11 2014太田記念美術館／国貞061

おまん　げんごべい 1982JUM

つるやうちかしこ 2006JUM3-27文様史4.1

無内題 1996静嘉堂／國貞045/40

いぬさかけの 1999長田／國貞作品目録050-03

そがごろうときむね 1999長田／國貞作品目録049-07

らいくにとし 1999長田／國貞作品目録024-04

1982JUM和傘調査1994/105藤鉄弾きかがり黒の蛇の目傘	

1982JUM和傘調査1994/085山三の紋所は三本傘

** 1999長田／國貞作品目録151-01

おいし 1999長田／國貞作品目録033-10

しんちゅうなごんとももり 1999長田／國貞作品目録033-05

はまなり 1999長田／國貞作品目録033-03

かさうりろくろべい 1999長田／國貞作品目録120-07

1982JUM和傘調査1994/092仇討、黒蛇の目傘

… 1999長田／國貞作品目録037-10



1999長田／國貞作品目録153-07

1999長田／國貞作品目録153-12

いのはやた… 1999長田／國貞作品目録034-02

いわふじ 1999長田／國貞作品目録036-08

かぐらづきかおみせのこうけい1996静嘉堂／國貞013/26

かぐらづきかおみせのこうけい1999長田／國貞作品目録151-03

こんがらぼう 1999長田／國貞作品目録035-06

たかいちぶうえもん 1999長田／國貞作品目録035-01

たんぜんおとこうきよのすけ 1999長田／國貞作品目録036-04

ちょうべい… 1999長田／國貞作品目録035-05

なごやさんざ 1999長田／國貞作品目録037-02

ねっこのよきぞう 1999長田／國貞作品目録038-01

みたのげん 1999長田／國貞作品目録039-05

えびなげんぱち 1999長田／國貞作品目録196-08

うじはしひめ 1999長田／國貞作品目録048-07

かちのちょうあん 1999長田／國貞作品目録047-16

かぢのちょうあん　だいくろくさぶ　しょだいのかしく2014太田記念美術館／国貞070

かぢのちょうあん　だいくろくさぶ　しょだいのかしく2014太田記念美術館／国貞071

かみゆいうきよまたべい 2006JUM2-xx文様史y

かわちやげんすけ 1999長田／國貞作品目録047-11

くずのはきつね 1999長田／國貞作品目録047-09

くどう 1999長田／國貞作品目録048-17

さのじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録048-18

せいげんに 1999長田／國貞作品目録047-10

せいげんに　そうた　まつわか2014太田記念美術館／国貞069

でんべいにょうぼうおろく 1999長田／國貞作品目録048-03

どものまたべい 2006JUM2-xx文様史y

ほんぞうにょうぼうとなせ 1999長田／國貞作品目録047-12

1982JUM和傘調査1994/087雨中半ば閉じの蜘蛛黒蛇の目傘と番傘

えぼし…もとめ 2006JUM2-xx文様史y

えんやはんがん 1999長田／國貞作品目録044-12

がくのこさん 1999長田／國貞作品目録045-04

がくのこさん　... 1997入間市博物館／お茶と浮世絵36-03

たちばなひめ 2006JUM2-51文様史8.1

たちばなひめ 2006JUM3-xx文様史4.2

だんしちくろべい 1999長田／國貞作品目録043-13

ふなはしじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録044-05

ふわばんざうえもん 1999長田／國貞作品目録044-09

みうらやあげまき 1999長田／國貞作品目録040-10

よしつね 1999長田／國貞作品目録044-03

よどひめ 1999長田／國貞作品目録042-10



よへい 1999長田／國貞作品目録045-06

おかる 1999長田／國貞作品目録040-08

せたのせきすけ 2016JUM棚014-12-56

ぬれがみちょうごろう 1999長田／國貞作品目録040-09

ほそかわかつもと 1999長田／國貞作品目録041-08

ささのさんごべい 1999長田／國貞作品目録045-08

…どた 1999長田／國貞作品目録203-06

かみなりのおなる 1999長田／國貞作品目録026-06

げいしゃおしゅん 1999長田／國貞作品目録025-05

たが... 2016JUM棚014-16-11

たかはしやじゅうろう 2016JUM棚014-16-12

だんはんじ 1999長田／國貞作品目録025-04

はる 1999長田／國貞作品目録026-01

はんときくろうべい 1999長田／國貞作品目録026-04

ふわばんざうえもん 1999長田／國貞作品目録024-09

ふわばんざえもん 2006FitzM02

まさごじ 1999長田／國貞作品目録025-02

やじゅうろうつまさつき 1999長田／國貞作品目録025-03

やじゅうろうつまさつき 2016JUM棚014-16-10

よごろうつまおよね 1999長田／國貞作品目録026-02

よごろうつまおよね 1999長田／國貞作品目録026-03

よしまさべっしつふじのかた　あしかがじろうのきみ　...2012MARKS/GenjiWorld-216

… 1999長田／國貞作品目録113-14

1999長田／國貞作品目録188-15

お岩娘おそで（下り菊五郎悴尾上栄三郎） 2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

いちもんじやさいべい 1999長田／國貞作品目録112-05

うきよのすけ 1999長田／國貞作品目録115-07

おいわ 1999長田／國貞作品目録110-01

おいわ　かみや… 1982JUM

おうぎやうちはなおうぎ 1999長田／國貞作品目録188-17

おかる 1999長田／國貞作品目録113-10

おのえ 1999長田／國貞作品目録106-12

おのえ 1999長田／國貞作品目録109-11

おまつりさきち 1999長田／國貞作品目録108-13

かいらいし 1999長田／國貞作品目録110-10

かじわらかげすえ 1999長田／國貞作品目録112-02

かまくらごんごろう… 1999長田／國貞作品目録111-13

かむろたより 1999長田／國貞作品目録107-09

かわづ 1999長田／國貞作品目録110-15



かんかんのう 1999長田／國貞作品目録187-17

カンカンノウ… 1996静嘉堂／國貞065/48

くどう 1999長田／國貞作品目録109-02

くどうさえもんすけつね 1999長田／國貞作品目録116-13

げいしゃおしゅん 1999長田／國貞作品目録116-01

…げんとく 1999長田／國貞作品目録113-04

こうぐややへい　こてやはちろうべい　げいしゃおつま2014太田記念美術館／国貞170

こしもとおつる 1999長田／國貞作品目録116-08

…ごすけ 2006JUM2-xx文様史y

さわむらとっしょう 1999長田／國貞作品目録111-12

しのぶ 2006JUM2-xx文様史y

しろだゆう 1999長田／國貞作品目録115-14

そがごろうときむね 2006JUM2-04文様史1.1

そがじゅうろうすけなり 1999長田／國貞作品目録115-09

だいふくやそうろく 1999長田／國貞作品目録112-09

たじまやおなつ 2006JUM3-13文様史3.1

たまやうちうすぐも、わかむらさき、こしきぶ2016SCHAAP: Kunisada016 （雁註）二花魁の帯に外人。英泉の大3、玉屋内花紫、本津江、大井から暗示を受けたか。英泉の花魁の一人、帯に外人。

たまやうちしらたま 1999長田／國貞作品目録189-02

ちょううえもんにょうぼうおきぬ1999長田／國貞作品目録107-06

つぼねいわふじ 1999長田／國貞作品目録112-14

つぼねまさおか 1999長田／國貞作品目録107-10

でむらしんべい 1999長田／國貞作品目録113-01

てらおかへいえもん 2006JUM2-xx文様史y

てらにしかんしん 1999長田／國貞作品目録108-05

にったむめじろう 2016JUM棚014-16-09

はちろうかんじゃためとも 1999長田／國貞作品目録116-02

ははなるみ 1999長田／國貞作品目録109-12

はるまちづきしょうかのもちばな1996静嘉堂／國貞011/24

ばんどうみのすけ 1999長田／國貞作品目録108-04

ひげのいきゅう 1999長田／國貞作品目録110-08

ふきやちょうゆうきざ… 1999長田／國貞作品目録114-02

まつえくらんど 2006JUM2-xx文様史y

まつばやうちまつむら 1999長田／國貞作品目録189-01

めしつかいはつ 1999長田／國貞作品目録116-15

もとめ 1999長田／國貞作品目録113-03

やりのごんざ 1999長田／國貞作品目録107-02

りょうしつなぞう 2006JUM3-59文様史9.1+

りょうしつなぞう 2016JUM棚014-16-07

わにいし 1999長田／國貞作品目録201-08

無内題 1999長田／國貞作品目録190-06

無内題 1999長田／國貞作品目録191-02



いしかわごうえもん 1999長田／國貞作品目録094-01

きぬがわたにぞう 1999長田／國貞作品目録094-03

こうのもろなお 1999長田／國貞作品目録095-04

にせよりかね 1999長田／國貞作品目録093-08

やまうば 1999長田／國貞作品目録094-05

よしみねこう 1999長田／國貞作品目録094-15

加古川本藏（坂東三津五郎）.. となせ（岩井粂三郎） 2013花開く江戸の園芸181

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録032-02

げいしゃさんかつ 2016JUM棚014-12-02

はなさき 2016JUM棚014-12-01

ふなばしじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録032-07

2016JUM目録 （雁註）阝、部の略

2016JUM目録

2016JUM目録

いそかいむすめおそで 1999長田／國貞作品目録055-07

いちかわえびぞう 2016JUM棚014-12-09

いねのやはんべい 2016JUM棚014-12-05

いわかわじろうきち 1999長田／國貞作品目録054-04

えんやはんがん 1999長田／國貞作品目録053-05

えんやはんがん 2016JUM棚014-12-06

...おうしんのう 2016JUM棚014-12-26

おおいそのとら 2016JUM棚014-12-17

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録052-04

おおぼしゆらのすけ 2016JUM棚014-12-24

おかる 1999長田／國貞作品目録050-10

おかる 2016JUM棚014-12-23

おそで　いわかわたへい 1982JUM

かんばらさごろう 2016JUM棚014-12-21

きんしょうじょ 1999長田／國貞作品目録054-05

くずのは 2016JUM棚014-12-28

こうのもろなお 2016JUM棚014-12-08

こばやしのあさひな 2016JUM棚014-12-18

さくらのおまん 1999長田／國貞作品目録052-03

さこんたろう 2016JUM棚014-12-27

たじまやおなつ 2016JUM棚014-12-19

つぼねいわふじ 1999長田／國貞作品目録051-15

てらおかへいうえもん 2016JUM棚014-12-25

ときよしんのうじつはさくらまる2016JUM棚014-12-15

とねりまつおう 2016JUM棚014-12-14

とねりむめおう 2016JUM棚014-12-16

にのせのみなもと 1999長田／國貞作品目録054-06



にょうぼうおふさ 1999長田／國貞作品目録055-04

ほんちょうつなごろう 2016JUM棚014-12-22

まいづるやでんぞう 1999長田／國貞作品目録050-14

みなもとのよしつね 1999長田／國貞作品目録051-05

みなもとのよしつね 1999長田／國貞作品目録054-03

もものいわかさのすけ 2016JUM棚014-12-07

やおやはんべい 2016JUM棚014-12-03

やすもりゆうぞう 1999長田／國貞作品目録055-09

無内題 2016JUM棚014-12-11

無内題 2016JUM棚014-12-12

無内題 2016JUM棚014-12-13

1999長田／國貞作品目録160-05

2000平木／役者夏の富士72

2016JUM棚014-12-87

1 2014太田記念美術館／国貞132

2 1999長田／國貞作品目録056-07

3 1999長田／國貞作品目録056-08

3 2014太田記念美術館／国貞133

おいわ 2016JUM棚014-12-38

おいわむすめおそで 2016JUM棚014-12-37

おとしばなし 2016JUM棚014-12-33

おとしばなし 2016JUM棚014-12-34

おとしばなし 2016JUM棚014-12-35

かみやにうえもん 2016JUM棚014-12-36

しらいごんぱち 2016JUM棚014-12-29

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2014太田記念美術館／国貞107

無内題 2016JUM棚014-12-31

無内題 2016JUM棚014-12-32

無内題 2016SCHAAP: Kunisada066

あだちさくろう　いわとのおせん2016JUM目録+

こばたこへいじ 2016JUM目録+

こへいじにょうぼうおつか　しゅぎょうしゃげんさい2016JUM目録+

おかる 2016JUM棚014-12-42

…かめはち 1999長田／國貞作品目録093-01

こしもとおかる 2016JUM棚014-12-40

しし 2016JUM棚014-12-44

しし 2016JUM棚014-12-45

はやのかんぺい 1999長田／國貞作品目録093-05

はやのかんぺい 2016JUM棚014-12-41



ふわばんざえもん 2016JUM棚014-12-43

三田のいさみ綱五郎［三津五郎］瀬田の関助［三十郎］鐘の宿の女郎+いばら木［半四郎�	1,0	みたの…"1982JUM?

