
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 北溪 ほっけい　

2 北溪 ほっけい

3 北溪 ほっけい

4 北溪 ほっけい

5 北溪 ほっけい

6 北溪 ほっけい

7 北溪 ほっけい

8 北溪 ほっけい

9 北溪 ほっけい

10 北溪 ほっけい

11 北溪 ほっけい

12 北溪 ほっけい

13 北溪 ほっけい

14 北溪 ほっけい

15 北溪 ほっけい

16 北溪 ほっけい

17 北溪 ほっけい

18 北溪 ほっけい

19 北溪冩 ほっけい

20 北溪冩 ほっけい

21 應需北溪筆 ほっけい

22 應需／北溪筆 ほっけい

23 北溪 ほっけい

24 北溪 ほっけい

25 北溪 ほっけい

26 北溪 ほっけい

27 北溪冩 ほっけい

28 北溪冩 ほっけい

29 北溪冩 ほっけい

30 北溪冩 ほっけい

31 北溪冩 ほっけい

32 北溪冩 ほっけい

33 北溪冩［拱齋］ ほっけい

34 北溪［葵岡］ ほっけい

35 北溪［葵岡］ ほっけい

36 呉北溪 ほっけい

37 北溪 ほっけい

38 北溪 ほっけい

39 北溪 ほっけい

40 北溪 ほっけい



41 北溪 ほっけい

42 北溪画 ほっけい

43 應需／北溪冩 ほっけい

44 應需／北溪冩 ほっけい

45 應需北溪冩 ほっけい

46 應需北溪冩 ほっけい

47 應需北溪冩 ほっけい

48 北溪冩 ほっけい

49 北溪冩 ほっけい

50 北溪冩 ほっけい

51 北溪冩 ほっけい

52 北溪冩 ほっけい

53 北溪冩 ほっけい

54 北溪冩 ほっけい

55 北溪冩 ほっけい

56 北溪冩 ほっけい

57 北溪冩 ほっけい

58 應需／北溪冩 ほっけい

59 應需／北溪冩 ほっけい

60 應需北溪冩 ほっけい

61 應需北溪冩 ほっけい

62 應需／北溪冩 ほっけい

63 應需北溪冩 ほっけい

64 應需／北溪冩 ほっけい

65 應需／北溪冩 ほっけい

66 應需北溪冩 ほっけい

67 應需／北溪冩 ほっけい

68 應需／北溪冩 ほっけい

69 應需／北溪冩 ほっけい

70 應需／北溪冩 ほっけい

71 應需北溪冩 ほっけい

72 北溪 ほっけい

73 北溪 ほっけい

74 應需／北溪冩 ほっけい

75 應需北溪冩 ほっけい

76 應需／北溪 ほっけい

77 應需北溪冩 ほっけい

78 北溪 ほっけい

79 北溪 ほっけい

80 北溪 ほっけい

81 北溪 ほっけい



82 北溪 ほっけい

83 北溪 ほっけい

84 北溪 ほっけい

85 北溪 ほっけい

86 北溪［拱齋］ ほっけい

87 北溪［拱齋］	 ほっけい

88 北溪［拱齋］ ほっけい

89 北溪［印］ ほっけい

90 北溪筆 ほっけい

91 北溪筆 ほっけい

92 北溪筆 ほっけい

93 北溪画	 ほっけい

94 北溪［葵］	 ほっけい

95 應需／北溪画 ほっけい

96 北溪 ほっけい

97 北溪 ほっけい

98 北溪 ほっけい

99 北溪 ほっけい

100 北溪 ほっけい

101 北溪 ほっけい

102 北溪 ほっけい

103 北溪 ほっけい

104 北溪 ほっけい

105 北溪 ほっけい

106 北溪 ほっけい

107 北溪 ほっけい

108 北溪 ほっけい

109 北溪 ほっけい

110 北溪 ほっけい

111 北溪（1780-1850） ほっけい

112 北溪 ほっけい

113 北溪 ほっけい

114 北溪 ほっけい

115 北溪 ほっけい

116 北溪 ほっけい

117 北溪 ほっけい

118 北溪 ほっけい

119 北溪 ほっけい

120 北溪 ほっけい

121 北溪 ほっけい

122 北溪 ほっけい



123 北溪 ほっけい

124 北溪［拱齋］ ほっけい

125 北溪［拱齋］ ほっけい

126 北溪 ほっけい

127 北溪［拱齋］ ほっけい

128 北溪［北溪］ ほっけい

129 北溪［印］ ほっけい

130 北溪［印］ ほっけい

131 北溪？ ほっけい

132 ［北溪］ ほっけい

133 ［北溪］ ほっけい

134 北溪 ほっけい

135 北溪 ほっけい

136 北溪［拱齋］	 ほっけい

137 北溪［拱齋］	 ほっけい

138 北溪 ほっけい

139 呉北溪 ほっけい

140 呉北溪	 ほっけい

141 葵岡北溪 ほっけい

142 北溪 ほっけい

143 北溪 ほっけい

144 葵岡／北溪 ほっけい

145 北溪 ほっけい

146 北溪 ほっけい

147 北溪 ほっけい

148 北溪画 ほっけい

149 北溪画 ほっけい

150 北溪 ほっけい

151 北溪 ほっけい

152 北溪 ほっけい

153 北溪 ほっけい

154 北溪画 ほっけい

155 北溪 ほっけい

156 北溪 ほっけい

157 北溪 ほっけい

158 北溪 ほっけい

159 北溪 ほっけい

160 北溪 ほっけい

161 北溪 ほっけい

162 北溪 ほっけい

163 北溪 ほっけい



164 北溪 ほっけい

165 北溪 ほっけい

166 應需／北溪冩 ほっけい

167 葵岡／北溪 ほっけい

168 北溪 ほっけい

169 北溪 ほっけい

170 北溪 ほっけい

171 北溪 ほっけい

172 北溪 ほっけい

173 北溪 ほっけい

174 北溪 ほっけい

175 北溪 ほっけい

176 呉北溪 ほっけい

177 呉北溪 ほっけい

178 呉北溪 ほっけい

179 呉北溪 ほっけい

180 呉北溪 ほっけい

181 呉北溪（1780-1850） ほっけい

182 呉北溪 ほっけい

183 呉北溪 ほっけい

184 呉北溪 ほっけい

185 呉北溪 ほっけい

186 呉北溪 ほっけい

187 呉北溪 ほっけい

188 呉北溪 ほっけい

189 呉北溪 ほっけい

190 呉北溪 ほっけい

191 呉北溪 ほっけい

192 呉北溪 ほっけい

193 呉北溪 ほっけい

194 呉北溪 ほっけい

195 呉北溪 ほっけい

196 呉北溪 ほっけい

197 呉北溪 ほっけい

198 呉北溪 ほっけい

199 呉北溪 ほっけい

200 呉北溪 ほっけい

201 呉北溪 ほっけい

202 呉北溪 ほっけい

203 呉北溪 ほっけい

204 北溪［拱齋］ ほっけい



205 北溪［印］ ほっけい

206 北溪 ほっけい

207 北溪 ほっけい

208 ［北溪］	 ほっけい

209 葵岡／北溪 ほっけい

210 葵岡／北溪 ほっけい

211 北溪 ほっけい

212 北溪 ほっけい

213 北溪 ほっけい

214 北溪 ほっけい

215 北溪 ほっけい

216 北溪 ほっけい

217 北溪 ほっけい

218 北溪 ほっけい

219 北溪 ほっけい

220 北溪 ほっけい

221 北溪 ほっけい

222 北溪 ほっけい

223 北溪 ほっけい

224 北溪 ほっけい

225 北溪 ほっけい

226 無款（北溪） 無款（ほっけい）

227 北溪 ほっけい

228 北溪 ほっけい

229 北溪 ほっけい

230 北溪 ほっけい

231 應需／北溪筆 ほっけい

232 應需鳥居風／北溪摸 ほっけい

233 呉北溪 ほっけい

234 呉北溪 ほっけい

235 呉北溪 ほっけい

236 呉北溪 ほっけい

237 呉北溪 ほっけい

238 呉北溪 ほっけい

239 呉北溪 ほっけい

240 呉北溪 ほっけい

241 呉北溪 ほっけい

242 呉北溪 ほっけい

243 北溪 ほっけい

244 北溪 ほっけい

245 北溪 ほっけい



246 北溪 ほっけい

247 北溪 ほっけい

248 北溪 ほっけい

249 北溪 ほっけい

250 葵岡／北溪 ほっけい

251 北溪 ほっけい

252 北溪 ほっけい

253 北溪 ほっけい

254 北溪 ほっけい

255 北溪 ほっけい

256 北溪 ほっけい

257 北溪 ほっけい

258 北溪 ほっけい

259 北溪 ほっけい

260 北溪 ほっけい

261 北溪 ほっけい

262 北溪 ほっけい

263 北溪 ほっけい

264 北溪 ほっけい

265 北溪 ほっけい

266 北溪 ほっけい

267 北溪 ほっけい

268 北溪 ほっけい

269 北溪 ほっけい

270 北溪 ほっけい

271 北溪 ほっけい

272 北溪 ほっけい

273 北溪 ほっけい

274 北溪 ほっけい

275 北溪 ほっけい

276 北溪 ほっけい

277 北溪 ほっけい

278 北溪 ほっけい

279 北溪 ほっけい

280 北溪 ほっけい

281 北溪 ほっけい

282 北溪 ほっけい

283 北溪 ほっけい

284 北溪 ほっけい

285 北溪 ほっけい

286 北溪 ほっけい



287 北溪 ほっけい

288 北溪 ほっけい

289 北溪 ほっけい

290 北溪 ほっけい

291 北溪 ほっけい

292 北溪 ほっけい

293 北溪 ほっけい

294 北溪 ほっけい

295 北溪 ほっけい

296 北溪 ほっけい

297 北溪 ほっけい

298 北溪 ほっけい

299 北溪 ほっけい

300 北溪 ほっけい

301 北溪 ほっけい

302 北溪 ほっけい

303 北溪 ほっけい

304 北溪 ほっけい

305 北溪 ほっけい

306 北溪 ほっけい

307 北溪 ほっけい

308 北溪 ほっけい

309 北溪 ほっけい

310 北溪 ほっけい

311 北溪 ほっけい

312 北溪 ほっけい

313 北溪 ほっけい

314 北溪 ほっけい

315 北溪 ほっけい

316 北溪 ほっけい

317 北溪 ほっけい

318 北溪 ほっけい

319 北溪 ほっけい

320 北溪 ほっけい

321 北溪 ほっけい

322 北溪 ほっけい

323 北溪 ほっけい

324 北溪 ほっけい

325 北溪 ほっけい

326 北溪 ほっけい

327 北溪 ほっけい



328 北溪 ほっけい

329 北溪 ほっけい

330 北溪 ほっけい

331 北溪 ほっけい

332 北溪 ほっけい

333 北溪 ほっけい

334 北溪 ほっけい

335 北溪 ほっけい

336 北溪 ほっけい

337 北溪	 ほっけい

338 北溪 ほっけい

339 北溪 ほっけい

340 北溪 ほっけい

341 北溪 ほっけい

342 北溪筆 ほっけい

343 北溪筆 ほっけい

344 北溪筆 ほっけい

345 北溪筆 ほっけい

346 北溪筆 ほっけい

347 北溪筆 ほっけい

348 北溪 ほっけい

349 北溪（1780-1850） ほっけい

350 北溪［北溪］ ほっけい

351 北溪 ほっけい

352 北溪［北溪］ ほっけい

353 北溪［印］ ほっけい

354 北溪 ほっけい

355 北溪［拱齋］ ほっけい

356 北溪［拱齋］ ほっけい

357 北溪［北溪］ ほっけい

358 北溪［北溪］ ほっけい

359 北溪［北溪］ ほっけい

360 北溪［北溪］ ほっけい

361 北溪［北溪］ ほっけい

362 北溪 ほっけい

363 北溪 ほっけい

364 北溪 ほっけい

365 北溪 ほっけい

366 應需／北溪画 ほっけい

367 應需／北溪画 ほっけい

368 應需北溪画 ほっけい



369 應需／北溪画 ほっけい

370 葵岡／北溪 ほっけい

371 葵岡／北溪 ほっけい

372 葵岡／北溪 ほっけい

373 葵岡／北溪 ほっけい

374 葵岡／北溪 ほっけい

375 葵岡北溪 ほっけい

376 葵岡北溪 ほっけい

377 北溪 ほっけい

378 北溪 ほっけい

379 北溪 ほっけい

380 北溪 ほっけい

381 北溪 ほっけい

382 北溪 ほっけい

383 北溪 ほっけい

384 北溪 ほっけい

385 北溪 ほっけい

386 北溪 ほっけい

387 北溪 ほっけい

388 北溪 ほっけい

389 北溪 ほっけい

390 北溪 ほっけい

391 北溪 ほっけい

392 北溪 ほっけい

393 北溪 ほっけい

394 北溪 ほっけい

395 應需／北溪画 ほっけい

396 北溪 ほっけい

397 北溪 ほっけい

398 北溪 ほっけい

399 北溪 ほっけい

400 北溪 ほっけい

401 北溪 ほっけい

402 北溪［印］ ほっけい

403 北溪 ほっけい

404 北溪 ほっけい

405 北溪 ほっけい

406 北溪 ほっけい

407 北溪 ほっけい

408 呉北溪 ほっけい

409 呉北溪 ほっけい



410 呉北溪 ほっけい

411 北溪画［北溪］ ほっけい

412 北溪 ほっけい

413 北溪 ほっけい

414 北溪 ほっけい

415 北溪 ほっけい

416 應需北溪筆　 ほっけい　

417 南牕燈下　北溪 ほっけい

418 南總燈下／北溪画 ほっけい

419 北溪 ほっけい

420 北溪 ほっけい

421 北溪 ほっけい

422 北溪 ほっけい

423 應需／北溪画 ほっけい

424 應需北溪画 ほっけい

425 北溪 ほっけい

426 北溪 ほっけい

427 北溪 ほっけい

428 北溪 ほっけい

429 北溪 ほっけい

430 北溪 ほっけい

431 北溪 ほっけい

432 北溪 ほっけい

433 北溪 ほっけい

434 應需北溪画 ほっけい

435 北溪 ほっけい

436 北溪 ほっけい

437 北溪 ほっけい

438 應需北溪画 ほっけい

439 北溪筆 ほっけい

440 北溪 ほっけい

441 葵岡北溪［拱齋］ ほっけい

442 應需北溪画	 ほっけい

443 呉北溪［拱齋］	 ほっけい

444 北溪	 ほっけい

445 北溪	 ほっけい

446 北溪	 ほっけい

447 北溪	 ほっけい

448 北溪［拱齋］	 ほっけい

449 北溪［拱齋］	 ほっけい

450 北溪	 ほっけい



451 應需北溪画	 ほっけい

452 葵岡北溪 ほっけい

453 北溪 ほっけい

454 北溪 ほっけい

455 北溪 ほっけい

456 北溪 ほっけい

457 北溪？ ほっけい

458 北溪 ほっけい

459 北溪 ほっけい

460 北溪 ほっけい

461 應需／北溪画 ほっけい

462 北溪 ほっけい

463 北溪 ほっけい

464 北溪 ほっけい

465 北溪 ほっけい

466 北溪 ほっけい

467 北溪［不染居］ ほっけい

468 北溪 ほっけい

469 北溪冩 ほっけい

470 北溪 ほっけい

471 北溪 ほっけい

472 北溪 ほっけい

473 北溪 ほっけい

474 北溪冩 ほっけい

475 北溪 ほっけい

476 北溪 ほっけい

477 北溪 ほっけい

478 北溪 ほっけい

479 葵岡北溪 ほっけい

480 應需北溪［拱齋］ ほっけい

481 北溪（1780-1850） ほっけい

482 北溪 ほっけい

483 北溪 ほっけい

484 應需／北溪画 ほっけい

485 應需／北溪画 ほっけい

486 葵岡／北溪 ほっけい

487 北溪筆 ほっけい

488 應需／北溪冩 ほっけい

489 北溪冩［葵岡］ ほっけい

490 北溪冩［印］ ほっけい

491 呉北溪 ほっけい



492 葵岡北溪 ほっけい

493 葵岡／北溪 ほっけい

494 北溪 ほっけい

495 北溪 ほっけい

496 山満多山の／山のてニ／北溪冩ほっけい

497 北溪 ほっけい

498 北溪 ほっけい

499 北溪 ほっけい

500 北溪 ほっけい

501 北溪 ほっけい

502 北溪* ほっけい

503 應需北溪筆 ほっけい

504 應需／北溪冩 ほっけい

505 應需／北溪画 ほっけい

506 北溪 ほっけい

507 北溪 ほっけい

508 應需／北溪筆 ほっけい

509 應需／北溪筆 ほっけい

510 北溪 ほっけい

511 北溪 ほっけい

512 北溪 ほっけい

513 北溪 ほっけい

514 北溪［印］ ほっけい

515 應需／北溪筆 ほっけい

516 北溪［印］ ほっけい

517 北溪 ほっけい

518 北溪 ほっけい

519 應需／北溪画 ほっけい

520 北溪 ほっけい

521 北溪 ほっけい

522 北溪 ほっけい

523 北溪* ほっけい

524 北溪 ほっけい

525 北溪* ほっけい

526 北溪（1780-1850） ほっけい

527 應需／北溪画 ほっけい

528 應需／北溪冩 ほっけい

529 北溪冩 ほっけい

530 北溪冩 ほっけい

531 北溪 ほっけい

532 北溪 ほっけい



533 北溪［印］ ほっけい

534 北溪 ほっけい

535 北溪 ほっけい

536 北溪 ほっけい

537 北溪 ほっけい

538 北溪 ほっけい

539 北溪 ほっけい

540 北溪 ほっけい

541 北溪 ほっけい

542 北溪 ほっけい

543 北溪 ほっけい

544 北溪	 ほっけい

545 北溪［北溪］ ほっけい

546 應需／北溪画 ほっけい

547 葵岡／溪栖 けいせい

548 北溪 ほっけい

549 北溪 ほっけい

550 北溪 ほっけい

551 鳥居流／北溪模 ほっけい

552 北溪 ほっけい

553 北溪	 ほっけい

554 北溪 ほっけい

555 北溪［印］ ほっけい

556 北溪［拱齋］ ほっけい

557 葵岡／北溪［拱齋］ ほっけい

558 葵岡／北溪［拱齋］ ほっけい

559 北溪画 ほっけい

560 應需北溪筆 ほっけい

561 北溪 ほっけい

562 北溪 ほっけい

563 北溪 ほっけい

564 北溪 ほっけい

565 北溪 ほっけい

566 北溪　 ほっけい　

567 葵岡／北溪 ほっけい

568 葵岡／北溪 ほっけい

569 葵岡／北溪 ほっけい

570 葵岡／北溪 ほっけい

571 葵岡北溪 ほっけい

572 北溪 ほっけい

573 北溪 ほっけい



574 葵岡／溪栖 けいさい（溪栖）

575 葵岡溪栖 けいせい

576 北溪	 ほっけい

577 北溪 ほっけい

578 北溪 ほっけい

579 北溪 ほっけい

580 北溪画［拱齋］ ほっけい

581 應需北溪写	 ほっけい

582 應需／北溪筆 ほっけい

583 北溪 ほっけい

584 應需北溪冩 ほっけい

585 呉北溪［印］ ほっけい

586 呉北溪［印］ ほっけい

587 北溪［印］ ほっけい

588 北溪 ほっけい　

589 北溪 ほっけい

590 葵岡北溪 ほっけい

591 葵岡／北溪 ほっけい

592 葵岡北溪 ほっけい

593 北溪 ほっけい

594 北溪 ほっけい

595 北溪 ほっけい

596 北溪 ほっけい

597 北溪 ほっけい

598 北溪	 ほっけい

599 北溪 ほっけい

600 北溪 ほっけい

601 北溪 ほっけい

602 北溪	 ほっけい

603 北溪 ほっけい

604 葵岡筆（北溪） あおいがおか（ほっけい）

605 葵岡筆（北溪） ほっけい

606 北溪［拱齋］ ほっけい

607 應需北溪 ほっけい

608 北溪 ほっけい

609 北溪 ほっけい

610 北溪 ほっけい

611 北溪 ほっけい

612 北溪* ほっけい

613 北溪 ほっけい

614 北溪 ほっけい



615 北溪 ほっけい

616 北溪 ほっけい

617 北溪画 ほっけい

618 北溪 ほっけい

619 北溪［北溪］	 ほっけい

620 北溪［北溪］ ほっけい

621 北溪［印］ ほっけい

622 北溪［北溪］ ほっけい

623 北溪［葵岡］ ほっけい

624 北溪筆 ほっけい

625 北溪筆 ほっけい

626 北溪 ほっけい

627 北溪 ほっけい

628 北溪 ほっけい

629 北溪 ほっけい

630 北溪 ほっけい

631 北溪［印］ ほっけい

632 北溪 ほっけい

633 北溪 ほっけい

634 北溪 ほっけい

635 北溪 ほっけい

636 北溪画 ほっけい

637 應需北溪筆 ほっけい

638 北溪	 ほっけい

639 北溪 ほっけい

640 北溪 ほっけい

641 無款（北溪） 無款（ほっけい）

642 北溪［印］ ほっけい

643 北溪 ほっけい

644 …北溪 ほっけい

645 北溪摸［不染居］ ほっけい

646 北溪　俊滿+◯ ほっけい　しゅんまん

647 北溪　［俊満］ ほっけい

648 北溪　俊満 ほっけい　

649 北溪 ほっけい

650 北溪 ほっけい

651 北溪 ほっけい

652 北溪 ほっけい

653 北溪 ほっけい

654 北溪 ほっけい

655 北溪 ほっけい



656 應需北溪筆 ほっけい

657 應需北溪筆 ほっけい

658 應需／北溪筆 ほっけい

659 應需北溪筆 ほっけい

660 應需／北溪筆 ほっけい

661 應需／北溪筆 ほっけい

662 應需／北溪筆 ほっけい

663 北溪 ほっけい

664 北溪 ほっけい

665 北溪 ほっけい

666 北溪 ほっけい

667 北溪 ほっけい

668 北溪 ほっけい

669 應需北溪画 ほっけい

670 應需／北溪画 ほっけい

671 應需／北溪画　［俊満］ ほっけい

672 應需／北溪画 ほっけい

673 北溪 ほっけい

674 應需／北溪筆 ほっけい

675 應需／北溪画 ほっけい

676 葵岡／北溪［花押］ ほっけい

677 無款（北溪） 無款（ほっけい）

678 葵岡／北溪［印］ ほっけい

679 北溪 ほっけい

680 北溪 ほっけい

681 應需／北溪［印］ ほっけい

682 應需／北溪筆 ほっけい

683 葵岡／北溪［印］ ほっけい

684 北溪 ほっけい

685 …北溪 ほっけい

686 北溪 ほっけい

687 北溪 ほっけい

688 應需北溪画 ほっけい

689 北溪冩 ほっけい

690 北溪（1780-1850） ほっけい

691 北溪	 ほっけい

692 北溪 ほっけい

693 北溪□ ほっけい

694 北溪□ ほっけい

695 北溪 ほっけい

696 北溪画 ほっけい



697 北溪画	 ほっけい

698 北溪画 ほっけい

699 北溪画 ほっけい

700 葵岡北溪画 ほっけい

701 北溪 ほっけい

702 北溪 ほっけい

703 蹄齋（北馬）［拱齋］ ていさい（ほくば）

704 北溪画 ほっけい

705 北溪画 ほっけい

706 北溪 ほっけい

707 北溪画 ほっけい

708 北溪画 ほっけい

709 應需／北溪画 ほっけい

710 應需／北溪画（1780-1850） ほっけい

711 應需北溪画 ほっけい　

712 魚屋北溪画 ほっけい

713 葵岡／北溪 ほっけい

714 北溪画 ほっけい

715 應需北溪画 ほっけい

716 應需北溪画（1780-1850） ほっけい

717 葵岡／北溪 ほっけい

718 北溪 ほっけい

719 北溪画 ほっけい

720 北溪画 ほっけい

721 北溪画 ほっけい

722 北溪画 ほっけい

723 北溪冩 ほっけい

724 魚屋北溪図 ほっけい

725 應需／北溪画 ほっけい

726 應需北溪画 ほっけい

727 北溪 ほっけい

728 北溪 ほっけい

729 北溪［印］ ほっけい

730 北溪 ほっけい

731 北溪 ほっけい

732 北溪画 ほっけい

733 北溪画 ほっけい

734 北溪画 ほっけい

735 北溪 ほっけい

736 北溪畫 ほっけい

737 北溪 ほっけい



738 魚屋北溪画 ほっけい

739 前頭　北溪 ほっけい

740 北溪 ほっけい

741 北溪画 ほっけい

742 印=北溪 ほっけい

743 北溪 ほっけい

744 北溪 ほっけい

745 北溪 ほっけい

746 北溪 ほっけい

747 北溪画（拱齋］ ほっけい

748 北溪* ほっけい

749 北溪画 ほっけい

750 北溪［葵岡］ ほっけい

751 北溪［葵岡］ ほっけい

752 北溪［葵岡］ ほっけい

753 北溪［印］ ほっけい

754 北溪［葵岡］ ほっけい

755 北溪［葵岡］ ほっけい

756 北溪［葵岡］ ほっけい

757 北溪［葵岡］ ほっけい

758 北溪［葵岡］ ほっけい

759 北溪［葵岡］ ほっけい

760 北溪　印=北溪 ほっけい

761 北溪［葵岡］ ほっけい

762 北溪［葵岡］ ほっけい

763 北溪［葵岡］ ほっけい

764 北溪［葵岡］ ほっけい

765 北溪画 ほっけい

766 北溪画 ほっけい

767 北溪画 ほっけい

768 北溪画 ほっけい

769 葵岡／北溪画 ほっけい

770 葵岡北溪画 ほっけい

771 葵岡北溪画 ほっけい

772 葵岡北溪画 ほっけい

773 葵岡北溪画 ほっけい

774 葵岡北溪画 ほっけい

775 葵岡北溪画 ほっけい

776 葵岡北溪画 ほっけい

777 葵岡北溪画 ほっけい

778 葵岡北溪画 ほっけい



779 葵岡北溪画 ほっけい

780 葵岡北溪画 ほっけい

781 葵岡北溪画 ほっけい

782 葵岡北溪画 ほっけい

783 葵岡北溪画 ほっけい

784 葵岡北溪画 ほっけい

785 葵岡北溪画 ほっけい

786 葵岡北溪画 ほっけい

787 葵岡北溪画 ほっけい

788 葵岡北溪画 ほっけい

789 葵岡北溪画 ほっけい

790 葵岡北溪画 ほっけい

791 葵岡北溪画 ほっけい

