
味の素食の文化センター
錦絵リスト

番号 錦絵タ イ ト ル 絵師 時代 判・ 種類

001 見立 通俗三國志 歌川国輝（ 二世カ ） 巳四改（ 明治2年4月） 1869 大判、 錦絵、 三枚続

002 青物魚軍勢大合戦の圖( あおも のさ かなぐ んぜいを ゝ かっ せんのづ) 歌川広景 未十改（ 安政6年10月） 1859 大判 錦絵 三枚続

003 〔 ふき や〕 町 市村座大入り  あたり 振舞 楽屋之圖 歌川豊国（ 三世） 極、 鶴金（ 行事副印） （ 文化8年） 1811 大判、 錦絵、 三枚続

004 江戸名所圖會 飛鳥山 歌川広重 渡（ 弘化頃） 1843－46 大判、 錦絵、 三枚続

005 見立昼夜 廿四時之内 正午十二時 豊原国周 明治廿三年○月○日印刷仝年月日出版 1890 大判、 錦絵、 堅

006 外國人料理之圖 歌川芳員 申十改（ 万延元年10月）  1860 大判、 錦絵、 堅

007 五ヶ 國於岩龜樓酒盛( ごかこ く おいてがんき ろ う さ かも り ) の圖( づ) 落合芳幾 申十二改（ 万延元年12月） 1860 大判 錦絵 三枚続

008 風俗三十二相 おも たさ う  天保年間深川かる こ の風ぞく 月岡芳年 明治廿一年十月四日印刷同年十月六日出版1888 大判 錦絵 堅

009 花あやめ五人揃 菊川英山 極、  （ 行事副印） （ 文化8年頃） 1811頃 大判、 錦絵、 堅

010 〔 豆腐田楽を 作る 美人〕 歌川豊国 享和頃 1801－1803 大判、 錦絵、 三枚続の中央図

011 唐人卓子ノ 圖 間判 錦絵 横

012 大清人酒妾圖 間判 錦絵 横

013 横濱 岩亀見込之圖 歌川広重（ 二世） 申六改（ 万延元年6月） 1860 大判 錦絵 三枚続

014 太平喜餅酒多多買( たいへいき も ち さ けたたかい) 歌川広重 衣笠（ 弘化頃） 1843－1846＊一印は天保14－弘化3 大判、 錦絵、 三枚続

015 江戸八景 日本橋( にほんばし ) の晴嵐( せいら ん) 渓斎英泉 渡（ 弘化頃） 1843－1846 大判、 錦絵、 横

016 木曾街道續ノ 壱 日本橋雪之曙 渓斎英泉 〔 天保6年〕 （ 後修） 1835 大判 錦絵 横

017 〔 倉に米俵を 運ぶ福神たち 〕 〔 寛政初頃カ 〕 1789－1805 大判 錦絵 三枚続の左図カ

018 新吉原年中行事 十月恵比子講( ゑひすかう )  玉屋内若紫 渓斎英泉 極（ 天保、 少し 後摺） 1830－43 大判、 錦絵、 竪

019 商人七福神（ 之う ち ） 「 蛭子」 豊原国周 寅十一改（ 慶応2年11月） 1866 少し 後摺 大判、 錦絵、 竪

020 道外武者御代の若餅 歌川芳虎 〔 嘉永2年（ 1849） 頃〕 大判、 錦絵、 竪

021 横濱異人商家酒宴之図 橋本貞秀 酉正改（ 文久元年正月） 1861 大判 錦絵 竪

022 亜細亜州( あじ あし う ) 之内 魯西亜國( おろ し やこ く ) 今( いま) 欧羅巴( えう ろ っ ぱ) に混( こ ん) ず 歌川芳員 酉十改（ 文久元年10月） 1861 大判、 錦絵、 竪