おせき 1999長田／國貞作品目録118-06

おちよ 1999長田／國貞作品目録118-05

あかざわみんぶうえもん 1999長田／國貞作品目録059-09

あかざわみんぶうえもん 2016JUM棚014-12-58

あべさだとう 2016JUM棚014-13-03

あべむねとう 2016JUM棚014-13-02

いとはぎ 2016JUM棚014-13-06

いなだこうぞう 2016JUM棚014-12-60

いなだこうぞう 2016JUM棚014-12-61

…おえん 1999長田／國貞作品目録058-10

おのくだゆう 1999長田／國貞作品目録059-05

かわさきやひこそう 1999長田／國貞作品目録060-03

こしもとちどり 1999長田／國貞作品目録060-02

しかんなかむらうたうえもん 2016JUM棚014-13-07

しのぶ（狐） 2016JUM棚014-12-67

ちょうきこ... 2016JUM棚014-12-64

ぬれがみちょうごろう 1999長田／國貞作品目録060-01

ふなおさおかぢ 2016JUM棚014-13-04

...へい 2016JUM棚014-12-62

みやぎの 2016JUM棚014-12-66

みやもとむさし 2016JUM棚014-13-05

...むめ？ 2016JUM棚014-12-63

こあげまごしち 1999長田／國貞作品目録057-01

せいたかぼう 1999長田／國貞作品目録057-09

（船上美人）　色変りあり（同図） 2016JUM棚014-23-09

おはん 2016JUM棚014-12-77

かむろたより 2016JUM棚014-12-80

かわ...ひこそう　ここんぼうしのおいと2016JUM棚014-12-84

げいしゃこきん 2016JUM棚014-12-83

...すけ 2016JUM棚014-12-78

そのべのひょうえ 1999長田／國貞作品目録090-02

たじまやおなつ 2006JUM3-xx文様史5.4

たじまやおなつ 2016JUM棚014-12-71

ちよ 2016JUM棚014-12-69

ちょううえもん 1999長田／國貞作品目録090-03

なにわのじろうさく 1999長田／國貞作品目録089-15

なにわのじろうさく？ 2016JUM棚014-12-79

にょうぼうおます　ひこそうせがれよしまつ2016JUM棚014-12-85

まつおうまる 2016JUM棚014-12-68



むめおうまる 2016JUM棚014-12-70

むめろく 2016JUM棚014-12-46

あこや 2016JUM棚014-13-33

いわいくめさぶろう 1999長田／國貞作品目録061-11

いわながさえもん 2016JUM棚014-13-31

しげただ 2016JUM棚014-13-32

... 2016JUM棚014-13-21

あぶら…ひさまつ 1999長田／國貞作品目録090-08

いずみのさぶろう 2016JUM棚014-13-29

えんどうむしゃ 2016JUM棚014-13-18

おうみのことうた／じゅうろうすけなり2016JUM棚014-13-23

ごとべい 2016JUM棚014-13-28

さまのかみよしとも 2016JUM棚014-13-27

せきじょ 2016JUM棚014-13-30

つぼねまさおか 1999長田／國貞作品目録091-04

ながたのしょうじ 2016JUM棚014-13-25

ながたむすめしきたえ 2016JUM棚014-13-26

にきだんじょう 2016JUM棚014-13-14

ぬれがみのちょうごろう 2016JUM棚014-13-20

はなれごまのちょうきち 2016JUM棚014-13-22

ほそかわかつもと 2016JUM棚014-13-16

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録091-07

やひょうえむすめおきよ 2016JUM棚014-13-19

わたなべみんぶ 2016JUM棚014-13-15

わたなべわたる 1999長田／國貞作品目録091-08

わたなべわたる 2016JUM棚014-13-17

（立ち美人たすき、座り美人煙管） 2016JUM棚014-14-27

うぢ... 2016JUM棚014-14-17

おいわゆうれい 2016JUM棚014-14-14

おお...ぶんご 2016JUM棚014-14-09

おだはるなが 2016JUM棚014-14-18

おにこじまやたろう 1999長田／國貞作品目録008-11

おびやちょううえもん 1999長田／國貞作品目録008-08

おびやちょううえもん 2016JUM棚014-14-11

おふさ 1999長田／國貞作品目録008-07

かたおかこうざえもん 2016JUM棚014-14-12

かのうのすけなおのぶ 2016JUM棚014-14-06

けいせいたにやま　… 1999長田／國貞作品目録007-10

こうとうのないし 2016JUM棚014-14-07

こうのもろなお 1999長田／國貞作品目録007-11

こうのもろなお 2016JUM棚014-14-08



こゐさみげんぱち 2016JUM棚014-14-28

たみやいうえもん 2016JUM棚014-14-13

とういけんの...さくらのせい 2016JUM棚014-14-16

ぬれがみ 2016JUM棚014-14-02

はなれごま 2016JUM棚014-14-01

まつえくらんど 2016JUM棚014-14-15

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録008-10

まつながだいぜん 2016JUM棚014-14-05

ゆきひめ 1999長田／國貞作品目録008-09

ゆきひめ 2016JUM棚014-14-04

ゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録008-01

ろっこん...　 ふじやあづま 2016JUM棚014-14-03

たけちみつひで 2016JUM棚014-14-19

07 2009JUM3-61a 

07 2009JUM3-61b

07 2009JUM3-61c

6 1999長田／國貞作品目録161-14

1999長田／國貞作品目録162-04

1999長田／國貞作品目録162-05

1999長田／國貞作品目録162-06

おうぎやゆうぎり 2016JUM棚014-14-32

おおぎやゆうぎり 2006JUM2-xx文様史y

けいせいたかお 1999長田／國貞作品目録062-06

こゐさみげんぱち 2016JUM棚014-14-29

ささのさんごべい 1999長田／國貞作品目録062-09

ふじやいうえもん 1999長田／國貞作品目録062-04

げんくろうぎつね 2016JUM棚014-14-37

しづか 2016JUM棚014-14-36

ふじやいざえもん 2016JUM棚014-14-31

よしだやきざえもん　にょうぼう2016JUM棚014-14-30

あかねやはんしち 1999長田／國貞作品目録121-08

あくげんたよしひら 1999長田／國貞作品目録121-07

あくげんたよしひら 2016JUM棚014-15-33

あづまのよしろう 1999長田／國貞作品目録123-07

あぶらやおそめ　きもんきへい　でっちひさまつ2016SCHAAP: Kunisada067 （雁註）調市、でっち（丁稚）

いとうのごけおゆみ 2016JUM棚014-15-07

いわなが 1999長田／國貞作品目録123-06

おおいそのとら 2016JUM棚014-15-26

おおいそやにょうおぶおでん2016JUM棚014-15-14

かみやにうえもん 2016JUM棚014-15-06

かみゆいちょうごろう 2016JUM棚014-15-19



からきまさうえもん 2016JUM棚014-15-12

くだりわしのちょうきち 2016JUM棚014-15-17

くどうさえもんすけつね 1999長田／國貞作品目録121-09

くどうすけつね 1999長田／國貞作品目録122-03

くらんど 2016JUM棚014-15-28

けいせいはなさき 2016JUM棚014-15-37

こあげまごしち 2016JUM棚014-15-23

こじょろう 1999長田／國貞作品目録014-09

このむらおおいのすけ實ハだいみんのそうそけい2016JUM棚014-15-21

しづか 2016JUM棚014-15-01

じょうえつ 2016JUM棚014-15-29

じょうえつ 2016JUM棚014-15-30

そがのごろうときむね 2016JUM棚014-15-27

たてばのたへいじ 2016JUM棚014-15-22

なおすけごんべい 2016JUM棚014-15-05

はねかわたかかげ 2016JUM棚014-15-20

ひげのいきゅう 1999長田／國貞作品目録123-02

ふかしちにょうぼうおよね 2006JUM3-07文様史1.1

ふかしちにょうぼうおよね 2016JUM棚014-15-24

ふかしちにょうぼうおよね 2016JUM棚014-15-25

べんけい 2016JUM棚014-15-03

まごしちにょうぼうおよね 1999長田／國貞作品目録121-06

まさうえもんにょうぼうおたね2016JUM棚014-15-13

みかわやぎへい… 1999長田／國貞作品目録123-09

みすじのつなごろう 2016JUM棚014-15-36

...むねきよ 2016JUM棚014-15-34

やしお 1999長田／國貞作品目録122-04

やしちにょうぼうおよね　たてばのたへいじ　こあげまごしち2014太田記念美術館／国貞171

やまだこうべい 2016JUM棚014-15-11

やわたやまよごろう 1999長田／國貞作品目録121-04

よしつね 2016JUM棚014-15-02

無内題 1999長田／國貞作品目録192-05

無内題 2016JUM棚014-15-09

無内題 2016JUM棚014-15-10

ひゃくしょうしろだゆう 1999長田／國貞作品目録063-12

やわたやまよごろう 2016JUM棚014-15-18

くずのはきつね 2016JUM棚014-15-32

しきもり… 1999長田／國貞作品目録197-01

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録066-02

しらいごんぱち 2016JUM棚014-16-36

なかむらしかん 2016JUM棚014-16-40



ばんずいちょうべい 2016JUM棚014-16-37

ほんちょうつなごろう 2016JUM棚014-16-35

やっこはちない？ 2016JUM棚014-16-38

かおよ 1999長田／國貞作品目録065-01

ひげのいきゅう 2006JUM2-xx文様史y

かこがわほんぞう 2006JUM3-xx文様史3.3

かこがわほんぞう 2016JUM棚014-16-42

こうのもろなお 1999長田／國貞作品目録120-03

そうまよしかど 1999長田／國貞作品目録120-01

ちょうあん 1999長田／國貞作品目録119-09

ちょうあん 2016JUM棚014-16-13

ももいわかさのすけ 2016JUM棚014-16-41

こまちさくらのせい 2016JUM棚014-16-19

ちちぶじろうしげただ 1999長田／國貞作品目録066-04

2016JUM棚014-16-45

無内題 2016JUM棚014-16-44

1999長田／國貞作品目録074-10

あかねやはんしち 1999長田／國貞作品目録074-04

いわいばいが 2016JUM棚014-16-03

かげきよ 2016JUM棚014-16-20

こまちやそうしち 1999長田／國貞作品目録074-08

すくねやたろうべい 1999長田／國貞作品目録074-11

せきべいじつはさいとうどうざん2016JUM棚014-16-25

ちょうひあざなよくとく 1999長田／國貞作品目録074-02

とうふやさぶ 1999長田／國貞作品目録073-09

とぢぼう 2016JUM棚014-16-21

はりのむねたか 2016JUM棚014-16-24

はんべい 1999長田／國貞作品目録073-06

ひとまる 2016JUM棚014-16-22

へいしょうこくきよもり 1999長田／國貞作品目録073-05

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録074-09

みのすけじつはたけだかつより2016JUM棚014-16-26

やえがきひめ 2016JUM棚014-16-27

りゅうびあざなげんとく 2016JUM棚014-16-02

1999長田／國貞作品目録104-08

いがみのごんた 1999長田／國貞作品目録100-09

いしかわごうえもん 1999長田／國貞作品目録100-13

いわきさんだゆうひろつな 1999長田／國貞作品目録104-10

かしくあにいちべい 1999長田／國貞作品目録104-01

きくざけやはんしち 1999長田／國貞作品目録104-02

きくのまえ 1999長田／國貞作品目録101-02



きぬやおはん 1999長田／國貞作品目録098-07

げいしゃかしこ 2016JUM棚014-17-14

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録102-10

だいくまちのろくざ 2016JUM棚014-17-16

たいらのよしかど 1999長田／國貞作品目録101-06

はにゅうやすけしろう 1999長田／國貞作品目録103-08

ひだりじんごろう 1999長田／國貞作品目録104-03

ふくしまやせいべい 2016JUM棚014-17-15

ふわばんざえもん 1999長田／國貞作品目録100-07

ほんちょうつなごろう 1999長田／國貞作品目録100-11

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録101-04

みうらやあげまき 1999長田／國貞作品目録101-03

みずちゃやおべん 1999長田／國貞作品目録103-11

やまとやちくえん 1999長田／國貞作品目録103-01

よりみつ 1999長田／國貞作品目録103-06

無内題 2016JUM棚014-17-17

無内題 2016JUM棚014-17-18

無内題 2016JUM棚014-17-19

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録105-01

おしち 1999長田／國貞作品目録105-13

かむらうたうえもん 1999長田／國貞作品目録105-11

にだいのかしく 1999長田／國貞作品目録105-02

無外題 1999長田／國貞作品目録105-04

むめのよしべい　にょうぼうこむめ　つきもとむさし2016JUM棚014-19-23

しらいごんぱち　てらにしかんしん　ほんじょうすけいち2016JUM棚014-19-22

（提灯）尾上菊五郎、（帯）澤村田之助 2016JUM棚014-18-03

はぎわら 2016JUM棚014-18-01

無内題 1996静嘉堂／國貞010/22

瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎 2016SCHAAP: Kunisada059

瀬川菊之丞　関三十郎　市川團十郎 2016SCHAAP: Kunisada059

5 1999長田／國貞作品目録139-06

あかざわやますもうのづ 2016JUM棚014-19-01

いわふじ 1999長田／國貞作品目録010-11

おおのくろべい 1999長田／國貞作品目録012-02

おくじょちゅうなるみ　ろうにんまたごろう2016JUM棚014-19-17

かんしょうじょう　わしづかへいま　むめおうまる2016JUM棚014-19-18

げいしゃこはる 2016JUM棚014-19-16

ささのごんざ 1999長田／國貞作品目録012-05

しらつかしげうえもん 1999長田／國貞作品目録011-11

しんぞうかつらぎ　ささきかつらのすけ2016JUM棚014-18-11

せがわきくのじょう 2016JUM棚014-19-12



ていじょちゅうなるみ 1999長田／國貞作品目録011-13

とみおかやそうろく 1999長田／國貞作品目録011-14

ともふさのかめ 1999長田／國貞作品目録011-09

ふくおかみつぎ　あぶらやおこん　2016JUM棚014-18-12

まつばやうちよそおい　いやたまやうちしらたま2016JUM棚014-19-15

みくにこじょろうきつね　でむらしんべい2016JUM棚014-18-15

みくにやこじょろう 1999長田／國貞作品目録012-03

みたの… 1999長田／國貞作品目録011-16

やつこやかんぺい 1999長田／國貞作品目録013-06