792 葵岡北溪画 ほっけい

793 葵岡北溪画 ほっけい

794 葵岡北溪画 ほっけい

795 葵岡／北溪画 ほっけい

796 岩窪北溪畫 ほっけい

797 魚屋北溪（畫） ほっけい

798 北溪* ほっけい

799 北溪画 ほっけい

800 北溪画 ほっけい

801 北溪* ほっけい

802 葵岡北溪画	 ほっけい

803 葵岡北溪画	 ほっけい

804 北溪	 ほっけい

805 葵岡北溪画 ほっけい

806 葵岡北溪画	 ほっけい

807 北溪［葵岡］ ほっけい

808 北溪［葵岡］ ほっけい

809 北溪［葵岡］ ほっけい

810 北溪［葵岡］ ほっけい

811 北溪［北溪］ ほっけい

812 北溪［北溪］ ほっけい

813 北溪 ほっけい

814 無款（北溪ふう）武者廿二人 無款

815 北溪 ほっけい

816 於寺島別荘／北溪冩［拱齋］ほっけい

817 於寺島別荘北溪冩［拱齋］ ほっけい

818 應需／北溪筆［葵岡］ ほっけい

819 北溪画 ほっけい



820 北溪画 ほっけい

821 北溪［拱齋］ ほっけい

822 應需北溪筆［葵岡］ ほっけい

823 北溪 ほっけい

824 北溪* ほっけい

825 北溪* ほっけい

826 北溪 ほっけい

827 北溪（画） ほっけい

828 北溪* ほっけい

829 北溪* ほっけい

830 北溪* ほっけい

831 葵岡北溪（画） ほっけい

832 北溪（画） ほっけい

833 北溪* ほっけい

834 北溪画 ほっけい

835 北溪画 ほっけい

836 北溪 ほっけい

837 北溪* ほっけい

838 葵岡北溪（画） ほっけい

839 北溪* ほっけい

840 北溪* ほっけい

841 北溪　五湖亭貞景　雲峰　文晁	さだかげ

842 北溪* ほっけい

843 北溪画 ほっけい

844 北溪画 ほっけい

845 北溪* ほっけい

846 北溪画 ほっけい

847 北溪* ほっけい

848 北溪画 ほっけい

849 北溪* ほっけい

850 北溪* ほっけい

851 魚屋北溪（畫） ほっけい

852 北溪* ほっけい

853 北溪* ほっけい

854 北溪* ほっけい

855 北溪* ほっけい

856 北溪* ほっけい

857 北溪* ほっけい

858 北溪画 ほっけい

859 北溪* ほっけい

860 北溪* ほっけい



861 北溪* ほっけい

862 北溪* ほっけい

863 北溪* ほっけい

864 北溪* ほっけい

865 北溪* ほっけい

866 北溪画 ほっけい

867 北溪画 ほっけい

868 北溪* ほっけい

869 北溪［印］ ほっけい

870 北溪画 ほっけい

871 北溪画 ほっけい

872 北溪* ほっけい

873 北溪 ほっけい

874 北溪* ほっけい

875 無款［北溪］石川雅望 無款［ほっけい］まさもち

876 北溪 ほっけい

877 北溪 ほっけい

878 北溪 ほっけい

879 北溪 ほっけい

880 北溪 ほっけい

881 北溪 ほっけい

882 北溪 ほっけい

883 北溪 ほっけい

884 北溪 ほっけい

885 北溪　北山　北岱　北壽　戴斗　二代目北齋　爲一ゐいつ　ほくさゐ2　…

886 北溪画		 ほっけい

887 北溪［印］		 ほっけい

888 北溪［葵岡］ ほっけい

889 北溪［拱齋］ ほっけい

890 北溪[拱齋] ほっけい

891 北溪* ほっけい

892 北溪* ほっけい

893 北溪* ほっけい

894 北溪* ほっけい

895 北溪* ほっけい

896 北溪* ほっけい

897 魚屋北溪 ほっけい

898 北溪* ほっけい

899 北溪* ほっけい

900 北溪* ほっけい

901 北溪* ほっけい



902 北溪* ほっけい

903 北溪* ほっけい

904 北溪* ほっけい

905 北溪* ほっけい

906 魚屋北溪画 ほっけい

907 北溪* ほっけい

908 北溪 ほっけい

909 北溪* ほっけい

910 北溪* ほっけい

911 北溪* ほっけい

912 呉北溪 ほっけい

913 北溪* ほっけい

914 北溪* ほっけい

915 北溪* ほっけい

916 北溪* ほっけい

917 北溪* ほっけい

918 北溪* ほっけい

919 北溪* ほっけい

920 北溪* ほっけい

921 北溪* ほっけい

922 北溪* ほっけい

923 北溪* ほっけい

924 北溪* ほっけい

925 北溪* ほっけい

926 魚屋北溪画 ほっけい

927 北溪* ほっけい

928 北溪* ほっけい

929 北溪* ほっけい

930 魚屋北溪 ほっけい

931 北溪* ほっけい

932 北溪* ほっけい

933 北溪［葵岡］　文々舎撰 ほっけい

934 北溪* ほっけい

935 北溪画 ほっけい

936 北溪* ほっけい

937 應需／北溪画 ほっけい

938 北溪* ほっけい

939 北溪* ほっけい

940 北溪* ほっけい

941 北溪* ほっけい

942 北溪* ほっけい



943 北溪* ほっけい

944 北溪* ほっけい

945 北溪画 ほっけい

946 北溪* ほっけい

947 北溪* ほっけい

948 葵岡北溪（画） ほっけい

949 北溪* ほっけい

950 北溪* ほっけい

951 北溪* ほっけい

952 北溪* ほっけい

953 北溪* ほっけい

954 北溪* ほっけい

955 北溪* ほっけい

956 北溪* ほっけい

957 北溪* ほっけい

958 北齋＋北溪＋北泉 ほくさゐ

959 石川雅望　北溪 いしかわまさもち

960 北溪* ほっけい

961 北溪* ほっけい

962 北溪* ほっけい

963 北溪* ほっけい

964 北溪* ほっけい

965 岳亭*　北溪 がくてい、ほっけい

966 北溪* ほっけい

967 北溪 ほっけい

968 葵岡／北溪冩［北溪］ ほっけい

969 魚屋北溪画 ほっけい



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

文政 1820s 絵半切

1830s 1830s 角1

1826-戌 1826 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1833 1833 角1

1833 角1

1833 1833 角1

1833 角1

1833 1833 角1

1833 角1

1833 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角1

1833 角1

天保	 1833 角1

1833 角1

1818 角1

1818-寅 1818 角1

1823c 1823c 角1

1820s 1820s 角1

1820s　 角1

1820s　 角1

1820s　 角1

1832c 1832c 角1

1890s 1890s 角1

1817 角1

1810s 1817 角1

1819c 1819c 角1

1810s 1817 角1

文化14 1817 角1

1824c 1824c 角1

1832 1832 角1

1832 角1

文政11頃 1828c 角1

1820-1822c 角1

1814 角1

文化11戌	 1814 角1

文化14丑03月	 1817 角1



来ル丑ノ三月 1817 角1

1811 1811 角1

1821 1821 角1

1820s 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政4［辛巳］ 1821 角1

1821 角1

1820s 角1

文政4 1821 角1

文政4 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1890s 1890s 角1

1821 1821 角1

1820s 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1820s 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1820s 角1

1821 1821 角1

1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1810s 角1

1810s 角1

文化 1810s 角1

1810s 角1

文化 1810s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1



1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 角1

1830c 1820s 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1

1825c 角1

1825c 1825c 角1

1830s 1830s 角1

文化10酉のとし 1813 角1

文化 1810s 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820ｃ 角1

1820s 1820s 角1

1890s 1890s 角1

1820c 1820c 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

文化	 1800s 角1

1831 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

1830 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

天保2辛卯	 1831 角1

1831 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

天保2辛卯	 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

天保2辛卯	 1831 角1

1831 1831 角1

天保2辛卯 1831 角1

1831 1831 角1

天保2［辛卯］ 1831 角1



1831 1831 角1

文政（1820s） 1820s 角5

1820s 角1

文政	 1820s 角1

1825-1826 1825-1826 角1

1820s 角1

1820s 角1

文政	 1810s 角1

1833c 1833c 角1

1833c 1833c 角1

天保6頃 1835c 角1

1828c 角1

1825 1825 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

文政3頃 1820c 角1

1830s 1830s 角1

1827c 1827c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 角1

文政	 1820s 角1

1820-1822c 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

1820s 角1

文政	 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1820s 角1

文政	 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1



1820s 1820s 角1

1820s 角1

1818 角1

1810s 1818 角1

1818-寅 1818 角1

1818-寅 1818 角1

文化後期 1818 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1821c 1821c 角1

1820s 1820s 角1

1821c 1821c 角1

- 1820s 角1

1820s 角1

1830s 1820s 角1

天保3？ 1832 角1

天保3？ 1832 角1

文政（1820s） 1820s 角1

天保3？ 1832？ 角1

文政	 1820s 角1

1820s 角1

1830s 1830s 角1

天保3？ 1832 角1

1825c 1825c 角1

文政	 1820s 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

天保3？ 1832 角1

文政	 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 角1

1828c 1828c 角1

天保3？ 1832 角1

天保3？ 1832？ 角1

文政	 1820s 角1

1820s 角1

1830s 1830s 角1

天保3？ 1832 角1

1825c 1825c 角1

文政	 1820s 角1

1822 1822 角1



1822 1822 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1

1825c 1825c 角1

巳二日 1833 角1

巳二日 1833 角1

1824c 1824c 角1

1820s 角1

1821-1822 1821-1822 角1

1821-1822 1821-1822 角1

1820s 角1

1822c 1822c 角1

1834c 1834c 角1

文政	 1820s 角1

1820s 角1

天保2頃 1831c 角1

1832c 1832c 角1

1830s 角1

1830s 角1

1830s 角1

天保	 1830s 角1

1830s 角1

1830s 角1

1830s 角1

天保	 1830s 角1

天保	 1830s 角1

1825 角1

1825 1825 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1820s 1820s 角1

角1

文化	 1810s 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1825c 1825c 角1

1830s 1830s 角1

1832c 1832c 角1

1820s 1820s 角1



1832c 1832c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1823 角1

1820s 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未	 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 角1

1820s 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

文政6［癸未］ 1823 角1

1823 1823 角1

文政6［癸未］	 1823 角1

1823 1823 角1

1820s 1823 角1

1823-未 1823 角1

1820s 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1820s 1823 角1

1820s 1823 角1

1823 1823 角1

1820s 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1823-未 1823 角1



文化	 1810s 角1

1823-未 1823 角1

文政6［癸未］ 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 角1

1823 1823 角1

文政5-6頃 1823 角1

1823 1823 角1

1820s 1823 角1

1823-未 1823 角1

1820s 1823 角1

1820s 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1

1824c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1



1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820c 角1

文政3頃 1820c 角1

1820c 角1

1830c 1830c 角1

1826c 1826c 角1

文化 1810s 角1

1820c 角1

1820s 1820s 角1

文化	 1820c 角1

1823 1823 角5-5

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1825 1825 角5

文化（1810s） 1810s 角5

角1

1825-酉 1825 角1

角1

1825 1825 角1

1825-酉 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

文政中期 1820s 角1

角1

角1

文政中期 1820s 角1

角1

文化2丑	 1805 角1

文政1寅	 1818 角1

角1

角1

1820c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1



1818-1830 角1

1820s 1820s 角1

1825c 1825c 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1　2

1823c 1823c 角1

1823c 1823c 角1

1828c 1828c 角1

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

文政11頃 1828c 角1

1820c 1820c 角1

文政 1820s 角1

1810s 角1

1810s 角1

1810s 角1

1810s 角1

1810s 角1

文化	 1810s 角1

1810s 角1

文化	 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 角1

1819c 1819c 角1

1810s 角1

1890s 1890s 角1

- 1810s 角1

1810s 角1

文政5［壬午］ 1822 角1

1821c 1821c 角1

1820c 1820c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1820s 角1

文政 1820s 角1

文政	 1820s 角1



文政	 1820s 角1

1825c 1825c 角1

1830c 1830c 角1

1830c 1830c 角1

天保3頃 1832c 角1

1830c 1830c 角1

文政 1820s 角1

1832 1832 角1

1832 1832 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

1822c 1822c 角1

1820c 1820c 角1

1822c 1822c 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1830 1830 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1836 1836 角1

1839 1839 角1

1820c 1820c 角1

1823c 1823c 角1

1824 1824 角1

1824 1824 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1826 1826 角1

1825 1825 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1832 1832 角1



1832 1832 角1

1830s 1830s 角1

1820s 角1

天保 1830s 角1

1821c 1821c 角1

- 1820s 角1

1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文化前期 1820s 角1

文政7申 1824 角1

1820 1820 角1

文政七／乙酉春 1824 角1

文政 1820s 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1830s 1830s 角1

1890s 1890s 角1

1820s 角1

文化十四丁丑暦 1817 角1

文政末期 1820s-30 角1

1820s 角1

1820s 角1

1826 1826 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

文政	 1820s　 角1

1825c 1825c 角1

1820s 1820s 角1

1810s 1810s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1820s 角1

文政中期 1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1826 1826 角1

1820s 角1

文政7 1824 角1

1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1820s 角1



文政11子	 1820s 角1

文化13子 1816 角1

文政8酉	 1825 角1

とりの初春 1825 角1

文政10 1827 角1

1810s 1810s 角1

1820s 1820s 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1818-1830 角1

1820s 角1

1810s 1810s 角1

1820c 1820c 角1

1820 1820 角1

文化 1810s 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 角1

1828 1828 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

文政9 1826 角1

天保 1830s 角1

1821 1821 角1

辛巳（文政4） 1821 角1

1820c 1820c 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政3辰 1820 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

文政 1810s 角1

1820s 角1



1820s 1820s 角1

1832c 1832c 角1

文政	 1820s 角1

文政	 1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1833c 1833c 角1

文政 1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1830s 1830s 角1

1826c 1826c 角1

1827c 1827c 角1

1820c 1820c 角1

1831-卯 1831 角1

1830s 1830s 角3

1835c 1835c 角3

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

文政 1820s 角1

文政	 1820s 角1

1820s 角1

文化末-文政初 1810s 角1

1820s 角1

文政 1820s 角1

1825c 1825ｃ 角1

1813 1813 角1

1832 1832 角1

天保3 1832 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文化14 1817 角1

文政8酉	 1825 角1

文政8酉 1825 角1

1825 1825 角1

文政8酉 1825 角1

文政8酉 1825 角1

1825 1825 角1

文政 1820s 角1

1822c 1822c 角1



1830s 1830s 角1

1830c 1830c 角1

文政 1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1810s 1810s 角1

酉のとし 1813 角1

文化　酉 1810s 角1

文化10酉 1813 角1

1823 1823 角1

文化	 1800s 角1

1820s 角1

1830s 1830s 角1

天保3辰 1832 角1

文政 1820s 角1

文化前期 1820s 角1

1818 1818 角1

1818 1818 角1

1818 1818 角1

文政11 1828 角1

1821 1821 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1

文化 1810s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1821c 1821c 角1

文化 1810s 角1

1820s 角1

文化	 1800s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1830s 1830s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1



