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№ 絵師 シリーズ名 作品名 版型 版元 発行年月

１ 江戸名所

�葛飾北斎 新版浮絵 八ッ山花盛群集之図 横大判 伊勢屋利兵衛 文化中期 ＊

�葛飾北斎 浮絵 東叡山中堂之図 横大判 西村屋与八 天明�年～寛政初期頃

�葛飾北斎 浅草金龍山観世音境内之図 横大判 西村屋与八 天明期～寛政初期頃 ＊

�歌川広重 (一幽斎がき) 東都名所 芝浦汐干之図 横大判 川口屋正蔵 天保�年頃 ＊

�歌川広重 江戸名所之内 両国花火 横大判 和泉屋市兵衛 天保�～�年頃

�歌川広重 東都名所 亀戸天満宮境内雪 横大判 佐野屋喜兵衛 天保�～��年頃

	歌川広重 江戸近郊八景之内 羽根田落雁 横大判 佐野屋喜兵衛 天保�､ 
年頃 ＊

�歌川広重 江戸近郊八景之内 池上晩鐘 横大判 佐野屋喜兵衛 天保�､ 
年頃


歌川広重 江戸近郊八景之内 吾嬬杜夜雨 横大判 佐野屋喜兵衛 天保�､ 
年頃

��歌川広重 東都名所坂づくし之内 昌平坂御茶ノ水 横大判 山田屋庄次郎 天保末頃 ＊

��歌川広重 東都名所之内 隅田川八景 今戸夕照 横大判 佐野屋喜兵衛 天保��～��年頃 ＊

��歌川広重 東都名所 日本橋雪中 横大判 増田屋銀次郎 天保末頃 ＊

��歌川広重 江戸名所 上野不忍ノ池弁天ノ社 横大判 山田屋庄次郎 嘉永�年�月

��歌川広重 東都名所 上野東叡山中清水堂花見 中短冊判 藤岡屋彦太郎 天保中・後期 ＊

��歌川広重 東都名所 新吉原衣紋阪秋月 中短冊判 藤岡屋彦太郎 天保中・後期 ＊

��歌川広重 東都名所 柳しま妙見 中短冊判 藤岡屋彦太郎 天保中・後期

�	歌川広重 東都名所 真乳山雪晴 中短冊判 (藤岡屋彦太郎) 天保中・後期 ＊

��歌川広重 新板東都名所 永代ばし 中短冊判 村田屋治郎兵衛 天保��年頃

�
歌川広重 東都名所
不忍池朝之景､
隅田川渡舟時雨之図 (版下絵)