やどなしだんしち　しなのやおはん　おびやちょううえもん2016JUM棚014-19-20

やまとやにょうぼう 2016JUM棚014-19-13

よしつね 1999長田／國貞作品目録013-07

無外題 2006JUM2-xx文様史y

無外題 2016JUM棚014-19-21

無内題 1996静嘉堂／國貞046/41

無内題 1999長田／國貞作品目録139-07

無内題 1999長田／國貞作品目録140-11

無内題 2016JUM棚014-18-13

無内題 2016JUM棚014-19-14

無内題 2016JUM棚014-19-25

1999長田／國貞作品目録170-13

無内題 1999長田／國貞作品目録083-03

いざよいおゐさ　そがのやさぶろう2016JUM棚014-19-27

かむらうたざえもん　しゅんどうじろうざえもん　しゅんどうじろうべい2016SCHAAP: Kunisada058 （雁註）改名、文化12.09

そうた　せいげんびく 2016JUM棚014-19-32

とももりのきじょ... 2016JUM棚014-19-33

とももりのそくじょたまむしひめ　おんなろくぶあすか　うたひめたゆう2014太田記念美術館／国貞073

やまがたやぎへい 2016JUM棚014-19-30

1999長田／國貞作品目録171-11

かがみいわはまのすけ 1999長田／國貞作品目録199-03

そのべのさえもん　だんくろう　うすゆきひめ　やっこつまへい2016JUM棚014-19-34

無内題 2006JUM3-xx文様史3.3

無内題 2006JUM3-xx文様史9.5

あしかがみつうじ 1999長田／國貞作品目録082-11

… 2000G.DHaag/Theear098/138

…かげきよ 1999長田／國貞作品目録092-03

ごろうときむね 1999長田／國貞作品目録092-04

ねこまちゅうじょう 1999長田／國貞作品目録092-08

まつもとこうしろう 2016SCHAAP: Kunisada046

… 1999長田／國貞作品目録029-05

… 2000平木／役者夏の富士21



... 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷071

あかつたやうちつたのすけ 2016JUM棚014-20-10

あぶらやおこん　ふくおかみつぎ2016JUM棚014-20-12.13

いわいくめさぶろう　いちかわだんじゅうろう　ばんどうみつごろう2016JUM棚014-20-16

おおさかかどのしばい 2016JUM棚014-20-19

おおぼしゆらのすけ　 2016JUM棚014-20-20

おまつ　そうげん實ハふじたみずうえもん2016JUM棚014-20-15

かじわらへいじかげたか 1999長田／國貞作品目録031-04

かなわごろういまくに 1999長田／國貞作品目録027-01

くずのはひめ 1999長田／國貞作品目録029-03

こじょろう 1999長田／國貞作品目録027-08

こはる 1999長田／國貞作品目録027-07

ごろうまた 1999長田／國貞作品目録204-07

じつうえもんにょうぼうなぎさ1999長田／國貞作品目録028-01

しろあや 1999長田／國貞作品目録027-04

たかはしさくじゅうろう　やざわもんど2016JUM棚014-20-22

たまやさんざぶろううちあさづま　いなりもうでのづ2016JUM棚014-20-23

つき 2016JUM棚014-20-03

なごやさんざ　かつらぎ　ふわばんざえもん2016JUM棚014-20-14

ぬれがみのちょうごろう　はなれごまのちょうきち2016JUM棚014-20-18

のわきひめゆうこん... 2016JUM棚014-20-11

ひなどり 2016JUM棚014-20-09

へいぢかげたか　かじわらげんたかげすえ　こしもとちどり2016JUM棚014-20-17

むかでのおひゃく　かかりのきち　おかん　よじろうべい　たいこもちひゃくすけ2016JUM棚014-20-21

ゆき 2016JUM棚014-20-02

しおやきせいぞう 1999長田／國貞作品目録064-12

… 1999長田／國貞作品目録089-13

…［関三十郎］／…［尾上菊五郎］／小きん［瀬川菊之丞］2006FitzM00

才三実ハ伊津伏八（市川團十郎） 2016JUM目録

喜藏院（松本幸四郎）小僧鉄（市川高麗藏） 2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

佐つ満源吾兵衛（中村芝翫） 2016JUM目録

菊野屋の小万（瀬川菊之丞） 2016JUM目録

春藤次郎右衛門（坂東三津五郎） 2016JUM目録

2016JUM目録

あらごろうもへいにょうぼうおさん1999長田／國貞作品目録086-07

あんとくてんのう　すけのつぼね　 さがみごろう2016JUM棚014-21-04

いがじゅたろう 1999長田／國貞作品目録086-03

いがじゅたろう　たつよ...　げんじつな2016JUM棚014-21-27



いこまちょうきち 1999長田／國貞作品目録084-10

いしやごんべい 2016JUM棚014-21-06

いちかわ 2016JUM棚014-16-05

いとやむすめおいと 1999長田／國貞作品目録088-10

いなかむすめ 1999長田／國貞作品目録083-10

いわいまつのすけ 1999長田／國貞作品目録083-08

えどげい　ほっこくよそいき　いなかむすめ2016JUM棚014-21-02 江戸芸　北国他所行　　○舎娘

えどげい、ほっこくよそゆき、いなかむすめ1996静嘉堂／國貞079/55

おおぼしゆらのすけ　てらおかへいうえもん　おかる2016JUM棚014-21-14

おかん　ひぜんほうし　ほっけちょうごろう2016JUM棚014-21-20

おすぎ　でんきち　おしち 2016JUM棚014-21-26

おのえばいこう 2016JUM棚014-16-04

きぬがわいうえもん 2016JUM棚014-21-13

きりゅういん… 1982JUM

...くすりうりまるた　おしづ　こしかわのりょうすけ2016JUM棚014-21-22

くろふねちゅううえもん　つんぼうくろうだゆう　こしもとたきかわ2016JUM棚014-21-08

けいせいあえまき 1999長田／國貞作品目録084-04

こまものやよしち　おいわいもうとおそで　かみやにうえもん2016JUM棚014-21-21

ごろうときむね 2016JUM棚014-21-10

さえもんすけつね　おおいそのとら　ごろうときむね　じゅうろうすけなり2016JUM棚014-21-18

さのやじろうざえもん 2006JUM3-17文様史3.1

さのやじろうざえもん 2016JUM棚014-21-05

せがわろこう 2016JUM棚014-16-06

せんざい 1999長田／國貞作品目録088-09

そごじゅうろうすけなり　そがごろうときむね2016JUM棚014-21-12

だいきょうじもへい 2016JUM棚014-21-11

たかいちぶうえもん　… 1982JUM

たきかわ　おまん　わかとうごろはち2016JUM棚014-21-19

つぼねいわふじ　ちゅうろうをのうえ　めしつかいおはつ2016JUM棚014-21-17

てらにしかんしん　やりのごんざ2016JUM棚014-21-09

てんじくとくべい 1999長田／國貞作品目録084-13

なかいつきさよのおくに 1999長田／國貞作品目録087-09

なかむらしかん 1999長田／國貞作品目録089-12

…のまえ 1999長田／國貞作品目録083-11

はなれごまのしろうべい　げいしゃてるきち　やわたやよじべい2016JUM棚014-21-25

ひきよりかず 1999長田／國貞作品目録086-04

ふげんぼさつのけしん　だるまのけしん　もんじゅのけしん2016JUM棚014-21-23

ふわばんざえもん 1999長田／國貞作品目録085-11

まいづるやでんぞう 2006JUM2-xx文様史y

まいづるやでんぞう　しんぞうあさがお　けいせいなぎのは　しんぞうかえで2016JUM棚014-21-24

みうらやたかお 1999長田／國貞作品目録085-01



もちづきさえもん 1999長田／國貞作品目録086-02

もりつぐ　くれたけ　よしずみ 2016JUM棚014-21-31

やっこそですけ 2016JUM棚014-21-16

よふねのば　きょうせい　つなごろう　かただのこすずめ2016JUM棚014-21-15

れいやくうりごろうた 1999長田／國貞作品目録088-12

やおやおしち 1999長田／國貞作品目録083-06

…くきまんじやうちくもい 1999長田／國貞作品目録174-11

てらにしかんしん　ばんずいちょうべい2016JUM棚014-22-04

無内題 1998Krasnodar028

無内題 2014太田記念美術館／国貞108

うしわかまる 2016JUM棚014-15-35

うめざわやこごろう 1999長田／國貞作品目録097-04

おうみことうた 1999長田／國貞作品目録097-07

しのぶ　しがだいしち　みやぎの2016JUM棚014-22-06

しょうぐんたろうよしかど 2016JUM棚014-22-07

しんぞうふなはし 1999長田／國貞作品目録095-11

なんばじろう… 1999長田／國貞作品目録097-06

のとのかみのりつね　とくこのぼうりょう　じゅんれいじろさく　しげただ2016JUM棚014-22-01

もんどのすけ… 1999長田／國貞作品目録096-04

やまうば 1999長田／國貞作品目録096-05

ゆらひょうごのすけ 1999長田／國貞作品目録097-08

無内題 2006JUM2-44文様史7.1

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM2-xx文様史y

無内題 2006JUM2-xx文様史y

まさきよおくがた　ごとうまさべいさだつぐ2016JUM棚014-22-03

いながわまさのすけ 1999長田／國貞作品目録200-07

くらやたうちよよぎぬ 1999長田／國貞作品目録185-11

しらぬいだくうえもん 1999長田／國貞作品目録200-06

しらぬいだくうえもん 1999長田／國貞作品目録200-10

はぶやかさね 2016JUM棚014-23-02

ひだりじんごろう 2016JUM棚014-23-01

無内題 1982JUM和傘調査1994/083雪中蛇の目傘

無内題 1999長田／國貞作品目録185-10

無内題 1999長田／國貞作品目録200-03

無内題 2006JUM2-00文様史4.1

無内題 2016JUM棚014-23-03

いよいよつき 2016JUM棚014-23-05

かんしょうじょう　かくじゅ　はんがんだいてるくに2016JUM棚014-23-07

まつおうまる 2016JUM棚014-23-06

よりかね　きぬがわたにぞう 2016JUM棚014-23-08



いまいのしろう 2016JUM棚014-12-48

しらいごんぱち 2016JUM棚014-12-50

...のしゅくのじょろういばらき 2016JUM棚014-12-57

ほんじょうすけはち 2016JUM棚014-12-51

みたのいさみつなごろう 2016JUM棚014-12-55

みたのいさみつなごろう　... 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷067

やまむば　かいどうまる　やまがた2016JUM棚014-23-04

1929飯塚／歌舞伎細見0083

にきだんじょう　いかずちつるのすけ　つぼねまさおか2016SCHAAP: Kunisada071

2016JUM目録

2016JUM目録

帯屋長右衛門（市川海老藏） 2016JUM目録

ちょううえもん　… 1982JUM

6 1999長田／國貞作品目録147-03

無内題 1999長田／國貞作品目録147-04

… 1999長田／國貞作品目録024-01

おびやちょううえもん 1999長田／國貞作品目録023-12

かしく 1999長田／國貞作品目録203-10

くろいわ 1999長田／國貞作品目録198-13

みかづきおせん 1999長田／國貞作品目録017-02

みつうじ 1999長田／國貞作品目録016-12

無内題 2006JUM3-xx文様史2.3

あだちがはらのばば 1999長田／國貞作品目録070-17

あらしきちさぶろう 1999長田／國貞作品目録070-02

いちかわだんじゅうろう 1999長田／國貞作品目録070-03

いちむらうざうえもん 1999長田／國貞作品目録071-08

かさね 1999長田／國貞作品目録067-02

…　げいしゃこいと 1999長田／國貞作品目録070-18

こんがらぼう 1999長田／國貞作品目録070-15

しのぶ 1999長田／國貞作品目録071-10

すけつけ 1999長田／國貞作品目録071-09

たじまやおなつ 1999長田／國貞作品目録071-05

とうけんごんべい 1999長田／國貞作品目録068-04

とがしさえもん 1999長田／國貞作品目録072-04

ほうかしさんぞう 1999長田／國貞作品目録071-04

やっこだんぺい 1999長田／國貞作品目録067-13

よしだまつわか 1999長田／國貞作品目録069-11

1 1999長田／國貞作品目録073-12

10 2003日本広告（そば）6

10 2007JUM3-2005二川048

だいくろくさぶろう 1999長田／國貞作品目録203-09



かんなづきはつゆきのそうか1996静嘉堂／國貞012/25

いわふじ 1999長田／國貞作品目録075-02

にき… 1999長田／國貞作品目録075-12

ゆかんばかいはちろうべい 1999長田／國貞作品目録075-10

… 1999長田／國貞作品目録021-08

1999長田／國貞作品目録022-02

あくげんたよしひら 1999長田／國貞作品目録021-13

うめおうまる 1999長田／國貞作品目録023-01

おうみのこふじ 1999長田／國貞作品目録023-02

おびやちょううえもん 1999長田／國貞作品目録022-10

とがしのさえもん 1999長田／國貞作品目録022-15

ひげのいきゅう 1999長田／國貞作品目録021-10

ふなはし 1999長田／國貞作品目録021-09

みくにこじょろう 1999長田／國貞作品目録022-16

無内題 1999長田／國貞作品目録021-11

無内題 1999長田／國貞作品目録022-01

… 1999長田／國貞作品目録079-04

… 2006TINIOS16a-1.2.3

いわいはんしろう 1999長田／國貞作品目録077-11

おおあしはらしろうまさひら 1999長田／國貞作品目録080-09

おのえまつすけ 1999長田／國貞作品目録079-08

さのじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録079-07

せいはく 1999長田／國貞作品目録076-05

ちくない 1999長田／國貞作品目録082-04

つぼねまさおか 1999長田／國貞作品目録080-06

みうらひたちのすけ 1999長田／國貞作品目録081-09

みなもとのよしつね 1999長田／國貞作品目録076-03

わかとうはちない 1999長田／國貞作品目録081-03

無内題 1999長田／國貞作品目録079-11

無内題 1998LINHART拳の文化史42/178

無内題 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷055

さのじろうざえもん　けいせいやつはし　ふなばしじろうざえもん2014太田記念美術館／国貞072

とうふやおまめ　... 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷066

2009BRUTUS61（3）

2014太田記念美術館／国貞014

2002長田／國芳作品目録169-18

よろづよ... 2013JUM4-050

1999長田／國貞作品目録127-08

1999長田／國貞作品目録128-02

1999長田／國貞作品目録128-06

1999長田／國貞作品目録128-12



1999長田／國貞作品目録129-02

1999長田／國貞作品目録129-03

1999長田／國貞作品目録129-10

1999長田／國貞作品目録129-12

1999長田／國貞作品目録130-07

1999長田／國貞作品目録130-10

1999長田／國貞作品目録130-12

1999長田／國貞作品目録130-16

1999長田／國貞作品目録130-17

1999長田／國貞作品目録131-02

1999長田／國貞作品目録131-06

1999長田／國貞作品目録131-07

1999長田／國貞作品目録131-10

1999長田／國貞作品目録131-18

