
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 五渡亭國貞画 くにさだ

2 五渡亭國貞画 くにさだ

3 五渡亭國貞画 くにさだ

4 五渡亭國貞画 くにさだ

5 五渡亭國貞画 くにさだ

6 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

7 五渡亭國貞画 くにさだ

8 五渡亭國貞画 くにさだ

9 五渡亭國貞画 くにさだ

10 五渡亭國貞画 くにさだ

11 國貞 くにさだ

12 五渡亭國貞画 くにさだ

13 五渡亭國貞画 くにさだ

14 國貞画2 くにさだ2

15 國貞画2 くにさだ2

16 國貞画2 くにさだ2

17 國貞画2 くにさだ2

18 國貞画2 くにさだ2

19 五渡亭國貞画 くにさだ

20 五渡亭國貞画 くにさだ

21 五渡亭國貞画 くにさだ

22 五渡亭國貞画［貞三升］ くにさだ

23 五渡亭國貞画［貞三升］ くにさだ

24 五渡亭國貞画 くにさだ

25 五渡亭國貞画 くにさだ

26 香蝶樓國貞画 くにさだ

27 五渡亭國貞画圖 くにさだ

28 五渡亭國貞画圖 くにさだ

29 五渡亭國貞画圖 くにさだ　

30 五渡亭國貞画 　 くにさだ　

31 五渡亭國貞画 くにさだ

32 五渡亭國貞画 くにさだ

33 香蝶樓國貞画 くにさだ

34 國貞画2 くにさだ2

35 國貞2 くにさだ2

36 任好豊國画3（國貞） とよくに3（くにさだ）

37 五渡亭國貞画 くにさだ

38 五渡亭國貞画 くにさだ

39 香蝶樓國貞画 くにさだ

40 香蝶樓國貞画 くにさだ



41 五渡亭國貞画 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 五渡亭國貞画 くにさだ

46 國貞 くにさだ

47 五渡亭國貞画 くにさだ

48 香蝶樓國貞画 くにさだ

49 五渡亭國貞画 くにさだ

50 五渡亭國貞画 くにさだ

51 國貞画2 くにさだ2

52 五渡亭國貞画 くにさだ

53 國貞画2 くにさだ2

54 國貞画2 くにさだ2

55 國貞画2 くにさだ2

56 國貞画2 くにさだ2

57 國貞画2 くにさだ2

58 五渡亭國貞画 くにさだ

59 香蝶樓國貞画 くにさだ

60 梅蝶樓國貞画2 くにさだ2

61 歌川國貞画 くにさだ

62 國貞画 くにさだ

63 國貞 くにさだ

64 香蝶樓國貞画 くにさだ

65 國貞畫 くにさだ

66 國貞 くにさだ

67 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ

68 香蝶樓國貞画（1786-1864） くにさだ



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

文政7頃 1824c 大4

文政1.11 1818 大4

文化（1810s） 1810s 大4

文政 1820s 大4

文政8.01 1825 大4

文化8 1811 大4　大3＋大1

文政5.03 1822 大4

文化8.07 1811 大4（大3+1）

文化8.07 1811 大4

文化9.09 1812 大4

文政11.05 1828 大4

文政8.04 1825 大4

文政11.03 1828 大4

安政4巳改 1857 大5-2

安政4巳改 1857 大5-4

安政4巳改 1857 大5-5

安政4巳改 1857 大5-3