1820s 角1

1822c 1822c 角1

1817 1817 角1

1835c 1835c 角1

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

天保1頃 1830c 角1

1825 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1

午（文政5） 1822 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 角1　2　

天保 1830s 角1

1827 1827 角1

文政10［丁亥］ 1827 角1

1820 1820 角1

1817 1817 角1

文政3頃 1820s 角1

文政 1820s 角1

1820s 角1

1821 1821 角1

1890s 1890s 角1

1825c 角1

1825c 1825c 角1

1820s 角1

1828c 1828c 角1

文化14	 1817 角1

文化十四丁丑 1817 角1

文化十四丁丑 1817 角1

1820s 角1

文政	 1820s　 角1

1820s 角1

文政4巳 1821 角1

文政4巳 1821 角1

文政4巳 1821 角1

文政4巳 1821 角1



天保前期 1830s 角1

文政 1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

文政 1820s 角1

天保七丙 1836 角1

天保7丙申	 1836 角1

文化 1810s 角1

1827c 角1

1827c 1827c 角1

1810s 1810s 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

文政2-3頃 1819-1820c 角1

文政8（とりの初春） 1825 角1

1820s 角1

1832？ 1832 角1

1825c 1825c 角1

1890s 1890s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820s 角1

1820s 1820s 角1

1830c 1830c 角1

1820s 角1

1820s 角1

1829 1829 角1

1890s［複製］ 1890s 角1

文化（1810s） 1810s 角1　下絵

文政（1820s） 1820s 角1

1829 1829 角1

1830s 1830s 角1

文化	 1800s 角5

文化	 1800s 角5

1820 1820 角横

文政	 1820s 角横



1820s 角横

1820s 九横

1810s	 1810s 九横

文政	 1820s 九横

文化9 1812 九横

1810s 1810s 九横

1820c 1820c 九横

1810s 1810s 九横

1810s 1810s 九横

1818c 1818c 九横

1810s 九横

文化2乙丑 1805 九横

1810s 九横

文政（1820s） 1820s 九横

文政 1820s 九横

1810s 九横

1810s 九横

1810s 九横

1810s 1810s 九切

文化（1810s） 1810s 九横

1810s 九横

1810s 1810s 九横

1813	 1813 九切

1810s 1810s 九切

1810s 1810s 九切

1810s 1810s 九切

1810s 九切

文政三年三月上旬 1820.03 不明	

1809 1809 十二切

1809-巳 1809 十二切

文政	 1820s 小1

1818 1818 小横

1820s 小版

1810s 1810s 小版

文化11戌 1814 小版

1813c 1813c 小版

文化 1810s 硝子

文化 1810s 硝子

文政 1820s 色紙　六枚

文政 1820s 色紙、極彩色　六枚／一冊

文政 1820s 色紙　六枚



文政13頃 1829c 小色紙　6枚　色摺

文化十年 1813 大1

1833 1833 大横

1820s 大横

1820s 大横

1820s 大横

1820s 大横

1820s 大横

1820s 大横

1810s 大横

1826 1826 大横　阿蘭陀紙

文化 1810s 大横

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

大短

1820s 大短

1820s 大短

1820s 大短

大短横

大短横

大短横

大短横

極 大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横



大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

大短横

1820s 大短横

文化8 1811 大本　一冊

寛政2 1790 大本　1册

文化8 1811 大本

文化8 1811 大本　一冊（27丁）

文化8 1811 大本

天保7 1836 大本

天保 1830s 短横

天保 1830s 短横

天保 1830s	 短横

天保5-6 1834-1835 短横

文化 1810s 短横

文化 1810s 短冊

文化 1810s 短冊

文化 1810s 短冊

文化 1810s 短冊

1820s 団扇

1820s 団扇

天保 1830s 団扇絵

文政10秋 中　一　二二図　一一丁　

1810s-1820s 中横

文化 1810s 中横

文化	 1810s 中横

1820s 中横*

1820s 中横*



1811 1811 中横

1820s 中横

文政	 1820s 中横

天保14 1843 中本　一　三彩色

天保14 1843 中本

享和3 1803 中本

文化12 1815 中本　二　六　三

- 中本  二

文化4 1807 中本

- 中本

- 中本

- 無刊記 中本　一　一四半

- 中本　一　二○　彩色

- 中本

享和 1804s 中本

享和 1804s 中本

天保10.03 中本　一　二半　彩色

文政6 1823 中本

文政9.01 1826 中本　一　三半

- 中本

享和3 1803 中本

文政（1820s） 1820s 版本

享和2 1802 中本

享和2 1802 中本

享和2 1802 中本

享和2 1802 中本

享和2 1802 中本

享和2 1802 中本

享和2 1802 中本

文政12 1829 中本

文政11 1828 中本

文政11-13 1828-1830 中本　3冊

文政12 1829 中本

中本

文政7 1824 中本

文化6 1809 中本

- 中本

寛政12 1800 中本

享和2 1802 中本

享和2 1802 中本

- 中本



- 中本

- 中本

文化1 1804 中本

享和3 1803 中本

- 中本

文化14 1817 中本

文化14 1817 中本

文化14 1817 中本

天保3 1832 中本

天保3 1832 中本

寛政12 1800 中本

- 1833 中本

天保4 1833 中本

天保10 1839 中本？

文化8 1811 中本　一冊

文化	 1800s 長絵

1820s 長絵

卯 1820s 長絵

1830s 長絵

天保2 1831 長絵

卯 1831 長絵

卯 1831 長絵

1830s 長絵　金銀摺

紙本　

肉筆　横福

1830s 絹本

1830s 紙本　

1805c 1805c 肉筆

1830 1830 肉筆

1817-18c 1817-18 肉筆　着色

文化12 1815 半紙本

文政9 1826 半紙本

半紙本

文政1 1818 半紙本

嘉永1 1848 半紙本

文政10 1827 半紙本

文政十年 1827 半紙本　二冊

- 半紙本

文化13 1816 半紙本

文政12 1829 半紙本

- 半紙本



文政12 1829 半紙本

文政2 1819 半紙本

天保11 1840 半紙本

文政12 1829 半紙本

文政九年 1826 半紙本　三冊

文政9 1826 半紙本

1826 1826 半紙本

文政6 1823 半紙本

寛政11 1799 半紙本

- 半紙本

半紙本

文政12 1829 半紙本

文政9 1826 半紙本

- 半紙本

文政4 1821 半紙本

文政9 1826 半紙本

文政13 1830 半紙本

- 半紙本

文政13 1830 半紙本

文政9 1826 半紙本

文政13 1830 半紙本

- 半紙本

文政9 1826 半紙本

文化8 1811 半紙本

文政七年 1824 半紙本　六冊

文政7 1824 半紙本

- 半紙本

- 半紙本

文政九年 1826 半紙本　一冊

文政9 1826 半紙本

文政10 1827 半紙本

半紙本

文政1 1818 半紙本

1818 1818 半紙本

- 半紙本

天保11 1840 半紙本

文化14 1817 半紙本

文政5 1822 半紙本

文政1-天保5 1818-34 半紙本

文政10 1827 半紙本

享和2 1802 半紙本



文化8 1811 半紙本

文化4 1807 半紙本

1808 1808 半紙本

文政3 1820 半紙本

安政3 1856 半紙本

安政3 1856 半紙本　3冊　

- 半紙本

文政2 1819 半紙本

享和2 1802 半紙本

- 半紙本

- 半紙本

天保6 1835 半紙本

文化13 1816 半紙本

天保2 1831 半紙本

文政6 1823 半紙本

文化乙亥（十二）新刻 1815 半紙本　一冊　淡彩

文化8 1811 版本

- 半紙本

- 半紙本

文化15 1818 半紙本

文政11 1828 半紙本

天保4 1833 半紙本

文政7 1824 半紙本？

- 中本

寛政12 1800 奉書？

奉書

文政三年三月 1820.03 奉書



07 判型記号 08 外題 09 げだい

絵半切 （筏、漕ぐ） 無外題

角1 赤羽連（全4） あかばねれん

角1 赤羽連（源氏物語） あかばねれん

角1 赤羽連 あかばねれん

角1 赤羽連 あかばねれん

角1 新玉連／江島記行／十八番續（全6）あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行　十八番續　［卍］　あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行　十八番續あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島紀行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行　十六番續あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行* あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島紀行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 衣食住の内（全2） いしょくじゅうのうち

角1 衣食住の内 いしょくじゅうのうち

角1 いつみや（芝居茶屋の接待具）いづみや

角1 いつみや（顔見せ番付ほか）　［五側］　いづみや

角1 謡十五番（全3） うたいじゅうごばん

角1 謡十五番 うたいじゅうごばん

角1 謡十五番 うたいじゅうごばん

角1 江戸の富士 えどのふじ

角1 江戸名物／俊満制　［五側］［複製］（全4）　えどめいぶつ

角1 江戸名物／俊満制 えどめいぶつ

角1 江戸名物／俊満製　［五側］　えどめいぶつ

角1 江戸名物／俊満制 えどめいぶつ

角1 江戸名物 えどめいぶつ

角1 江戸名物／俊満製　［五側］　えどめいぶつ

角1 江戸名物　　　　　［五側］　　 えどめいぶつ

角1 鹽龍圖 えんりゅうづ

角1 鹽龍圖 えんりゅうづ

角1 大女三番 おおおんなさんばん

角1 おさなあそび* おさなあそび

角1 音曲つくし おんぎょくづくし

角1 音曲つくし おんぎょくづくし

角1 開帳／鶴ヶ岡八幡　池上千部かいちょうつるがおかはちまん



角1 開帳／相州鎌倉／鶴ケ岡八幡…池上千部かいちょうつるがおかはちまん

角1 開帳／戸隠山三社大権現（門付け）かいちょうとがくしやま

角1 貝つくし（全9） かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内 かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内 かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内 かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内 かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内 かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内　［芬陀利か］　かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 楽屋圖繪／番續（全3） がくやづえばんつづき

角1 楽屋圖繪／番續 がくやづえばんつづき

角1 楽屋圖繪／番續 がくやづえばんつづき

角1 楽屋圖繪／番續 がくやづえばんつづき

角1 楽屋圖繪／番續 がくやづえばんつづき

角1 （花鳥風月）（全4） かちょうふうげつ

角1 （花鳥風月） かちょうふうげつ

角1 （花鳥風月） かちょうふうげつ

角1 （花鳥風月） かちょうふうげつ



角1 （花鳥風月） かちょうふうげつ

角1 （花鳥風月） かちょうふうげつ

角1 （花鳥風月） かちょうふうげつ

角1 （花鳥風月） かちょうふうげつ

角1 狐けん（全3） きつねけん

角1 狐けん きつねけん

角1 狐けん きつねけん

角1 狐けん きつねけん

角1 五戒（全2） ごかい

角1 五戒 ごかい

角1 五戒記*　［琵琶連］ ごかいき

角1 五（五側） ごがわ

角1 五（五側） ごがわ

角1 五側／家のげい／三番續 ごがわいえのげい

角1 五行（全5） ごぎょう

角1 五行* ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行　［のの一］　 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 古言梯／十八番續（全10） こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言悌／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言悌／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき



角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 五色番續／扇流し［全5］ ごしきばんつづきおうぎながし

角1 五色番續／扇流し ごしきばんつづきおうぎながし

角1 五色番續／扇流し ごしきばんつづきおうぎながし

角1 五色番續／扇流し ごしきばんつづきおうぎながし

角1 五色番續／扇流し ごしきばんつづきおうぎながし

角1 五色番續／扇流し ごしきばんつづきおうぎながし

角1 五色番續／扇流し ごしきばんつづきおうぎながし

角1 三景の内（全3） さんけいのうち

角1 三景の内 さんけいのうち

角1 三景の内 さんけいのうち

角1 三十六禽續（七宝連）（全2） さんじゅうろくきんつづき

角1 三十六禽續（七宝連） さんじゅうろっきんつづき

角1 三十六禽續（七宝連） さんじゅうろっきんつづき

角1 三十六禽續（七宝連） さんじゅうろっきんつづき

角1 三鳥の内 さんちょうのうち

角1 三番（七宝連） さんばん

角1 三番之内 さんばん

角1 三番 さんばん

角1 三番の一 さんばん1

角1 三番の一 さんばん1

角1 三番の三 さんばん3

角1 春興 しゅんきょう

角1 尚歯會番續（全8） しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき



角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 諸国名物（全4） しょこくめいぶつ

角1 諸国名物　　　　［五側］　 しょこくめいぶつ

角1 諸国名物　　　　［五側］ しょこくめいぶつ

角1 諸国名物／俊満製［五側］ しょこくめいぶつ

角1 諸国名物 しょこくめいぶつ

角1 人物十番つゝき（全2） じんぶつじゅうばんつづき

角1 人物十番つゝき じんぶつじゅうばんつづき

角1 人物十番つゝき じんぶつじゅうばんつづき

角1 人物十番つゝき じんぶつじゅうばんつづき

角1 人物十番つゝき じんぶつじゅうばんつづき

角1 水滸五行（全5） すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行* すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 双六／番續 すごろくばんつづき



角1 双六／番續 すごろくばんつづき

角1 住吉（人麿像） すみよし

角1 住吉（人麿像） すみよし

角1 住吉（人麿像） すみよし

角1 駿州／冨士山…（全2） すんしゅうふじさん…

角1 駿州／冨士山… すんしゅうふじさん…

角1 曽我番つゝき（全2） そがばんつづき

角1 曽我番つゝき そがばんつづき

角1 鶴亀枩竹之内（全3） つるかめまつたけのうち

角1 鶴亀枩竹之内 つるかめまつたけのうち

角1 鶴亀松竹之内 つるかめまつたけのうち

角1 鶴亀松竹の内 つるかめまつたけのうち

角1 徒然草 つれづれぐさ

角1 つれつれ艸（全4） つれづれぐさ

角1 つれつれ艸 つれづれぐさ

角1 つれづれ艸 つれづれぐさ

角1 つれつれ艸 つれづれぐさ

角1 唐詩画譜之内（全3） とうしがふのうち

角1 唐詩画譜之内 とうしがふのうち

角1 唐詩画譜之内 とうしがふのうち

角1 唐詩畫譜之内 とうしがふのうち

角1 唐詩画譜之内 とうしがふのうち

角1 唐詩画譜之内 とうしがふのうち

角1 唐詩画譜之内 とうしがふのうち

角1 唐詩畫譜之内 とうしがふのうち

角1 唐詩畫譜之内 とうしがふのうち

角1 鶏合／二番續 とりあわせ

角1 鶏合／三番續 とりあわせ

角1 二十四孝［七宝連］（全7） にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 廿四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 能十五番（全6） のうじゅうごばん

角1 能十五番 のうじゅうごばん

角1 能十五番 のうじゅうごばん



角1 能十五番 のうじゅうごばん

角1 能十五番 のうじゅうごばん

角1 能十五番 のうじゅうごばん

角1 能十五番 のうじゅうごばん

角1 白馬節會　三番の二 はくばせちえ

角1 花園番續（全18） はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき



角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續（〜よし）（全16） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし



角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園謡曲番續（全3図） はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花見五番續［全5図］ はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 春磐戸（全5） はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸　 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸　 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 芬陀利花側／六藝のうち（全1）ふんだりあんがわろくげいのうち

角1 芬陀利菴側／六藝のうち ふんだりあんがわろくげいのうち

角1 芬陀利菴側／六藝のうち ふんだりあんがわろくげいのうち

角1 芬陀利菴側／六藝のうち ふんだりあんがわろくげいのうち

角1 三升／家のげい／三番續（全3）みますいえのげい

角1 三升／家のげい／三番續 みますいえのげい

角1 三升／家のげい／三番續 みますいえのげい



角1 三升／家のげい／三番續　［五側］　みますいえのげい

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 武者松竹梅／番續（全3） むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 睦側番つゝき／枕草子（全9）むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゞき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゞき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 名馬番續 めいばばんつづき

角1 蒙求（全4） もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 桃園連／番つゝき ももぞのれんばんつづき

角1 柳／番續 やなぎばんつづき

角1 柳／番續 やなぎばんつづき



角1 柳／番續 やなぎばんつづき

角1 山復山 やままたやま

角1 遊君三番續（全3） ゆうくんさんばんつづき

角1 遊君三番續 ゆうくんさんばんつづき

角1 遊君三番續 ゆうくんさんばんつづき

角1 遊君三番續 ゆうくんさんばんつづき

角1 四谷十二さう よつやじゅうにそう

角1 劉邦斬白蛇 りゅうほうはくじゃをきる

角1 劉邦斬白蛇 りゅうほうはくじゃをきる

角1 和書くらへ［芬陀利菴］（全6）わしょくらべ

角1 和書くらへ［のゝ字翁］ わしょくらべ

角1 和書くらへ わしょくらべ

角1 和書くらへ わしょくらべ

角1 和書くらべ わしょくらべ

角1 和書くらべ わしょくらべ

角1 和書くらべ わしょくらべ

角1 和書くらべ わしょくらべ

角1 和書くらへ［芬陀利菴］ わしょくらべ

角1 をさなあそひ（全2） をさなあそび

角1 をさなあそひ をさなあそび

角1 （井戸、梅） 無外題

角1 （舞子） 無外題

角1 （牛若、三略を見る） 無外題

角1 （商人、大福帳に書く） 無外題

角1 （女、急須、お茶？） 無外題

角1 （二扇面、福寿草） 無外題

角1 （画、帖） 無外題

角1 （扇面、福寿草、箸） 無外題

角1 （二扇、一団扇） 無外題

角1 （男、烏帽子を被り踊る、供は傘）無外題

角1 （猿、御幣を担ぐ） 無外題

角1 （猿橋） 無外題

角1 （羽子板、海老） 無外題

角1 （三龜） 無外題

角1 （源氏物語） 無外題

角1 （書机、旭） 無外題

角1 （母、子供、汐汲、旭） 無外題

角1 （美人、巻物を抱く） 無外題

角1 （伊勢海老、木炭） 無外題

角1 （二つの黒い烏凧） 無外題

角1 （開いた扇面から龍が飛び出る）無外題



角1 （五酒樽、火鉢） 無外題

角1 （若衆と太夫） 無外題

角1 （歳旦摺物） 無外題

角1 （明石浦）（色紙） 無外題

角1 （竹生島） 無外題

角1 （快童丸、鯉を掴む、滝） 無外題

角1 （快童丸、鯉を掴む、滝） 無外題

角1 （快童丸、鯉を掴む、滝）［原画］無外題

角1 （快童丸、鯉を掴む、滝） 無外題

角1 （弁天と猿） 無外題

角1 （藝者は手を翳す、丁稚は凧を持つ）無外題

角1 （雄鶏、衝立の鶏を睨む） 無外題

角1 （雄鶏、衝立の鶏を睨む） 無外題

角1 （雄鶏、衝立の鶏を睨む） 無外題

角1 （雄鶏、衝立の鶏を睨む） 無外題

角1 （蘭陵王） 無外題

角1 （新年の楪こざら、土オカメ） 無外題

角1 （朝比奈の豆まき） 無外題

角1 （福寿草の鉢） 無外題

角1 （手鞠） 無外題

角1 （三子供、正月遊び） 無外題

角1 （子供、凧、、綱引き、門松） 無外題

角1 （源氏物語） 無外題

角1 （鬼瓦、二雀） 無外題

角1 （鰈、小鯛） 無外題

角1 （龍王、宝珠を捧げる） 無外題

角1 宇くひすハ...（龍神、宝珠） 無外題

角1 （源氏物語冊子、香合） 無外題

角1 （貴族　横笛を吹く） 無外題

角1 （荒巻鮭の首） 無外題

角1 江の島…（美人、遊覧） 無外題

角1 巳待講中 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （蝶々、大根、矢） 無外題

角1 （蝶々、大根、矢） 無外題

角1 （狆は毬に戯れる） 無外題

角1 （桜下、三味線、踊りの遊芸）無外題

角1 （顔見世祝儀） 無外題

角1 （師宣画／吉原風俗） 無外題

角1 （師宣画／吉原風俗） 無外題

角1 （美人、身体を湯盥で拭く） 無外題



角1 （羽ほうき、煙草入） 無外題

角1 （孔雀の羽、煙草入れ） 無外題

角1 （中国武人、馬） 無外題

角1 （函谷関） 無外題

角1 （金太郎と猪） 無外題

角1 （三匹の魚） 無外題

角1 （魚、蕨） 無外題

角1 （初夢、茄子） 無外題

角1 （初夢、茄子） 無外題

角1 （初夢、茄子） 無外題

角1 （髪飾り） 無外題

角1 （ぶりぶり香合） 無外題

角1 （ぶりぶり香合）（美人、読書）無外題

角1 （男と供のもの、道標の傍を歩く）無外題

角1 （神社境内、朝日）鶴亀石　 無外題

角1 （神社境内、山頂、旭）鶴亀石　無外題

角1 （金魚鉢の金魚） 無外題

角1 （金魚鉢の金魚） 無外題

角1 （中国美人は刺繍をしている、旭）無外題

角1 （小松曵） 無外題

角1 （十二単衣官女） 無外題

角1 （十二単衣官女） 無外題

角1 （小町、櫻） 無外題

角1 日本一（桃太郎） 無外題

角1 （金の鯱） 無外題

角1 （切子硝子の菓子） 無外題

角1 （切子硝子の菓子） 無外題

角1 （二扇、二団扇） 無外題

角1 （富士山、雲） 無外題

角1 （富士山、雲）［複製］ 無外題

角1 （富士山、雲）［複製］ 無外題

角1 （富士山、雲） 無外題

角1 （富士山、雲） 無外題

角1 （富士山、雲） 無外題

角1 （富士山、雲） 無外題

角1 （兜、桜花）重留 無外題

角1 （唐硯、唐墨） 無外題

角1 （包丁、魚の切身、鉢） 無外題

角1 （包丁、魚の切身、鉢） 無外題

角1 さほ姫の...（鮭、破魔弓） 無外題

角1 （干し魚、弓矢） 無外題



角1 （凧二つ、烏の形） 無外題

角1 （凧二つ、烏の形） 無外題

角1 さそひ來て...（美人、不忍池）無外題

角1 さそひ來て...（美人、不忍池）無外題

角1 （美人、小橋、不忍池） 無外題

角1 （美人、小橋、不忍池） 無外題

角1 （美人、小橋、不忍池） 無外題

角1 さなからに...（武者、仙女） 無外題

角1 （武人、海岸に座り、仙女を見る）無外題

角1 （祭りの牛） 無外題

角1 （二亀） 無外題

角1 （二龜） 無外題

角1 （ゴマメと黒豆） 無外題

角1 （腰用酒器と梅枝） 無外題

角1 （亀井戸の神瓶二つ、御幣） 無外題

角1 （金華山の旭）［3図］ 無外題

角1 （金華山の旭）［3図］ 無外題

角1 （「山八」樽、梅） 無外題

角1 （矢の根五郎） 無外題

角1 （衣冠束帯、稚児、烏帽子の老人、酒瓶）無外題

角1 皇の御代そ...（あま酒） 無外題

角1 （連の扇印） 無外題

角1 （鯉、飛び跳ねる） 無外題

角1 （鯉、飛び跳ねる） 無外題

角1 （猿橋） 無外題

角1 （猿橋） 無外題

角1 （源頼光と凧の鬼） 無外題

角1 いつみや　（紀伊国みかん） 無外題

角1 （美人、扇に画を描く、龍が出る）無外題

角1 （美人、扇に画を描く、龍が出る）無外題

角1 （江ノ島） 無外題

角1 （江ノ島） 無外題

角1 （牛若丸） 無外題

角1 （白鶏、太鼓）大小（酉） 無外題

角1 （白鶏、太鼓）大小（酉） 無外題

角1 （白鶏、太鼓）大小（酉） 無外題

角1 （白鶏、太鼓）大小（酉） 無外題

角1 （白鶏、太鼓）大小（酉） 無外題

角1 （白鶏、太鼓）大小（酉） 無外題

角1 （尉媼） 無外題

角1 （天帝、月妾） 無外題



角1 （太夫、若侍） 無外題

角1 （遊女　若侍） 無外題

角1 （相撲紙人形、鋏） 無外題

角1 （相撲紙人形、鋏） 無外題

角1 （公家武人、猿の変化） 無外題

角1 （子供の毬投げ） 無外題

角1 （蛸の足と包丁） 無外題

角1 （藝者と丁稚、神社の鶏） 無外題

角1 （藝者と丁稚、神社の鶏） 無外題

角1 （仙人、台上の羊） 無外題

角1 （なにはの□蔭堂...硯を...） 無外題

角1 （三亀） 無外題

角1 （三亀） 無外題

角1 （龍、雷雲） 無外題

角1 （鬼、武者） 無外題

角1 （官女、小松引） 無外題

角1 睦　（煙草入れ、根付け、梅枝）無外題

角1 睦　（煙草入れ、根付、梅の枝）無外題

角1 睦　（煙草入れ、金唐革） 無外題

角1 （花鳥玉盤六枚之内） 無外題

角1 （竹生島、弁天） 無外題

角1 （竹生島） 無外題

角1 （竹生島） 無外題

角1 （竹生島） 無外題

角1 初日影... （凧、二子、二女） 無外題

角1 「朝日」（茶店） 無外題

角1 「朝日」（茶店、子供は「萬象」の凧）無外題

角1 （鶴、旭） 無外題

角1 はつ夢に... （渡し舟） 無外題

角1 （船頭、黒頭巾の男、朝の桟橋）無外題

角1 初夢の...（花魁、禿） 無外題

角1 （太夫と禿、雪の富士を眺める）無外題

角1 （緋袴の巫女） 無外題

角1 （兎の置物、紙台） 無外題

角1 （唐子） 無外題

角1 （木炭、海老） 無外題

角1 （藝者、詠歌、臥龍梅） 無外題

角1 （美人、短冊に歌を読む、梅）無外題

角1 （西洋婦人、羊） 無外題

角1 （扇、印籠） 無外題

角1 （扇、印籠） 無外題



角1 （扇、印籠） 無外題

角1 （扇、印籠） 無外題

角1 （農婦、牛を引く） 無外題

角1 （ぶりぶり） 無外題

角1 （武内宿禰、子供を抱く） 無外題

角1 （武内宿禰、子供を抱く） 無外題

角1 （武内宿禰、子供を抱く） 無外題

角1 （武内宿禰、子供を抱く） 無外題

角1 （馬、絵馬より飛びだす） 無外題

角1 （末広狩） 無外題

角1 （末広狩） 無外題

角1 （中国武人、馬上） 無外題

角1 （三少女、幼な遊び） 無外題

角1 （二雀、松嵩） 無外題

角1 （頭巾の武士、誰ぞや行灯） 無外題

角1 （文机、旭） 無外題

角1 （鬼若丸、鯉に跨がる） 無外題

角1 （鬼童丸、鯉に跨がる） 無外題

角1 （美人、二子供の氷運びを見る）無外題

角1 （「梅の湯」） 無外題

角1 （琴高仙人） 無外題

角1 （福寿草の鉢、暦） 無外題

角1 （鯛） 無外題

角1 （金太郎の節分、鬼に豆を投げる）無外題

角1 （金太郎の節分、鬼に豆を投げる）無外題

角1 （二男、旭、海岸の松） 無外題

角1 （旅人の駕篭、鴈の群れ） 無外題

角1 （二亀、着物の上、万歳の掛軸）無外題

角1 （二亀、着物の上、万歳の掛軸）無外題

角1 （枕、藥、茶碗） 無外題

角1 （菱川師宣圖） 無外題

角1 （二男、行燈修理） 無外題

角1 （芝居道具の製作） 無外題

角1 （二男、行燈修理）　俊満 無外題

角1 （鼎図） 無外題

角1 （武人、仙童子） 無外題

角1 （衣冠束帯の公家、子供に手を振る）無外題

角1 （江ノ島、富士遠望） 無外題

角1 （江ノ島、富士遠望） 無外題

角1 （江ノ島、富士遠望） 無外題

角1 （江ノ島、富士遠望） 無外題



角1 （無外題） 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （和布刈神事） 無外題

角1 （和布刈神事） 無外題

角1 （和布刈神事） 無外題

角1 （和布刈神事） 無外題

角1 （和布刈神事） 無外題

角1 （額絵の美人、猿の絵を見る）無外題

角1 柳さくら...（美人、板絵） 無外題

角1 （梅枝、鯛、包丁、椀）（鼓連）無外題

角1 （梅枝、鯛、包丁、椀） 無外題

角1 （梅枝、鯛、包丁、椀） 無外題

角1 （姫、侍女、姫小松を集める）無外題

角1 （美人、猫と遊ぶ） 無外題

角1 （藝者、猫と遊ぶ） 無外題

角1 （藝者、猫と遊ぶ）［俊満］ 無外題

角1 （藝者、猫と遊ぶ） 無外題

角1 （函谷関　孟嘗君） 無外題

角1 （二美人、石碑） 無外題

角1 （羽子板、海老） 無外題

角1 （牛若丸と辨慶の雙六） 無外題

角1 （千鳥、浪） 無外題

角1 （美人、子供、薬玉） 無外題

角1 （蛸、魚） 無外題

角1 （武者、鬼の凧に驚く） 無外題

角1 （鮭の頭） 無外題

角1 （見立七福神） 無外題

角1 （猿橋） 無外題

角1 （土佐日記、福寿草） 無外題

角1 （鶏） 無外題

角1 （鯱鉾） 無外題

角1 （金太郎、子供の頃を夢見る）無外題

角1 （二扇、二団扇） 無外題

角1 （摺物下絵貼込帖） 無外題

角1 （官女、緋色の袴） 無外題

角1 （金太郎、昔の夢をみる） 無外題

角1 （鶴、旭） 無外題	

角5 春磐戸 はるのいわと

角5 春磐戸 はるのいわと

角横 龍之都三番續？ たつのみやこさんばんつづき

角横 くるくると（母、赤子、井戸） 無外題



角横 （母子、凧揚げ、座敷から） 無外題

九横 瓜取壺えかた うりとりつぼ…

九横 鶏がなく...（屋上の鯱） とりがなく...