1999長田／國貞作品目録132-03

1999長田／國貞作品目録132-12

1999長田／國貞作品目録133-06

1999長田／國貞作品目録133-09

1999長田／國貞作品目録133-11

1999長田／國貞作品目録133-12

2012松田／英泉錦絵総目録877

あさひなもへい 2016JUM棚014-12-73

あづまのよしろう 2016JUM棚014-12-81

いきゅう 1999長田／國貞作品目録125-05

いちかわだんじゅろう 1999長田／國貞作品目録127-06

いわいとじゃく 2016JUM棚014-12-10

おいし 1999長田／國貞作品目録126-10

おおつしばやまちこひなのおちよ2016JUM棚014-12-04

かごのじんべい 1999長田／國貞作品目録124-08

かさねぼうれい 1999長田／國貞作品目録131-08

かじわらへいじ 2016JUM棚014-12-39

かむらうたうえもん　しゅんどうじろううえもん2016JUM棚014-19-26

さいごくじゅんれいじつはかげきよ2016JUM棚014-12-52

さだとう 1999長田／國貞作品目録126-14

さのじろうざえもん 1999長田／國貞作品目録125-04

ちちぶじゅんれいじつはしげただ2016JUM棚014-12-53

つるぎさわだんじょう 1999長田／國貞作品目録131-17

どざえもんでんきち 1999長田／國貞作品目録129-11

にったうめじろう 1999長田／國貞作品目録132-10

ばんどうじゅんれいじつはみほの2016JUM棚014-12-54

ひこそうつまおます 1999長田／國貞作品目録132-14



またのかげひさ　かわづすけやす2003町田市立／大武者絵展A115

まつおう… 1999長田／國貞作品目録130-18

まつもとこうしろう 1999長田／國貞作品目録127-19

ゆきひめ 1999長田／國貞作品目録125-09

…ようえもん 1999長田／國貞作品目録132-01

無内題 1999長田／國貞作品目録130-03

無内題 1999長田／國貞作品目録132-09

無内題 1999長田／國貞作品目録133-03

無内題 1999長田／國貞作品目録133-05

無内題 1999長田／國貞作品目録133-14

無内題 2016JUM棚014-12-30

無内題 2016JUM棚014-12-47

きのしたがわようえもん 2016JUM棚014-17-45

かたなやはんしち 2016JUM棚014-17-36

げいしゃさんかつ 2016JUM棚014-17-37

（三味線箱、提灯）（按摩、影絵） 2016JUM棚014-12-86

くずのは 2016JUM棚014-17-52

やかんぺい　よかんぺい 2016JUM棚014-17-53

2016JUM棚014-17-24

2016JUM棚014-17-25

きぬがわようえもん 2016JUM棚014-17-49

（美人、後方に佃島、富士？） 2016JUM棚014-15-08

ようえもんにょうぼうかさね 2016JUM棚014-17-48

...かわようえもん 2016JUM棚014-17-46

とうふやさぶ 2016JUM棚014-17-47

たばこやげんしち 2016JUM棚014-17-40

はにゅうやすけしろう 2016JUM棚014-17-42

やえぎり 2016JUM棚014-17-41

あわしまぎへい 2016JUM棚014-17-38

はんときくろべい 2016JUM棚014-17-39

2016JUM棚014-16-23

無内題 2006JUM3-xx文様史7.1

2016JUM棚014-16-43

むすめおみつ 2016JUM棚014-17-28

さくらまる 2016JUM棚014-16-31

まつおうまる 2016JUM棚014-16-29

むめおうまる 2016JUM棚014-16-30

せいげんに　そうた　まつわカ2014太田記念美術館／国貞068

あくげんたよしひら 2016JUM棚014-17-35

いわきさぶろうだゆうひろつな2016JUM棚014-17-33

くもいのまえ 2016JUM棚014-17-34



あべのやすな 2016JUM棚014-17-54

2016JUM棚014-14-41

2016JUM棚014-14-42

2016JUM棚014-14-43

かこがわほんぞう　さぎさかばんない2016JUM棚014-14-24

こうのもろなお 2016JUM棚014-14-23

はやのかんぺい 2016JUM棚014-14-25

かこがわほんぞう 2016JUM棚014-16-18

こうのもろなお 2016JUM棚014-16-16

ゑんやはんがん 2016JUM棚014-16-17

おのさだくろう 2016JUM棚014-17-29

かくべいむすめおりん 2016JUM棚014-17-30

しらびょうしれんり 2016JUM棚014-17-32

とうふやさぶ 2016JUM棚014-17-51

にょうぼうおまつ 2016JUM棚014-16-14

（藝者、黄色の着物）（光が当たる、明） 2016JUM棚014-12-88

よしのや次兵衛（中村歌右衛門） 2016JUM棚014-17-26

いわいくめさぶろう　... 2016JUM棚014-13-08

せきさんじゅうろう　いわいはんしろう　たもん改せがわきくのじょう2016JUM棚014-13-09

まつもとよねさぶろう　さわむらしろうごろう　...2016JUM棚014-13-10

おだはるなが 2016JUM棚014-17-12

ばんずいいんちょうべい 2016JUM棚014-17-13

うきしまちょうしき 2016JUM棚014-17-27

ようえもんにょうぼうかさね 2016JUM棚014-17-50

いっすんとくべい 2016JUM棚014-13-13

だんしちくろべい 2016JUM棚014-13-12

だんしちにょうぼうおかぢ 2016JUM棚014-13-11

おそで 1999長田／國貞作品目録024-07

おおぼしゆらのすけ 1999長田／國貞作品目録017-01

ふどう　せゐたか　こんがら 2014太田記念美術館／国貞029

おうぎやうちはなおうぎ　たまやうちはなむらさき　まつばやうちよそおい2014太田記念美術館／国貞155（渡邉）初版は全盛見立三福神。



18 説明 22 法量 29 備考

　この國貞は梅蝶樓と称した二代目である。やはり初代と比べて多少、画量が落ちるが、相当の実力を持っていたことが分かる。源氏物語は平安時代中期（1000頃）紫式部が宮廷を舞台とした書いた歴史絵巻とも称すべき長編小説である。親子、男女の確執を宿世（すくせ）として描き、御仏の慈悲で救われることを説いている。従って五十余帖（54）も、しっかり数えてみると、実は53帖であることが分かる。53の名数は、仏典によると釈迦が悟りを開くため訪れた訪問地の数である。37.0×25.5

　「花ノ二階之圖」とある。遊女屋は二階へと案内するのである。しかも遊女屋だけに許された二階建ての造りである。待合なども二階と相場が決まっている。新撰組に襲われた京都の勤王の士も、二階から屋根伝いに逃げ延びたという。

（新藤）森田座は顔見せ出来ず、出版されなかった。

（新藤）中村座、そして市村座樂屋



36.2*25.0×3

190*309

190*309

190*309

［兩國の夜景］風来山人（平賀源内）（1729-79）は「武藏　下総の国境　諸國の人家を空にする群衆　ごみ空に満ち　ほこりは世界の雲の発生源か　また橋という字は木偏に「喬」（たかい）天に懸ける橋　橋を渡る意味とは」（「兩國橋の尽し」）と問うている。國貞の生家は、五渡亭号のように隅田川の渡し稼業で、橋が彼の終生のテ−マでした。

唐子を中心に拡大

見物の婦女が、小振りの青傘と洋傘



「すすき」の部分を拡大

丹波子コレクション13

指定の着物部分を拡大

人物の部分のみを拡大

［雪の結晶］冬の部屋着衣裳に、雪の結晶文が全面に彩られています。「甲子夜話」（1821起稿）の28種の雪華図と比較しても、同一の図像は数点のみです。國貞は「甲子夜話」（1821起稿）、「雪華図説」（1832）、「格致問答」などを見たとしても、独自の構図で、しかも日本の四季観を織り出しながら描いたと考えられます。

（雁註）山本嘉兵衛...

全図を収録（月、秋草などのデッサン力、全体構成を再現）



　子供の遊び用に大八車の玩具がある。母親や姉に連れられ、赤ちゃんが庭園で遊んでいる情景である。源氏見立になっているが、殿様の光源氏はいない。源氏絵風な艶やかな衣裳の意であろうか。夏物浴衣のファッション・ショウである。

（雁註）其姿紫の写繪・廿四

　江戸風に翻案している。左では、女性が洗い張りをしている。布を洗い、板に貼付けている。着物の柄など複雑な文様を細緻に彫りあげている。これは当時、一流の職人で当たり前であっても、現在では超一流の腕であることは疑いない。	　「彫工定」とあり、女性の細かい着物文様などを専門に彫ったのであろう。夕顔の和歌「よりてこそ　それかとも見め　たそかれに　ほのほの見ゆる　花の夕かほ」

　「彫工兼五郎」とある。金蒔絵の三宝に三つの盃、熨斗（のし）。机上に梅の盆栽。	　三歳になった姫君が、手を引かれて座敷の中央まで進む。屏風は松竹梅の目出度い祝儀もの。上流の大名屋敷などの風俗を描いたものである。一般の浮世絵師は、特別の許可がない限り、屋敷へ立ち入ることは出来なかった。

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」36.4*25.4×3

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」。「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」



帶の部分のみ拡大

（雁註）K-FINALで、文化14.06と判明。 大１　abc

大１a

赤マ−ク部分拡大

####################### 38.2x26x3

屏風の部分拡大

後方の裲襠の籠の部分拡大

全体を拡大（琴柱、斧、菊の各部）



190*309

190*309

190*309

衣裳の「田」字を拡大

黒衣裳の立涌部分を拡大



　屋形舟で、花火見物。涼みながらの酒宴。銚子の図柄も面白い。盃洗？に浮かべてあるのは、何だろうか。光源氏は、ギヤマンの酒器を手にしている。向こうに見える舟中では、賑やかな演奏が始まっている。　	　「シタ賣」は、版元が自主規制をして、表（おもて）に出して売らないという意味で、「シタの方に置いて売るように」と解されている。しかし、幕末になると、規制も緩やかになり、殆どの浮世絵が広く販売された。「彫巳の」は彫師の名人。

365*260

大１　abc

［鹿+鵜飼］実に華麗な衣裳です。川に流れる櫻菊あるいは牡丹花でしょうか。そこに四季の花尽くし、川の流れが見えています。

波尽しの感じ

重出　着物全体（花魁、禿）

青海波・鹿と紅葉・帶の更紗の組合せ-明瞭に拡大

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

人物の浴衣の部分（寄生木）を拡大



364*777

　「圖上にもれたる人物あまた御座候とも　ことごとく出尽しがごとく　追々後に發行に差出し可申候　…」「次第不問御用捨かき下候」

大野コレクション

［蝙蝠］

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

［虫尽し］

［虫尽し］動物の部重出

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

［玩具］華やかな玩具尽くし、正月の日ノ出、松飾り、羽子板、手毬など組合せの玩具尽くし。この歴史は貴族社会に始ると。「増鏡」に雪の降る折、当時、後深草院七、八歳の頃「見おほひ、てまり、へんつぎ　などやうの事ども」。また「正月羽子板、毬枝を祝儀の物とし給ひし」と。

［七夕飾り］

　五渡亭（ごとてい）は國貞の文政期（1820s）の作品である。後に香蝶樓（こうちょうろう）、そして三代目豊國を襲名する。若い頃だけに、力があり、國貞の 高峰の作品と言える。九尾の狐の裲襠（うちかけ）は、刺繍が着物からハミ出るほど豪華なものだ。やはり本図は「五渡亭の傑作である」というに躊躇しない。

　國貞（くにさだ）は豊國（とよくに）の高弟で、役者絵も美人絵も描ける優れた絵師である。特に五渡亭（ごとてい）落款は、隅田川の「五つの渡し」の株をもつ家柄を表わしている。三曲（さんきょく）、琴、尺八、三味線の演奏である。各々の職業を表わし、着物も実に繊細、巧緻なデザインだ。

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

この画面、九尾狐、孔雀と同一面、特に注意

　三人娘が三味線の音色に合わせ、太鼓、鼓を演奏する。扇面に歌詞でも書かれているのだろう。しかし小さい字で読めない。画面の構図は真中に立ち姿の美人、左右は座った美人である。藝者（げいしゃ）さんの合同演奏会の御さらいである。

　季節感のある素晴らしい浮世絵である。料亭から、藝者が桟橋に出て、舟を待つ光景である。漁師が四つ手網で白魚を取っている。白魚は藝者さんの繊細な指を暗示しているのかも知れない。座敷の藝者さんとは違った趣の美人画だ。きっと佃嶌の有名な会席料理なのであろう。海の湿った汐風が吹いてきた。



［田の記録］本図は典型的な「田」の記録です。「三囲の雪」は、「三囲神社」に取材した江戸の雪景色です。俳人其角（1661-1707）の雨乞に「夕立や　田を見めぐりの　神ならば」と。

［雲］本図は「雲」間に姿を見せる龍神です。この図に近い元末明初（1368、明建国）の堆朱（ついしゅ）香盆図は全身立姿（渡邊素舟「東洋図案文化史」）で紹介されています。國貞の雲の作画は、御覧のように「寶尽し」「青海波」「南蛮文様」と艶やかです。また別の図では、反対に線描で雲龍を描いて、雲を擬人化しています。

［波　亀］人物像全体拡大（波・龜・更紗の複合）

［宝尽し］「尽くし」とは、配置の秩序を示さず、その代りに部分が全体と同じ特徴をもつこと。と尼ヶ崎彬氏は説明しています。しかし、曼荼羅は切断すると機能を失うと。

［松の大木］

　「日月星」（じつげつせい）は、本来、日月（じつげつ）であったが、星（ほし）を加えて、三つの名数にした。本図は月（つき）の夕涼みの座敷の情景である。台のものを囲み、月見の宴をしている。障子の影絵が面白い効果を醸（かも）し出している。

190*309

190*309

190*309

（雁註）色彩、鮮やか、初版か

裾の絵馬の部分拡大

190*309



190*309

190*309

大１　a

####################### 39.4x26.3

藤鉄弾きかがり黒の蛇の目傘	

藤鉄弾きカガリ黒の蛇の目傘024	

　これは吉原妓楼の吹き抜け図の 高作品。実に細かく内部の様子が描かれている。右上は、二階の雪隠（せっちん）である。これは小だけ。	　一体、何人の人物が描かれているのだろう。一人、二人、三人...花魁、新造（しんぞう）、禿、男衆だけではなく、客も様々な人々がいる。坊さんらしき人もいる。役者もいる。酔っぱらって管（くだ）を巻く男、女も描かれている。これは後版で、右から二番目の上の方の男女の図は、削られている。月波樓とあるから...何処の妓楼だろう。これが分かれば、江戸通ウだ。（SG)37.3x25.2x3

####################### 37.3x25.2x3

大１　abcde

（新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例

（新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例



（新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例

［鯉］本図は南蛮更紗、特に「柘榴」（ざくろ）文様、黒地衣裳に、巨大な紫色の「鯉」、波、水草が華麗に画かれています。「龍」が化生（げしょう）した鯉の姿（鳳凰の首、鱗も共に36枚）です。鯉の文様は、エジプト、アッシリアにもあります。中国でも、周代（前2004-256）の青銅器に、鯉幟（こいのぼり）があり、瀧登りをイメ−ジしています。

（新藤）本藍を使っているが、藍摺の早い例

姫さま行列差し掛け朱傘など

190*309

190*309

190*309

　月明かりの座敷の中、姫君が殿様に秋の草花を差し出している。簾（すだれ）状の障子に、女性の影が映し出されている。月明かりから、季節は晩夏から初秋であろうか。明け放れた障子の解放感が清々しい。

33　五渡亭國貞画　1838　大3　東海道五十三驛の内　久　岡嵜八橋村　十六夜［坂東玉三郎］…



（雁註）...棚に植木鉢。

［田の字］本図は公家社会の遊戯「貝合わせ」の絵姿です。各地の風物が描かれています。公家の庭園、寝殿造の庭園、船上の琵琶行。さらに衣裳全面に「源氏香」（げんじこう）の組香、紅葉、銀杏（いちょう）葉、杜若（かきつばた）の図などが散らし描きになっています。