安政4巳改 1857 大5-1

天保1.01 1830 大5

文化13頃 1816c 大5

文化13頃 1816c 大5

文化13頃 1816c 大5

大5

文政（1820s） 1820s 大5-1

文政（1820s） 1820s 大5-1

天保 1830s 大5

文化6.12 1809 大5

文化6.12 1809 大5

文化6.12 1809 大5

文化10.01 1813 大5

文化10.01 1813 大5

文政 大5

天保10頃 1839c 大5

大5

慶應2 1866 大5

1861 1861 大5

文化10-12 1813-15 大5

天保12-13 1841-42 大5

天保8頃 1837c 大5

天保10頃 1839c 大5



文政5.03 1822 大5

天保12.05 1841 大5

文政8頃 1825c 大5

文政8頃 1825c 大5

文化12.05 1815 大5

大5

天保9.03 1838 大5

文政 1820s 大5

文政 1820s 大5

文化8.02 1811 大5

大5

文化11.04 1814 大5

安政4巳	 1857 大5-3

安政4巳	 1857 大5-2

安政4巳	 1857 大5-1

安政4巳	 1857 大5-5

安政4巳	 1857 大5-4

文政8.03 1825 大5

天保10頃 1839c 大5

安政三年正月 1856.01 大6

文政二年七月上旬 1819.07 大6

文政13頃 1830c 大6

天保11.09 1840 大6

天保12.11 1841 大7

大7-1

文政11.07 1828 大7

天保（1830s） 1830s 大8-1

天保（1830s） 1830s 大8-1



07 判型記号 08 外題 09 げだい

大4 木場孟夏之圖俳優牡丹見物きばもうかのづやくしゃぼたんけんぶつ

大4 伊達競阿国劇場* 無外題（伊達競阿国劇場）

大4 （歌舞妓） 無外題（歌舞妓）

大4 （花魁四人揃） 無外題（花魁四人揃）

大4 御國入曾我中村* 無外題（御國入曾我中村）

大4 （車引き） 無外題（車引き）

大4 助六桜の二重帶* 無外題（助六桜の二重帶）

大4 菅原傳授手習鑑* 無外題（菅原傳授手習鑑）

大4 菅原傳授手習鑑* 無外題（菅原傳授手習鑑）

大4 菅原傳授手習鑑* 無外題（菅原傳授手習鑑）

大4 菅原傳授手習鑑* 無外題（菅原傳授手習鑑）

大4 紋盡五人男* 無外題（紋盡五人男）

大4 楼門五三桐* 無外題（楼門五三桐）

大5 五人男*

大5 五人男*

大5 五人男*

大5 五人男*

大5 五人男*

大5 當春狂言第貮番目（曾我評判比翼男）あたるはるきょうげん

大5 市村座三階ノ圖 いちむらざさんがいのづ

大5 江戸花二人助六 えどのはなふたりすけろく

大5 御座敷狂言こしらえの圖 おざしききょうげんこしらえのづ

大5 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えのづ

大5 男達 おとこだて

大5 男達（五人男） おとこだて

大5 御参詣の圖 ごさんけいのづ

大5 新板江戸名所八景一覧 しんぱんえどめいしょはっけいいちらん

大5 新板江戸名所八景一覧 しんぱんえどめいしょはっけいいちらん

大5 新板江戸名所八景一覧 しんぱんえどめいしょはっけいいちらん

大5 青樓二階之圖 せいろうにかいのづ

大5 青樓二階之図 せいろうにかいのづ