九横 両大師...（藝者、行燈に油皿）りょうだいし...

九横 （船頭、頭巾の男、三圍） 無外題

九横 （辨慶は鐘を引っ張る） 無外題

九横 （二つの扇） 無外題

九横 （緑色の漆文箱） 無外題

九横 （緑色の漆文箱） 無外題

九横 （聖堂より富士遠望の図） 無外題

九横 （新造の足に奴凧が絡む、門松）無外題

九横 （美人、聯の詩を考える、禿）無外題

九横 （撥の塗り箱） 無外題

九横 （撥箱） 無外題

九横 （撥箱） 無外題

九横 （海老、梅） 無外題

九横 （子供は張子の虎を脅す、母）無外題

九横 （美人、鏡餅、飾り海老） 無外題

九横 （三味線の撥箱） 無外題

九横 （三味線の撥箱） 無外題

九横 （鷹、止まり木） 無外題

九横 1　（辨慶、大鐘を引っ張る） 無外題

九切 いろいろのとりあつまりしさかな...いろいろの...

九切 七番の内 しちばんのうち

九切 七番の内 しちばんのうち

九切 七番の内 しちばんのうち

九切 （盃と羽箒？） 無外題

細工物 丸竹細工 まるたけさいく

十二 （三美人の拳、蛇、蛙） 無外題

十二 （一女性は蛇、他の女性は蛙）無外題

小1 （謡曲） 無外題

小横 2　（なれ玉、苞） 無外題

小版 2（鯉の滝登り） 無外題

小版 3（朝比奈三郎は酒を呑む、侍女）無外題

小版 4（犬、小判と鍬） 無外題

小版 5（公家、官女の別れ） 無外題

硝子 花鳥玉盤（六枚） かちょうぎょくばん

硝子 三都之内 さんとのうち

色紙 六歌仙 ろっかせん

色紙 六歌仙 ろっかせん

色紙 六歌仙 ろっかせん



色紙 六歌仙 ろっかせん

大1 （戯作者浮世絵師見立番付）（戯作者浮世絵師見立番付）

大横 常盤の瀧* ときわのたき*

大横 （雪の遊宴会席） 無外題

大横 （渡し舟） 無外題

大横 （渡し舟） 無外題

大横 （渡し舟） 無外題

大横 （滝野川、小橋） 無外題

大横 （渡し舟） 無外題

大横 （五亀、遊泳） 無外題

大横 （油繪風) 無外題

大横 （年礼、座敷、雪） 無外題

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 1　古今狂歌撰 ここんきょうかせん

大短 4　春ノ山又 はるのやままた

大短 5　（山姥）（金太郎） 無外題

大短 5　（山姥）（金太郎） 無外題

大短 5　（山姥）（金太郎の初夢） 無外題

大短横 6　角大■…（藝者、行灯に灯を点す）…

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸国名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸国名所 しょこくめいしょ



大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸国名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 7　諸國名所 しょこくめいしょ

大短横 （船頭、渡し舟） 無外題

大本 狂歌・吉原十二時［北里十二時］ほくりじゅうにとき

大本 北里十二時 ほくりじゅうにとき

大本 北里十二時 ほくりじゅうにとき

大本 北里十二時 ほくりじゅうにとき

大本 北里十二時 ほくりじゅうにとき

大本 四方廼巴流（3） よものはる3

短横 諸國名所 しょこくめいしょ

短横 諸國名所 しょこくめいしょ

短横 諸國名所の内 しょこくめいしょ

短横 諸國名所 しょこくめいしょ

短横 （風俗） 無外題

短冊 古今狂歌撰 ここんきょうかせん

短冊 古今狂歌撰 ここんきょうかせん

短冊 古今狂歌撰 ここんきょうかせん

短冊 古今狂歌撰 ここんきょうかせん

団扇 （江戸八景） （江戸八景）

団扇 （江戸八景） （江戸八景）

団扇絵 （三圍）（藍摺） 無外題

中 剛臆狂歌合 ごうおくきょうかあわせ

中横 1　近藤助五郎…大福帳 こんどうすけごろう…

中横 2　両節　春興　（印籠） りょうせつ

中横 2　両節　春興　（印籠） りょうせつ

中横 5　（若衆、侍、供男、後ろを見る）無外題

中横 6　（美人と子供、井戸替え） 無外題



中横 3　（花魁、客、幇間） 無外題

中横 4　（鯉上の仙人） 無外題

中横 （若衆、武家、下男） 無外題

中本 あさひの影 あさひのかげ

中本 あさひの影 あさひのかげ

中本 亥のとし いのとし

中本 評判・飲食狂歌合 いんしょくきょうかあわせ

中本 江戸名所 えどめいしょ

中本 夷国滑稽羽栗毛 えびすこくこっけいはねくりげ

中本 絵本皇国名所 えほんこうこくめいしょ

中本 絵本三都一覧 えほんさんといちらん

中本 繪本・三都名所一覧 えほんさんとめいしょいちらん

中本 繪本皇國名所 えほんみくになどころ

中本 岡目八目佳妓窺 おかめはちもく…

中本 岡女八目佳妓窺 おかめはちもくかぎうかがい

中本 岡女八目佳妓窺 おかめはちもくかぎうかがい

中本 おも本篇傳 おもほへで（歟）

中本 女風俗鏡 おんなふうぞくかがみ

中本 東都神社佛閣・額免狂歌集 がくめんきょうかしゅう

中本 閑都廼可布理 かとのかふり？

中本 軽口噺 かるくちばなし

中本 狂歌雅友集（手可賀美）	 きょうかがゆうしゅう（てかがみ）

中本 後編香ひ■　代+巾 こうへんこう…

中本 後編香ひ帒 こうへんにおいぶくろ

中本 五大力 ごだいりき

中本 五大力 ごだいりき

中本 魂胆胡蝶枕 こんたんこちょうまくら

中本 魂胆胡蝶枕 こんたんこちょうまくら

中本 魂胆胡蝶枕 こんたんこちょうまくら

中本 三才月百首 さんさいつきひゃくしゅ

中本 三才花百首 さんさいはなひゃくしゅ

中本 三才百首 さんさいひゃくしゅ

中本 三才雪百首 さんさいゆきひゃくしゅ

中本 三才雪百首　〜月百首　〜花百首さんさいゆきひゃくしゅ

中本 水魚大会狂歌集 すいぎょたいかいきょうかしゅう

中本 誓麻麓の花 ちかいあさふもとのはな

中本 千草の露 ちぐさのつゆ

中本 南門鼠 なんもんねずみ

中本 鼠帰 ねずみかえし

中本 鼠帰 ねずみかえし

中本 はなのしをり はなのしおり



中本 花のしをり続篇 はなのしおり2

中本 花の十文　附十論考 はなのじゅうぶん

中本 白狐伝 びゃっこでん

中本 福山椒 ふくさんしょ

中本 戊寅春興集 ぼいんしゅんきょうしゅう

中本 籬の花 まがきのはな

中本 籬の花 まがきのはな

中本 籬の花 まがきのはな

中本 三都廼友会 みつのともえ

中本 三都廼友会 みつのともえ

中本 南門鼠 みなとねずみ

中本 吉方廼滝 よものたき

中本 吉方廼滝 よものたき

中本 連環集 れんかんしゅう

中本　 青樓十二時 ほくりじゅうにとき

長絵 長生の... ちょうせいの...

長絵 2　（長生殿） 無外題

長絵 2　（長生殿） 無外題

長絵 2　（長生殿） 無外題

長絵 2　（長生殿） 無外題

長絵 3　（月宮殿を訪れる） 無外題

長絵 3　（月宮殿） 無外題

長絵 （月宮殿） 無外題

肉筆 （鯛、カニ）

肉筆 （見立七福神）

肉筆 （湯帰り美人） 無外題

肉筆 向島大七（桶、大鯉が飛び跳ねる）無外題

肉筆 （大原女と牛） 無外題

肉筆 （婦人、砧を抱える） 無外題

肉筆 （美人立ち姿、砧） 無外題

半紙本 飲食狂歌合 いんしょくきょうかあわせ

半紙本 額面狂歌集 がくめんきょうかしゅう

半紙本 木曽街道六十九次* きそかいどうろくじゅうきゅうつぎ

半紙本 狂歌鄙鴬集 きょうか…

半紙本 狂歌葦垣集 きょうかあしがきしゅう

半紙本 狂歌合両岸一覧 きょうかあわせりょうがんいちらん

半紙本 狂歌合両岸圖會 きょうかあわせりょうがんづえ

半紙本 狂歌画自慢 きょうかえじまん

半紙本 狂歌御国ふり きょうかおくにぶり

半紙本 狂歌甲斐家裏 きょうかかいかり？

半紙本 狂歌画賛集 きょうかがさんしゅう



半紙本 狂歌桂花集 きょうかけいかしゅう

半紙本 狂歌五十人一首 きょうかごじゅうにんいっしゅ

半紙本 狂歌六六集 きょうかさんじゅうろくしゅう

半紙本 戯咲歌三玉集 きょうかさんたましゅう

半紙本 狂歌三都名所圖會 きょうかさんとめいしょづえ

半紙本 狂歌三都名所図会 きょうかさんとめいしょづえ

半紙本 狂歌三都名所圖會* きょうかさんとめいしょづえ

半紙本 狂歌十哲集 きょうかじってつしゅう

半紙本 狂歌杓子栗 きょうかしゃくしぐり

半紙本 狂歌集 きょうかしゅう

半紙本 狂歌書畫帖 きょうかしょがじょう

半紙本 狂歌水滸傳彩色画像集 きょうかすいこでんさいしきがぞうしゅう

半紙本 狂歌正流百花鳥 きょうかせいりゅうひゃっかちょう

半紙本 戯咲歌続杓子栗 きょうかぞくしゃくしぐり

半紙本 狂歌長瀛集？ きょうかちょうえいしゅう

半紙本 狂歌鼎足集 きょうかていそくしゅう

半紙本 狂歌二十四剛 きょうかにじゅうしこう

半紙本 狂歌願の糸 きょうかねがいのいと

半紙本 狂歌年中行事 きょうかねんじゅうぎょうじ

半紙本 狂歌の集 きょうかのしゅう

半紙本 狂歌東関駅路鈴 きょうかひがし…

半紙本 狂歌比玉集 きょうかひぎょくしゅう

半紙本 狂歌百花鳥 きょうかひゃっかちょう

半紙本 狂歌評判記 きょうかひょうばんき

半紙本 狂歌扶桑名所圖會 きょうかふそうめいしょづえ

半紙本 狂歌扶桑名所図会 きょうかふそうめいしょづえ

半紙本 狂歌万花集 きょうかまんかしゅう

半紙本 狂歌六玉川 きょうかむたまがわ

半紙本 狂歌名所圖會 きょうかめいしょづえ

半紙本 狂歌名所図会 きょうかめいしょづえ

半紙本 狂歌明題集 きょうかめいだいしゅう

半紙本 狂歌明題集* きょうかめいだいしゅう

半紙本 狂歌読人名寄細見記 きょうかよみひとなよせさいけんき

半紙本 狂歌読人 名寄細見記 きょうかよみひとなよせさいけんき

半紙本 狂歌六部集 きょうかろくぶしゅう

半紙本 興歌六々集 きょうかろくろくしゅう

半紙本 狂歌六歌仙 きょうかろっかせん

半紙本 兄弟車　後編五行集 きょうだいぐるま

半紙本 近世説美少年録 きんせいせつびしょうねんろく

半紙本 剛臆狂歌合 こうおくきょうかあわせ

半紙本 三躰誌 さんたいし



半紙本 自讃狂歌集 じさんきょうかしゅう

半紙本 職人尽狂歌合 しょくにんづくしきょうかあわせ

半紙本 職人尽狂歌合 しょくにんづくしきょうかあわせ

半紙本 新居狂歌合 しんきょきょうかあわせ

半紙本 水滸画傳 すいこがでん

半紙本 水滸画傳 すいこがでん

半紙本 七夕歌集願の糸 たなばたかしゅうねがいのいと

半紙本 東都十二景狂歌集 とうとじゅうにけいきょうかしゅう

半紙本 富岡八幡鐘 とみがおかはちまんのかね

半紙本 鈍々亭狂歌集 どんどんていきょうかしゅう

半紙本 俳諧古今雜歌集 はいかいここんぞうかしゅう

半紙本 俳優三十六花撰 はいゆうさんじゅうろっかせん

半紙本 春のうた はるのうた

半紙本 春のなこり はるのなごり

半紙本 婦人画像集 ふじんがぞうしゅう

半紙本 北齋漫畫　 ほくさゐまんが

半紙本 吉原十二時 ほくりじゅうにとき

半紙本 北溪漫画 ほっけいまんが

半紙本 堀川後度狂歌集 ほりかわ…

半紙本 堀川太郎百題百首 ほりかわたろうひゃくだいひゃくしゅ

半紙本 身延奉納額面狂歌合 みのぶほうのうがくめんきょうかあわせ

半紙本 蒙求画像狂歌集 もうぎゅうがぞうきょうかしゅう

半紙本 列僊列女畫像集 れっせんれつじょがぞうしゅう

版本中本 兼題秋の花 けんだいあきのはな

奉書 拱齋北溪子ハ幼より...　四方歌垣真顔　催主　拱齋北溪きょうさいほっけいし...

奉書 東都金龍山淺草寺圖 とうときんりゅうざんせんそうじづ

奉書 丸竹細工 まるたけさいく



10 版元 11 ハンモト 12 内題

無版元 無版元 （筏、漕ぐ）

（無版元） 無版元 1　あら玉の…（美人の汐汲、旭、子供）

（無版元） 無版元 2　いぬ年の…

（無版元） 無版元 3　關の戸を…（美人、巻物を抱える）

（無版元） 無版元 4　…（公家男女、小舟、夜）

（無版元） 無版元 1　上ノ宮

（無版元） 無版元 2　神奈川

（無版元） 無版元 3　下宮

（無版元） 無版元 3　下宮

無版元 無版元 3　下宮

（無版元） 無版元 3　高輪

（無版元） 無版元 3　高輪

（無版元） 無版元 3　高輪

（無版元） 無版元 3　高輪

（無版元） 無版元 4　蛤を…

（無版元） 無版元 5　藤澤

無版元 無版元 5　藤澤

（無版元） 無版元 6　本宮

（無版元） 無版元 1　くむ酒の肴ハ耳に…　梅柳…

（無版元） 無版元 2　木偶持て…

無版元 無版元

（無版元） 無版元 0　橘の木陰に…

（無版元） 無版元 1　猩々

（無版元） 無版元 2　張良

（無版元） 無版元 3　羽衣

（無版元） 無版元 0　佃島

俊満制 シュンマンセイ 1　今戸／水野／瓦［複製］

俊満制 シュンマンセイ 2　小田原丁／柳屋／鯛

（無版元） 無版元 2　小田原丁／柳屋／鯛

無版元 無版元 2　小田原丁柳屋鯛

3　石町唐木屋糸細工

（無版元） 無版元 3　石町唐木屋／糸細工

（無版元） 無版元 4　御影堂扇

（無版元） 無版元 0　塩龍の…

（無版元） 無版元 0　塩龍の…

（無版元） 無版元 清少納言

（無版元） 無版元 0　梅かゝを…（追い羽根）

（無版元） 無版元 0　江戸節／松の内

無版元 無版元 0　江戸節　松の内

無版元 無版元 0　いく春も…　池上千部



（無版元） 無版元 0　いく春も…

うこくかに山もかすミの...（獅子舞）

（無版元） 無版元 1　空背介*

（無版元） 無版元 1　空背介　貝子　法螺

（無版元） 無版元 1　空背貝　貝子　法螺

無版元 無版元 1　空背介

（無版元） 無版元 1　空背介　貝子　法螺

（無版元） 無版元 2　かたつ介　しほ介　甲介

（無版元） 無版元 2　かたつ介　しほ介　甲介

（無版元） 無版元 2　かたつ介　しほ介　甲介

（無版元） 無版元 2　かたつ介　しほ介　甲介

（無版元） 無版元 2　かたつ介　しほ介　甲介

（無版元） 無版元 3　烏貝

（無版元） 無版元 3　烏介　月日介

（無版元） 無版元 3　烏介　月日介

無版元 無版元 3　烏介

（無版元） 無版元 4　簾介

（無版元） 無版元 5　千鳥貝　生蛎　錦介

（無版元） 無版元 5　千鳥貝　生蛎　錦介

（無版元） 無版元 5　千鳥貝　生蠣？　錦介

無版元 無版元 5　千鳥貝

（無版元） 無版元 6　花介　あかかひ　真蘇枋介

無版元 無版元 6　花介

（無版元） 無版元 6　花介　あかかひ　真蘇枋介

（無版元） 無版元 6　花介　あかかひ　真蘇枋介

無版元 無版元 7　紫介

（無版元） 無版元 7　紫介

（無版元） 無版元 7　紫介　しゝミさゝえ

（無版元） 無版元 8　忘介　梅花介　桜介

（無版元） 無版元 8　忘介　梅花介　桜介

無版元 無版元 8　忘介

無版元 無版元 9　無内題（春の日の...）

無版元

（無版元） 無版元 1　三升か…（鹿角の兜）

無版元 無版元 2　春くれは..（兜、鎧）

（無版元） 無版元 3　裳ろ人の肩をも…て

無版元 無版元 3　裳ろ人の...

（無版元） 無版元 1　花　をさまれる　御代ハ…

（無版元） 無版元 1　花　をさまれる…　桐箱の…

（無版元） 無版元 2　鳥

無版元 無版元 2　鳥



（無版元） 無版元 3　風

無版元 無版元 3　風

（無版元） 無版元 4　月

無版元 無版元 4　月

（無版元） 無版元 1　其一

無版元 無版元 2　其二

（無版元） 無版元 3　其三

（無版元） 無版元 0　きり火縄…

（無版元） 無版元 1　飲酒（金時の酒）

無版元 無版元 2　邪淫（平清盛）　

（無版元） 無版元 2　邪淫？（平清盛）

無版元 無版元 1　手すさみに...（鮹の足、庖丁）

無版元 無版元 2　満んさいの...

（無版元） 無版元 0　名の鰕も…（素袍三升衣裳）

（無版元） 無版元 1　木

（無版元） 無版元 1　木　梅柳…

（無版元） 無版元 2　火

（無版元） 無版元 2　火

無版元 無版元 2　火

（無版元） 無版元 3　土

（無版元） 無版元 4　金

（無版元） 無版元 5　水

（無版元） 無版元 5　水

無版元 無版元 5　水　江戸の水

（無版元） 無版元 1　うゑき／殖樹

こげんていじゅうはちばんつづき 1　うゑき／殖樹

（無版元） 無版元 2　うおいち？／魚市

こげんていじゅうはちばんつづき 2　うおいち？／魚市

（無版元） 無版元 3　うくひす／鴬

（無版元） 無版元 3　うくひす／鴬

無版元 無版元 3　うくひす／鶯

（無版元） 無版元 4　うけひ

（無版元） 無版元 5　うちは／團扇

（無版元） 無版元 5　うちは／團扇

無版元 無版元 5　うちは／團扇（相撲の軍配）

（無版元） 無版元 6　うなゐ／髫髪

無版元 無版元 6　うなゐ　髫髪	

こげんていじゅうはちばんつづき 7　諾？

（無版元） 無版元7 8　うやまひ／恭

こげんていじゅうはちばんつづき 8　敬？／恭

（無版元） 無版元 9　うりかい／賣買



（無版元） 無版元 10　うるはし／美

（無版元） 無版元 1〜5　（全５図）

（無版元） 無版元 1　野毛山も…（姫小松）

無版元 無版元 1　野毛山も…（姫小松）

（無版元） 無版元 2　髭長く…（伊勢海老）

（無版元） 無版元 3　福寿草…

（無版元） 無版元 3　福寿草…

無版元 無版元 3　福寿草…

（無版元） 無版元 1　松島　其一

（無版元） 無版元 2　天橋立　其二

（無版元） 無版元 3　其二　小式部内侍

（無版元） 無版元 1　…（小犬）　

（無版元） 無版元 2　人なミに…（鼠、福寿草）

無版元 無版元 2　（鼠、福寿草）

無版元 無版元 2　（鼠、福寿草）

（無版元） 無版元 0　猩々いんこ

（無版元） 無版元 1　赤染衛門

無版元 無版元 1　赤染衛門

無版元 無版元 *　白馬の節会

（無版元） 無版元 1　腹赤御贄

無版元 無版元 1　腹赤御贄

（無版元） 無版元 3　三　粥枝

（無版元） 無版元 はつ日かけ…（業平）

（無版元） 無版元 1　家隆

1　家隆

無版元 無版元 1　家隆

無版元 無版元 1　家隆

（無版元） 無版元 2　浦嶌

無版元 無版元 2　浦嶌

（無版元） 無版元 3　小野道風

（無版元） 無版元 3　小野道風

（無版元） 無版元 3　小野道風

（無版元） 無版元 3　小野道風　春の野に…

無版元 無版元 3　小野道風

（無版元） 無版元 4　吉備大臣

無版元 無版元 4　吉備大臣

（無版元） 無版元 5　俊成

（無版元） 無版元 6　上東門院

（無版元） 無版元 6　上東門院

無版元 無版元 6　上東門院

無版元 無版元 7　武内大臣



（無版元） 無版元 7　武内大臣

（無版元） 無版元 8　定家

俊満製 シュンマンセイ 1　越後甚九■

（無版元） 無版元 2　土佐硯

俊満製 シュンマンセイ 3　鳴海絞

俊満製 シュンマンセイ 3　鳴海絞

（無版元） 無版元 4　三河八橋　杜若

（無版元） 無版元 1　公家

（無版元） 無版元 1　公家　鶯の…

無版元 無版元 1　公家

（無版元） 無版元 2　番匠（手に曲尺をもつ）

無版元 無版元 2　番匠

（無版元） 無版元 1　木　魯知深　春風のちから…

（無版元） 無版元 1　木　魯智深

（無版元） 無版元 1　木　魯智深［複製］

（無版元） 無版元 1　木　魯知深

（無版元） 無版元 1　木　魯知深

（無版元） 無版元 1　木　魯知深

（無版元） 無版元 1　木　魯智深

無版元 無版元 1　木　魯智深

（無版元） 無版元 2　火　宗江明

（無版元） 無版元 2　火　宗江明

（無版元） 無版元 2　火　宗江明

無版元 無版元 2　火　宋江明

無版元 無版元 2　火　宗江明

（無版元） 無版元 3　土　林冲

（無版元） 無版元 3　土　林冲

（無版元） 無版元 3　土　林冲

無版元 無版元 3　土　林冲

無版元 3　土　林冲

（無版元） 無版元 4　金　李起

（無版元） 無版元 4　金　李起

（無版元） 無版元 4　金　李起

（無版元） 無版元 4　金　李起

無版元 無版元 4　金　李起

（無版元） 無版元 5　水　張順

（無版元） 無版元 5　水　張順

（無版元） 無版元 5　水　張順

無版元 無版元 5　水　張順

無版元 無版元 5　水　張順

無版元 無版元 0（男と仙女、双六）



（無版元） 無版元 0　すころくの…

（無版元） 無版元 0　住吉の…

（無版元） 無版元 0　住吉の…

無版元 無版元 0（住吉明神）

（無版元） 無版元 1　東路へ…

（無版元） 無版元 2　平河へ…

（無版元） 無版元 1　梶原

（無版元） 無版元 2　工藤

（無版元） 無版元 1　打かへす…

（無版元） 無版元 1　打かへす…

（無版元） 無版元 2　かいあハせ…

（無版元） 無版元 3　玉の春…

（無版元） 無版元 1　女はかみの…

無版元 無版元 2　小鷹に...