����×����� 天保後期

��歌川広重 東都八景 上野晩鐘 間判 藤岡屋彦太郎 天保中期

��歌川広重 東都八景 洲崎晴嵐 間判 藤岡屋彦太郎 天保中期

��歌川広重 東都八景 不忍落雁 間判 (藤岡屋彦太郎) 天保中期 ＊

��歌川広重 東都八景 佃島帰帆 間判 藤岡屋彦太郎 天保中期

��歌川広重 東都八景 浅草夕照 間判
西村屋与八
藤岡屋彦太郎

天保中期

��歌川広重 東都八景 高輪秋月 間判 藤岡屋彦太郎 天保中期 ＊

��歌川広重 東都八景 真乳夜雨 間判 藤岡屋彦太郎 天保中期

�	歌川広重 東都八景 両国暮雪 間判
藤岡屋彦太郎
西村屋与八

天保中期

��歌川広重 隅田川三景 橋場の月 団扇絵判 � 嘉永�～�年 ＊

�
歌川広重 東都名所 佃月夜之図 団扇絵判 伊場屋久兵衛 天保��年頃

��歌川広重 首尾の松 (版下絵) ����×����� 由辰 天保後期～弘化頃 ＊

��歌川広重 高輪海上袖が浦 (版下絵) ����×����� 嘉永年間 ＊

��歌川広重 竹芝の浦増上寺遠景 (版下絵) ����×����� 嘉永�年

��歌川広重 名所雪月花 小がね井つづみの花盛 横大判 丸屋甚八 弘化年間 ＊

��歌川広重 名所雪月花 多満川秋の月あゆ猟の図 横大判 丸屋甚八 弘化年間 ＊

��歌川広重 名所雪月花 井の頭の池弁財天の社雪の景 横大判 丸屋甚八 弘化年間 ＊

��歌川広重 名所江戸百景 亀戸梅屋舗 竪大判 魚屋栄吉 安政�年��月 ＊

�	二代歌川広重 名所江戸百景 赤坂桐畑雨中夕けい 竪大判 魚屋栄吉 安政�年�月 ＊

��歌川広重 名所江戸百景 大はしあたけの夕立 竪大判 魚屋栄吉 安政�年
月 ＊

�
歌川広重 名所江戸百景 大はしあたけの夕立 (異版) 竪大判 魚屋栄吉 安政�年
月 ＊

��歌川広重 名所江戸百景 深川洲崎十万坪 竪大判 魚屋栄吉 安政�年閏�月 ＊

��歌川広重 名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火 竪大判 魚屋栄吉 安政�年
月 ＊

��昇亭北寿 東都日本橋風景 横大判 西村屋与八 文政年間 ＊

��昇亭北寿 東都御茶之水風景 横大判 山本屋平吉 文政年間 ＊

｢浮世絵風景画名品展｣ 前期展示 (11/1～11/16) ＊印 後期展示 (11/18～12/7) 無印 版木 (№151) 全期間展示
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№ 絵師 シリーズ名 作品名 版型 版元 発行年月

��昇亭北寿 武州千住大橋之景 横大判 山本屋平吉 文政年間 ＊

��昇亭北寿 東都浅草川山谷堀入口向牛島之景 横大判 山本屋平吉 文政年間 ＊

��昇亭北寿 東都両国之風景 横大判 山本屋平吉 文政年間

��昇亭北寿 東都深川洲崎従弁天望海上 横大判 山本屋平吉 文政年間 ＊

��昇亭北寿 東都三円山増上寺図 横大判 山本屋平吉 文政年間 ＊

��昇亭北寿 東都品川宿高輪大木戸 横大判 山本屋平吉 文政年間 ＊

��溪斎英泉 江都梅屋舗臥龍梅之図 横大判 川口屋宇兵衛 天保年間 ＊

��溪斎英泉 江都三囲稲荷之前堤之景 横大判 川口屋宇兵衛 天保年間 ＊

�	溪斎英泉 江戸浅草金龍山観世音境内之図 横大判 天保年間

�
溪斎英泉 東都名所尽 愛宕山遠望図 横大判 万屋吉兵衛 天保年間 ＊

��溪斎英泉 東都名所尽 芝神明宮祭礼生姜市之景 横大判 万屋吉兵衛 天保年間 ＊

��溪斎英泉 江戸名所尽 不忍池弁才天蓮看之景 横大判 万屋吉兵衛 天保年間 ＊

��溪斎英泉 江戸八景 隅田川の落雁 横大判 山本屋平吉 弘化年間 ＊

��歌川国貞 霧中ノ山水 横大判 山口屋藤兵衛 天保年間 ＊

��歌川国貞 紅葉がりノ図 横大判 山口屋藤兵衛 天保年間 ＊

��歌川国貞 東都月の名所 真乳山冬の月 竪大判 蔦屋吉蔵 天保年間

��歌川国芳 (東都○○之所) 東都御厩川岸之図 横大判 山口屋藤兵衛 天保前期 ＊

��歌川国芳 (東都○○之所) 東都宮戸川之図 横大判 山口屋藤兵衛 天保前期 ＊

�	歌川国芳 (東都○○之所) 東都橋場之図 横大判 山口屋藤兵衛 天保前期 ＊

�
歌川国芳 東都名所 かすみが関 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期 ＊

��歌川国芳 東都名所 するがだい 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期 ＊

��歌川国芳 東都名所 新吉原 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期

��歌川国芳 東都名所 浅草今戸 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期 ＊

��歌川国芳 東都名所 両国柳ばし 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期

��歌川国芳 東都名所 両国の涼 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期 ＊

��歌川国芳 東都名所 佃島 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期

��歌川国芳 東都名所 てつぽふづ 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期 ＊

��歌川国芳 東都名所 洲崎初日出の図 横大判 加賀屋吉右衛門 天保前期

�	歌川国芳 隅田川三景 三囲の富士 団扇絵判 � 嘉永�年�月 ＊

２ 富嶽三十六景

�
葛飾北斎 富嶽三十六景 神奈川県沖浪裏 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 凱風快晴 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 山下白雨 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 深川万年橋下 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 東都駿台 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 青山円座松 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 武州千住 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 武州玉川 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 甲州犬目峠 横大判 西村屋与八 天保前期

