
番号 作品名 制作者 形状 員数 制作年代 期間

1 木造 百万塔 1基 奈良時代 全期間
2 浄瑠璃寺摺仏（百体一版） 紙本墨摺 1面 平安時代 全期間
3 浄瑠璃寺摺仏（百体一版） 紙本墨摺 1面 平安時代 全期間
4 東寺摺仏 紙本墨摺 1面 室町時代 全期間
5 摺仏 紙本墨摺 1面 鎌倉～室町時代 全期間
6 嵯峨本伊勢物語 角倉素庵制作 紙本墨摺 2冊 慶長13年（1608） 全期間
7 伊勢物語 紙本墨摺 1冊 寛永6年（1629） 全期間
8 女歌仙新抄 菱川師宣 紙本墨摺 1冊 天和2年（1682） 前期
9 大和侍農絵づくし 菱川師宣 紙本墨摺 1冊 天和4年（1684） 後期

10 好色一代男巻五 井原西鶴 紙本墨摺 1冊 天和2年（1682） 全期間

11 酒呑童子　鬼の腕をまもる綱 菱川師宣 紙本墨摺 1枚 江戸時代 全期間

12 東海道分間絵図 菱川師宣 紙本墨摺 5冊のうち 元禄16年（1703） 全期間

13 絵本徒然草 西川祐信 紙本墨摺 1冊 元文3年（1738） 前期

14 絵本八千代草　上巻 鈴木春信 紙本墨摺 1冊 明和5年（1768） 後期

15 金太郎 鳥居清長 紙本紅摺 1枚 江戸時代 全期間
16 市川団蔵のしのつか五郎 鳥居清満 紙本紅摺 1枚 江戸時代 前期
17 市村亀蔵の五郎時宗 二代鳥居清信 紙本紅摺 1枚 江戸時代 後期
18 東海道五十三次之内　日本橋　保永堂版（初版） 歌川広重 大判錦絵 1枚 天保4年（1833）頃 全期間
19 東海道五十三次之内　日本橋　保永堂版（後版） 歌川広重 大判錦絵 1枚 天保4年（1833）頃 全期間
20 東海道五十三次之内　小田原　保永堂版（初版） 歌川広重 大判錦絵 1枚 天保4年（1833）頃 全期間
21 東海道五十三次之内　小田原　保永堂版（後版） 歌川広重 大判錦絵 1枚 天保4年（1833）頃 全期間
22 かぎ屋おせん 鈴木春信 中判錦絵 1枚 江戸時代 全期間
23 蚊を焼く遊女 鈴木春重 中判錦絵 1枚 江戸時代 全期間
24 冨嶽三十六景　相州梅澤左 葛飾北斎 大判錦絵 1枚 天保2年（1831）頃 全期間
25 近江八景 歌川広重 小判錦絵 4枚 江戸時代 全期間
26 二世小佐川常世の竹村定之進妻桜木 東洲斎写楽 大判錦絵 1枚 寛政6年（1794）頃 前期
27 三世澤村宗十郎の大伴黒主 東洲斎写楽 大判錦絵 1枚 寛政6年（1794）頃 後期
28 蘭字枠江戸名所　日本橋 渓斎英泉 大判錦絵 1枚 江戸時代 前期
29 蘭字枠江戸名所　江戸金龍山浅草観世音境内図 渓斎英泉 大判錦絵 1枚 江戸時代 後期
30 白面笑壁のむだ書 歌川国芳 大判錦絵 1枚 江戸時代 前期
31 荷宝蔵壁のむだ書　黒腰壁 歌川国芳 大判錦絵 1枚 江戸時代 後期
32 東海道五十三次　日本橋　松魚売 三代歌川豊国 大判錦絵 1枚 嘉永5年（1852） 全期間
33 東海道五十三次　日本橋　松魚売（下絵） 三代歌川豊国 大判墨摺 1枚 嘉永5年（1852） 全期間
34 還城楽 柳川重信 大判錦絵 1枚 江戸時代 全期間
35 還城楽（縮緬絵） 柳川重信 中判錦絵 1枚 江戸時代 全期間
36 還城楽 長秀 大短冊判色摺 1枚 江戸時代 全期間
37 ターヘル・アナトミア J・クルムス 銅販墨摺 1冊 1722年 全期間
38 解体新書 杉田玄白・小野田直武 紙本墨摺 1冊 安永3年（1774） 全期間
39 女教文章鑑 林蘭女・西川祐信 紙本墨摺 1冊 寛保2年（1742） 全期間
40 稗史水滸伝六編上 山東京山・歌川国芳 紙本墨摺 1冊 文政12年（1829） 全期間
41 鳳巾 歌川国芳 紙本色摺 1冊 江戸時代 全期間
42 染物早指南 好染翁・歌川国芳 紙本色摺 1冊 嘉永6年（1853） 全期間
43 和泉式部物語 伴信友校訂 紙本墨摺 1冊 江戸時代 全期間
44 萬葉集旁注 恵岳校訂 紙本墨摺 1冊 寛政元年（1789） 全期間
45 子の日祝ふを 葛飾北斎 紙本色摺 1枚 寛政11年（1799） 前期
46 座かしら 歌川国貞 紙本色摺 1枚 江戸時代 後期
47 久かた屋仲の町の一 岳亭 紙本色摺 1枚 江戸時代 前期