大5 攝州須磨内裏源平大合戰之圖せっしゅうすま　だいりげんぺいだいかっせんのづ

大5 當世五人男初卯詣ノ圖 とうせいごにんおとこはつうもうでのづ

大5 當盛五歌妓 とうせいごにんおんな

大5 花菖蒲辨慶揃 はなしょうぶべんけいそろい

大5 花揃五人男 はなぞろいごにんおとこ

大5 鵯越逆落平家落城梶原働圖ひよどりごえ　さかさおとし　へいけらくじょう　かじわら…

大5 見立雨やどり みたてあまやどり

大5 見立五人男* 無外題

大5 假名手本忠臣藏* 無外題



大5 助六桜の二帶* 無外題

大5 花菖いろは連歌* 無外題

大5 （両国夕涼み役者） 無外題

大5 落ばなし役者揃* 無外題

大5 信仰記* 無外題

大5 （上野の花見） 無外題

大5 （内裡模様源氏絵） 無外題

大5 俳優得寶詣* 無外題

大5 （俳優、雪景色） 無外題

大5 助六由縁江戸桜* 無外題

大5 （五人男） 無外題

大5 忠臣藏* 無外題

大5 （五人男） 無外題

大5 （五人男） 無外題

大5 （五人男） 無外題

大5 （五人男） 無外題

大5 （五人男） 無外題

大5 紋盡五人男* 無外題

大5 見立雁金五人男* 無外題

大6 生人形 いきにんぎょう

大6 籠細工 かございく

大6 （雪合戰） 無外題

大6 菅原傳授手習鑑* 無外題

大7 男伊達楓錦繪* 無外題

大7 （福寿草売り） 無外題

大7 義經千本桜* 無外題

大8 五節句の内 ごせっくのうち

大8 五節句乃内 ごっせくのうち



10 版元 11 ハンモト 12 内題

ト ト 成田屋三升　尾張屋歌山　高麗屋錦升　音羽屋梅幸

林 ハヤシ …與兵衛［幸四郎］…與右衛門［三津五郎］羽生村金五郎［芝翫］かさね［半四郎］

藤+山型 フジ 秩父庄司重忠（尾上梅幸）仁木戸弾正左衛門直則（坂東三津五郎）○○記左衛門政岡（中村歌右衛門）◯◯（市川市藏）

吉 キチ 松葉屋内粧ひ　扇屋内花扇　中万字屋内八ツ橋　染海老や内七人

大？ ダイ 白井權八…［粂三郎］唐犬權兵衛［幸四郎］笹の權三［團十郎］…

［商標］三巴 ［商標］三巴 時平大臣（尾上松緑）松王丸（沢村源之助）梅王丸（中村歌右衛門）...

（無版元） 無版元

商標［巴］ 商標［巴］ 松王丸［源之助］梅王丸［歌右衛門］さくら丸［松助］時平大臣［松緑］

商標［巴］ 商標［巴］ 松王丸［源之助］梅王丸［歌右衛門］桜丸［松助］時平大臣［松緑］

商標［巴］ 商標［巴］ …げんは［四郎五郎］松王丸［幸四郎］…［三津五郎］戸浪［路考］

（無版元） 無版元

久 キュウ 雷庄九郎［團十郎］雁金文七［粂三郎］布袋市右衛門［幸四郎］極印千右衛門［菊五郎］

（無版元） 無版元 大領久吉［三津五郎］淀姫［紫若］石川五右衛門［團十郎］園生の方［粂三郎］

辻安	 ツジヤス 布袋市右衛門

辻安	 ツジヤス 極印千右衛門

辻安	 ツジヤス 安ノ平兵衛

辻安	 ツジヤス 雁金文七

辻安	 ツジヤス 雷庄九郎

大+入山形 ダイ 男達白井權八［半四郎］唐犬權兵衛［三十郎］釣がね弥左衛門［市藏］…

商標［三巴］ 商標［三巴］

鈴伊 スズイ 髭の伊久［幸四郎］あげ巻の助六［菊五郎］三浦やあげ巻［田之助］…

川口 カワグチ 五番続　坂東三津五郎　…簔助　…粂三郎　…菊五郎　…

川口 カワグチ

大 ダイ 法華長兵衛［坂東三津五郎］

大 ダイ ゆめの市郎兵衛［坂東簑助］

泉市 センイチ

永壽堂 商標［三巴］

商標［三巴］ 商標［三巴］ 愛宕の秋月　堺町の晴嵐　品川の帰帆　両国の夕照　上野の晩鐘　…

永壽堂 商標［三巴］ 堺町の晴嵐 ...