子供の衣裳「竹とふくら雀」の部分拡大

　振袖姿の二侍女が先箱、槍鉾、差し掛け傘など。駕籠の横扉は開けてある。初夏であろうか。子供の侍女が箱を前に抱えて歩いている。	　この絵も構図的に、遠景、中景、近景は、別々の角度、距離、視点で描かれている。それらを同一の画面に組み入れている技法は、浮世絵特有のものである。

［花尽し］

［世き琴菊+花尽し］1）慶長、寛永より元禄、寶永期（1596-1710）、謎を画いて衣裳、看板を。鎖国、幕藩体制成立期の政治社会、経済体制の混濁の世相　2）文化文政期（1804-1829）には、開国、幕藩体制の基本的構造の矛盾が一挙に爆発。一揆、都市打毀し、大飢饉、天災地変、言論弾圧と。とりわけ戯作者（げさくしゃ）、人情本、洒落本などの作者への弾圧が激烈を極めました。武士出身者が多く、死刑、断筆、自殺者が出ました。

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

　仲の町夜さくらの道中である。艶やかな衣裳の裲襠（うちかけ）をまとった花魁（おいらん）が新造、禿を連れて道中である。現代的に云えば、パレ−ド、またカ−ニヴァルである。桜の華やかさを演出するため、空は真っ黒に潰してある。



372*782

　張り紙に「進上　ひゐき連　一　幕　壹張　一劔菱　壹駄　一鰹節　壹連　尾上松助丈」とあり、松助の人気のほどが偲ばれる。「下の羽目板に　此類追々見…可申候　図上にもれたる役を後編に差出入御覧…」実際に大當りをとった時のものであろう。歌舞妓年代記を詳細に調査すれば、判明するが…。「當り振舞」と書かれているが、一般的には劇場用語でなく「大判振舞」と称している。「大入」は文字通りの意で、大臣柱や仕切塲前に「大入札」を掲げた。（2000服部+冨田+末廣／新訂増補・歌舞妓事典、平凡社）

拡大（小さい糸巻きのため）



大１　a

鯛、千両箱

　花魁が肌脱ぎをして、髪結いをして貰っている。床の間の軸は、松茸（まつたけ）である。これは同じであるが、煙管（きせる）が花魁に差出されている。客のように見えるが男と女は、花魁の用達で、女性の化粧品*など小間物を売りにきたものである。描かれている小間物が、小さくて分らないが、化粧品など女性の必要とする日常品の註文を取っているようだ。

　樂屋の内部、しかも「あたり（大判）振舞」の情景である。張り紙がある。「狂言古今稀なる大入大繁昌に付■■大當■■仕…」「一二階へ女中方繁無用　月日　頭取」。「一雄齋」落款の下に「あたりふるまひのガクヤ　あらましを入御覧候　此圖上に　もれたる役名ハ　追々後扁に■出し　御目にかけて申候」。このふき屋町の芝居小屋も、天保12-13（1841-42）年に掛けて、淺草聖天町に移転させられた。そこを猿若町（さるわかまち）と呼び明治初年まで繁栄した（2000服部+冨田+廣末／新訂増補・歌舞妓事典）。

386*264（各）



葵と甲の組合せに注意、拡大

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

大１　a

帶の部分（扇…帶末の蘭字）拡大　

　「先…繪出板不仕候ニ付當顔見勢狂言の…駄樂屋之圖奉入御…又中村座市村座ハ春狂言…丈にて出板仕候間…御評判…奉願上候」

全体の画面（雷雨の状況と蚊帳を吊る風俗）拡大

25



［両国夕涼み　薄に虫］全体

部分拡大

蜘蛛の巣、虫籠の拡大

［蜘蛛の巣］國貞の作画に4枚、かなり詳細な構造です。蜘蛛の巣には、人知を凌ぐ、空中に絶妙なイエを架ける異境認識があります。イギリス科学雑誌「ネ−チャ−」に「クモの糸は形状記憶ザイル」との報道がありました（2006.04.12朝日新聞）。切れにくく、捻じれ難い構造は、現代でも解明できませんでした。「枕草子」130段の夜来の雨あがりの朝の「かいたる蜘蛛の巣の　白き玉を貫きたるやう　いみじく　あはれにをかしけれ」。

大１　a

大１　a

150

大１　a



雪中屋台蕎麦屋の蛇の目番傘の美人

雪中屋台蕎麦屋の蛇の目番傘の美人

500

大１　abc

（雁註）此所早替り（くずのは狐）。

（雁註）「當時京都四条南側の芝居」。

［孔雀+祇園守］推古6（598）年4月「二隻の鵲（かささぎ）」、7月「駱駝、驢・羊・白雉」、8月「新羅一隻孔雀」と。鏡背文（正倉院藏）に孔雀の文様があります。平安中期「宇津保物語」（983頃）に鳥の舞として「右近の帳より　くざくを出す　とりも折かへて舞ふ」。「くざく」は孔雀か。併行して孔雀明王を本尊とする呪術−雨乞い、除災の法は、鬼神一言主神を駆逐して、山を人間世界に…。諸の疫疾を癒す僧の姿− 高権威者として道鏡が見え隠れします。

藤鉄弾きかがり黒の蛇の目傘	



雨中半ば閉じの蜘蛛黒蛇の目傘と番傘

追洲流しと糸まき、赤マ−クの中の小さなマ−クを。手にもつ糸まきも拡大、糸まきは天帝の記号→キリスト教のシンボルとして。

（雁註）茶壷が見えている。

［近江八景］「たちばなひめ」の衣被（きぬかずき）姿。この文様は堅田浮御堂を主とした琵琶湖の代表的景観です。「満月略記」では、比叡山恵心僧都つまり源信（942-1017）の創建。湖の魚鳥の冥福、衆生済度の千体佛を刻んで千佛堂を建立しました。度々、兵火に遭遇しました。



			



［蝶々］鎌倉初期、工藤祐經により殺害された父の仇討を長男曾我十郎祐泰・弟五郎時致が、富士狩場で果し、捕えられて非業の死を（1135）。母方での貧困15年の陰忍の記録が「曾我物語」に書かれています。本図は、いわゆるソウル・アニマルの「蝶」が、その死への悼みを表現しています。

［羽子板］黒地の衣裳に、十四枚の羽子板。更に肩胸あたりに羽根が。役者絵や花笠の女子など。女子の遊びの道具です。山東京傳の「骨董集」（1813）では370年前よりと。また羽子板を「胡鬼板（こぎいた）」と。その意味は、幼児が蚊にくわれないための呪ごと。そこには秋の初めの蜻蛉が蚊を取り喰う。木蓮子の黒い種子（羽根）の玉を羽根につけ、板で突き揚げると。蜻蛉返りによく似て蚊を恐れさせた。胡鬼板とは、「子木板」と。

（雁註）二花魁の帯に外人。英泉の大3、玉屋内花紫、本津江、大井から暗示を受けたか。英泉の花魁の一人、帯に外人。

全体に拡大　雲と更紗・とりわけ上着の中央部の文字？の紺地の部分を大きく拡大

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





詞書あり。

影絵だけ拡大

影絵だけ拡大

190*309

190*309

190*309

詞書あり。

詞書あり。



（雁註）芝翫が歌右衛門（再）を襲名した年月は、文政2.11（1819）。改名の浮世絵は殆ど、年月が判明する。

（雁註）楊枝を銜えている。帯を解く。舩饅頭と呼ばれていた。大１　a 　x　2



（雁註）油市は誤記？



　この三枚続「文月　西陣の星祭」は当時の風俗、習慣が分かり楽しい。右の画面では、母親が上の方に手を上げてホオズキを持っている。赤子がホオズキを欲しがって、しがみつく。中の画面では、短冊を吊るす娘、もう一人の女性はホオズキの種を出している。左の画面では、母親が機織り、赤子が何か話しかけている。娘さんが、スイカを山盛りのお皿に持ってきた。



（雁註）粂三郎が半四郎に改名した年月、

［福　壽］ここには1）福壽文字散らし　2）松竹梅の写実的な文様　3）卍十の抽象的な文様　4）柘榴と蔓文様と多様です。1）2）の福字は神に捧げる酒樽。壽は長く連なる意。松竹梅は松に齢を。竹に高く清く、梅に清らかな香り。つまり3者を併せて「歳寒の三友」とし、また中国の竹林七賢人に託した老荘思想。俗世を避けた竹林で自然を友に。山水を友とした東洋隠遁生活を求めました。3）4）の南蛮文化も文様の原典です。大地、天空を象徴し、柘榴は旧約聖書にみる大地の究極の恵みの象徴です。國貞の深い思考の世界を改めて注目いたします。

（雁註）粂三郎が半四郎に改名した年月、

（雁註）粂三郎が半四郎に改名した年月、



（雁註）相良は相馬か？

（雁註）「大切鯉…大當り」。



（雁註）顔が若書きか

大１　a

大１　a

大１　ab

大１　ab

大１　a

（雁註）団十郎は二役？

（雁註）全く同一図、DSC06267、DSC06268 大１　a

（雁註）上部に、詞書あり。	 大１　a

大１　a

大１　ab

大１　ab



大１　ab

（雁註）弥玉、別の玉屋と区別した。いやたま？ 大１　a

大１　ab

大１　a

大１　a

インコ、團扇の図中の「蝙蝠と橋」の図も鮮明に拡大

大１　a

大１　a

（雁註）相摺り、改竄版か。 大１　a

大１　abc, a

大１　a

大１　ab

大１　abc x 2

大１　abc

大１　abc,ab

375*684



（雁註）桑原女之助（市川市十郎）玉屋の与次（澤村源之助）女房おらち（岩井紫若）。藍

（雁註）３枚の一枚 大１　a

大１　a

（雁註）番号が入っている。右から一、二、三。当時は全て右から。大１　abc

大１　ab

大１　a

大１　abc

大１　ab

大１　ab

大１　abc

大１　ab

大１　abc

大１　a

大１　abc

大１　abc

大１　a

大１　ab

大１　abc



大１　a

江戸芸　北国他所行　　○舎娘 大１　abc, c

大１　abc

大１　abc

大１　abc

大１　a

大１　abc

大１　ab

（雁註）屏風に張交　「大當三千両　大々叶」 大１　abc

（雁註）賛は、時致は分前髪や蝶のひけ　七代目三升。雨かせも　おつこて□ろや朝櫻　しうか。大１　ab

大１　abc

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

（雁註）賛は、雛立つや　さの屋の内も次郎左衛門。　客多き　しづが軒端に　さくらかな。舟はしも成田の邊よ　さくら時。大１　abc

大１　ab

大１a

大１　abc

（雁註）、尾上は岩藤のため、草履で打たれ、自害する。召仕（めしつかい）お初が敵を討つ。当時、実際にあったことで、お初は方々から御呼びが掛ったという。大１　abc

大１　ab

（雁註）「古今大當り…當時大坂道頓堀角の芝居にて相勤申候」。（大坂松代座）

大１　abc

大１　abc

背景ののれんの部分拡大［大…　大吉］読めるように

大１　abc



大１　abc

大１　abc

大１　abc

大１　abc

　三枚続の左であろうか。恐らく右に光源氏がいるのであろう。酌婦とおぼしき女性は左手に白銚子、口には楊枝を銜（くわ）えている。桜が満開になっているが、原画の上部は少し破損している。ロシア・グラバリ修復センタ−が丁寧に、欠損部分を補填している。37.0×25.0

大１　abc

（雁註）粂三郎が二役。 大１　abc

（雁註）徳子の方霊、「方」の字。方㚑で、「ぼうりょう」。㚑は「りょう」。大１　abc

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

部分拡大「かまわぬ」（子供の着物）

3枚とも（表紙候補）

（雁註）行事、伊金。文化11.09。 大１ ab

大１　a

大１　abc

［蜘蛛の巣］人物の裾の部分拡大

大１　a

大１　abc

大１　abc

（雁註）行事あるが、難読 大１　abc

大１　ab



詞書あり

三田のいさみ綱五郎（坂東三津五郎）瀬田の関助（関三十郎）鏡の宿の女郎いばら木（岩井半四郎） 。藍

（雁註）画面、端に破れ	 大１　abc

（雁註）「大和絵師歌川」とある。

　國貞は浮世絵の大家である。文政期（1820s）の五渡亭（ごとてい）、天保期（1830s）の香蝶樓（こうちょうろう）、そして弘化期（1840s）の三世豊國と浮世絵の大御所である。浮世絵の主要画題である美人と役者の両者とも膨大な量の作品を描いている。本図を見ても分るように、江戸の粋をそのまま伝えてくれる。雪の描写が圧巻である。夜鷹といわれ、身を鬻ぐ下層の女性を美しく描いている。降りしきる雪の中で、丼から暖い湯気が立ち上っている。傍らの犬も、「美味しそうだなア(ワン！)」と覗いている。

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



（雁註）元祖団十郎慶安四年相勤百九十年の壽

（雁註）横藏（片岡仁左衛門）慈悲藏（坂東重太郎）、　女房おたね（岩井粂三郎）。藍

とうふやおまめ（瀬川菊之丞）五郎時宗（中村芝翫）刃澤だん正（松本幸四郎）。藍

　國貞の超名品である。親ばかチャンリン、蕎麦屋の風鈴。本図で、実際に蕎麦屋が風鈴を下げたいたことが分かる。この風鈴の音を聞いて、夜鷹（よたか）が集まってくるのである。

　本図は三人の絵師の合作である。國芳が毘沙門天、國貞が弁在天、恵比寿ほか、...が布袋、大黒天など。船の側に亀、空には鶴が飛び回り、目出度い浮世絵になっている。よろづ代は　... 真風に　けさ福神のたから入船。	寶船は、七福神を描き、サンゴなどを積んでいるが、実はポルトガル、スペインの難破船をイメージしたものという。1543年以前、どの画証にも見当たらない。	



	

（雁註）役者の改名、年月が判明する。市川市藏（再）が鰕十郎に改名した年月は、文化12.09（1815）大１　a

（雁註）訥升は二役？



（岩井半四郎5）惣太（松本幸四郎5）松若（市



（雁註）芝翫が歌右衛門（再）を襲名した年月は、文政2.11（1819）。改名の浮世絵は殆ど、年月が判明する。

（雁註）多門が菊之丞を襲名した年月文化12.11（1806）

（雁註）多門が菊之丞を襲名した年月文化12.11（1806）

（雁註）右−國芳、中左−國貞。

（渡邉）初版は全盛見立三福神。



　「花ノ二階之圖」とある。遊女屋は二階へと案内するのである。しかも遊女屋だけに許された二階建ての造りである。待合なども二階と相場が決まっている。新撰組に襲われた京都の勤王の士も、二階から屋根伝いに逃げ延びたという。