常設展　ジャパニーズ プリント
ー久保惣コレクションでたどる版の歴史ー

会期；令和元年6月23日（日）～8月18日（日）
前期；6月23日（日）～7月15日（月・祝）　後期；7月17日（水）～8月18日（日）
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48 久かた屋仲の町の三 岳亭 紙本色摺 1枚 江戸時代 後期
49 近江八景（粟津晴嵐） 鈴木春信 紙本墨摺手彩色 8枚のうち 江戸時代 全期間
50 明朝紫硯　中巻 大岡春卜 紙本墨摺手彩色 1冊 延享3年（1746） 全期間
51 彩色画選　上巻 北尾雪坑斎 紙本墨摺手彩色 1冊 明和4年（1767） 全期間
52 祇園神輿はらい　祢里もの姿　吉野しづか 長秀 紙本墨摺手彩色 1枚 江戸時代 全期間
53 都をどり園の賑　祢り物姿　白拍子 樋口富麻呂 紙本墨摺手彩色 1枚 昭和5年（1930） 全期間
54 都をどり園の賑　祢り物姿　白拍子（下絵） 樋口富麻呂 紙本墨摺 1枚 昭和5年（1930） 全期間
55 乗興舟 大典顕常・伊藤若冲 紙本拓版 1巻 明和4年（1767） 全期間
56 見立十二支　午　無款大夫敦盛　熊谷次郎（豪華版） 歌川広貞 中判錦絵 1枚 江戸時代 全期間
57 見立十二支　午　無款大夫敦盛　熊谷次郎（廉価版） 歌川広貞 中判錦絵 1枚 江戸時代 全期間
58 萬国新話 森島中良 紙本墨摺 1冊 寛政元年（1789） 全期間
59 絵本異国一覧　巻之三 春光園花丸・岡田玉山 紙本墨摺 1冊 寛政11年（1799） 全期間
60 不忍之池 司馬江漢 銅版墨摺手彩色 1枚 江戸時代 前期
61 三囲景 司馬江漢 銅版墨摺手彩色 1枚 江戸時代 後期
62 銅板微塵絵 岡田春泉・松田龍山 銅販墨摺 2枚 文久（1861）頃 全期間
63 天文現象図　観五星図 松本儀平 銅販墨摺 1枚 天保13年（1842） 全期間
64 大日本籌海図誌 銅販墨摺 5冊のうち 明治元年（1868） 全期間
65 江戸名所図会　一巻　錦絵　鶴屋喜右衛門 長谷川雪旦 紙本墨摺 1冊 天保5年（1834） 全期間
66 東海道名所図会　六巻　畫肆 秋里籬島・竹原春泉 紙本墨摺 1冊 寛政9年（1797） 全期間
67 摂津名所図会　四巻　順慶町井戸辻夜店 竹原春朝斎 紙本墨摺 1冊 寛政8年（1796） 全期間
68 今様見立士農工商　職人 三代歌川豊国 大判錦絵 3枚続 安政4年（1857） 全期間
69 三国通覧図説 林子平 紙本墨摺 1冊 天明5年（1785） 全期間
70 東京日本橋 奥山儀八郎 大判錦絵 1枚 昭和17年（1942） 全期間
71 日本橋と旧帝国製麻kk 堀潔 大判錦絵 1枚 昭和10年（1935） 前期
72 早春の日本橋 中沢弘光 大判錦絵 1枚 昭和8年（1933） 後期
73 日本橋 笠松紫浪 大判錦絵 1枚 昭和31年（1956） 全期間
74 本朝画史 狩野永納 紙本墨摺 2冊 延宝6年（1679） 全期間
75 詠物史画 大岡春卜 紙本墨摺 1冊 延享元年（1744） 全期間
76 運筆麁画 橘守国 紙本墨摺 1冊 寛延2年（1749） 全期間
77 王氏画苑　一巻 王世貞 紙本墨摺 1冊 全期間
78 訳本芥子園画伝 紙本墨摺 3冊のうち 文政2年（1819） 全期間
79 伊孚九画譜・大雅堂雅譜 伊孚九・池大雅 紙本墨摺 2冊 享和3年（1803） 全期間
80 三國志 林鵞峰序 紙本墨摺 40冊のうち 寛文10年（1670） 全期間
81 山海経　巻之一 紙本墨摺 1冊 全期間
82 晏子春秋 紙本墨摺 5冊のうち 元文元年（1736） 全期間
83 呉越春秋 紙本墨摺 5冊のうち 寛政2年（1790） 全期間
参考 栄華物語 紙本墨書 41冊のうち 江戸時代 全期間