�	葛飾北斎 富嶽三十六景 尾州不二見原 横大判 西村屋与八 天保前期

�
葛飾北斎 富嶽三十六景 東都浅草本願寺 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 武陽佃島 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 相州七里浜 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 相州梅沢左 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 甲州石班沢 横大判 西村屋与八 天保前期
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��葛飾北斎 富嶽三十六景 甲州三島越 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 信州諏訪湖 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 駿州江尻 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 遠江山中 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 常州牛堀 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 江都駿河町三井見世略図 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 御廐川岸より両国橋夕陽見 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 五百らかん寺さざゐどう 横大判 西村屋与八 天保前期

�	葛飾北斎 富嶽三十六景 礫川雪ノ旦 横大判 西村屋与八 天保前期

�
葛飾北斎 富嶽三十六景 下目黒 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 隠田の水車 横大判 西村屋与八 天保前期

��葛飾北斎 富嶽三十六景 相州江の島 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 東海道江尻田子の浦略図 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 東海道吉田 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 上総ノ海路 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 江戸日本橋 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 隅田川関屋の里 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 登戸浦 横大判 西村屋与八 天保前期

��	葛飾北斎 富嶽三十六景 相州箱根湖水 横大判 西村屋与八 天保前期

��
葛飾北斎 富嶽三十六景 甲州三坂水面 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 東海道程ケ谷 横大判 西村屋与八 天保前期

���葛飾北斎 富嶽三十六景 本所立川 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���葛飾北斎 富嶽三十六景 従千住花街眺望ノ不二 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���葛飾北斎 富嶽三十六景 東海道品川御殿山ノ不二 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���葛飾北斎 富嶽三十六景 相州仲原 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���葛飾北斎 富嶽三十六景 甲州伊沢暁 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���葛飾北斎 富嶽三十六景 身延川裏不二 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���葛飾北斎 富嶽三十六景 駿州大野新田 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

��	葛飾北斎 富嶽三十六景 駿州片倉茶園ノ不二 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

��
葛飾北斎 富嶽三十六景 東海道金谷ノ不二 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���葛飾北斎 富嶽三十六景 諸人登山 横大判 西村屋与八 天保前期 ＊

���歌川広重 不二三十六景 相模七里が浜風波 横中判 佐野屋喜兵衛 嘉永�～�年 ＊

���歌川広重 不二三十六景 相模大山来迎谷 横中判 佐野屋喜兵衛 嘉永�年��月 ＊

���歌川広重 富士三十六景 東都御茶の水 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

���歌川広重 富士三十六景 武蔵小金井 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

���歌川広重 富士三十六景 さがみ川 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

���歌川広重 富士三十六景 甲斐大月の原 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

���歌川広重 富士三十六景 下総小金原 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

��	歌川広重 富士三十六景 房州保田ノ海岸 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

��
歌川広重 富士三十六景 駿河薩夕之海上 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

���歌川広重 富士三十六景 伊勢二見が浦 竪大判 蔦屋吉蔵 安政	年 ＊

���歌川国芳 東都富士見三十六景 昌平坂の遠景 横大判 村田屋治郎兵衛 弘化元年頃 ＊

���歌川国芳 東都富士見三十六景 新大はし橋下の眺望 横大判 村田屋治郎兵衛 弘化元年頃 ＊

���歌川国芳 東都富士見三十六景 隅田堤の夕富士 横大判 村田屋治郎兵衛 弘化元年頃 ＊
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３ 諸国名所

���葛飾北斎 諸国名橋奇覧 足利行道山くものかけはし 横大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 諸国名橋奇覧 飛越の堺つりばし 横大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 諸国名橋奇覧 すほうの国きんたいばし 横大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 諸国滝廻り 東都葵ヶ岡の滝 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃

���葛飾北斎 諸国滝廻り 相州大山ろうべんの滝 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 諸国滝廻り 下野黒髪山きりふりの滝 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 諸国滝廻り 木曽海道小野ノ瀑布 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃

��	葛飾北斎 諸国滝廻り 木曽路の奥阿弥陀ケ滝 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃

��
葛飾北斎 諸国滝廻り 美濃ノ国養老の滝 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 諸国滝廻り 東海道坂ノ下清滝くわんおん 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 諸国滝廻り 和州吉野義経馬洗滝 竪大判 西村屋与八 天保�～�年頃

���葛飾北斎 琉球八景 臨海湖声 横大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃

���葛飾北斎 琉球八景 筍崖夕照 横大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃

���葛飾北斎 雪月花 隅田 横大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 雪月花 淀川 横大判 西村屋与八 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 勝景奇覧 上州榛名山 団扇絵判 天保�～�年頃

���葛飾北斎 勝景奇覧 甲州湯村 団扇絵判 天保�～�年頃

��	葛飾北斎 勝景奇覧 信州諏訪湖 団扇絵判 天保�～�年頃

��
歌川広重 近江八景之内 瀬田夕照 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�年頃 ＊

���歌川広重 近江八景之内 瀬田夕照 (版木) ���
×���
×���� 全期

���歌川広重 近江八景之内 三井晩鐘 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�年頃

���歌川広重 近江八景之内 石山秋月 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�年頃

���歌川広重 近江八景之内 比良暮雪 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�年頃 ＊

���歌川広重 京都名所之内 あらし山満花 横大判 川口屋正蔵 (栄川堂) 天保�年頃 ＊

���歌川広重 日本湊尽 相州浦賀 横大判 丸屋清次郎 天保後期

���歌川広重 山海見立相撲 上総鹿埜山 横大判 丸屋甚八 安政�年�月

���歌川広重 山海見立相撲 越後新潟 横大判 丸屋甚八 安政�年�月 ＊

��	歌川広重 山海見立相撲 摂津有馬山 横大判 丸屋甚八 安政�年�月

��
歌川広重 山海見立相撲 備前偸賀山 横大判 山田屋庄次郎 安政�年�月 ＊

���歌川広重 六十余州名所図会 信濃 更科田毎月鏡台山 竪大判 越村屋平助 嘉永�年�月

���歌川広重 六十余州名所図会 丹後 天の橋立 竪大判 越村屋平助 嘉永�年��月

���歌川広重 (三枚続 ｢雪月花｣) 阿波鳴門之風景 (花) 大判三枚続 岡沢屋太平治 安政�年�月

���歌川広重 (三枚続 ｢雪月花｣) 武陽金沢八勝夜景 (月) 大判三枚続 岡沢屋太平治 安政�年�月

���歌川広重 (三枚続 ｢雪月花｣) 木曽路之山川 (雪) 大判三枚続 岡沢屋太平治 安政�年�月

���歌川広重 諸国名所
武陽小金井橋満花､ 駿州富士
川之景､ 甲陽猿橋之図

横大判
(三丁掛)

山口屋藤兵衛 天保中期

���歌川広重 富士川上流雪景 大判竪二枚続 佐野屋喜兵衛 天保後期 ＊

���歌川広重 日本三景之内 陸奥松島 団扇絵判 天保後期～弘化頃 ＊

��	歌川広重 相州鎌倉七里のはま 団扇絵判 丸屋甚八 安政�年�月

��
歌川広重 諸国六玉河 紀伊高野之玉河 (版下絵) ���
×����� 嘉永～安政 ＊

���魚屋北溪 諸国名所 武蔵隅田川 横大短冊判
(印なし) 西村屋与
八・中村屋勝五郎

天保前期

���魚屋北溪 諸国名所 上州三国越不動峠 横大短冊判
西村屋与八・中
村屋勝五郎

天保前期

���魚屋北溪 諸国名所 下野日光山裏見ヶ滝 横大短冊判
西村屋与八・中
村屋勝五郎

天保前期
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���魚屋北溪 諸国名所 越中立山 横大短冊判
西村屋与八・中
村屋勝五郎