［兩國の夜景］風来山人（平賀源内）（1729-79）は「武藏　下総の国境　諸國の人家を空にする群衆　ごみ空に満ち　ほこりは世界の雲の発生源か　また橋という字は木偏に「喬」（たかい）天に懸ける橋　橋を渡る意味とは」（「兩國橋の尽し」）と問うている。國貞の生家は、五渡亭号のように隅田川の渡し稼業で、橋が彼の終生のテ−マでした。



［雪の結晶］冬の部屋着衣裳に、雪の結晶文が全面に彩られています。「甲子夜話」（1821起稿）の28種の雪華図と比較しても、同一の図像は数点のみです。國貞は「甲子夜話」（1821起稿）、「雪華図説」（1832）、「格致問答」などを見たとしても、独自の構図で、しかも日本の四季観を織り出しながら描いたと考えられます。



　子供の遊び用に大八車の玩具がある。母親や姉に連れられ、赤ちゃんが庭園で遊んでいる情景である。源氏見立になっているが、殿様の光源氏はいない。源氏絵風な艶やかな衣裳の意であろうか。夏物浴衣のファッション・ショウである。

　江戸風に翻案している。左では、女性が洗い張りをしている。布を洗い、板に貼付けている。着物の柄など複雑な文様を細緻に彫りあげている。これは当時、一流の職人で当たり前であっても、現在では超一流の腕であることは疑いない。	　「彫工定」とあり、女性の細かい着物文様などを専門に彫ったのであろう。夕顔の和歌「よりてこそ　それかとも見め　たそかれに　ほのほの見ゆる　花の夕かほ」

　「彫工兼五郎」とある。金蒔絵の三宝に三つの盃、熨斗（のし）。机上に梅の盆栽。	　三歳になった姫君が、手を引かれて座敷の中央まで進む。屏風は松竹梅の目出度い祝儀もの。上流の大名屋敷などの風俗を描いたものである。一般の浮世絵師は、特別の許可がない限り、屋敷へ立ち入ることは出来なかった。

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」。「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」







　屋形舟で、花火見物。涼みながらの酒宴。銚子の図柄も面白い。盃洗？に浮かべてあるのは、何だろうか。光源氏は、ギヤマンの酒器を手にしている。向こうに見える舟中では、賑やかな演奏が始まっている。　	　「シタ賣」は、版元が自主規制をして、表（おもて）に出して売らないという意味で、「シタの方に置いて売るように」と解されている。しかし、幕末になると、規制も緩やかになり、殆どの浮世絵が広く販売された。「彫巳の」は彫師の名人。

［鹿+鵜飼］実に華麗な衣裳です。川に流れる櫻菊あるいは牡丹花でしょうか。そこに四季の花尽くし、川の流れが見えています。



　「圖上にもれたる人物あまた御座候とも　ことごとく出尽しがごとく　追々後に發行に差出し可申候　…」「次第不問御用捨かき下候」

［玩具］華やかな玩具尽くし、正月の日ノ出、松飾り、羽子板、手毬など組合せの玩具尽くし。この歴史は貴族社会に始ると。「増鏡」に雪の降る折、当時、後深草院七、八歳の頃「見おほひ、てまり、へんつぎ　などやうの事ども」。また「正月羽子板、毬枝を祝儀の物とし給ひし」と。

　五渡亭（ごとてい）は國貞の文政期（1820s）の作品である。後に香蝶樓（こうちょうろう）、そして三代目豊國を襲名する。若い頃だけに、力があり、國貞の 高峰の作品と言える。九尾の狐の裲襠（うちかけ）は、刺繍が着物からハミ出るほど豪華なものだ。やはり本図は「五渡亭の傑作である」というに躊躇しない。

　國貞（くにさだ）は豊國（とよくに）の高弟で、役者絵も美人絵も描ける優れた絵師である。特に五渡亭（ごとてい）落款は、隅田川の「五つの渡し」の株をもつ家柄を表わしている。三曲（さんきょく）、琴、尺八、三味線の演奏である。各々の職業を表わし、着物も実に繊細、巧緻なデザインだ。

　三人娘が三味線の音色に合わせ、太鼓、鼓を演奏する。扇面に歌詞でも書かれているのだろう。しかし小さい字で読めない。画面の構図は真中に立ち姿の美人、左右は座った美人である。藝者（げいしゃ）さんの合同演奏会の御さらいである。

　季節感のある素晴らしい浮世絵である。料亭から、藝者が桟橋に出て、舟を待つ光景である。漁師が四つ手網で白魚を取っている。白魚は藝者さんの繊細な指を暗示しているのかも知れない。座敷の藝者さんとは違った趣の美人画だ。きっと佃嶌の有名な会席料理なのであろう。海の湿った汐風が吹いてきた。



［田の記録］本図は典型的な「田」の記録です。「三囲の雪」は、「三囲神社」に取材した江戸の雪景色です。俳人其角（1661-1707）の雨乞に「夕立や　田を見めぐりの　神ならば」と。

［雲］本図は「雲」間に姿を見せる龍神です。この図に近い元末明初（1368、明建国）の堆朱（ついしゅ）香盆図は全身立姿（渡邊素舟「東洋図案文化史」）で紹介されています。國貞の雲の作画は、御覧のように「寶尽し」「青海波」「南蛮文様」と艶やかです。また別の図では、反対に線描で雲龍を描いて、雲を擬人化しています。

［宝尽し］「尽くし」とは、配置の秩序を示さず、その代りに部分が全体と同じ特徴をもつこと。と尼ヶ崎彬氏は説明しています。しかし、曼荼羅は切断すると機能を失うと。

　「日月星」（じつげつせい）は、本来、日月（じつげつ）であったが、星（ほし）を加えて、三つの名数にした。本図は月（つき）の夕涼みの座敷の情景である。台のものを囲み、月見の宴をしている。障子の影絵が面白い効果を醸（かも）し出している。





［鯉］本図は南蛮更紗、特に「柘榴」（ざくろ）文様、黒地衣裳に、巨大な紫色の「鯉」、波、水草が華麗に画かれています。「龍」が化生（げしょう）した鯉の姿（鳳凰の首、鱗も共に36枚）です。鯉の文様は、エジプト、アッシリアにもあります。中国でも、周代（前2004-256）の青銅器に、鯉幟（こいのぼり）があり、瀧登りをイメ−ジしています。

　月明かりの座敷の中、姫君が殿様に秋の草花を差し出している。簾（すだれ）状の障子に、女性の影が映し出されている。月明かりから、季節は晩夏から初秋であろうか。明け放れた障子の解放感が清々しい。

33　五渡亭國貞画　1838　大3　東海道五十三驛の内　久　岡嵜八橋村　十六夜［坂東玉三郎］…



［田の字］本図は公家社会の遊戯「貝合わせ」の絵姿です。各地の風物が描かれています。公家の庭園、寝殿造の庭園、船上の琵琶行。さらに衣裳全面に「源氏香」（げんじこう）の組香、紅葉、銀杏（いちょう）葉、杜若（かきつばた）の図などが散らし描きになっています。

　振袖姿の二侍女が先箱、槍鉾、差し掛け傘など。駕籠の横扉は開けてある。初夏であろうか。子供の侍女が箱を前に抱えて歩いている。	　この絵も構図的に、遠景、中景、近景は、別々の角度、距離、視点で描かれている。それらを同一の画面に組み入れている技法は、浮世絵特有のものである。

［世き琴菊+花尽し］1）慶長、寛永より元禄、寶永期（1596-1710）、謎を画いて衣裳、看板を。鎖国、幕藩体制成立期の政治社会、経済体制の混濁の世相　2）文化文政期（1804-1829）には、開国、幕藩体制の基本的構造の矛盾が一挙に爆発。一揆、都市打毀し、大飢饉、天災地変、言論弾圧と。とりわけ戯作者（げさくしゃ）、人情本、洒落本などの作者への弾圧が激烈を極めました。武士出身者が多く、死刑、断筆、自殺者が出ました。

　仲の町夜さくらの道中である。艶やかな衣裳の裲襠（うちかけ）をまとった花魁（おいらん）が新造、禿を連れて道中である。現代的に云えば、パレ−ド、またカ−ニヴァルである。桜の華やかさを演出するため、空は真っ黒に潰してある。



　張り紙に「進上　ひゐき連　一　幕　壹張　一劔菱　壹駄　一鰹節　壹連　尾上松助丈」とあり、松助の人気のほどが偲ばれる。「下の羽目板に　此類追々見…可申候　図上にもれたる役を後編に差出入御覧…」実際に大當りをとった時のものであろう。歌舞妓年代記を詳細に調査すれば、判明するが…。「當り振舞」と書かれているが、一般的には劇場用語でなく「大判振舞」と称している。「大入」は文字通りの意で、大臣柱や仕切塲前に「大入札」を掲げた。（2000服部+冨田+末廣／新訂増補・歌舞妓事典、平凡社）



　花魁が肌脱ぎをして、髪結いをして貰っている。床の間の軸は、松茸（まつたけ）である。これは同じであるが、煙管（きせる）が花魁に差出されている。客のように見えるが男と女は、花魁の用達で、女性の化粧品*など小間物を売りにきたものである。描かれている小間物が、小さくて分らないが、化粧品など女性の必要とする日常品の註文を取っているようだ。

　樂屋の内部、しかも「あたり（大判）振舞」の情景である。張り紙がある。「狂言古今稀なる大入大繁昌に付■■大當■■仕…」「一二階へ女中方繁無用　月日　頭取」。「一雄齋」落款の下に「あたりふるまひのガクヤ　あらましを入御覧候　此圖上に　もれたる役名ハ　追々後扁に■出し　御目にかけて申候」。このふき屋町の芝居小屋も、天保12-13（1841-42）年に掛けて、淺草聖天町に移転させられた。そこを猿若町（さるわかまち）と呼び明治初年まで繁栄した（2000服部+冨田+廣末／新訂増補・歌舞妓事典）。



　「先…繪出板不仕候ニ付當顔見勢狂言の…駄樂屋之圖奉入御…又中村座市村座ハ春狂言…丈にて出板仕候間…御評判…奉願上候」



［蜘蛛の巣］國貞の作画に4枚、かなり詳細な構造です。蜘蛛の巣には、人知を凌ぐ、空中に絶妙なイエを架ける異境認識があります。イギリス科学雑誌「ネ−チャ−」に「クモの糸は形状記憶ザイル」との報道がありました（2006.04.12朝日新聞）。切れにくく、捻じれ難い構造は、現代でも解明できませんでした。「枕草子」130段の夜来の雨あがりの朝の「かいたる蜘蛛の巣の　白き玉を貫きたるやう　いみじく　あはれにをかしけれ」。



［孔雀+祇園守］推古6（598）年4月「二隻の鵲（かささぎ）」、7月「駱駝、驢・羊・白雉」、8月「新羅一隻孔雀」と。鏡背文（正倉院藏）に孔雀の文様があります。平安中期「宇津保物語」（983頃）に鳥の舞として「右近の帳より　くざくを出す　とりも折かへて舞ふ」。「くざく」は孔雀か。併行して孔雀明王を本尊とする呪術−雨乞い、除災の法は、鬼神一言主神を駆逐して、山を人間世界に…。諸の疫疾を癒す僧の姿− 高権威者として道鏡が見え隠れします。



追洲流しと糸まき、赤マ−クの中の小さなマ−クを。手にもつ糸まきも拡大、糸まきは天帝の記号→キリスト教のシンボルとして。

［近江八景］「たちばなひめ」の衣被（きぬかずき）姿。この文様は堅田浮御堂を主とした琵琶湖の代表的景観です。「満月略記」では、比叡山恵心僧都つまり源信（942-1017）の創建。湖の魚鳥の冥福、衆生済度の千体佛を刻んで千佛堂を建立しました。度々、兵火に遭遇しました。





［蝶々］鎌倉初期、工藤祐經により殺害された父の仇討を長男曾我十郎祐泰・弟五郎時致が、富士狩場で果し、捕えられて非業の死を（1135）。母方での貧困15年の陰忍の記録が「曾我物語」に書かれています。本図は、いわゆるソウル・アニマルの「蝶」が、その死への悼みを表現しています。

［羽子板］黒地の衣裳に、十四枚の羽子板。更に肩胸あたりに羽根が。役者絵や花笠の女子など。女子の遊びの道具です。山東京傳の「骨董集」（1813）では370年前よりと。また羽子板を「胡鬼板（こぎいた）」と。その意味は、幼児が蚊にくわれないための呪ごと。そこには秋の初めの蜻蛉が蚊を取り喰う。木蓮子の黒い種子（羽根）の玉を羽根につけ、板で突き揚げると。蜻蛉返りによく似て蚊を恐れさせた。胡鬼板とは、「子木板」と。

（雁註）二花魁の帯に外人。英泉の大3、玉屋内花紫、本津江、大井から暗示を受けたか。英泉の花魁の一人、帯に外人。







（雁註）芝翫が歌右衛門（再）を襲名した年月は、文政2.11（1819）。改名の浮世絵は殆ど、年月が判明する。





　この三枚続「文月　西陣の星祭」は当時の風俗、習慣が分かり楽しい。右の画面では、母親が上の方に手を上げてホオズキを持っている。赤子がホオズキを欲しがって、しがみつく。中の画面では、短冊を吊るす娘、もう一人の女性はホオズキの種を出している。左の画面では、母親が機織り、赤子が何か話しかけている。娘さんが、スイカを山盛りのお皿に持ってきた。



［福　壽］ここには1）福壽文字散らし　2）松竹梅の写実的な文様　3）卍十の抽象的な文様　4）柘榴と蔓文様と多様です。1）2）の福字は神に捧げる酒樽。壽は長く連なる意。松竹梅は松に齢を。竹に高く清く、梅に清らかな香り。つまり3者を併せて「歳寒の三友」とし、また中国の竹林七賢人に託した老荘思想。俗世を避けた竹林で自然を友に。山水を友とした東洋隠遁生活を求めました。3）4）の南蛮文化も文様の原典です。大地、天空を象徴し、柘榴は旧約聖書にみる大地の究極の恵みの象徴です。國貞の深い思考の世界を改めて注目いたします。