（無版元） 無版元 2　小鷹によき犬…

（無版元） 無版元 3　筑紫に何かしの…（鎧、大根）

無版元 無版元 4　ひとり...

（無版元） 無版元 1　江邨夜歸　點火夜漁歸…

（無版元） 無版元 2　山下泉　…

（無版元） 無版元 2　山下泉

無版元 無版元 2　山下泉

泉市 センイチ 2　山下泉　…

（無版元） 無版元 3　山寺秋霞

（無版元） 無版元 3　山寺秋霞

無版元 無版元 3　山寺秋霞

無版元 無版元 3　山寺秋霞

（無版元） 無版元 1　其二

（無版元） 無版元 2　其三

（無版元） 無版元 1　剡子　（えんし）　

（無版元） 無版元 1　剡子（えんし）　

（無版元） 無版元 2　郭巨

（無版元） 無版元 3　喰つミの…

4　呉猛

（無版元） 無版元 5　田眞田廣田慶

無版元 無版元 5　田眞甲廣由慶　あらそはぬ...

（無版元） 無版元 6　紫式部

（無版元） 無版元 6　紫式部

（無版元） 無版元 7　庾黔樓　

（無版元） 無版元 1　呉服

（無版元） 無版元 2　猩々

3　高砂



（無版元） 無版元 4　張良

5　羽衣

6　山姥

6　山姥

（無版元） 無版元 0　白馬節會

（無版元） 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

（無版元） 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

（無版元） 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

無版元 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

無版元 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

無版元 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

（無版元） 無版元 2　鶯古梅

（無版元） 無版元 3　箙梅

（無版元） 無版元 4　神樂梅

（無版元） 無版元 4　神樂梅

（無版元） 無版元 5　臥梅

（無版元） 無版元 5　臥梅

（無版元） 無版元 5　臥梅

（無版元） 無版元 5　臥梅　…

（無版元） 無版元 5　臥梅

無版元 無版元 5　臥梅

無版元 無版元 5　臥梅

無版元 無版元 6　銀梅

（無版元） 無版元 6　銀梅　

（無版元） 無版元 6　銀梅

（無版元） 無版元 7　西行梅

（無版元） 無版元 7　西行梅

無版元 無版元 7　西行梅

無版元 8　冬至梅　...

（無版元） 無版元 9　飛梅

無版元 無版元 9　飛梅

（無版元） 無版元 10　難波梅

（無版元） 無版元 10　難波梅

無版元 無版元 10　難波梅

無版元 無版元 10　難波梅

（無版元） 無版元 11　奈良緋梅

（無版元） 無版元 12　南京梅

（無版元） 無版元 13　匂梅

（無版元） 無版元 13　匂梅　

（無版元） 無版元 13　匂梅

（無版元） 無版元 13　匂梅



無版元 無版元 13　匂梅

（無版元） 無版元 14　八朔梅

（無版元） 無版元 14　八朔梅

無版元 無版元 14　八梅（八朔梅？）

（無版元） 無版元 15　百花魁梅竜

（無版元） 無版元 16　豊後梅

（無版元） 無版元 16　豊後梅

（無版元） 無版元 16　豊後梅

無版元 無版元 16　豊後梅

無版元 16　豊後梅　...

（無版元） 無版元 17　楊貴妃梅

無版元 18　一花八實...

（無版元） 無版元 1　きそはじめよし

（無版元） 無版元 1　きそはしめよし

無版元 無版元 1　きそはじめよし

無版元 無版元 1　きそはじめよし

（無版元） 無版元 2　くらひらきよし

無版元 無版元 3　けんふくよし（コメカミを剃る）

（無版元） 無版元 3　けんふくよし（コメカミを剃る）

（無版元） 無版元 4　けんふつよし（コメカミを剃る）

（無版元） 無版元 5　さけつくりよし

無版元 無版元 5　さけつくりよし

（無版元） 無版元 6　つめとりよし

無版元 無版元 6　つめとりよし

（無版元） 無版元 7　入学よし

無版元 無版元 7　入學よし（書見台）

（無版元） 無版元 8　はかためよし

（無版元） 無版元 8　はかためよし

無版元 無版元 8　はかためよし

（無版元） 無版元 9　ひきそめよし

無版元 無版元 9　ひきそめよし

無版元 9　ひきそめよし　佐保姫にけふ對面の...

（無版元） 無版元 10　ふてはしめよし

無版元 無版元 10　ふてはしめよし

（無版元） 無版元 11　ふねのりそめよし

（無版元） 無版元 11　ふねのりそめよし

無版元 無版元 11　ふねのりそめよし

無版元 12　馬のりぞめよし

（無版元） 無版元 13　ものたちよし

無版元 無版元 13　ものたちよし

（無版元） 無版元 14　ゆとのはしめよし



無版元 無版元 14　ゆとのはしめよし

（無版元） 無版元 15　よめとりよし

無版元 無版元 15　よめとりよし

無版元 16　井ほりよし　

（無版元） 無版元 16　井ほりよし

（無版元） 無版元 1　江口

（無版元） 無版元 1　江口

（無版元） 無版元 2　玉の井

（無版元） 無版元 2　玉の井

無版元 無版元 2　玉の井

無版元 無版元 2　玉の井

（無版元） 無版元 3　湯谷

はなぞのようきょくばんつづき 無版元 3　湯谷

無版元 無版元 3　湯谷（熊野）

（無版元） 無版元 1〜5　［全5図］

無版元 無版元 1　（盃）

無版元 無版元 2　（短冊）

無版元 無版元 3　（三味線）

無版元 無版元 4　（遊山道具）

無版元 無版元 5　（若衆、畳んだ扇をもつ）

（無版元） 無版元 1　其一　二　三　四　五

（無版元） 無版元 1　其一 ... 其五

（無版元） 無版元 1　其一（太鼓を叩く）

（無版元） 無版元 1　其一（太鼓を叩く）

（無版元） 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

（無版元） 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

（無版元） 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

無版元 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

無版元 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

（無版元） 無版元 2　其二　（猿田彦、鶏）　

（無版元） 無版元 3　其三（巫女）

（無版元） 無版元 4　其四（天手力男命、岩を運ぶ）

（無版元） 無版元 4　其四（天手力男命、岩を運ぶ）月日星…

（無版元） 無版元 5　其五（山伏、笛を吹く）

無版元 無版元 梓弓...（武人、岩の虎）

無版元 無版元 梓弓...（武人、岩の虎）

（無版元） 無版元 梓弓…（武人、岩の虎）

（無版元） 無版元 梓弓…（武人、岩の虎）

（無版元） 無版元 1　烟右衛門…（蝶、大根、矢）

（無版元） 無版元 2　棹姫の二八の…

（無版元） 無版元 2　棹姫の二八の…



（無版元） 無版元 3　名の鰕も…

（無版元） 無版元 あらそハぬ…

（無版元） 無版元 あらそハぬ…

（無版元） 無版元 2　ふとりをも…（布袋）

（無版元） 無版元 2　ふとりをも…（布袋）

（無版元） 無版元 2　ふとりをも…　（布袋）

無版元 無版元 2　ふとりをも…（布袋）

無版元 無版元 *（二唐子、踊り）

（無版元） 無版元 1　むさあまた…　篠塚伊賀守

（無版元） 無版元 1　むさあまた…　篠塚伊賀守

（無版元） 無版元 2　梅か枝は…　武蔵坊辨慶

（無版元） 無版元 2　梅か枝は…（武蔵坊辨慶）

（無版元） 無版元 3　雪きえて…　巴御前

（無版元） 無版元 3　雪きえて…　巴御前

むつみがわばんつづきまくらのそうし 1　絵にかきておとる物

むつみがわばんつづきまくらのそうし 2　かきまさる物

むつみがわばんつづきまくらのそうし 3　心ゆく物

（無版元） 無版元 4　ことことなる物

むつみがわばんつづきまくらのそうし 4　ことことなる物

無版元 無版元 4　ことことなる物

（無版元） 無版元 5　近くて遠き物

無版元 無版元 5　近くて遠き物

（無版元） 無版元 6　遠くて近きもの／洲崎の初日出

むつみがわばんつづきまくらのそうし 6　遠くて近き物

（無版元） 無版元 6　遠くて近き物／洲崎の初日出

むつみがわばんつづきまくらのそうし 7　似けなき物

（無版元） 無版元 7　にけなき物…

（無版元） 無版元 8　めてたき物　かう鳥をきぬ地に…　日の出る扶桑…

（無版元） 無版元 9　…（懐紙入れ）

（無版元） 無版元 0　赤兎馬

（無版元） 無版元 1　王喬　桃園

（無版元） 無版元 2　孔明

無版元 無版元 2　孔明

（無版元） 無版元 3　相如

（無版元） 無版元 3　相如

無版元 無版元 3　相如

（無版元） 無版元 4　倉舒

無版元 無版元 4　倉舒（象）

鞍馬　くらま山...

（無版元） 無版元 柳橋

無版元 無版元 柳橋



無版元 無版元 柳屋　酒中花

（無版元） 無版元 2　其二

（無版元） 無版元 1　高尾

（無版元） 無版元 2　地獄

（無版元） 無版元 2　地獄

（無版元） 無版元 3　吉野

無版元 無版元 四谷十二さう

無版元 0　劉邦斬白蛇

（無版元） 無版元 0　劉邦斬白蛇

1　伊勢物語

2　前々太平記　道風讃賢聖障子

（無版元） 無版元 2　前々太平記　鳥の跡かくて…

3　竹取物語

（無版元） 無版元 4　著聞集

無版元 無版元 4　著聞集

（無版元） 無版元 5　つれつれ草

無版元 無版元 5　つれづれ草

6　枕草子

1　双六の...（盤双六）

2　梅かゝを...（三娘、羽子板）

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 （浮舟）

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 （福寿草）

（無版元） 無版元 あかしかた…

（無版元） 無版元 朝日影…

（無版元） 無版元 あつものに…

（無版元） 無版元 あつものに…

（無版元） 無版元 あつものに…

（無版元） 無版元 あつものに…

（無版元） 無版元 天下る…

（無版元） 無版元 あら玉のとしま…（大小）

（無版元） 無版元 新玉の天の戸さかを…

（無版元） 無版元 新玉の天の戸さかを…

（無版元） 無版元 新玉の天の戸さかを…

（無版元） 無版元 新玉の天の戸さかを…

（無版元） 無版元 あら波の...

（無版元） 無版元 家つとに…

（無版元） 無版元 いさ春の…

（無版元） 無版元 伊勢暦…

（無版元） 無版元 糸遊の…（手鞠、鳩笛）

（無版元） 無版元 いとけなき…　年もまた…

（無版元） 無版元 いとけなき…

（無版元） 無版元 いぬどしの…うきふね…　？

（無版元） 無版元 今戸…

（無版元） 無版元 鴬の…

（無版元） 無版元 宇くひすは…

無版元 無版元 宇くひすハ...（龍神、宝珠）

（無版元） 無版元 宇治山も…

（無版元） 無版元 うたひ初　よし野の…

無版元 無版元 蝦夷人の...

（無版元） 無版元 江の島…（美人、遊覧）

（無版元） 無版元 江のしまの一の鳥居の…

（無版元） 無版元 恵方より…（富士山遠望、舟）

（無版元） 無版元 烟右衛門…（蝶、大根、矢先）

（無版元） 無版元 烟右衛門…

（無版元） 無版元 少女子に…

（無版元） 無版元 折花　見る人…

（無版元） 無版元 顔見世や…七代目三升

（無版元） 無版元 鏡餅の菱川…

（無版元） 無版元 鏡餅の菱川…

（無版元） 無版元 かけひたす…



無版元 無版元 かさねたる...（羽ほうき、煙草入）

（無版元） 無版元 かさねたる…（羽ほうき、煙草入）

無版元 無版元 霞たつ...（函谷関、孟嘗君）

（無版元） 無版元 霞たつ…（函谷関、孟嘗君）

（無版元） 無版元 霞たつ…

無版元 無版元 霞ても...

（無版元） 無版元 霞ても…

（無版元） 無版元 門おほく…（初夢、茄子）

（無版元） 無版元 門おほく…（初夢、茄子）

（無版元） 無版元 門おほく…（初夢、茄子）

（無版元） 無版元 門松に…

無版元 無版元 かと松も...（ぶりぶり香合）

（無版元） 無版元 かと松も…（ぶりぶり香合）

（無版元） 無版元 金川へ道も…（大小）

無版元 無版元 から國に...（社塔、朝日）

（無版元） 無版元 から國に…（社塔、朝日）

（無版元） 無版元 硝子の…

（無版元） 無版元 硝子の…

（無版元） 無版元 唐にしき…

官人の...

（無版元） 無版元 木々もめを…（十二単衣官女）

（無版元） 無版元 木々もめを…（十二単衣官女）

（無版元） 無版元 木々もめを…（十二単衣官女）

（無版元） 無版元 きみ團子…

（無版元） 無版元 君之恵日之…

（無版元） 無版元 きやまんの…

（無版元） 無版元 きやまんの…

（無版元） 無版元 金銀…

（無版元） 無版元 雲の上に…（富士山、雲）

（無版元） 無版元 雲の上に…（富士山、雲）

（無版元） 無版元 雲の上に…（富士山、雲）

（無版元） 無版元 雲の上に…（富士山、雲）

（無版元） 無版元 雲の上に…（富士山、雲）

（無版元） 無版元 雲の上に…（富士山、雲）

（無版元） 無版元 雲の上に…（富士山）

（無版元） 無版元 今さ見れは…

（無版元） 無版元 此研長八寸三分／濶六寸高一寸弐分

（無版元） 無版元 これもまた…（包丁、切り身）

（無版元） 無版元 これもまた…（包丁、切り身）

無版元 無版元 さほ姫の...（鮭、破魔弓）

（無版元） 無版元 さほ姫の…（鮭、破魔弓）



（無版元） 無版元 佐保姫の…（凧）

（無版元） 無版元 佐保姫の…（凧）

無版元 無版元 さそひ來て...（美人、不忍池）

無版元 無版元 さそひ來て...（美人、不忍池）

（無版元） 無版元 さそひ来て…（美人、不忍池）

（無版元） 無版元 さそい来て…（美人、不忍池）

（無版元） 無版元 さそい來て…（美人、不忍池）

無版元 無版元 さなからに...（武者、仙女）

（無版元） 無版元 さなからに…（武者、仙女）

（無版元） 無版元 山王に…（祭りの牛）

（無版元） 無版元 史喬（亀）

無版元 無版元 史喬（亀）

（無版元） 無版元 注連縄も…

（無版元） 無版元 上戸

（無版元） 無版元 しら梅の星廼かけさへ…

（無版元） 無版元 白かねの…小田のこほりも…／春のいろ…／岩井川…

（無版元） 無版元 白かねの…

（無版元） 無版元 白酒の…

（無版元） 無版元 筋隈の…

（無版元） 無版元 皇の御代そ...（あま酒）

無版元 無版元 皇の御代そ...（あま酒）

無版元 無版元 3　關の戸を...（美人、巻物を抱える）

（無版元） 無版元 千金の春のしるし…（鯉、水草）

（無版元） 無版元 千金の春のしるし…（鯉、水草）

（無版元） 無版元 千載の春に…（猿橋）

（無版元） 無版元 千載の春に…（猿橋）

（無版元） 無版元 空にまで…

（無版元） 無版元 橘の木陰に…　こたひ彼南山…　萬代の…

（無版元） 無版元 たつ霞…

（無版元） 無版元 たつ霞…

無版元 無版元 たてぬきの...

（無版元） 無版元 たてぬきの…

（無版元） 無版元 玉琴の…

無版元 無版元 千さとまて...（大小）（白鷄）

（無版元） 無版元 千さとまて…（大小）（白鷄）

（無版元） 無版元 千さとまて…（大小）（白鷄）

（無版元） 無版元 千さとまて…（大小）（白鷄）

（無版元） 無版元 千さとまて…（大小）（白鷄）

（無版元） 無版元 千さとまて…（大小）（白鷄）

無版元 無版元 千萬代…（島台の尉と媼）

（無版元） 無版元 月　や高く…（天帝、月妾に逢う）



（無版元） 無版元 つくろはぬ…

（無版元） 無版元 つくろはぬ枩の…

無版元 無版元 つはくらの...小柳

（無版元） 無版元 つはくらの…小柳

（無版元） 無版元 面しろき…

（無版元） 無版元 手遊びを…

（無版元） 無版元 手すさみに…

無版元 無版元 鷄の音は... 

（無版元） 無版元 鶏の音は…

無版元 七種...

無版元 無版元 なにはの蒹葭堂より...硯...

（無版元） 無版元 なみ間より…（亀）

（無版元） 無版元 なみ間より…（亀）

（無版元） 無版元 名をよひ…

無版元 無版元 □にまて...（鬼、武者）

（無版元） 無版元 根松ひく…（官女、小松引）

無版元 無版元 年礼の提とうらんの…　あふたりや…

（無版元） 無版元 年礼の提とうらんの…　あふたりや…

（無版元） 無版元 年礼の提とうらんの…　あふたりや…

（無版元） 無版元 長閑さに…（孔雀）

無版元 無版元 初日影...（竹生島）

（無版元） 無版元 初日影…（竹生島）

（無版元） 無版元 初日影…（竹生島）

（無版元） 無版元 初日影…（竹生島）

無版元 無版元 初日影... （茶店、凧、二子、二女）

（無版元） 無版元 初日影…（茶店、凧）

（無版元） 無版元 初日影…（茶店、凧）

無版元 無版元 初日影...（鶴、旭）

無版元 無版元 はつ夢に... （渡し舟）

（無版元） 無版元 はつ夢に…（渡し舟）

無版元 無版元 初夢の...（花魁、禿）

（無版元） 無版元 初夢の…（花魁、禿）

（無版元） 無版元 花の雲…

無版元 無版元 花の山...

（無版元） 無版元 春…

（無版元） 無版元 春祝ふ…（木炭、海老）

（無版元） 無版元 はる風に…　ひくきより…　雲にうつし…

（無版元） 無版元 はる風に…　ひくきより…　雲にうつし…

（無版元） 無版元 春風の…

（無版元） 無版元 春來ぬと…あふきてみれは…（扇、印籠）

（無版元） 無版元 春來ぬと…あふきてみれは…（扇、印籠）



（無版元） 無版元 春來ぬと…あふきてみれは…（扇、印籠）

無版元 無版元 春來ぬと…あふきてみれは…（扇、印籠）

（無版元） 無版元 春來ぬと…あふきてみれは…（扇、印籠）

（無版元） 無版元 春くれハ…

無版元 無版元 春さむき...（武之内宿禰）

（無版元） 無版元 春さむき…（武之内宿禰）

（無版元） 無版元 春さむき…（武之内宿禰）

（無版元） 無版元 春さむき…（武内宿禰、幼少の応神天皇を抱く）

（無版元） 無版元 はるのたつ…

（無版元） 無版元 春の日の…

（無版元） 無版元 春の日の…

（無版元） 無版元 春の夜の…

春ハけふ...

（無版元） 無版元 ひとむれの…

（無版元） 無版元 武士　...

（無版元） 無版元 ふたつ…（文机、旭）

（無版元） 無版元 舟とむる…

（無版元） 無版元 舟とむる…

（無版元） 無版元 ふる年の…（「梅の湯」）

（無版元） 無版元 ふる年の…（「梅の湯」）

無版元 不老不死...

無版元 無版元 文化十四丁丑暦

（無版元） 無版元 まからさる…（鯛二尾、松、美人）

無版元 無版元 ますら男に...（金太郎）

（無版元） 無版元 ますら男に…（金太郎）

無版元 無版元 松の□...

（無版元） 無版元 真萩原…

（無版元） 無版元 まんさいの…

（無版元） 無版元 まんさいの…

（無版元） 無版元 身の果報…

（無版元） 無版元 むめかえの…

無版元 無版元 梅かゝと...（二男、行燈修理）

（無版元） 無版元 梅かゝと…（二男、行燈修理）

俊満 無版元 梅かゝと…（二男、行燈修理）

梅か香も...

無版元 無版元 むめにくる鴬ハ...（武人、仙童子）

（無版元） 無版元 むめにくる鴬ハ...（武人、仙童子）

（無版元） 無版元 むらさきの霞に…

（無版元） 無版元 むらさきの霞に…

（無版元） 無版元 むらさきの霞に…

（無版元） 無版元 むらさきの霞に…



（無版元） 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

無版元 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

（無版元） 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

（無版元） 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

（無版元） 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

（無版元） 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

（無版元） 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

（無版元） 無版元 柳こし…

無版元 無版元 柳さくら...（美人、板絵）

無版元 無版元 柳屋か... （鯛、庖丁）

（無版元） 無版元 柳屋か…（鯛、庖丁）

（無版元） 無版元 柳屋か…（鯛、庖丁）

（無版元） 無版元 行末ハ誰とねの日と…

無版元 無版元 夜あるきを／しかられもせず...