永壽堂西村屋與八板 エイジュドウニシムラヤヨヤチバン

商標［三巴］ 商標［三巴］

商標［三巴］　西村板 商標［三巴］ニシムラバン

清 セイ 五尺染五郎［羽左衛門］幡壽意蝶兵衛［海老藏］梅堀の由兵衛［訥升］夢の市郎兵衛［歌

久 キュウ 柳ばしのおむら　…

丸平 …

加ゝや カガヤ 箕の輪乃龜　黒雲の辰　竹門の寅　鷲の長吉　月の輪乃熊

（無版元） 無版元 梶原景季　…

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ てんばむすめ［しうか］折助［團十郎］座頭［三十郎］藝者［紫若］…

川長 カワチョウ 雁金文七［白猿］安の平右衛門［家橘］雷庄九郎［訥升］極印千右衛門［梅幸］布袋市右

菊市板 キクイチバン 大序　二段目　…　十段目



吉 キチ 髭の伊久［大吉］三浦屋揚巻［菊五郎］揚巻の助六［幸四郎］…

久 キュウ 佐藤…［羽左］大鷲文吾［九藏］渡し守お市［しうか］寺岡…［歌］…

三 サン 市川三升　岩井杜若　坂東秀佳　瀬川路考　尾上梅幸

三 サン 三升　大和屋杜若　大和や秀佳　はまむらや路考　おとはや梅幸

甚+鍵 ジン 下人新作［三津五郎］…おつゆ［松江］此下東吉［歌右衛門］藥屋是齋［市藏］…

泉市 センイチ

泉市 センイチ 仁木惟吉［坂東簔助］左金吾光氏［羽左衛門］足利尚久［訥升］…

大+入山形 ダイ 尾上梅幸　市村家橘　岩井梅我　市川白猿

大平 ダイヘイ 市川三升　岩井杜若　瀬川路考　坂東秀佳　関歌山

長 チョウ 江戸…　伊久…［幸四郎］助六…［團十郎］あげまき…［半四郎］白酒売…［三津］

辻安 ツジヤス 雷庄九郎　…

藤 トウ 山名次郎右衛門［松助］石堂右馬之丞［高助］塩谷判官［市藏］大ほし力彌［伝藏］…

藤慶 フジケイ 安ノ平兵衛

藤慶 フジケイ 雷庄九郎

藤慶 フジケイ 雁金文七

藤慶 フジケイ 極印千右衛門

藤慶 フジケイ 布袋市右衛門

松［松村］ マツ 安の平右衛門［源之助］雁金文七［半四郎］雷庄九郎［團十郎］極印千右衛門［菊五郎］

商標［蔦吉］ 商標［蔦吉］ 見立　市川白猿　澤むら訥升　市川三猿　市村家橘　中むら翫雀

芳山堂 ホウザンドウ 三国人形

難読 難読 （雪合戰）

（無版元） 無版元

清 セイ 毘沙門の庄九郎［海老藏］福大黒の權六［團十郎］福禄の平兵衛［三十郎］…

藤＋山形 フジ （七枚ツヅキ）

（無版元） 無版元

川口板 カワグチバン 三月　甲子樓内　蔦之助

川口板 カワグチバン 三月　甲子樓内　雛鶴



13 ないだい 16 出典 17 全文

なりたｙさんじょう 1999長田／國貞作品目録100-06

…よへい 1999長田／國貞作品目録010-09

ちちぶしょうじしげただ　にきどだんじょうさえもんなおのり　...きざえもんまさおか　（◯◯）2016JUM棚014-19-28

まつばやうちよそおい 1999長田／國貞作品目録149-10

しらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録014-03

しへいだいじん ... 2014太田記念美術館／国貞027

1999長田／國貞作品目録128-08

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録076-09

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録076-10

まつおうまる 1999長田／國貞作品目録077-08

1999長田／國貞作品目録129-08

かみなりしょうくろう 1999長田／國貞作品目録107-05

だいりょうひさよし 1999長田／國貞作品目録129-04

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

おとこだてしらいごんぱち 1999長田／國貞作品目録122-02

2000平木／役者夏の富士25

ひげのいきゅう 1999長田／國貞作品目録061-13

… 1999長田／國貞作品目録035-10

2000平木／役者夏の富士30

ほっけいちょうべい 2006JUM2-xx文様史y

ゆめのいちろうべい 2006JUM2-xx文様史y

1999長田／國貞作品目録137-15

2000平木／役者夏の富士61

あたごのしゅうげつ 1999長田／國貞作品目録167-10

さかいちょうのせいらん　... 2014太田記念美術館／国貞025