天保前期

���昇亭北寿 江之島七里ヶ浜 横大判 西村屋与八 文政年間

���昇亭北寿 下総銚子浦鰹釣舟之図 横大判 西村屋与八 文政年間

���昇亭北寿 甲斐国猿橋ノ真写之図 横大判 山本屋平吉 文政年間

���昇亭北寿 東海道薩�峠之図 横大判 山本屋平吉 文政年間 ＊

���岳亭五岳 天保山勝景一覧 天保山万船入津の図 横大判 (塩屋喜助) 天保�年正月 ＊

���岳亭五岳 天保山勝景一覧 大阪安治川新山雨やどり 横大判 (塩屋喜助) 天保�年正月

���岳亭五岳 天保山勝景一覧 大阪天保山夕立の景 横大判 (塩屋喜助) 天保�年正月

��	岳亭五岳 天保山勝景一覧 天保山末広橋月夜の図 横大判 (塩屋喜助) 天保�年正月 ＊

��
溪斎英泉 日光山名所之内 素麺之滝 竪大判 山本屋平吉 天保��～弘化
年 ＊

���溪斎英泉 日光山名所之内 裏見ヶ滝 三滝之其一景 竪大判 山本屋平吉 天保��～弘化
年 ＊

���歌川国貞 二見浦曙の図 横大判 山口屋藤兵衛 天保年間

���歌川国貞 紅毛油画名所尽 真崎 横大判 山口屋藤兵衛 天保前期頃

���歌川国貞 紅毛油画風 王子権現稲荷両社 横大判 山口屋藤兵衛 天保前期頃

���歌川国貞 紅毛油画風 成田山不動 横大判 山口屋藤兵衛 天保前期頃 ＊

���歌川国芳 相州大山道田村渡の景 横大判 若狭屋与市 天保��年頃

���歌川国芳 大山石尊大滝之図 横大判 若狭屋与市 天保��年頃 ＊

4 道中絵

���葛飾北斎 東海道五十三次 藤川 竪中判 (伊勢屋利兵衛) 文化中期頃

��	葛飾北斎 東海道五十三次 岡崎 竪中判 (伊勢屋利兵衛) 文化中期頃

��
葛飾北斎 東海道 品川 横四つ切判 享和�(文化元) 年頃 ＊

���葛飾北斎 東海道 蒲原 横四つ切判 享和�(文化元) 年頃 ＊

���葛飾北斎 東海道 由井 横四つ切判 享和�(文化元) 年頃

���葛飾北斎 東海道 島田 横四つ切判 享和�(文化元) 年頃

���葛飾北斎 東海道 浜松 横四つ切判 享和�(文化元) 年頃 ＊

���葛飾北斎 東海道 日本橋 横九つ切倍判 享和�(文化元) 年頃 ＊

���葛飾北斎 東海道 原 横九つ切倍判 享和�(文化元) 年頃

	��葛飾北斎 東海道 岡崎 横九つ切倍判 享和�(文化元) 年頃

	��葛飾北斎 東海道 宮 横九つ切倍判 享和�(文化元) 年頃 ＊

	�	歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

日本橋・朝之景 横大判
竹内孫八 (保永堂)
鶴屋喜右衛門 (仙
鶴堂)

天保�～�年 ＊

	�
歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

箱根・湖水図 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�～�年

	��歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

三島・朝霧 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�～�年 ＊

	��歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

原・朝之富士 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�～�年 ＊

	��歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

蒲原・夜之雪 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�～�年 ＊

	��歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

蒲原・夜之雪 (後摺) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�～�年 ＊

	��歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

鞠子・名物茶屋 横大判
竹内孫八 (保永堂)
鶴屋喜右衛門 (仙
鶴堂)

天保�～�年

	��歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

庄野・白雨 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�～�年

	��歌川広重
東海道五拾三次之内
(保永堂)

京師・三條大橋 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保�～�年

	��歌川広重 東海道五十三次 (隷書) 箱根 (十一) 横大判 丸屋清次郎 嘉永�年頃
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���歌川広重 東海道五十三次 (隷書) 原 (十四) 横大判 丸屋清次郎 嘉永�年頃 ＊