（無版元） 無版元 夜あるきを／しかられもせず...

［俊満］ 無版元 夜あるきを／しかられもせず...

（無版元） 無版元 夜あるきを／しかられもせず...

無版元 無版元 嬥亭　...

（無版元） 無版元 四谷十二さう

（無版元） 無版元 よミたてに…

（無版元） 無版元 若武者に…

（無版元） 無版元 井の水にかたふく…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 □ねさ…（蛸、魚）

摺工／晉象 無版元 …　空満屋真枝

（無版元） 無版元 □美人の…

（無版元） 無版元 …（福禄寿）

（無版元） 無版元 …代の春に…

（無版元） 無版元 □はたつ雲井の…

（無版元） 無版元 （鶏）

（無版元） 無版元 （鯱鉾）

（無版元） 無版元 （金太郎、子供の頃を夢見る）

（無版元） 無版元 （二扇、二団扇）

（無版元） 無版元 （摺物下絵貼込帖）

（無版元） 無版元 （官女、緋色の袴）

無版元 無版元 （金太郎、昔の夢をみる）

（無版元） 無版元 初日影…（鶴、旭）

無版元 無版元 其一、二、三、四、五

無版元 無版元 其一、二、三、四、五

たつのみやこさんばんつづき 無版元

無版元 無版元 くるくると...若水くみ...



縫ことの...

（無版元） 無版元 薺より…

無版元 鶏がなく

無版元 無版元 両大師...（藝者、行燈に油皿）

（無版元） 無版元 （船頭、渡し）（大小）

（無版元） 無版元 （辨慶は鐘を引っ張る）

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 あら玉り参らせ候と…

（無版元） 無版元 あら玉り参らせ候と…

（無版元） 無版元 改年の御慶…

（無版元） 無版元 新造を…

（無版元） 無版元 はつ鶏の…

（無版元） 無版元 ひきそめの糸も遊ひて…　三春改歌名垣千文　

（無版元） 無版元 ひきそめの糸も遊ひて…　三春改歌名垣千文　

無版元 無版元 ひきそ免の糸も遊ひて…　三春改歌名垣千文（撥箱）

ひとゝせの...

（無版元） 無版元 父母います…

（無版元） 無版元 睦月とて…

無版元 三春改...

（無版元） 無版元 三春改…　八重の梅かき？

（無版元） 無版元 聖節　…

無版元 無版元 （辨慶、大鐘を引っ張る）

無版元 いろいろのとりあつまりしさかな...

無版元 1　蛭子（鯛、烏帽子）

無版元 2　毘沙門

無版元 3　布袋　春されハ... 桑名養老舎玉人

（無版元） 無版元 明てけさ…

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 蛇遣ふ人も…

（無版元） 無版元 蛇遣ふ人も…

無版元 無版元 江口　一夜さの...

無版元 無版元 味ひハ...

（無版元） 無版元 ありかたや…

（無版元） 無版元 定紋の鶴の…

（無版元） 無版元 若かへる…

（無版元） 無版元 （鶏は塀、供の男は垣根）

江戸系 江戸系

江戸系 江戸系 大阪疋田唐物

無版元

無版元

無版元



無版元

（戯作者浮世絵師見立番付） 無版元

（無版元） 無版元 滝野川紅葉*

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （船頭、赤子を背負う女、都鳥を指さす）

（無版元） 無版元 （船頭、赤子を背負う女、都鳥を指さす）

（無版元） 無版元 （船頭、赤子を背負う母、都鳥を指さす）

（無版元） 無版元 （滝野川、赤子を背負う女、橋を渡る）

（無版元） 無版元 （船頭、赤子を背負う母、都鳥を指さす）

（無版元） 無版元 （五亀、遊泳）

- 無版元 (家族、吉原堤を散策）

無版元 無版元 （年礼、座敷、雪）

勝 カツ 1　一免んの…　蜀山人　

勝 カツ 1　一免んの…　蜀山人　

勝 カツ 1　一免んの…　蜀山人　

勝 カツ 1　一免んの…　蜀山人　

勝 カツ 1　一免んの…　蜀山人　

勝 カツ 2　佛名も…　あけら菅江

勝 カツ 2　佛名も…　あけら菅江

勝 カツ 3　万歳に…　もとの木あミ　

勝 カツ 3　万歳に…　もとの木あミ　

勝 カツ 4　見渡せは…

勝 カツ 5　ゑほしとも…　銭屋金埒　

勝 カツ 5　ゑほしとも…　銭屋金埒　

勝 カツ 5　ゑほしとも…　銭屋金埒　

勝 カツ 5　ゑほしとも…　銭屋金埒　

勝 カツ 5　ゑほしとも…　銭屋金埒　

（無版元） 無版元 0　其一　其二

（無版元） 無版元 1　春ノ山又　其一

（無版元） 無版元 2　人ミなに…　色あかき…

（無版元） 無版元 2　人ミなに…

（無版元） 無版元 1　おひし子の…

商標［巴］ 商標［巴］ 1　伊豆／手石の弥陀

商標［巴］ 商標［巴］ 2　越後／親しらづ

商標［巴］ 商標［巴］ 3　越中／立山

商標［巴］ 商標［巴］ 3　越中／立山

商標［巴］ 商標［巴］ 4　下野／日光裏見ケ瀧

商標［巴］ 商標［巴］ 5　上州／三國越不動峠

（無版元） 無版元 5　上州／三國越不動峠

商標［巴］ 商標［巴］ 6　駿州／大宮口登山

（無版元） 無版元 6　駿州／大宮口登山



商標［巴］ 商標［巴］ 7　攝州住吉

（無版元） 無版元 7　攝州住吉　刀の三盛

商標［巴］ 商標［巴］ 8　相州／箱根関

商標［巴］ 商標［巴］ 8　相州／箱根関

商標［巴］ 商標［巴］ 8　相州／箱根関

商標［巴］ 商標［巴］ 9　長門／和苅神事

商標［巴］ 商標［巴］ 9　長門／和苅神事

商標［巴］ 商標［巴］ 9　長門／和苅神事

商標［巴］ 商標［巴］ 9　長門／和苅神事

商標［巴］ 商標［巴］ 9　長門／和苅神事

商標［巴］ 商標［巴］ 10　肥前／稲佐山

商標［巴］ 商標［巴］ 10　肥前／稲佐山

商標［巴］ 商標［巴］ 10　肥前／稲佐山

商標［巴］ 商標［巴］ 11　武藏／隅田川

商標［巴］ 商標［巴］ 11　武藏／隅田川

商標［巴］ 商標［巴］ 12　武蔵野

（無版元） 無版元 （万歳、綿帽子、黒頭巾）

ツタヤ

ツタヤ

ツタヤ

蔦屋重三郎 ツタヤ

（無版元） ツタヤ 海老屋

無版元

勝+□* カツ 上刕・三國越不動峠

勝+□　商標（三巴+山型） カツ 駿刕・大宮口登山

無版元 7　摂州住吉

無版元 無版元 7　攝州住吉

無版元 無版元 （舟渡し、船頭ハ竿を差す）

勝+□ カツ 一免んの...  蜀山人

無版元 無版元 佛名も... 　あけら菅江

勝+□ カツ 万歳に... もとの木阿ミ

勝+□ カツ 5　ゑほしとも...　銭屋金埒

（無版元） 無版元 1　隅田落雁

（無版元） 無版元 2　真乳山ノ夜雨？

無版元 無版元

柳□林千條藏板 りゅう...せんじょう -

（無版元） 無版元 模しあらハ…

（無版元） 無版元 事足ると思へは／廣し宿の春

無版元 無版元 事足ると思へは／廣し宿の春　（印籠）

（無版元） 無版元 （若衆、侍、供男、後ろを見る）

（無版元） 無版元 くるくると…



無版元 此里ハ世界も文化八ツのとし...

（無版元） 無版元 不老不死の…

無版元 無版元 （若衆、武家、下男）

- -

えびすこくこっけいはねくりげ

-

-

おかめはちもくかぎうかがい

おかめはちもくかぎうかがい

- -

- -

きょうかがゆうしゅう（てかがみ）

（無版元） 無版元

すいぎょたいかいきょうかしゅう



（無版元） 無版元 （船頭、棹を差す）

（無版元） 無版元 （雪の宴会）

（無版元） 無版元 瀧の川紅葉

無版元 無版元 夫婦中...

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（月宮殿）

（無版元） 無版元 （大原女と牛）

（無版元） 無版元 （婦人、砧を抱える）

無版元 (砧は右）

（無版元） 無版元 馬込　木曽のかけはし

きょうかあわせりょうがんいちらん

きょうかあわせりょうがんづえ



きょうかごじゅうにんいっしゅ

無版元 両國　不老園　十三　なつの…

（無版元） 無版元 （諸名家の張交）

きょうかすいこでんさいしきがぞうしゅう

きょうかせいりゅうひゃっかちょう

（無版元） 無版元

きょうかよみひとなよせさいけんき

きょうかよみひとなよせさいけんき

（無版元） 無版元 わけ入りて…

きんせいせつびしょうねんろく



しょくにんづくしきょうかあわせ

無版元 山伏　つゞら造　

たなばたかしゅうねがいのいと

とうとじゅうにけいきょうかしゅう

はいゆうさんじゅうろっかせん

永樂屋板 エイラクヤ 二編

文藝資料研究會

ほりかわたろうひゃくだいひゃくしゅ

みのぶほうのうがくめんきょうかあわせ

もうぎゅうがぞうきょうかしゅう

れっせんれつじょがぞうしゅう

催主　拱齋北溪 ほっけい

和泉屋市兵衛 イズミヤイチベイ 東都金龍山淺草寺圖

報条



13 ないだい 16 出典 17 全文

無内題 2016JUM目録+

あらたまの… 1982Rijksmuseum/JP3-190/100

いぬどしの… 1995MIRVISS/FLW-023/109

せきのとを… 1982Rijksmuseum/JP3-183/101

子1女1男1 1982Rijksmuseum/JP3-185/102

うえのみや 1995MIRVISS/FLW-137/221

かながわ 1997千葉市美／粋人...058/047

しもみや 1982Rijksmuseum/JP3-193/106(Rappard-Boon）確認16図

しもみや 1997千葉市美／粋人...059/047

しもみや 2013Forrer:Surimono-348

たかなわ 1963東京国立博物館3-3905

たかなわ 1974浮世絵大系8-071

たかなわ 1985KEYES/CBL-148/178

たかなわ 1985KEYES/CBL-149/181

はまぐりを… 1985KEYES/CBL-150/181

ふじさわ 1982JUM

ふじさわ 2016JUM目録+

ほんぐう 1997千葉市美／粋人...060/048

くむさけの… 1984EXNER/Surimono**/053

でくもって 1995MIRVISS/FLW-014/091

2013Forrer:Surimono-323

たちばなの… 1982Rijksmuseum/JP3-171/093

しょうじょう 1970Schack/Surimono-104

ちょうりょう 1970Schack/Surimono-106

はごろも 1970Schack/Surimono-105

つくだじま 1985KEYES/CBL-145/175

いまどみずのかわら 1985KEYES/CBL-155/184

おだわらちょうやなぎやたい 1982JUM

おだわらちょうやなぎやたい 1982Rijksmuseum/JP3-124/072

おだわらちょうやなぎやたい 2013Forrer:Surimono-270

こくちょうからきやいとざいく 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-054

こくちょうからきやいとざいく 1997千葉市美／粋人...124/074

みえいどうおうぎ 1995MIRVISS/FLW-119/215

えんりゅう… 1985KEYES/CBL-141/172

えんりゅうの… 1931浮世絵大成9-235

せいしょうなごん 2000太田／文化文政摺物043/091

うめがかを… 1997千葉市美／粋人...093/062

えどぶしまつのうち 1982JUM

えどぶしまつのうち 2016JUM目録+

いくはるも... 2016JUM目録+ （雁註）12年後、1817？



いくはるも… 1982JUM

うごくかに... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-047

うつせがい 1982Rijksmuseum/JP3-134/076

うつせがい 1990秘蔵浮世絵大観13-076

うつせがい 2000Rijksm/poetry...062/107

うつせがい 2013Forrer:Surimono-279

うつせがい　… 2000太田／文化文政摺物036/085

かたつかい 1976Hillier/Vever3-775/790

かたつかい 1990秘蔵浮世絵大観13-074/***

かたつかい 1997千葉市美／粋人...147/084

かたつかい 1997千葉市美／粋人...148/084

かたつがい 1982Rijksmuseum/JP3-137/077

からすがい 1982Rijksmuseum/JP3-138/078

からすがい 1989秘蔵浮世絵大観13-071

からすがい 2000Rijksm/poetry...061/106

からすがい 2013Forrer:Surimono-282

すだれがい 1985KEYES/CBL-158/186

ちどりがい 1982Rijksmuseum/JP3-136/077

ちどりがい 1990秘蔵浮世絵大観13-073

ちどりがい 2000Rijksm/poetry...060/105

ちどりがい 2013Forrer:Surimono-283

はなかい 1979BOWIE/Surimono 053／093

はなかい 2013Forrer:Surimono-278

はながい 1982Rijksmuseum/JP3-133/076

はながい 1990秘蔵浮世絵大観13-072

むらさきかい 2013Forrer:Surimono-281

むらさきがい 1982Rijksmuseum/JP3-135/077

むらさきがい 1990秘蔵浮世絵大観13-077/***

わすれがい 1982Rijksmuseum/JP3-132/076(Rappard-Boon）13図確認　

わすれがい 1989秘蔵浮世絵大観13-075

わすれがい 2013Forrer:Surimono-280

無内題 2016SKG

* 1982JUM和傘調査1994/345閉じた踊り傘

さんじょうが… 1982JUM

はるくれば... 2016JUM目録+

もろびとの... 1982JUM

もろびとの... 2016JUM目録+

1　をさまれる... 2000G.DHaag/Theear008/057

1　をさまれる... 2000Rijksm/poetry...114/183

2 1982Rijksmuseum/JP3-152/084

2 2013Forrer:Surimono-308



3 1982Rijksmuseum/JP3-153/085

3 2013Forrer:Surimono-309

4 1982Rijksmuseum/JP3-154/085

4 2013Forrer:Surimono-310

1 1976Hillier/Vever3-778/792

2 2013Forrer:Surimono-344

3 1986ヤンブ−ル138

きりひなわ… 1982Rijksmuseum/JP3-188/103

いんしゅ 1970Schack/Surimono-094

じゃいん 2013Forrer:Surimono-329

じゃいん 1982Rijksmuseum/JP3-187/103（Rappard-Boon)	1938Solf-288	不偸盗-熊坂長範	不温柔-坂田金時	不妄語-武蔵坊辨慶	不殺生-新田四郎忠常

てすさみに... 2016JUM目録+

まんざいの... 2016JUM目録+

なのえびも… 1970Schack/Surimono-080

1 1995MIRVISS/FLW-015/093

1 2000G.DHaag/Theear004/055

2 1982Rijksmuseum/JP3-145/081(Rappard-Boon)	木-1975Den Haag6	土-le Veel161

2 1995MIRVISS/FLW-016/095

2 2013Forrer:Surimono-274

3 1985KEYES/CBL-157/185

4 1995MIRVISS/FLW-017/097

5 1982JUM

5 1995MIRVISS/FLW-018/099

5 2016JUM目録+

うえき 1985KEYES/CBL-140/172

うえき 2013花開く江戸の園芸095

うおいち 1976Hillier/Vever3-781/793

うおいち 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-078

うぐいす 1982JUM

うぐいす 2007JUM3-2005二川050

うぐいす 2016JUM目録+

うけい 1995MIRVISS/FLW-135/221

うちわ 1988ベルリン国立東洋美133/061

うちわ 1988秘蔵浮世絵12-164

うちわ 2016JUM目録+

うない 1982JUM

うなゐ 2016JUM目録+

うべなう 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-080

うやまい 1976Hillier/Vever3-781/793

うやまい 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-079

うりかい 2000太田／文化文政摺物053/103



うるわし 1985KEYES/CBL-139/171

… 1997千葉市美／粋人...269/132

のげやまも… 1982JUM

のげやまも… 2016JUM目録+

ひげながく 1985KEYES/CBL-129/163

ふくじゅそう… 1982JUM

ふくじゅそう… 1990秘蔵浮世絵大観13-060

ふくじゅそう… 2016JUM目録+

1 1985KEYES/CBL-151/182

2 1985KEYES/CBL-152/183

2＋ 2000太田／文化文政摺物057/107

… 1986ヤンブ−ル131

ひとなみに… 1982Rijksmuseum/JP3-173/094

ひとなみに… 2013Forrer:Surimono-342

ひとなみに… 2013Forrer:Surimono-342a

しょうじょういんこ 2000太田／文化文政摺物035/083

あかそめえもん 1982Rijksmuseum/JP3-191/105

あかぞめえもん 2013Forrer:Surimono-337

はくばのせちえ 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-060

はら（あ）かおにえ 1982JUM

はら（あ）かおにえ 2016JUM目録+

かゆえだ 1997千葉市美／粋人...094/063

はつひかげ…（業平） 1986ヤンブ−ル137

いえたか 1982JUM

いえたか 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-067

いえたか 2016JUM目録+

いえたか 2016JUM目録+

うらしま 1982JUM

うらしま 2016JUM目録+

おののとうふう 1982Rijksmuseum/JP3-140/078(Rappard-Boon)	肖柏？-Modderman116	工藤-Schack82	定家-1979Forrer39	北條時政-1931Modderman31-12

おののとうふう 1995MIRVISS/FLW-101/209

おののとうふう 1995MIRVISS/FLW+fr01

おののとうふう 2000Rijksm/poetry...099/165

おののとうふう 2013Forrer:Surimono-291

きびのおとど 1982JUM

きびのおとど 2016JUM目録+

しゅんぜい 1995MIRVISS/FLW-102/210

じょうとうもんいん 1982Rijksmuseum/JP3-141/079

じょうとうもんいん 2000Rijksm/poetry...113/182

じょうとうもんいん 2013Forrer:Surimono-293

たけうちおとど 2013Forrer:Surimono-292



たけのうちおとと 1982Rijksmuseum/JP3-142/080

ていか 1979Forrer/Egoyo.&S-039/130

えちごじんく 1982JUM

とさすずり 1995MIRVISS/FLW-098/208

なるみしぼり 1995MIRVISS/FLW-097/208

なるみしぼり 1995MIRVISS/FLW+fr02

みかわやつはし　かきつばた2000太田／文化文政摺物032/081

くげ 1982Rijksmuseum/JP3-144/080

くげ 2000Rijksm/poetry...089/152

くげ 2013Forrer:Surimono-287

ばんしょう 1982Rijksmuseum/JP3-143/080

ばんしょう 2013Forrer:Surimono-288

1　ろちしん 1970meisner/surimono25

1　ろちしん 1982JUM

1　ろちしん 1982Rijksmuseum/JP3-195a/107

1　ろちしん 1997千葉市美／粋人...247/124

1　ろちしん 1997千葉市美／粋人...248/124

1　ろちしん 1998Krasnodar175

1　ろちしん 2000太田／文化文政摺物055/105

1　ろちしん 2016JUM目録+

2 1982JUM

2 1982Rijksmuseum/JP3-195/107

2 1997千葉市美／粋人...249/125

2 2013Forrer:Surimono-327

2 2016JUM目録+

3 1982JUM

3 1995MIRVISS/FLW-129/219

3 1997千葉市美／粋人...250/125

3 2016JUM目録+

3　 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-068

4 1982JUM

4 1995MIRVISS/FLW-130/219

4 1997千葉市美／粋人...251/125

4 2000太田／文化文政摺物054/103

4 2016JUM目録+

5 1982JUM

5 1982Rijksmuseum/JP3-194/107（Rappard-Boon)	1972Scheiwe438 	土-林冲	金-りき

5 1997千葉市美／粋人...252/126

5 2013Forrer:Surimono-328

5 2016JUM目録+

2013Forrer:Surimono-290



すごろくの… 1985KEYES/CBL-116/146

すみよしの… 1963東京国立博物館3-3904

すみよしの… 1982Rijksmuseum/JP3-176/095

すみよしの… 2013Forrer:Surimono-335

あずまじえ… 1997千葉市美／粋人...034/037

ひらかわえ… 1986ヤンブ−ル136

かじわら 1995MIRVISS/FLW-120/216

くどう 1970Schack/Surimono-082

うちかえす… 1985KEYES/CBL-115/145

うちかえす… 1985KEYES/CBL-115/151

かいあわせ… 1979Forrer/Egoyo.&S-040/131

たまのはる… 1995MIRVISS/FLW-105/211

おんなはかみの… 1985KEYES/CBL-154/184

こたかに... 2016JUM目録+

こたかに… 1982JUM

ちくしになにがしの… 2000太田／文化文政摺物051/101

ひとり... 2013Forrer:Surimono-347

こうそんよるかえる 1988秘蔵浮世絵04-175

さんかいずみ 1913V&I/EJ5-397/118

さんかいずみ 1988秘蔵浮世絵04-176

さんかいずみ 2016JUM目録+

さんかせん 1982JUM

さんじしゅうか 1982JUM

さんじしゅうか 1988秘蔵浮世絵04-177

さんじしゅうか 2016JUM目録+

さんじしゅうか 2016JUM目録+

2 1976Hillier/Vever3-779/792

3 1985KEYES/CBL-122/155

えんし 1985KEYES/CBL-125/158

えんし 1985KEYES/CBL-126/161

かっきょ 1985KEYES/CBL-127/159

くいつみの… 1995MIRVISS/FLW-126/218

ごもう 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-070

でんしんでんこうでんけい　あらそわぬ...1982JUM

でんしんでんこうでんけい　あらそわぬ...2016JUM目録+

むらさきしきぶ 1985KEYES/CBL-127/162

むらさきしきぶ 1985KEYES/CBL-131/164

ゆけんろう 1985KEYES/CBL-128/160

ごふく 1995MIRVISS/FLW-136/221

しょうじょう 1985KEYES/CBL-143/173

たかさご 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-071



ちょうりょう 1985KEYES/CBL-144/174

はごろも 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-072

やまうば 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-073

やまうば 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-073a

はくばせちえ 1985KEYES/CBL-118/147

いまだひらかぬべに 1982JUM

いまだひらかぬべに 1982Rijksmuseum/JP3-150/084

いまだひらかぬべに 1995MIRVISS/FLW-116/214

いまだひらかぬべに 2013Forrer:Surimono-313

いまだひらかぬべに 2013Forrer:Surimono-313a

いまだひらかぬべに 2016JUM目録+

うぐいすこばい 1995MIRVISS/FLW-019/101

えびらむめ 1995MIRVISS/FLW-118/215

かぐらむめ 1995MIRVISS/FLW-114/214

かぐらむめ 2000G.DHaag/Theear058/100

がばい 1982JUM

がばい 1982Rijksmuseum/JP3-148/083

がばい 1995MIRVISS/FLW-117/215

がばい 1995MIRVISS/FLW+f04

がばい 2000太田／文化文政摺物039/087

がばい 2013Forrer:Surimono-318

がばい 2016JUM目録+

ぎんばい 2013Forrer:Surimono-314

ぎんむめ 1982Rijksmuseum/JP3-146/081(Rappard-Boon)15図確認	鋏-1972Scheiwe342	ザリガニと団扇-1978Kruml48	蓋物、三味線、器-Vever2-317