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038

1999長田／國貞作品目録167-11（新藤）丸屋文右衛門の行事印。左端に國貞とおぼしき人物（年玉紋）。「月波樓」は國貞の号。

2003町田市立／大武者絵展A118

ごしゃくそめごろう 1999長田／國貞作品目録091-05

やなぎばしのおむら 1982JUM

1982JUM和傘調査1994/106藤かがり青傘を差す4女1男

みのわのかめ　くろくものたつ　たけもんのとら　わしのちょうきち　つきのわのくま2016SCHAAP: Kunisada093

かじわらかげすえ　… 2003町田市立／大武者絵展A117

てんばむすめ 1999長田／國貞作品目録071-11

かりがねぶんしち 1999長田／國貞作品目録046-06

01　… 1999長田／國貞作品目録049-04



ひげのいきゅう 1999長田／國貞作品目録024-05

さとうよもしち 1999長田／國貞作品目録116-07

いちかわさんしょう 1999長田／國貞作品目録056-04

さんじょう 1999長田／國貞作品目録056-05

げにんしんさく 1999長田／國貞作品目録121-02

1982JUM和傘調査1994/095姫様行列、笹紋所付朱差し掛け傘

にき… 1999長田／國貞作品目録008-04

おのえばいこう 1999長田／國貞作品目録122-01

いちかわさんじょう 1999長田／國貞作品目録064-05

いきゅう 1999長田／國貞作品目録119-05

かみなりしょうくろう 1982JUM

やまなじろううえもん 1999長田／國貞作品目録104-14

あんのへいべい 2016JUM目録+

かみなりしょうくろう 2016JUM目録+

かりがねぶんしち 2016JUM目録+

ごくいんせんうえもん 2016JUM目録+

ほていいちうえもん 2016JUM目録+

やすのへいうえもん 1999長田／國貞作品目録086-12

いちかわはくえん 1999長田／國貞作品目録073-02

1919浮世絵44-46［87-13］

さんごくにんぎょう 1919浮世絵44-46［77-08］

無内題 2014太田記念美術館／国貞138

1999長田／國貞作品目録132-08

びしゃもんのしょうくろう 1999長田／國貞作品目録091-09

無内題 2013花開く江戸の園芸139

1999長田／國貞作品目録129-09

3 2006JUM3-49文様史6.1

3 2006JUM3-38文様史4.1
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大１　a

（雁註）顔に隈あり。

（補）金龍山の暮雪　三巡の落雁　吉原の夜雨。

（新藤）丸屋文右衛門の行事印。左端に國貞とおぼしき人物（年玉紋）。「月波樓」は國貞の号。

（補）萬歳［歌右衛門］才藏［福助］六部［海老藏］鳥おひ［榮三郎］順禮［杜若］高野聖［訥升］獅子舞［吉三郎］こもそう［羽左衛門］ことふれ［九藏］猿引［多見藏］福寿草うり［彦三郎］。



姫様行列、笹紋所付朱差し掛け傘

	

190*309

190*309

190*309

190*309

190*309

（雁註）「七」とあるので、七枚つづきか。

［投網］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。投網の図柄、川の人々を現わしていますが、これも珍しい図柄です。

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



（補）萬歳［歌右衛門］才藏［福助］六部［海老藏］鳥おひ［榮三郎］順禮［杜若］高野聖［訥升］獅子舞［吉三郎］こもそう［羽左衛門］ことふれ［九藏］猿引［多見藏］福寿草うり［彦三郎］。



［投網］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。投網の図柄、川の人々を現わしていますが、これも珍しい図柄です。



（補）萬歳［歌右衛門］才藏［福助］六部［海老藏］鳥おひ［榮三郎］順禮［杜若］高野聖［訥升］獅子舞［吉三郎］こもそう［羽左衛門］ことふれ［九藏］猿引［多見藏］福寿草うり［彦三郎］。



［投網］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。投網の図柄、川の人々を現わしていますが、これも珍しい図柄です。