���歌川広重 東海道五十三次 (隷書) 鞠子 (廿一) 横大判 丸屋清次郎 嘉永�年頃

���歌川広重 東海道五十三次 (隷書) 袋井 (廿八) 横大判 丸屋清次郎 嘉永�年頃

���歌川広重 東海道五十三次 (隷書) はま松 (三十) 横大判 丸屋清次郎 嘉永�年頃 ＊

���歌川広重 東海道五十三次 (隷書) 赤坂 (三七) 横大判 丸屋清次郎 嘉永�年頃 ＊

���歌川広重 東海道五十三次之内 (行書) 鞠子 横間判 江崎屋 天保��年～弘化元年頃

���歌川広重 東海道五十三次之内 (行書) 藤枝 瀬戸川歩行渡 横間判 江崎屋吉兵衛 天保��年～弘化元年頃

��	歌川広重 東海道五十三次之内 (行書) 見附 天竜川舟渡し 横間判 (江崎屋辰蔵) 天保��年～弘化元年頃 ＊

��
歌川広重 東海道五十三次之内 (行書) 赤坂 横間判 江崎屋辰蔵 天保��年～弘化元年頃 ＊

���歌川国貞 東海道五十三次 (美人東海道) 浜松ノ図 竪中判 佐野屋喜兵衛 天保�年頃 ＊

���歌川国貞 東海道五十三次 (美人東海道) 新井ノ図 竪中判 佐野屋喜兵衛 天保�年頃

���歌川国貞 東海道五十三次 (美人東海道) 藤川ノ図 竪中判 佐野屋喜兵衛 天保�年頃 ＊

���歌川国貞 東海道五十三次 (美人東海道) 池鯉鮒ノ図 竪中判 佐野屋喜兵衛 天保�年頃

���歌川国芳 東海道五拾三次人物志 川崎 横大判 海老屋林之助 嘉永�年頃

���歌川国芳 東海道五拾三駅四宿名所 日本橋､ 品川､ 川崎､ 神奈川 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃 ＊

���歌川国芳 東海道五拾三駅四宿名所 保土ケ谷､ 戸塚､ 藤沢､ 平塚 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃

���歌川国芳 東海道五拾三駅五宿名所
大磯､ 小田原､ 箱根､ 三島､
沼津

横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃 ＊

��	歌川国芳 東海道五拾三駅三宿名所 原､ 吉原､ 蒲原 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃

��
歌川国芳 東海道五拾三駅五宿名所 由井､ 興津､ 江尻､ 府中､ 鞠子 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃 ＊

���歌川国芳 東海道五拾三駅四宿名所 岡部､ 藤枝､ 島田､ 金谷 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃

���歌川国芳 東海道五拾三駅五宿名所 日坂､ 掛川､ 袋井､ 見附､ 浜松 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃 ＊

���歌川国芳 東海道五拾三駅六宿名所
舞坂､ 荒井､ 白須賀､ 二川､
吉田､ 御油

横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃

���歌川国芳 東海道五拾三駅五宿名所
赤坂､ 藤川､ 岡崎､ 池鯉鮒､
鳴海

横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃 ＊

���歌川国芳 東海道五拾三駅四宿名所 宮､ 桑名､ 四日市､ 石薬師 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃

���歌川国芳 東海道五拾三駅五宿名所 庄野､ 亀山､ 関､ 坂ノ下､ 土山 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃 ＊

���歌川国芳 東海道五拾三駅五宿名所 水口､ 石部､ 草津､ 大津､ 京 横大判
鶴屋喜右衛門・
蔦屋吉蔵

天保�～�年頃

���溪斎英泉 木曽街道続 日本橋､ 雪之曙 (一) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保中期 ＊

��	溪斎英泉 木曽街道 倉賀野宿・烏川之図 (十三) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保中期

��
歌川広重 木曽海道六拾九次之内 高崎 (十四) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保中期 ＊

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 軽井沢 (十九) 横大判
竹内孫八 (保永堂)
伊勢屋利兵衛 (錦
樹堂)

天保中期

���溪斎英泉 木曽街道 追分宿・浅間山眺望 (廿一) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保中期 ＊

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 望月 (廿六) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期 ＊

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 長久保 (二八) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 洗馬 (三二) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期 ＊

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 宮ノ越 (三七) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期

���溪斎英泉 木曽路駅 野尻・伊奈川橋遠景 (四一) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保中期
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���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 中津川 (四六) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期 ＊

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 大井 (四七) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 大久手 (四八) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期 ＊

���溪斎英泉 木曽街道 鵜沼ノ駅従犬山遠望 (五三) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保中期 ＊

���溪斎英泉 岐阻路ノ駅 河渡長柄川鵜飼船 (五五) 横大判 竹内孫八 (保永堂) 天保中期

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 関が原 (五九) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期