ぎんむめ 1995MIRVISS/FLW-115/214

さいぎょうむめ 1982Rijksmuseum/JP3-151/084

さいぎょうむめ 1995MIRVISS/FLW-020/103

さいぎょうむめ 2013Forrer:Surimono-316

とうじむめ　... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-059

とびむめ 1982Rijksmuseum/JP3-147/082

とびむめ 2013Forrer:Surimono-319

なにわむめ 1982Rijksmuseum/JP3-149/083

なにわむめ 1995MIRVISS/FLW-109/212

なにわむめ 2013Forrer:Surimono-320

なにわむめ 2013Forrer:Surimono-320a

ならひむめ 1995MIRVISS/FLW-111/213

なんきんむめ 1995MIRVISS/FLW-107/211

におうむめ 1982JUM

におうむめ 1985KEYES/CBL-117/146

におうむめ 1985KEYES/CBL-117/152

におうむめ 1995MIRVISS/FLW-110/212



におうむめ 2016JUM目録+

はっさくむめ 1995MIRVISS/FLW-106/211

はっさくむめ 2000太田／文化文政摺物038/087

はっさくむめ 2013Forrer:Surimono-317

ひゃっかかいむめたつ 1995MIRVISS/FLW-112/213

ぶんごむめ 1976Hillier/Vever3-780/793

ぶんごむめ 1995MIRVISS/FLW-108/212

ぶんごむめ 1997千葉市美／粋人...168/092

ぶんごむめ 2013Forrer:Surimono-315

ぶんごむめ　 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-058

ようきひむめ 1995MIRVISS/FLW-113/213

難読	 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-057

きそはじめよし 1982Rijksmuseum/JP3-158/087（Rappard-Boon）全17図確認	 

きそはじめよし 1985KEYES/CBL-119/153

きそはじめよし 2013Forrer:Surimono-296

きそはじめよし 2013Forrer:Surimono-296a

くらびらきよし 1985KEYES/CBL-120/153

げんぷくよし 2013Forrer:Surimono-305

げんぷくよし 2016SKG

けんぶつよし 1982Rijksmuseum/JP3-163/089

さけづくりよし 1982Rijksmuseum/JP3-167/091

さけづくりよし 2013Forrer:Surimono-303

つめとりよし 1982Rijksmuseum/JP3-168/090

つめとりよし 2013Forrer:Surimono-306

にゅうがくよし 1982Rijksmuseum/JP3-161/088

にゅうがくよし 2013Forrer:Surimono-298

はがためよし 1982Rijksmuseum/JP3-162/089

はがためよし 1985KEYES/CBL-121/154

はがためよし 2013Forrer:Surimono-302

ひきぞめよし 1982Rijksmuseum/JP3-164/089

ひきぞめよし 2013Forrer:Surimono-299

ひきそめよし　 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-062

ふではじめよし 1982Rijksmuseum/JP3-159/088

ふではじめよし 2013Forrer:Surimono-297

ふねのりそめよし 1982Rijksmuseum/JP3-169/092

ふねのりぞめよし 1985KEYES/CBL-119/148

ふねのりぞめよし 2013Forrer:Surimono-301

むまのりぞめよし 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-064

ものたちよし 1982Rijksmuseum/JP3-160/088

ものたちよし 2013Forrer:Surimono-307

ゆどのはじめよし 1982Rijksmuseum/JP3-166/090



ゆどのはじめよし 2013Forrer:Surimono-304

よめとりよし 1982Rijksmuseum/JP3-165/090

よめとりよし 2013Forrer:Surimono-300

ゐほりよし 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-063

ゐほりよし 1999LEMPERTZ780-370/147

えぐち 1988秘蔵浮世絵11-051/176

えぐち 2000太田／文化文政摺物047/095

たまのゐ 1982JUM

たまのゐ 1982Rijksmuseum/JP3-177/096

たまのゐ 2013Forrer:Surimono-333

たまのゐ 2016JUM目録+

ゆや 1982JUM

ゆや 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-074

ゆや 2016JUM目録+

… 1982Rijksmuseum/JP3-157/086

... 2013Forrer:Surimono-312a

... 2013Forrer:Surimono-312b

... 2013Forrer:Surimono-312c

... 2013Forrer:Surimono-312d

... 2013Forrer:Surimono-312e

... 2000G.DHaag/Theear063/104-105

...	 2003OperaCity-001

1 1982JUM

1 1995MIRVISS/FLW-121/216

2 1982JUM

2 1982Rijksmuseum/JP3-172/094

2 1995MIRVISS/FLW-122/216

2 2013Forrer:Surimono-326

2 2013Forrer:Surimono-326a

2　 2000太田／文化文政摺物044/093（雁註）難読、花…まつ…

3 1982JUM

4 1982JUM

4 2000太田／文化文政摺物045/093

5 1982JUM

あずさゆみ... 2016JUM目録+

あずさゆみ... 2016JUM目録+

あずさゆみ… 1982JUM

あずさゆみ… 1982JUM

えんうえもん… 1988ベルリン国立東洋美137/061

さおひめの… 1995MIRVISS/FLW-104/210

さおひめの… 1995MIRVISS/FLW+fr06



なのえびも… 1997千葉市美／粋人...032/036

あらそわぬ… 1982Rijksmuseum/JP3-170b/092

あらそわぬ… 1995MIRVISS/FLW-125/217

ふとりをも… 1976Hillier/Vever3-771/788

ふとりをも… 1979BOWIE/Surimono 088／145

ふとりをも… 1982Rijksmuseum/JP3-170a/092

ふとりをも… 2013Forrer:Surimono-321b

無内題 2013Forrer:Surimono-321a

むさあまた… 1995MIRVISS/FLW-024/111

むさあまた… 1997千葉市美／粋人...245/123

むめがえは… 1997千葉市美／粋人...246/123

むめがえは… 2000太田／文化文政摺物049/099

ゆききえて… 1995MIRVISS/FLW-127/218

ゆききえて… 1997千葉市美／粋人...244/122

えにかきておとるもの 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物032

かきまさるもの 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物028

こころゆくもの 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物031

ことことなるもの 1982JUM

ことことなるもの 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物030

ことことなるもの 2016JUM目録+

ちかくてとおきもの 1982JUM

ちかくてとおきもの 2016JUM目録+

とおくてちかきもの 1995MIRVISS/FLW-099/209

とおくてちかきもの 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物029

とおくてちかきもの… 1985KEYES/CBL-106/137

にけなきもの 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物027

にげなきもの… 1985KEYES/CBL-156/185

めでたきもの　… 1970meisner/surimono23

難読… 1986ヤンブ−ル132

せきとめ 2000太田／文化文政摺物037/085

おうきょう 1985KEYES/CBL-114/144

こうめい 2000Rijksm/poetry...039/072

こうめい 2013Forrer:Surimono-284

しょうじょ 1982Rijksmuseum/JP3-126/074

しょうじょ 2000Rijksm/poetry...104/170

しょうじょ 2013Forrer:Surimono-286

そうじょ 1982Rijksmuseum/JP3-127/074

そうじょ 2013Forrer:Surimono-285

くらま 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物046

やなぎばし 1982JUM

やなぎばし 2016JUM目録+



やなぎや　しゅちゅうか 2016JUM目録+

2 1985KEYES/CBL-124/157 （雁註）彫工浪次郎、摺工芝万吉	（雁註）1999LEMPERTZ780-364/145、其一か？

たかお 1995MIRVISS/FLW-134/220

ぢごく 1995MIRVISS/FLW-133/220

ぢごく 2000太田／文化文政摺物056/105

よしの 1995MIRVISS/FLW-132/220

よつやじゅうにそう 2016JUM目録+ （雁註）漢詩の石碑、東歌　司馬の屋嘉門

りゅうほうはくじゃをきる 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-081

りゅうほうはくじゃをきる 1985KEYES/CBL-142/173

いせものがたり 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物035

ぜんぜんたいへいき 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物033

ぜんぜんたいへいき　 1985KEYES/CBL-111/141

たけとりものがたり 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物034

ちょもんしゅう 1982Rijksmuseum/JP3-128/075

ちょもんしゅう 2013Forrer:Surimono-294

つれづれぐさ 1982Rijksmuseum/JP3-129/075

つれづれぐさ 2013Forrer:Surimono-295

まくらのそうし 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物036

すごろくの... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物026

むむがかを... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物025

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-061

1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-075

1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-077

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-083

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-084

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-085

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-086

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-087

… 1995MIRVISS/FLW+f09

2013Forrer:Surimono-322

2013Forrer:Surimono-324

2013Forrer:Surimono-325

2013Forrer:Surimono-330

2013Forrer:Surimono-331

2013Forrer:Surimono-332

2013Forrer:Surimono-336

2013Forrer:Surimono-338

2013Forrer:Surimono-339

2013Forrer:Surimono-340

2013Forrer:Surimono-341

2013Forrer:Surimono-345



2013Forrer:Surimono-346

2013Forrer:Surimono-349

... 2013花開く江戸の園芸134

あかしがた… 1997千葉市美／粋人...186/100

あさひかげ… 2000Rijksm/poetry...fig.42

あつものに… 1970meisner/surimono24

あつものに… 1976Hillier/Vever3-767/786

あつものに… 1997千葉市美／粋人...283/139（雁註）原画は「芝小法」の朱印。

あつものに… 2000太田／文化文政摺物034/083

あまくだる… 1988ベルリン国立東洋美135/080（雁註）大1.3.5.6.8.10.11

あらたまの… 1985KEYES/CBL-108/139

あらたまのあまのとさかを…1902Hayashi1232

あらたまのあまのとさかを…1976Hillier/Vever3-770/788

あらたまのあまのとさかを…1985KEYES/CBL-118/152

あらたまのあまのとさかを…1985KEYES/CBL-123/155

あらなみの... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-082

いえづとに… 1985KEYES/CBL-159/186

いざはるの… 1986ヤンブ−ル140

いせごよみ… 1982Rijksmuseum/JP3-122/071

いとあそびの… 2000太田／文化文政摺物050/099

いとけなき… 1984EXNER/Surimono**/061

いとけなき… 1999クラクフ国立博111/062

いぬどしの… 2000Rijksm/poetry...094/157

いまど… 1976Hillier/Vever3-772/789

うぐいすの… 1976Hillier/Vever3-774/790

うぐいすは… 1982JUM

うぐいすは… 2016JUM目録+

うじやまも… 1995MIRVISS/FLW-124/217

うたいぞめ… 2000G.DHaag/Theear010/059

えぞびとの... 2013Forrer:Surimono-272

えのしま… 1998Krasnodar184

えのしまの… 1984EXNER/Surimono**/065

えほうより… 2000太田／文化文政摺物042/091

えんうえもん… 1976Hillier/Vever3-768/787

えんうえもん… 1988秘蔵浮世絵12-165

おとめごに… 1985KEYES/CBL-130/164

おりばな 1999LEMPERTZ780-365/145

かおみせや… 1997千葉市美／粋人...284/140

かがみもちの… 1989秘蔵浮世絵大観9-120/202

かがみもちの… 1997千葉市美／粋人...095/063

かけひたす… 1930浮世絵大成09-025



かさねたる... 2016JUM目録+

かさねたる… 1982JUM （雁註）その次は1828（文政11）

かすみたつ... 2016JUM目録+ （雁註）孟嘗君の部下が鶏の鳴き声を真似て、関所を開門させた。

かすみたつ… 1982JUM

かすみたつ… 1997千葉市美／粋人...135/079

かすんでも... 2013Forrer:Surimono-271

かすんでも… 1982Rijksmuseum/JP3-155/086

かどおおく… 1985KEYES/CBL-137/169

かどおおく… 1985KEYES/CBL-137/179

かどおおく… 1997千葉市美／粋人...033/037

かどまつに… 1986ヤンブ−ル141

かどまつも... 2013Forrer:Surimono-273

かどまつも… 1982Rijksmuseum/JP3-131/076

かながわえ… 1985KEYES/CBL-107/138

からくにに... 2016JUM目録+ （雁註）...手嶋の岡山？

からくにに… 1982JUM

がらすの… 1985KEYES/CBL+f16/39

がらすの… 1989秘蔵浮世絵大観9-119

からにしき… 1985KEYES/CBL-135/167

かんじんの... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物015

きぎもめを… 1982JUM

きぎもめを… 1986ヤンブ−ル139

きぎもめを… 1988秘蔵浮世絵11-050/176

きみだんご… 1997千葉市美／粋人...136/080

きみのめぐみ… 1997千葉市美／粋人...287/141

ぎやまんの… 1985KEYES/CBL-113/143

ぎやまんの… 1985KEYES/CBL-113/151

きんぎん… 1995MIRVISS/FLW-103/210

くものうえ… 1976Hillier/Vever3-763/782

くものうえ… 1982JUM

くものうえ… 1982JUM

くものうえ… 1986ヤンブ−ル134

くものうえ… 1988ベルリン国立東洋美132/080

くものうえ… 1988秘蔵浮世絵12-163

くものうえに… 1998Krasnodar

けさみれば… 1982JUM

このすずり… 1982JUM

これもまた… 1988ベルリン国立東洋美134/080

これもまた… 1988秘蔵浮世絵12-166

さおひめの... 2016JUM目録+

さおひめの… 1982JUM



さおひめの… 1982Rijksmuseum/JP3-189/104

さおひめの… 2000Rijksm/poetry...056/098

さそいきて... 2016JUM目録+

さそいきて... 2016JUM目録+ （雁註）同図、滲みあり

さそいきて… 1982JUM

さそいきて… 1982JUM

さそいきて… 1985KEYES/CBL-153/183

さながらに... 2016JUM目録+ （雁註）仙女は両手で何を捧げているか

さながらに… 1982JUM

さんのうに… 1999クラクフ国立博112/063

しきょう 1982Rijksmuseum/JP3-184/097

しきょう 2013Forrer:Surimono-334

しめなわも… 1985KEYES/CBL-134/167

じょうご 1985KEYES/CBL-110/140

しらうめの… 1995MIRVISS/FLW-038/141

しろがねの… 1985KEYES/CBL-146/176

しろがねの… 1995MIRVISS/FLW-139/222

しろざけの… 1999LEMPERTZ780-371/147

すぢくまの… 1979BOWIE/Surimono 073／123

すめらぎのみよぞ... 1982JUM

すめらぎのみよぞ... 2016JUM目録+

せきのとを... 2016JUM目録+

せんきんの… 1976Hillier/Vever3-766/786

せんきんのはるの... 2000太田／文化文政摺物033/081

せんざいの… 1976Hillier/Vever3-764/784

せんざいの… 1997千葉市美／粋人...286/140

そらにまで 1995MIRVISS/FLW-021/105摺工／晉象

たちばなの… 2000Rijksm/poetry...071/125

たつかすみ… 1982Rijksmuseum/JP3-192/106

たつかすみ… 1997千葉市美／粋人...166/091

たてぬきの... 2013Forrer:Surimono-275

たてぬきの… 2000Rijksm/poetry...057/102

たまことの… 1997千葉市美／粋人...138/080

ちさとまで... 2016JUM目録+

ちさとまで… 1931浮世絵大成9-233

ちさとまで… 1982JUM

ちさとまで… 1988ベルリン国立東洋美136/060

ちさとまで… 1988秘蔵浮世絵12-168

ちさとまで… 2000G.DHaag/Theear020/066

ちよろずよ… 2002国立能楽堂／浮世絵…07

つきやたかく… 2000Rijksm/poetry...fig.41



つくろわぬ… 1982Rijksmuseum/JP3-196/108

つくろわぬ… 2000Rijksm/poetry...046/085

つばくらの... 2016JUM目録+

つばくらの… 1982JUM

つらしろき… 1970Schack/Surimono-096

てあそびを… 1995MIRVISS/FLW-100/209

てすさみに… 1982JUM （雁註）1801、1813、1825

とりのねは... 2016JUM目録+

とりのねは… 1982JUM

ななくさ... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-065

なにわの... 2016JUM目録+

なみまより… 1976Hillier/Vever3-778/791

なみまより… 1982Rijksmuseum/JP3-182/101

なをよび… 1997千葉市美／粋人...285/140

□にまで... 2016JUM目録+ （雁註）摺工晉象

ねまつひく… 2000太田／文化文政摺物040/089

ねんれいの... 2013Forrer:Surimono-269

ねんれいの… 1982Rijksmuseum/JP3-125/073

ねんれいの… 2000Rijksm/poetry...fig.01

のどかさに… 1997千葉市美／粋人...113/069

はつひかげ...（竹生島） 2013Forrer:Surimono-277

はつひかげ…（竹生島） 1970Schack/Surimono-083

はつひかげ…（竹生島） 1974浮世絵大系8-249/110

はつひかげ…（竹生島） 1982Rijksmuseum/JP3-139/078

はつひかげ...（茶店、凧） 2016JUM目録+

はつひかげ…（茶店、凧） 1974浮世絵大系8-248/110

はつひかげ…（茶店、凧） 1982JUM

はつひかげ...（鶴、旭） 2013Forrer:Surimono-289

はつゆめに... 2016JUM目録+

はつゆめに… 1982JUM

はつゆめの... 2016JUM目録+

はつゆめの… 1982JUM

はなのくも… 1982JUM

はなのやま... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物014

はる… 1931浮世絵大成9-239

はるいわう… 1982Rijksmuseum/JP3-181/099

はるかぜに… 1984EXNER/Surimono**/057

はるかぜに… 1999LEMPERTZ780-366/145

はるかぜの… 1989秘蔵浮世絵大観9-235/***

はるきぬと… 1976Hillier/Vever3-777/791

はるきぬと… 1982Rijksmuseum/JP3-156/086



はるきぬと… 1986ヤンブ−ル133

はるきぬと… 2013Forrer:Surimono-311

はるきぬと…（農婦） 1985KEYES/CBL-105/136

はるくれば… 1995MIRVISS/FLW-138/222

はるさむき... 2016JUM目録+

はるさむき… 1982JUM

はるさむき… 1997千葉市美／粋人...137/080

はるさむき… 2000太田／文化文政摺物052/101

はるのたつ… 1999クラクフ国立博113/063

はるのひの… 1982Rijksmuseum/JP3-175/095

はるのひの… 1995MIRVISS/FLW-128/218

はるのよの… 1999ブルックリン美068/067

はるはきょう... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物021

ひとむれの… 1976Hillier/Vever3-769/787

ぶし 1976Hillier/Vever3-782/794

ふたつ… 1982Rijksmuseum/JP3-179/099

ふねとむる… 1988秘蔵浮世絵11-049/176

ふねとむる… 1997千葉市美／粋人...279/138

ふるとしの… 1985KEYES/CBL-132/165

ふるとしの… 2000太田／文化文政摺物046/095

ふろうふし... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-056

ぶんか... 2013Forrer:Surimono-268

まからざる… 2000太田／文化文政摺物041/089

ますらおに... 2016JUM目録+

ますらおに… 1982JUM

まつの... 2013Forrer:Surimono-276

まはぎはら… 1985KEYES/CBL-161/187

まんざいの… 1982JUM

まんざいの… 1995MIRVISS/FLW-123/217

みのかほう… 1970Schack/Surimono-081

むめがえの… 1985KEYES/CBL-136/168

むめがかと... 2016JUM目録+

むめがかと… 1982JUM

むめがかと… 1997千葉市美／粋人...080/057

むめがかも... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物235

むめにくる... 2016JUM目録+

むめにくる… 1982JUM

むらさきの… 1974浮世絵大系8-250/110

むらさきの… 1985KEYES/CBL-112/142

むらさきの… 1985KEYES/CBL-112/150

むらさきの… 1999ブルックリン美069/067



めかりして… 2000太田／文化文政摺物048/097

めかりして… 2002国立能楽堂／浮世絵…28

めかりにて… 1913V&I/EJ5-395

めかりにて… 1913V&I/EJ5-395/117

めかりにて… 1976Hillier/Vever3-765/785

めかりにて… 1985Wichmann/Japonisme319/132

めかりにて… 1997千葉市美／粋人...282/139

やなぎごし… 1982JUM

やなぎさくら... 2016JUM目録+

やなぎやが... 2016JUM目録+

やなぎやが… 1982JUM

やなぎやが… 1985KEYES/CBL-133/166

ゆくすえは… 1995MIRVISS/FLW-096/208

よあるきを... 2013花開く江戸の園芸143

よあるきを… 1985KEYES/CBL-109/140

よあるきを… 1985KEYES/CBL-109/149

よあるきを… 1997千葉市美／粋人...172/094

ようてい 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷062

よつやじゅうにそう 1982JUM

よみたてに… 1982Rijksmuseum/JP3-178/096

わかむしゃに… 1995MIRVISS/FLW-022/107

ゐのみずに… 1985KEYES/CBL-160/187

難読 1931浮世絵大成9-240

難読 1963東京国立博物館3-3907

難読 1982JUM

難読 1982Rijksmuseum/JP3-130/075

難読 1989秘蔵浮世絵大観9-234/***

難読…のはるに… 1982Rijksmuseum/JP3-186/103

難読□はたつ 1995MIRVISS/FLW-131/219

無内題 1913V&I/EJ5-389/117

無内題 1970Schack/Surimono-087

無内題 1982Rijksmuseum/JP3-174/095

無内題 1995MIRVISS/FLW+f10

無内題 1997千葉市美／粋人...134/078

無内題 1998Krasnodar***

無内題 2013Forrer:Surimono-343

はつひかげ…（鶴、旭） 1982Rijksmuseum/JP3-180/098

1....5 2016JUM目録+

1....5 2016JUM目録+ （雁註）二度撮影

みぎちょうからきやいとざいく1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-055