　國貞は浮世絵の大家である。文政期（1820s）の五渡亭（ごとてい）、天保期（1830s）の香蝶樓（こうちょうろう）、そして弘化期（1840s）の三世豊國と浮世絵の大御所である。浮世絵の主要画題である美人と役者の両者とも膨大な量の作品を描いている。本図を見ても分るように、江戸の粋をそのまま伝えてくれる。雪の描写が圧巻である。夜鷹といわれ、身を鬻ぐ下層の女性を美しく描いている。降りしきる雪の中で、丼から暖い湯気が立ち上っている。傍らの犬も、「美味しそうだなア(ワン！)」と覗いている。



　國貞の超名品である。親ばかチャンリン、蕎麦屋の風鈴。本図で、実際に蕎麦屋が風鈴を下げたいたことが分かる。この風鈴の音を聞いて、夜鷹（よたか）が集まってくるのである。

　本図は三人の絵師の合作である。國芳が毘沙門天、國貞が弁在天、恵比寿ほか、...が布袋、大黒天など。船の側に亀、空には鶴が飛び回り、目出度い浮世絵になっている。よろづ代は　... 真風に　けさ福神のたから入船。	寶船は、七福神を描き、サンゴなどを積んでいるが、実はポルトガル、スペインの難破船をイメージしたものという。1543年以前、どの画証にも見当たらない。	





（岩井半四郎5）惣太（松本幸四郎5）松若（市



（雁註）芝翫が歌右衛門（再）を襲名した年月は、文政2.11（1819）。改名の浮世絵は殆ど、年月が判明する。



　「花ノ二階之圖」とある。遊女屋は二階へと案内するのである。しかも遊女屋だけに許された二階建ての造りである。待合なども二階と相場が決まっている。新撰組に襲われた京都の勤王の士も、二階から屋根伝いに逃げ延びたという。



［兩國の夜景］風来山人（平賀源内）（1729-79）は「武藏　下総の国境　諸國の人家を空にする群衆　ごみ空に満ち　ほこりは世界の雲の発生源か　また橋という字は木偏に「喬」（たかい）天に懸ける橋　橋を渡る意味とは」（「兩國橋の尽し」）と問うている。國貞の生家は、五渡亭号のように隅田川の渡し稼業で、橋が彼の終生のテ−マでした。



［雪の結晶］冬の部屋着衣裳に、雪の結晶文が全面に彩られています。「甲子夜話」（1821起稿）の28種の雪華図と比較しても、同一の図像は数点のみです。國貞は「甲子夜話」（1821起稿）、「雪華図説」（1832）、「格致問答」などを見たとしても、独自の構図で、しかも日本の四季観を織り出しながら描いたと考えられます。



　子供の遊び用に大八車の玩具がある。母親や姉に連れられ、赤ちゃんが庭園で遊んでいる情景である。源氏見立になっているが、殿様の光源氏はいない。源氏絵風な艶やかな衣裳の意であろうか。夏物浴衣のファッション・ショウである。

　江戸風に翻案している。左では、女性が洗い張りをしている。布を洗い、板に貼付けている。着物の柄など複雑な文様を細緻に彫りあげている。これは当時、一流の職人で当たり前であっても、現在では超一流の腕であることは疑いない。	　「彫工定」とあり、女性の細かい着物文様などを専門に彫ったのであろう。夕顔の和歌「よりてこそ　それかとも見め　たそかれに　ほのほの見ゆる　花の夕かほ」

　「彫工兼五郎」とある。金蒔絵の三宝に三つの盃、熨斗（のし）。机上に梅の盆栽。	　三歳になった姫君が、手を引かれて座敷の中央まで進む。屏風は松竹梅の目出度い祝儀もの。上流の大名屋敷などの風俗を描いたものである。一般の浮世絵師は、特別の許可がない限り、屋敷へ立ち入ることは出来なかった。

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」

（新藤）画中に「國貞此度上坂仕候ニ付彼地の御ミやげに道頓堀芝居樂屋のおもむきを又候［またぞろ］續繪にしたゝめ奉入御覧候」。「種彦作繪ざうし正本じたて五編目へかきあらハし御覧に入れ奉り候」







　屋形舟で、花火見物。涼みながらの酒宴。銚子の図柄も面白い。盃洗？に浮かべてあるのは、何だろうか。光源氏は、ギヤマンの酒器を手にしている。向こうに見える舟中では、賑やかな演奏が始まっている。　	　「シタ賣」は、版元が自主規制をして、表（おもて）に出して売らないという意味で、「シタの方に置いて売るように」と解されている。しかし、幕末になると、規制も緩やかになり、殆どの浮世絵が広く販売された。「彫巳の」は彫師の名人。



［玩具］華やかな玩具尽くし、正月の日ノ出、松飾り、羽子板、手毬など組合せの玩具尽くし。この歴史は貴族社会に始ると。「増鏡」に雪の降る折、当時、後深草院七、八歳の頃「見おほひ、てまり、へんつぎ　などやうの事ども」。また「正月羽子板、毬枝を祝儀の物とし給ひし」と。

　五渡亭（ごとてい）は國貞の文政期（1820s）の作品である。後に香蝶樓（こうちょうろう）、そして三代目豊國を襲名する。若い頃だけに、力があり、國貞の 高峰の作品と言える。九尾の狐の裲襠（うちかけ）は、刺繍が着物からハミ出るほど豪華なものだ。やはり本図は「五渡亭の傑作である」というに躊躇しない。

　國貞（くにさだ）は豊國（とよくに）の高弟で、役者絵も美人絵も描ける優れた絵師である。特に五渡亭（ごとてい）落款は、隅田川の「五つの渡し」の株をもつ家柄を表わしている。三曲（さんきょく）、琴、尺八、三味線の演奏である。各々の職業を表わし、着物も実に繊細、巧緻なデザインだ。

　三人娘が三味線の音色に合わせ、太鼓、鼓を演奏する。扇面に歌詞でも書かれているのだろう。しかし小さい字で読めない。画面の構図は真中に立ち姿の美人、左右は座った美人である。藝者（げいしゃ）さんの合同演奏会の御さらいである。

　季節感のある素晴らしい浮世絵である。料亭から、藝者が桟橋に出て、舟を待つ光景である。漁師が四つ手網で白魚を取っている。白魚は藝者さんの繊細な指を暗示しているのかも知れない。座敷の藝者さんとは違った趣の美人画だ。きっと佃嶌の有名な会席料理なのであろう。海の湿った汐風が吹いてきた。



［田の記録］本図は典型的な「田」の記録です。「三囲の雪」は、「三囲神社」に取材した江戸の雪景色です。俳人其角（1661-1707）の雨乞に「夕立や　田を見めぐりの　神ならば」と。

［雲］本図は「雲」間に姿を見せる龍神です。この図に近い元末明初（1368、明建国）の堆朱（ついしゅ）香盆図は全身立姿（渡邊素舟「東洋図案文化史」）で紹介されています。國貞の雲の作画は、御覧のように「寶尽し」「青海波」「南蛮文様」と艶やかです。また別の図では、反対に線描で雲龍を描いて、雲を擬人化しています。

　「日月星」（じつげつせい）は、本来、日月（じつげつ）であったが、星（ほし）を加えて、三つの名数にした。本図は月（つき）の夕涼みの座敷の情景である。台のものを囲み、月見の宴をしている。障子の影絵が面白い効果を醸（かも）し出している。





［鯉］本図は南蛮更紗、特に「柘榴」（ざくろ）文様、黒地衣裳に、巨大な紫色の「鯉」、波、水草が華麗に画かれています。「龍」が化生（げしょう）した鯉の姿（鳳凰の首、鱗も共に36枚）です。鯉の文様は、エジプト、アッシリアにもあります。中国でも、周代（前2004-256）の青銅器に、鯉幟（こいのぼり）があり、瀧登りをイメ−ジしています。

　月明かりの座敷の中、姫君が殿様に秋の草花を差し出している。簾（すだれ）状の障子に、女性の影が映し出されている。月明かりから、季節は晩夏から初秋であろうか。明け放れた障子の解放感が清々しい。



［田の字］本図は公家社会の遊戯「貝合わせ」の絵姿です。各地の風物が描かれています。公家の庭園、寝殿造の庭園、船上の琵琶行。さらに衣裳全面に「源氏香」（げんじこう）の組香、紅葉、銀杏（いちょう）葉、杜若（かきつばた）の図などが散らし描きになっています。

　振袖姿の二侍女が先箱、槍鉾、差し掛け傘など。駕籠の横扉は開けてある。初夏であろうか。子供の侍女が箱を前に抱えて歩いている。	　この絵も構図的に、遠景、中景、近景は、別々の角度、距離、視点で描かれている。それらを同一の画面に組み入れている技法は、浮世絵特有のものである。

［世き琴菊+花尽し］1）慶長、寛永より元禄、寶永期（1596-1710）、謎を画いて衣裳、看板を。鎖国、幕藩体制成立期の政治社会、経済体制の混濁の世相　2）文化文政期（1804-1829）には、開国、幕藩体制の基本的構造の矛盾が一挙に爆発。一揆、都市打毀し、大飢饉、天災地変、言論弾圧と。とりわけ戯作者（げさくしゃ）、人情本、洒落本などの作者への弾圧が激烈を極めました。武士出身者が多く、死刑、断筆、自殺者が出ました。

　仲の町夜さくらの道中である。艶やかな衣裳の裲襠（うちかけ）をまとった花魁（おいらん）が新造、禿を連れて道中である。現代的に云えば、パレ−ド、またカ−ニヴァルである。桜の華やかさを演出するため、空は真っ黒に潰してある。



　張り紙に「進上　ひゐき連　一　幕　壹張　一劔菱　壹駄　一鰹節　壹連　尾上松助丈」とあり、松助の人気のほどが偲ばれる。「下の羽目板に　此類追々見…可申候　図上にもれたる役を後編に差出入御覧…」実際に大當りをとった時のものであろう。歌舞妓年代記を詳細に調査すれば、判明するが…。「當り振舞」と書かれているが、一般的には劇場用語でなく「大判振舞」と称している。「大入」は文字通りの意で、大臣柱や仕切塲前に「大入札」を掲げた。（2000服部+冨田+末廣／新訂増補・歌舞妓事典、平凡社）



　花魁が肌脱ぎをして、髪結いをして貰っている。床の間の軸は、松茸（まつたけ）である。これは同じであるが、煙管（きせる）が花魁に差出されている。客のように見えるが男と女は、花魁の用達で、女性の化粧品*など小間物を売りにきたものである。描かれている小間物が、小さくて分らないが、化粧品など女性の必要とする日常品の註文を取っているようだ。

　樂屋の内部、しかも「あたり（大判）振舞」の情景である。張り紙がある。「狂言古今稀なる大入大繁昌に付■■大當■■仕…」「一二階へ女中方繁無用　月日　頭取」。「一雄齋」落款の下に「あたりふるまひのガクヤ　あらましを入御覧候　此圖上に　もれたる役名ハ　追々後扁に■出し　御目にかけて申候」。このふき屋町の芝居小屋も、天保12-13（1841-42）年に掛けて、淺草聖天町に移転させられた。そこを猿若町（さるわかまち）と呼び明治初年まで繁栄した（2000服部+冨田+廣末／新訂増補・歌舞妓事典）。





［蜘蛛の巣］國貞の作画に4枚、かなり詳細な構造です。蜘蛛の巣には、人知を凌ぐ、空中に絶妙なイエを架ける異境認識があります。イギリス科学雑誌「ネ−チャ−」に「クモの糸は形状記憶ザイル」との報道がありました（2006.04.12朝日新聞）。切れにくく、捻じれ難い構造は、現代でも解明できませんでした。「枕草子」130段の夜来の雨あがりの朝の「かいたる蜘蛛の巣の　白き玉を貫きたるやう　いみじく　あはれにをかしけれ」。



［孔雀+祇園守］推古6（598）年4月「二隻の鵲（かささぎ）」、7月「駱駝、驢・羊・白雉」、8月「新羅一隻孔雀」と。鏡背文（正倉院藏）に孔雀の文様があります。平安中期「宇津保物語」（983頃）に鳥の舞として「右近の帳より　くざくを出す　とりも折かへて舞ふ」。「くざく」は孔雀か。併行して孔雀明王を本尊とする呪術−雨乞い、除災の法は、鬼神一言主神を駆逐して、山を人間世界に…。諸の疫疾を癒す僧の姿− 高権威者として道鏡が見え隠れします。



［近江八景］「たちばなひめ」の衣被（きぬかずき）姿。この文様は堅田浮御堂を主とした琵琶湖の代表的景観です。「満月略記」では、比叡山恵心僧都つまり源信（942-1017）の創建。湖の魚鳥の冥福、衆生済度の千体佛を刻んで千佛堂を建立しました。度々、兵火に遭遇しました。





［蝶々］鎌倉初期、工藤祐經により殺害された父の仇討を長男曾我十郎祐泰・弟五郎時致が、富士狩場で果し、捕えられて非業の死を（1135）。母方での貧困15年の陰忍の記録が「曾我物語」に書かれています。本図は、いわゆるソウル・アニマルの「蝶」が、その死への悼みを表現しています。

［羽子板］黒地の衣裳に、十四枚の羽子板。更に肩胸あたりに羽根が。役者絵や花笠の女子など。女子の遊びの道具です。山東京傳の「骨董集」（1813）では370年前よりと。また羽子板を「胡鬼板（こぎいた）」と。その意味は、幼児が蚊にくわれないための呪ごと。そこには秋の初めの蜻蛉が蚊を取り喰う。木蓮子の黒い種子（羽根）の玉を羽根につけ、板で突き揚げると。蜻蛉返りによく似て蚊を恐れさせた。胡鬼板とは、「子木板」と。











　この三枚続「文月　西陣の星祭」は当時の風俗、習慣が分かり楽しい。右の画面では、母親が上の方に手を上げてホオズキを持っている。赤子がホオズキを欲しがって、しがみつく。中の画面では、短冊を吊るす娘、もう一人の女性はホオズキの種を出している。左の画面では、母親が機織り、赤子が何か話しかけている。娘さんが、スイカを山盛りのお皿に持ってきた。



［福　壽］ここには1）福壽文字散らし　2）松竹梅の写実的な文様　3）卍十の抽象的な文様　4）柘榴と蔓文様と多様です。1）2）の福字は神に捧げる酒樽。壽は長く連なる意。松竹梅は松に齢を。竹に高く清く、梅に清らかな香り。つまり3者を併せて「歳寒の三友」とし、また中国の竹林七賢人に託した老荘思想。俗世を避けた竹林で自然を友に。山水を友とした東洋隠遁生活を求めました。3）4）の南蛮文化も文様の原典です。大地、天空を象徴し、柘榴は旧約聖書にみる大地の究極の恵みの象徴です。國貞の深い思考の世界を改めて注目いたします。