���歌川広重 木曽海道六拾九次之内 恵智川 (六六) 横大判
伊勢屋利兵衛
(錦樹堂)

天保中期 ＊

5 説話の風景

���歌川広重 行平と松風､ 村雨 団扇絵判 伊場屋仙三郎 天保後期～弘化頃 ＊

��	歌川広重 牛若図絵・五條のはし千人ぎり 団扇絵判 伊場屋仙三郎 嘉永�～�年

��
歌川国貞 朝妻ぶね 横大判 山口屋藤兵衛 天保年間 ＊

���歌川国芳 高祖御一代略図 文永八鎌倉霊山ヶ崎雨祈 横大判 伊勢屋利兵衛 天保前～中期

���歌川国芳 高祖御一代略図 佐州塚原雪中 横大判 伊勢屋利兵衛 天保前～中期 ＊

�	�歌川国芳 高祖御一代略図 甲斐国石和川鵜飼亡魂化導 横大判 伊勢屋利兵衛 天保前～中期

�	�歌川国芳 高祖御一代略図
文永十一五月廿八日小室山法
輪石

横大判 伊勢屋利兵衛 天保前～中期 ＊

�	�歌川国芳 仮手本忠臣蔵 四段目 横大判 江戸屋松五郎 天保	年 ＊

�	�歌川国貞 忠雄義臣録 第五 横大判 山本屋平吉 嘉永初年頃

�	�葛飾北斎 仮名手本忠臣蔵 八段目 横大判 鶴屋金助 文化�年

�	�歌川国芳 忠臣蔵十一段目夜討之図 横大判 (山口屋前兵衛) 天保前期 ＊

�		歌川国芳 二十四孝童子鑑 郭巨 横大判 若狭屋与市 弘化年間 ＊

�	
歌川広重 六玉河之内 陸奥野田 中短冊判 藤岡屋彦太郎 天保中期 ＊

�	�歌川広重 六玉河之内 武蔵調布 中短冊判 藤岡屋彦太郎 天保中期

�	�歌川広重 六玉河之内 摂津擣衣 中短冊判 川口屋正蔵 天保中期 ＊

�
�歌川広重 六玉河之内 紀伊高野 中短冊判 (川口屋正蔵) 天保中期

�
�葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 天智天皇 横大判 西村屋与八 天保	～
年頃

�
�葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 柿の本人麿 横大判 西村屋与八 天保	～
年頃

�
�葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 山辺の赤人 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃 ＊

�
�葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 猿丸太夫 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃 ＊

�
�葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 安倍仲麿 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃

�
	葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 在原業平 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃 ＊

�

葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 藤原敏行朝臣 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃

�
�葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 源宗于朝臣 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃 ＊

�
�葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 藤原義孝 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃

���葛飾北斎 百人一首乳母が絵説き 権中納言定家 横大判 伊勢屋三次郎 天保	～
年頃 ＊

���歌川広重 和漢朗詠集 月明山水 竪大判 上州屋金蔵 天保後期

���歌川広重 和漢朗詠集 湖上浦泊 竪大判 上州屋金蔵 天保後期

���歌川広重 和漢朗詠集 雪中山水 竪大判 上州屋金蔵 天保後期

���魚屋北溪 唐詩画譜之内 山下泉 竪中判 天保年間

���魚屋北溪 唐詩画譜之内 山寺秋霽 竪中判 天保年間 ＊

��	魚屋北溪 唐詩画譜之内 渡黄河 竪中判 天保年間

��
魚屋北溪 唐詩画譜之内 答革斤博士 竪中判 天保年間 ＊

���魚屋北溪 唐詩画譜之内 江邨夜帰 竪中判 天保年間
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���魚屋北溪 唐詩画譜之内 登柳州峨山 竪中判 天保年間 ＊

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 在原業平 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 融大臣 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 春道のつらき 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 木賊苅 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 清少納言 長大判 (森屋治兵衛) 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 安倍の仲麿 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃

��	葛飾北斎 詩哥写真鏡 安倍の仲麿 (校合摺) 長大判 (森屋治兵衛) 天保�～�年頃

��
葛飾北斎 詩哥写真鏡 白楽天 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 李白 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 少年行 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃 ＊

���葛飾北斎 詩哥写真鏡 東坡 長大判 森屋治兵衛 天保�～�年頃