くるくると...わかみず... 2016JUM目録+



ぬうことの... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物109

なずなより… 1982JUM

とりがなく... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-049

りょうだいし... 2016JUM目録+

1982JUM （雁註）［複製］か

1982Rijksmuseum/JP3-123/072

… 1995MIRVISS/FLW-148/226

あらたまり… 1995MIRVISS/FLW-094/207

あらたまり… 1995MIRVISS/FLW+f03

かいねんの… 1995MIRVISS/FLW-013/089

しんぞうを… 1982JUM

はつとりの… 1932浮世絵大家集成15-025

ひきぞめの… 1982JUM

ひきぞめの… 1999JUM3/4-38

ひきぞめの… 2016JUM目録+

ひととせの... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物232

ふぼいます… 1982JUM

むつきとて… 1982JUM

やえのむめかき 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-053

やえのむめかき 2003OperaCity-054

難読 1976Hillier/Vever3-777/789

無内題 2013Forrer:Surimono-130

いろいろの... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-048

えびす 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-050

びしゃもん 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-052

ほてい 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-051

あけてけさ… 1982JUM

1976日本庶民文化8-A013/539「巷街贅説」「十方庵遊歴雑記」	

へびつかう… 1995MIRVISS/FLW-093/207

へびつかう… 1995MIRVISS/FLW+fr08

えぐち 2016JUM目録+

あじわいは... 2013Forrer:Surimono-129

ありがたや… 1986ヤンブ−ル135

じょうもんの… 1995MIRVISS/FLW-095/207

わかがえる… 1982JUM

無内題 1985KEYES/CBL-104/136

1942内田／硝子絵117 （内田）孔雀と牡丹の図

おおさかひきたからもの 1942内田／硝子絵121 （内田）糸蘭と孔雀の羽。蘭婦人圖

1890s好成／好色本春画340-04（好成）六歌仙、色紙形極彩色一帖、北溪画。

1926渋井／目録377/32 （渋井）３７７、六歌仙、色紙形極彩色、一帖、北溪畫。

1972林／秘本834/340 （林註）小型の色紙形の春画で、六歌仙各一人一枚ずつ六枚一組である。北溪の傑作。



2007白倉／絵入春画艶本213-04（白倉）文字通り六歌仙各一人づつ描いたもの。

1992鈴木／國芳005/244-西20

たきのがわもみじ* 1985KEYES/CBL-147/177

1982JUM （雁註）版本の挿絵、黒枠

わたしぶね* 1913V&I/EJ5-385/117

無内題 1931浮世絵大成9-234

無内題 1974浮世絵大系8-246/109

無内題 1976Hillier/Vever3-783/794

無内題 1986回想の江戸…131/074

無内題 1999ブルックリン美067/066

無内題 2010FORRER/HOKUSAI-306

無内題 2016JUM目録+ （雁註）版本

いちめんの… 1924松木／浮世絵版画精粋123

いちめんの… 1931浮世絵大成9-026

いちめんの… 1932浮世絵大家集成15-052

いちめんの… 1982JUM

いちめんの… 1988秘蔵浮世絵11-108

ぶつみょう… 1963東京国立博物館3-3901

ぶつみょうも… 1982JUM

まんざいに… 1963東京国立博物館3-3902

まんざいに… 1982JUM

みわたせば… 1988秘蔵浮世絵11-107

ゑぼし… 1913V&I/EJ5-384/116

ゑぼしとも… 1913V&I/EJ5-384

ゑぼしとも… 1963東京国立博物館3-3900

ゑぼしとも… 1982JUM

ゑぼしとも… 1988秘蔵浮世絵11-106

… 1979Forrer/Egoyo.&S-045/136

はるのやま… 1974浮世絵大系8-251/110

ひとなみに… 1985大英博物館浮世絵198

ひとみなに… 1974浮世絵大系8-252/110

おいしこの… 1982JUM

いずていしのみだ 1985シンドラ−151/130

えちごおやしらづ 1974浮世絵大系8-244/109

えっちゅうたてやま 1974浮世絵大系8-243/109

えっちゅうたてやま 1988秘蔵浮世絵04-174

しもつけにっこううらみがたき1974浮世絵大系8-238/109

じょうしゅうみくにごえふどうとうげ1974浮世絵大系8-242/109

じょうしゅうみくにごえふどうとうげ1982JUM

すんしゅうおおみやぐちとざん1974浮世絵大系8-069

すんしゅうおおみやぐちとざん1982JUM



せっしゅうすみよし 1974浮世絵大系8-240/109

せっしゅうすみよし 1982JUM

そうしゅうはこねのせき 1969日経／浮世絵330/348

そうしゅうはこねのせき 1974浮世絵大系8-245/109

そうしゅうはこねのせき 1985シンドラ−152/131

ながとめかりしんじ 1963東京国立博物館3-3904

ながとめかりしんじ 1969日経／浮世絵331/348

ながとめかりしんじ 1974浮世絵大系8-239/109

ながとめかりしんじ 1985Wichmann/Japonisme315/131

ながとめかりしんじ 1985シンドラ−153/130

ひぜんいなさやま 1931浮世絵大成9-024

ひぜんいなさやま 1974浮世絵大系8-241/109

ひぜんいなさやま 1988秘蔵浮世絵04-173

むさしすみだがわ 1969日経／浮世絵329/348

むさしすみだがわ 1974浮世絵大系8-070

むさしの 1932浮世絵大家集成15-026

無内題 1982JUM

1906大久保/續吉原041/185（葩雪）吉原十二時、一、石川雅望著、岩窪北溪畫。

1968SORIMACHI/NPL_W.A.Spencer_467

1976国書総目録7-316

1982JUM版本 （雁註）刊年不明。五側連の五で装丁。

えびや 1974浮世絵大系8-247/109

1976国書総目録7-930

じょうしゅうみくにとうげふどうとうげ2016JUM目録+

すんしゅうおおみやぐちとざん2016JUM目録+

せっしゅうすみよし 1970.10浮世絵名作展261

せっしゅうすみよし 2016JUM目録+

無内題 2016JUM目録+

いちめんの... 2016JUM目録+

ぶつみょうも... 2016JUM目録+

まんざいに... 2016JUM目録+

ゑほしとも... 2016JUM目録+

すみだらくがん 1988秘蔵浮世絵04-178

ちちやまのやう 1988秘蔵4-179

2016JUM目録

1900s漆山／絵本年表［1986］5-267.4

もしあらば… 1997千葉市美／粋人...092/062

ことたると… 1982JUM

ことたると… 2016JUM目録+

（若衆、侍、供男、後ろを見る） 1982JUM

くるくると… 1982JUM



このさとは... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-046

ふろうふしの… 1970Schack/Surimono-098

無内題 2016JUM目録+

1900s漆山／絵本年表［1986］5-007.5

1976国書総目録1-045

1976国書総目録1-283

1900s漆山／絵本年表［1986］5-058.4

1900s漆山／絵本年表［1986］5-083.1

1976国書総目録1-166

1976国書総目録1-493

1976国書総目録1-494

1900s漆山／絵本年表［1986］5-131.5

1900s漆山／絵本年表［1986］5-189.2

1976国書総目録1-620

1930-1932高木好次ほか／洒落本大系11-07

1978-88洒落本大成22-18

1900s漆山／絵本年表［1986］5-236.5

1976国書総目録1-721

1900s漆山／絵本年表［1986］5-284.2

1976国書総目録2-174

1976国書総目録2-258

1982JUM版本-08-25 （雁註）漆山に記録。

1976国書総目録3-293

1930-1932高木好次ほか／洒落本大系11-17

1930-1932高木好次ほか／洒落本大系11-02

1976国書総目録3-493

1930-1932高木好次ほか／洒落本大系11-09

1976国書総目録3-619

1978-88洒落本大成22-09

1976国書総目録3-782

1976国書総目録3-782

1968SORIMACHI/NPL_W.A.Spencer_566

1976国書総目録3-782

1986ヤンブ−ル031

1976国書総目録5-007

1976国書総目録5-608

1976国書総目録5-616

1976国書総目録7-561

1930-1932高木好次ほか／洒落本大系11-18

1976国書総目録6-442

1976国書総目録6-655



1976国書総目録6-655

1976国書総目録6-657

1976国書総目録6-824

1976国書総目録7-035

1976国書総目録7-234

1929洒落本集／日本名著全集12-641

1930-1932高木好次ほか／洒落本大系12-09

1976国書総目録7-430

無内題 1997千葉市美／粋人...303b/150

無内題 1997千葉市美／粋人...303c/150

1930-1932高木好次ほか／洒落本大系09-06

1976国書総目録1-487

たきのがわもみじ 1997千葉市美／粋人...304b/151

1976国書総目録8-190

1910嬉笑醒史賣立24/105［林1992］（雁註）読みは「よしわら〜」か。

ふうふなか... 2016JUM目録+

ながいきの… 1931浮世絵大成9-238

ながいきの… 1982JUM

ながいきの… 1988秘蔵浮世絵11-105

ながいきの… 1997千葉市美／粋人...129/076

ながいきの…　めおとなか…1985KEYES/CBL-138/170

ながいきの…　めおとなか…1985KEYES/CBL-138/179

無内題 1968.10浮世絵300年傑作展B055

1962*肉筆台帳401	

1962*肉筆台帳403

1962*肉筆台帳013

1962*肉筆台帳281

無内題 1999Calza/HOKUSAI-3.49b/176

無内題 1999Calza/HOKUSAI-4.28b/235

無内題 2010FORRER/HOKUSAI-112

1976国書総目録1-336

1976国書総目録2-090

まごめ 1975浮世絵大系15-***/085

1976国書総目録2-498

1976国書総目録2-485

1976国書総目録2-485

1950仲田／絵本の研究256

1976国書総目録2-487

1976国書総目録2-500

1976国書総目録2-487

1976国書総目録2-487



1976国書総目録2-489

1976国書総目録2-490

1976国書総目録2-502

1976国書総目録2-491

1950仲田／絵本の研究256

1976国書総目録2-491

りょうごく 2010FORRER/HOKUSAI-170

1976国書総目録2-492

1976国書総目録2-492

1976国書総目録2-492

1982JUM

1976国書総目録2-493

1976国書総目録2-494

1976国書総目録2-494

1976国書総目録2-495

1976国書総目録2-495

1976国書総目録2-497

1976国書総目録2-497

1976国書総目録2-497

1976国書総目録2-497

1976国書総目録2-496

1976国書総目録2-498

1976国書総目録2-498

1976国書総目録2-499

1950仲田／絵本の研究256

1976国書総目録2-499

1976国書総目録2-498

1976国書総目録2-500

1950仲田／絵本の研究256

1976国書総目録2-500

1976国書総目録2-500

1982JUM （雁註）乱丁、改竄、取合わせ

1976国書総目録2-501

2014SKG-R01

1976国書総目録2-502

わけいりて… 1997千葉市美／粋人...305b/152

1976国書総目録2-502

1976国書総目録2-523

1976国書総目録2-601

1976国書総目録3-198

1976国書総目録3-815



1976国書総目録4-061

1976国書総目録4-540

やまぶし　つづらづくり 2010FORRER/HOKUSAI-283

1976国書総目録4-648

1976国書総目録5-009

1979SORIMACHI/ChesterBeatty191

1976国書総目録5-056

1976国書総目録6-092

1976国書総目録6-175

1976国書総目録6-199

1976国書総目録6-531

1976国書総目録7-751

1976国書総目録6-684

1976国書総目録6-686

1976国書総目録7-080

02 1950仲田／絵本の研究107 （仲田）六樹園序文。	［再版、文化十三年子春、角丸屋板］	［三版、文化十四年春］	［四版、文政二年卯春、角丸屋板］

1930蘇武／吉原風俗資料317（雁註）壽の黛色、「の」は誤記のため削除　擬古文で難解

1976国書総目録7-341

1976国書総目録7-366

1976国書総目録8-833

1976国書総目録7-569

1976国書総目録7-690

1918星野／浮世絵43 ○1918星野／浮世絵43、墨摺。	○1918星野／浮世絵43、上巻を担当。師北溪が岳亭を引き立てた。

1976国書総目録3-137

2016TNM- A10509_3441 （雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。

とうときんりゅうざんせんそうじづ1986ヤンブ−ル129

1919浮世絵44-46［78-13］



18 説明 22 法量 29 備考

19.9*18.4

20.9*18.5

20.0*16.8

21.0*17.8

20.4*17.9

20.4*17.9

（雁註）若宮（鶴岡八幡宮）を下宮（げぐう）と称する。205x178

20.6*17.8

21*18

21.4*18.4

20.6*18.1

206x183

20.6*18.4

19.5*17.5

21*18.5

21*18.5

20.1*17.9

20.7*18.3

18.4*17.8

（雁註）「五」側の入銀。北溪は意匠、俊満は彫り、摺りを制作の意か。184x179

20.2*18.1

21*18.1

21.9*18.8



20.6*18.2

206*182

207x183

21.0*18.4

20.9*18.2

20.9*18.2

21.0*18.1

210*181

210x182

20.8*18.5

20.4*17.4

204*174

206x174

209*184

209x183

20.6*18.3

204x177

20.5*17.8

20.9*18.3

209x184

209x184

19*17

207*184

204*181

20.4*18.1

206x183



20.1*18.3

204x182

20.6*18.1

207x179

191x175

19.0*17.4

21*18

211x180

（Rappard-Boon)	1938Solf-288	不偸盗-熊坂長範	不温柔-坂田金時	不妄語-武蔵坊辨慶	不殺生-新田四郎忠常21.0*17.9

21*18.3

210*181

(Rappard-Boon)	木-1975Den Haag6	土-le Veel161 20.3*17.9

205x178

21.5*18

20.4*18.2

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



20.4*18

20.9*18.1

20.6*17.8

20.9*18.1

20.9*18.1

20.2*17.6

215x183

202x175

20.9*17.8

212x180

20.2*18.4

(Rappard-Boon)	肖柏？-Modderman116	工藤-Schack82	定家-1979Forrer39	北條時政-1931Modderman31-1221.1*18.1

211*181

211x180

22.4*18.5

224*185

223x195

211x184



20.9*18.4

22.1*19.5

20.5*17.9

205*179

205x179

20.4*17.8

207x176

春風の　ちからためしや　いさましく　柳をゆする　梅の花和尚　江州信樂　花鳥屋乘康　

-

21.3*18.0

21.2*17.9

　「春風のちからためしや　いさましく柳をゆする梅の花和尚　江州信楽花鳥屋乘康」。水滸傳（すいこでん）は、江戸の人々に も愛された作品である。読本や芝居など多くのメディアが、水滸傳を扱ったからである。現在ならば反体制派またアウトロ−というところであろう。しかも、その末路が哀れであるので、余計、喝采を浴び、哀惜されたのである。本図も明治期の複製である。19.0×21.0

21.1*17.9

21.1*17.9

211x180

21.0*18.0

21.0*18.0

（Rappard-Boon)	1972Scheiwe438 	土-林冲	金-りき 20.7*18.0

21.7*18.4

208x181

216x190



21*18.6

20.8*17.9

208x182

20.4*17.4

21*18

21.1*18.7

21.1*18.7

20.5*18.3

19.9*18

211x181

25.0*178

26.318.9

25.3*19.0

20.8*18.2

21.7*18.9

21.7*18.9

21.8*18.6

21.8*18.6

21.2*18.5

21.3*18.3

20.5*18.2



21.1*18.6

19.2*17.3

20.8*18.2

208x182

201x178

210*184

21.0*18.2

210x183

205x183

(Rappard-Boon)15図確認	鋏-1972Scheiwe342	ザリガニと団扇-1978Kruml48	蓋物、三味線、器-Vever2-31720.5*18.4

20.3*17.9

203x179

21.0*18.1

211x181

20.5*18.4

206x183

199x174

21.3*18.8

21.3*18.8



207x182

20.0*17.1

208x183

（Rappard-Boon）全17図確認	 20.3*17.6

20.7*18.3

204x177

205x181

19.9*17.7

204x178

20.4*17.8

20.4*17.0

204x171

20.3*17.5

204x175

20.2*17.9

204x180

20.5*18.2

20.7*18.2

209x184

20.3*17.2

203x174

20.3*17.6

204x176

20.3*17.6

21.1*18.7

204x176

20.3*17.8

204x174

20.4*17.6



204x176

20.3*17.6

204x177

21.0*18.4

210x186

20.8*18.3...

208x183

207x181

207x184

207x183

207x179

211*186

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

20.8*17.9

204x179

207x181



20.9*18.4

19.7*18.2

196*178

19.2*17.9

192x179

197x182

20.9*18.2

21.0*18.1

20.5*18.0

21.3x19.0

21.5x18.1

20.7x18.3

21.7x18.4

21.0x18.2

21.5*18.8

20.8x18.0

21.3*18.3

21.9*18.2

206*183

（雁註）唐代の李澣（りかん）撰、有名人の逸話。206x182

19.7*17.8

197*178

197x179

19.7*17.6

196x176

21.3x18.2



（雁註）彫工浪次郎、摺工芝万吉	（雁註）1999LEMPERTZ780-364/145、其一か？21.3*18.6

（雁註）漢詩の石碑、東歌　司馬の屋嘉門

（雁註）牕、ソウ、まど。

20*18.2

19.8x18.0

19.4x18.0

19.5*18.2

20.7x18.2

19.9*18.4

199x181

18.2*17.3

181x172

19.5x18.1

21.6x18.4

21.5x18.6

208x183

210x183

177x160

210x179

207x185

201x169

206x179

211x185

211x185

194x180

196x179

188x162



208x181

209x179

20.4*18.2

あつものに　なるてふ鯉の　ｗとれはや　風にかゝける　青柳の髪　司馬園琴砂

（雁註）原画は「芝小法」の朱印。 21.2*19.0

20.4*18.1

19.2*17.3

21.9*18.9

21.7*18.9

19.0*17.4

200*168

209*185

208x179

　本図も色合いが、やや甘いように思う。しかし、このような筆致の原画もあるので、原画か複製かの判定が難しい。百余軒橋長の狂歌賛がある。「江の島のなみにはしわをよするとも弁財天のうら若き春」と読める。北溪の人物は、やはり北齋の影響を受けている。北溪は、もともと魚屋（ととや）、つまり魚屋さんであった。	20.5×18.0

20.6*18.5

21.2*18.4

20.8*18.0



（雁註）その次は1828（文政11）

（雁註）孟嘗君の部下が鶏の鳴き声を真似て、関所を開門させた。

20.1*16.9

211x179

21.0*17.9

20.3*18.2

20.3*18.2

20.2*17.7

（雁註）目出度い「ぶりぶり香合」は、正月に使う。206x184

20.6*18.3

20.6*17.5

20.3*17.9

21.2x18.1

20.1*17.4

20.9*18.3

21.6*19

21.6*19

　本図の原画は極めて少ない。雪の白雪が本銀（ほんぎん）で摺られているのが原画である。本図は明治期の複製で、本銀ではなく代用の真鍮で摺られている。 19.5×18.2



19.6*17.6

196*176

21.3*18.1

（雁註）仙女は両手で何を捧げているか

21.1*18.3

198x183

19.3*17.6

20.9*18.0

19.9*54.2

209*178

20.5*18.4

206*184

18.4*16.2

18.4*16.2

200x179

200*189

21.2*17.8

216*182



20.8*17.9

208*179

20.2*18

20.6*18.4

19.6*17.9

207x180

20.8*18.1

提とうらんの…　あふたりや…

19.7*16.9

208x182

21*18

20.8*18.2

209x180

20.4x17.9

19.4*17.1

20.8*19.1

18.1*16.2



182x163

19.2*17.3

21.0*18.3

20.3*17.6

20.9x18.2

20.6*18.0

20.4*35.5

21.0*36.5

20.3*16.8

191x174

202x181

21.5*18.7

19.3*17

20.5*18

20.2*18.2

19.5x14.7

21.1*18.2

21.1*18.2



19.5*18.0

20.4*18.3

21.4*19.1

20.6*18.5

20.6*18.5

21.8*18.9

藍

20.1*17.0

21.1*18.8

20.7*17.8

21.0*18.4

17.6*15.9

21.5*18.0

21*18.5

20.9*18.3

30.6*21.4

####################### 20.0×18.0

209x182

20.6*18.1



13.8ｘ19.0

14.1*19.2

20.0*28.2

14.1*18.4

　三春改歌名垣千文　ひきそめの糸も遊ひてうく日すのこうたもふしよく野への七くさ	　瀧のもと成　鶯のうたのしやうかをひく度に色をふくめる八重の梅か香	　これは撥箱であろう。「しやうか」とは、どのような意味であろうか。八重は人の名前らしい。その文字が染め出されている。

13.3x18.5

　「三春改仮名垣千文　ひきそめの　糸も遊ひて　うくひすの　うたもふしよく　野へ乃　七ひさ」「瀧のひと成　鴬の　うたのしやうかを　ひく度に　色をふくめる　八重の梅かき」

141x196

「巷街贅説」「十方庵遊歴雑記」	 36.1*48.5cm（框部30.4*42.9cm）

20.2*11.2

96ｘ132

21.8*13.8

9.8*12.2

10.0*13.2

6ｘ6寸

（内田）糸蘭と孔雀の羽。蘭婦人圖 7ｘ6寸

（好成）六歌仙、色紙形極彩色一帖、北溪画。

（渋井）３７７、六歌仙、色紙形極彩色、一帖、北溪畫。

（林註）小型の色紙形の春画で、六歌仙各一人一枚ずつ六枚一組である。北溪の傑作。



（白倉）文字通り六歌仙各一人づつ描いたもの。

25.2*34.7

20.5*30.5

33.5*15.5

42.0*18.1/41.9*18.2

13.4*27.0



（葩雪）吉原十二時、一、石川雅望著、岩窪北溪畫。

（反町）-

（雁註）刊年不明。五側連の五で装丁。 26.2ｘ17.6

50

23.4*29.4

22.5*29.7

19.0*25.2



20.5*26.7

（天童）増補浮世絵類考ニヨル。

（天童）序、天保十一年彌生、橘樹園主人。

23ｘ17

（反町）狂歌集。巻首に繪三面（6頁）。合計9面か



（雁註）読みは「よしわら〜」か。

40.9*17.7

42.5*18.0

42.2*18.2

42.2*18.2

150

50ｘ60 300

49.9ｘ71.3 400

81.0ｘ27.3 300

91.0ｘ23.0 300



（雁註）乱丁、改竄、取合わせ

別名、遊里三景・狂歌集細見



22.5ｘ16 （反町）種清作、読本

（仲田）六樹園序文。	［再版、文化十三年子春、角丸屋板］	［三版、文化十四年春］	［四版、文政二年卯春、角丸屋板］

（雁註）壽の黛色、「の」は誤記のため削除　擬古文で難解

○1918星野／浮世絵43、墨摺。	○1918星野／浮世絵43、上巻を担当。師北溪が岳亭を引き立てた。

（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。











春風の　ちからためしや　いさましく　柳をゆする　梅の花和尚　江州信樂　花鳥屋乘康　





















提とうらんの…　あふたりや…







　三春改歌名垣千文　ひきそめの糸も遊ひてうく日すのこうたもふしよく野への七くさ	　瀧のもと成　鶯のうたのしやうかをひく度に色をふくめる八重の梅か香	　これは撥箱であろう。「しやうか」とは、どのような意味であろうか。八重は人の名前らしい。その文字が染め出されている。

　「三春改仮名垣千文　ひきそめの　糸も遊ひて　うくひすの　うたもふしよく　野へ乃　七ひさ」「瀧のひと成　鴬の　うたのしやうかを　ひく度に　色をふくめる　八重の梅かき」







（反町）狂歌集。巻首に繪三面（6頁）。合計9面か







（仲田）六樹園序文。	［再版、文化十三年子春、角丸屋板］	［三版、文化十四年春］	［四版、文政二年卯春、角丸屋板］

（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。





































　三春改歌名垣千文　ひきそめの糸も遊ひてうく日すのこうたもふしよく野への七くさ	　瀧のもと成　鶯のうたのしやうかをひく度に色をふくめる八重の梅か香	　これは撥箱であろう。「しやうか」とは、どのような意味であろうか。八重は人の名前らしい。その文字が染め出されている。

　「三春改仮名垣千文　ひきそめの　糸も遊ひて　うくひすの　うたもふしよく　野へ乃　七ひさ」「瀧のひと成　鴬の　うたのしやうかを　ひく度に　色をふくめる　八重の梅かき」













（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。





































　三春改歌名垣千文　ひきそめの糸も遊ひてうく日すのこうたもふしよく野への七くさ	　瀧のもと成　鶯のうたのしやうかをひく度に色をふくめる八重の梅か香	　これは撥箱であろう。「しやうか」とは、どのような意味であろうか。八重は人の名前らしい。その文字が染め出されている。













（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。

















































（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。