　國貞は浮世絵の大家である。文政期（1820s）の五渡亭（ごとてい）、天保期（1830s）の香蝶樓（こうちょうろう）、そして弘化期（1840s）の三世豊國と浮世絵の大御所である。浮世絵の主要画題である美人と役者の両者とも膨大な量の作品を描いている。本図を見ても分るように、江戸の粋をそのまま伝えてくれる。雪の描写が圧巻である。夜鷹といわれ、身を鬻ぐ下層の女性を美しく描いている。降りしきる雪の中で、丼から暖い湯気が立ち上っている。傍らの犬も、「美味しそうだなア(ワン！)」と覗いている。



　國貞の超名品である。親ばかチャンリン、蕎麦屋の風鈴。本図で、実際に蕎麦屋が風鈴を下げたいたことが分かる。この風鈴の音を聞いて、夜鷹（よたか）が集まってくるのである。

　本図は三人の絵師の合作である。國芳が毘沙門天、國貞が弁在天、恵比寿ほか、...が布袋、大黒天など。船の側に亀、空には鶴が飛び回り、目出度い浮世絵になっている。よろづ代は　... 真風に　けさ福神のたから入船。	寶船は、七福神を描き、サンゴなどを積んでいるが、実はポルトガル、スペインの難破船をイメージしたものという。1543年以前、どの画証にも見当たらない。	











［兩國の夜景］風来山人（平賀源内）（1729-79）は「武藏　下総の国境　諸國の人家を空にする群衆　ごみ空に満ち　ほこりは世界の雲の発生源か　また橋という字は木偏に「喬」（たかい）天に懸ける橋　橋を渡る意味とは」（「兩國橋の尽し」）と問うている。國貞の生家は、五渡亭号のように隅田川の渡し稼業で、橋が彼の終生のテ−マでした。



［雪の結晶］冬の部屋着衣裳に、雪の結晶文が全面に彩られています。「甲子夜話」（1821起稿）の28種の雪華図と比較しても、同一の図像は数点のみです。國貞は「甲子夜話」（1821起稿）、「雪華図説」（1832）、「格致問答」などを見たとしても、独自の構図で、しかも日本の四季観を織り出しながら描いたと考えられます。



　江戸風に翻案している。左では、女性が洗い張りをしている。布を洗い、板に貼付けている。着物の柄など複雑な文様を細緻に彫りあげている。これは当時、一流の職人で当たり前であっても、現在では超一流の腕であることは疑いない。	　「彫工定」とあり、女性の細かい着物文様などを専門に彫ったのであろう。夕顔の和歌「よりてこそ　それかとも見め　たそかれに　ほのほの見ゆる　花の夕かほ」

　「彫工兼五郎」とある。金蒔絵の三宝に三つの盃、熨斗（のし）。机上に梅の盆栽。	　三歳になった姫君が、手を引かれて座敷の中央まで進む。屏風は松竹梅の目出度い祝儀もの。上流の大名屋敷などの風俗を描いたものである。一般の浮世絵師は、特別の許可がない限り、屋敷へ立ち入ることは出来なかった。







　屋形舟で、花火見物。涼みながらの酒宴。銚子の図柄も面白い。盃洗？に浮かべてあるのは、何だろうか。光源氏は、ギヤマンの酒器を手にしている。向こうに見える舟中では、賑やかな演奏が始まっている。　	　「シタ賣」は、版元が自主規制をして、表（おもて）に出して売らないという意味で、「シタの方に置いて売るように」と解されている。しかし、幕末になると、規制も緩やかになり、殆どの浮世絵が広く販売された。「彫巳の」は彫師の名人。



［玩具］華やかな玩具尽くし、正月の日ノ出、松飾り、羽子板、手毬など組合せの玩具尽くし。この歴史は貴族社会に始ると。「増鏡」に雪の降る折、当時、後深草院七、八歳の頃「見おほひ、てまり、へんつぎ　などやうの事ども」。また「正月羽子板、毬枝を祝儀の物とし給ひし」と。

　五渡亭（ごとてい）は國貞の文政期（1820s）の作品である。後に香蝶樓（こうちょうろう）、そして三代目豊國を襲名する。若い頃だけに、力があり、國貞の 高峰の作品と言える。九尾の狐の裲襠（うちかけ）は、刺繍が着物からハミ出るほど豪華なものだ。やはり本図は「五渡亭の傑作である」というに躊躇しない。

　國貞（くにさだ）は豊國（とよくに）の高弟で、役者絵も美人絵も描ける優れた絵師である。特に五渡亭（ごとてい）落款は、隅田川の「五つの渡し」の株をもつ家柄を表わしている。三曲（さんきょく）、琴、尺八、三味線の演奏である。各々の職業を表わし、着物も実に繊細、巧緻なデザインだ。

　季節感のある素晴らしい浮世絵である。料亭から、藝者が桟橋に出て、舟を待つ光景である。漁師が四つ手網で白魚を取っている。白魚は藝者さんの繊細な指を暗示しているのかも知れない。座敷の藝者さんとは違った趣の美人画だ。きっと佃嶌の有名な会席料理なのであろう。海の湿った汐風が吹いてきた。



［雲］本図は「雲」間に姿を見せる龍神です。この図に近い元末明初（1368、明建国）の堆朱（ついしゅ）香盆図は全身立姿（渡邊素舟「東洋図案文化史」）で紹介されています。國貞の雲の作画は、御覧のように「寶尽し」「青海波」「南蛮文様」と艶やかです。また別の図では、反対に線描で雲龍を描いて、雲を擬人化しています。





［鯉］本図は南蛮更紗、特に「柘榴」（ざくろ）文様、黒地衣裳に、巨大な紫色の「鯉」、波、水草が華麗に画かれています。「龍」が化生（げしょう）した鯉の姿（鳳凰の首、鱗も共に36枚）です。鯉の文様は、エジプト、アッシリアにもあります。中国でも、周代（前2004-256）の青銅器に、鯉幟（こいのぼり）があり、瀧登りをイメ−ジしています。



［田の字］本図は公家社会の遊戯「貝合わせ」の絵姿です。各地の風物が描かれています。公家の庭園、寝殿造の庭園、船上の琵琶行。さらに衣裳全面に「源氏香」（げんじこう）の組香、紅葉、銀杏（いちょう）葉、杜若（かきつばた）の図などが散らし描きになっています。

　振袖姿の二侍女が先箱、槍鉾、差し掛け傘など。駕籠の横扉は開けてある。初夏であろうか。子供の侍女が箱を前に抱えて歩いている。	　この絵も構図的に、遠景、中景、近景は、別々の角度、距離、視点で描かれている。それらを同一の画面に組み入れている技法は、浮世絵特有のものである。
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　張り紙に「進上　ひゐき連　一　幕　壹張　一劔菱　壹駄　一鰹節　壹連　尾上松助丈」とあり、松助の人気のほどが偲ばれる。「下の羽目板に　此類追々見…可申候　図上にもれたる役を後編に差出入御覧…」実際に大當りをとった時のものであろう。歌舞妓年代記を詳細に調査すれば、判明するが…。「當り振舞」と書かれているが、一般的には劇場用語でなく「大判振舞」と称している。「大入」は文字通りの意で、大臣柱や仕切塲前に「大入札」を掲げた。（2000服部+冨田+末廣／新訂増補・歌舞妓事典、平凡社）
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　この三枚続「文月　西陣の星祭」は当時の風俗、習慣が分かり楽しい。右の画面では、母親が上の方に手を上げてホオズキを持っている。赤子がホオズキを欲しがって、しがみつく。中の画面では、短冊を吊るす娘、もう一人の女性はホオズキの種を出している。左の画面では、母親が機織り、赤子が何か話しかけている。娘さんが、スイカを山盛りのお皿に持ってきた。



［福　壽］ここには1）福壽文字散らし　2）松竹梅の写実的な文様　3）卍十の抽象的な文様　4）柘榴と蔓文様と多様です。1）2）の福字は神に捧げる酒樽。壽は長く連なる意。松竹梅は松に齢を。竹に高く清く、梅に清らかな香り。つまり3者を併せて「歳寒の三友」とし、また中国の竹林七賢人に託した老荘思想。俗世を避けた竹林で自然を友に。山水を友とした東洋隠遁生活を求めました。3）4）の南蛮文化も文様の原典です。大地、天空を象徴し、柘榴は旧約聖書にみる大地の究極の恵みの象徴です。國貞の深い思考の世界を改めて注目いたします。















　國貞は浮世絵の大家である。文政期（1820s）の五渡亭（ごとてい）、天保期（1830s）の香蝶樓（こうちょうろう）、そして弘化期（1840s）の三世豊國と浮世絵の大御所である。浮世絵の主要画題である美人と役者の両者とも膨大な量の作品を描いている。本図を見ても分るように、江戸の粋をそのまま伝えてくれる。雪の描写が圧巻である。夜鷹といわれ、身を鬻ぐ下層の女性を美しく描いている。降りしきる雪の中で、丼から暖い湯気が立ち上っている。傍らの犬も、「美味しそうだなア(ワン！)」と覗いている。



　本図は三人の絵師の合作である。國芳が毘沙門天、國貞が弁在天、恵比寿ほか、...が布袋、大黒天など。船の側に亀、空には鶴が飛び回り、目出度い浮世絵になっている。よろづ代は　... 真風に　けさ福神のたから入船。	寶船は、七福神を描き、サンゴなどを積んでいるが、実はポルトガル、スペインの難破船をイメージしたものという。1543年以前、どの画証にも見当たらない。	















　江戸風に翻案している。左では、女性が洗い張りをしている。布を洗い、板に貼付けている。着物の柄など複雑な文様を細緻に彫りあげている。これは当時、一流の職人で当たり前であっても、現在では超一流の腕であることは疑いない。	　「彫工定」とあり、女性の細かい着物文様などを専門に彫ったのであろう。夕顔の和歌「よりてこそ　それかとも見め　たそかれに　ほのほの見ゆる　花の夕かほ」







　屋形舟で、花火見物。涼みながらの酒宴。銚子の図柄も面白い。盃洗？に浮かべてあるのは、何だろうか。光源氏は、ギヤマンの酒器を手にしている。向こうに見える舟中では、賑やかな演奏が始まっている。　	　「シタ賣」は、版元が自主規制をして、表（おもて）に出して売らないという意味で、「シタの方に置いて売るように」と解されている。しかし、幕末になると、規制も緩やかになり、殆どの浮世絵が広く販売された。「彫巳の」は彫師の名人。











［世き琴菊+花尽し］1）慶長、寛永より元禄、寶永期（1596-1710）、謎を画いて衣裳、看板を。鎖国、幕藩体制成立期の政治社会、経済体制の混濁の世相　2）文化文政期（1804-1829）には、開国、幕藩体制の基本的構造の矛盾が一挙に爆発。一揆、都市打毀し、大飢饉、天災地変、言論弾圧と。とりわけ戯作者（げさくしゃ）、人情本、洒落本などの作者への弾圧が激烈を極めました。武士出身者が多く、死刑、断筆、自殺者が出ました。



　張り紙に「進上　ひゐき連　一　幕　壹張　一劔菱　壹駄　一鰹節　壹連　尾上松助丈」とあり、松助の人気のほどが偲ばれる。「下の羽目板に　此類追々見…可申候　図上にもれたる役を後編に差出入御覧…」実際に大當りをとった時のものであろう。歌舞妓年代記を詳細に調査すれば、判明するが…。「當り振舞」と書かれているが、一般的には劇場用語でなく「大判振舞」と称している。「大入」は文字通りの意で、大臣柱や仕切塲前に「大入札」を掲げた。（2000服部+冨田+末廣／新訂増補・歌舞妓事典、平凡社）



　花魁が肌脱ぎをして、髪結いをして貰っている。床の間の軸は、松茸（まつたけ）である。これは同じであるが、煙管（きせる）が花魁に差出されている。客のように見えるが男と女は、花魁の用達で、女性の化粧品*など小間物を売りにきたものである。描かれている小間物が、小さくて分らないが、化粧品など女性の必要とする日常品の註文を取っているようだ。

　樂屋の内部、しかも「あたり（大判）振舞」の情景である。張り紙がある。「狂言古今稀なる大入大繁昌に付■■大當■■仕…」「一二階へ女中方繁無用　月日　頭取」。「一雄齋」落款の下に「あたりふるまひのガクヤ　あらましを入御覧候　此圖上に　もれたる役名ハ　追々後扁に■出し　御目にかけて申候」。このふき屋町の芝居小屋も、天保12-13（1841-42）年に掛けて、淺草聖天町に移転させられた。そこを猿若町（さるわかまち）と呼び明治初年まで繁栄した（2000服部+冨田+廣末／新訂増補・歌舞妓事典）。





［蜘蛛の巣］國貞の作画に4枚、かなり詳細な構造です。蜘蛛の巣には、人知を凌ぐ、空中に絶妙なイエを架ける異境認識があります。イギリス科学雑誌「ネ−チャ−」に「クモの糸は形状記憶ザイル」との報道がありました（2006.04.12朝日新聞）。切れにくく、捻じれ難い構造は、現代でも解明できませんでした。「枕草子」130段の夜来の雨あがりの朝の「かいたる蜘蛛の巣の　白き玉を貫きたるやう　いみじく　あはれにをかしけれ」。



［孔雀+祇園守］推古6（598）年4月「二隻の鵲（かささぎ）」、7月「駱駝、驢・羊・白雉」、8月「新羅一隻孔雀」と。鏡背文（正倉院藏）に孔雀の文様があります。平安中期「宇津保物語」（983頃）に鳥の舞として「右近の帳より　くざくを出す　とりも折かへて舞ふ」。「くざく」は孔雀か。併行して孔雀明王を本尊とする呪術−雨乞い、除災の法は、鬼神一言主神を駆逐して、山を人間世界に…。諸の疫疾を癒す僧の姿− 高権威者として道鏡が見え隠れします。







［羽子板］黒地の衣裳に、十四枚の羽子板。更に肩胸あたりに羽根が。役者絵や花笠の女子など。女子の遊びの道具です。山東京傳の「骨董集」（1813）では370年前よりと。また羽子板を「胡鬼板（こぎいた）」と。その意味は、幼児が蚊にくわれないための呪ごと。そこには秋の初めの蜻蛉が蚊を取り喰う。木蓮子の黒い種子（羽根）の玉を羽根につけ、板で突き揚げると。蜻蛉返りによく似て蚊を恐れさせた。胡鬼板とは、「子木板」と。
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