023 亜墨利加國蒸氣舩中之冩( あめり かこ く でう き せんなかのづ) 歌川芳員 酉四改（ 文久元年4月） 1861 大判、 錦絵、 三枚続

024 會席 向じ ま植半 さ る わか町小いま 向し ま三吉 錦絵 竪

025 會席 兩ごく 中村屋 柳ばし 柏やひさ 錦絵 竪

026 會席 山谷八百善 よ し 原わか 桃太郎 錦絵 竪

027 會席 下谷鳥八十 おすき や町小いと 錦絵 竪

028 割烹 上野西洋軒 日本ばし 兩ごく やわか 錦絵 竪

029 會席 竹川町花月楼 新ばし ち ゃ ら  小玉 錦絵 竪

030 會席 向し ま八百松 さ る わか町小さ ん 錦絵 竪

031 會席 代地川長 柳ばし 千吉 㐂代治 錦絵 竪

032 會席 深川平清 深川仲町 藤し まさ く  中にし こ ま 錦絵 竪

033 會席 久保町賣茶 新ばし 小てる  すゞ めり う

034 會席 よ し 丁百尺 元大坂町丸やら く  中やふみ 錦絵 竪

035 會席 大はし 万千 元大さ か町あい 新吉 錦絵 竪

036 會席 よ し 原金子 新ばし 小てる  さ ん吉 錦絵 竪

037 會席 柳ばし いく 稲 柳ばし ち よ こ  はま 錦絵 竪

038 會席 芝車屋 新ばし 小かね 若吉 錦絵 竪

039 會席 下谷松源 おすき 屋町玉介 錦絵 竪

040 會席 向じ ま平岩 柳ばし 小かつ 錦絵 竪

041 會席 兩ごく 青柳 松井町小はな 錦絵 竪

042 會席 かき から 丁梅よ し  元大阪町みよ し の小富 正木こ ま 錦絵 竪

043 御料理 西洋 會席 即席 蒲曉 住所明細大一覧 明治九年七月六日出版 1876 錦絵 竪

044 會席 向じ ま大文 向じ ま小つる 錦絵 竪

045 ひろ め 柳ばし 元大坂町新ばし よ し 原おすき や町 守川周重 御届明治十三年十一月三日 1880 錦絵 竪

046 無題

047 甲子春黄金若餅( き のへのはる こ がねのわかも ち ) 歌川豊国（ 三世） 亥九改、 亥八改（ 中央図のみ「 八」 ） （ 文久3年8， 9月） 1863 大判、 錦絵、 五枚続

048 東京美女ぞろ ひ 柳橋き んし 歌川豊国（ 四世） 辰十一改（ 明治元年11月） 1868 大判、 錦絵、 竪

049 飴賣子供 石川豊雄 〔 明和安永頃〕 1764－1778 団扇絵

050 美立會席八景 墨水の暮雪 豊原国周 亥七( カ ) （ 明治8年7月カ ） 1875 大判、 錦絵、 竪

051 美立會席八景 築地の落雁 豊原国周 亥七（ 明治8年7月） 1875 大判 錦絵 竪

052 美立會席八景 石濱の秋月 豊原国周 亥七（ カ ） （ 明治8年7月カ ） 1875 大判 錦絵 竪

053 美立會席八景 志能者須( し のはず)  の夕照 豊原国周 亥七（ カ ） （ 明治8年7月カ ） 1875 大判 錦絵 竪

054 美立會席八景 小網の森晴嵐 豊原国周 亥七（ カ ） （ 明治8年7月カ ） 1875 大判 錦絵 竪

055 美立會席八景 今戸橋の帰帆 豊原国周 亥七（ カ ） （ 明治8年7月カ ） 1875 大判 錦絵 竪

056 美立會席八景 淺草寺の晩鐘 豊原国周 亥七（ カ ） （ 明治8年7月カ ） 1875 大判 錦絵 竪

057 美立會席八景 柳ばし の夜雨 豊原国周 亥七（ カ ） （ 明治8年7月カ ） 1875 大判 錦絵 竪

058 〔 五十三次張交 十一〕 歌川広重 〔 子十二、 衣笠、 村田（ 嘉永5年12月） 1852〕 大判 錦絵 竪

059 〔 五十三次張交 十一〕 歌川広重 〔 子十二、 衣笠、 村田（ 嘉永5年12月） 1852〕 大判 錦絵 竪

060 〔 五十三次 張交 六〕 歌川広重 〔 子十二、 衣笠、 村田（ 嘉永5年12月） 1852〕 大判 錦絵 竪

061 〔 五十三次 張交 十三〕 歌川広重 〔 子十二、 衣笠、 村田（ 嘉永5年12月） 1852〕 大判 錦絵 竪

062 〔 五十三次 張交 三〕 歌川広重 〔 子十二、 衣笠、 村田（ 嘉永5年12月） 1852〕 大判 錦絵 竪

063 〔 五十三次 張交〕 歌川広重

064 遊泳する 二尾の鮎 小短冊（ 上部截ち おと し ｶ）  錦絵

065 英吉利國( いぎり す) 歌川広重（ 二世） 申十改（ 万延元年10月） 1860 大判 錦絵 竪

066 〔 はも 〕 肉筆

067 日々德用檢約料理角力取組( にち ゝ と く よ う 〔 け〕 ん〔 や〕 く り ゃ う り すまふと り く み)

068 〔 江戸大かばやき 〕 ※中図のみ 勝川春亭 〔 文化前期〕 1804-1810 大判 錦絵 三枚続の中図か

069 源平武者の戯 大判 錦絵 二枚続

070 蝶驥尾團子( き びだんご) 第五十一号千確萬疑雁鍋繁昌( せんかく ばんせぎがんなべはんじ ゃ う ) の圖( づ) 明治十二年十月十八日御届 1879 大判 錦絵 二枚続

071 新板どふけ繪 大判 錦絵 二枚続

072 流行( り う こ う ) 浮世( う き よ ) の写寫繪( う つし ゑ) 歌川広重（ 三世） 卯正改（ 慶応3年正月） 1867 大判 錦絵 三枚続
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味の素食の文化センター
錦絵リスト

番号 錦絵タ イ ト ル 絵師 時代 判・ 種類

073 日向宮崎( ひう がみやざき ) ニテ賊将( ぞく し ゃ う ) 遊興( ゆう けう ) の圖( づ) 楊洲周延 御届明治十年九月七日 1877 大判 錦絵 三枚続

074 飲食養生鑒( いんし ょ く やう ぜう かゝ み) 〔 江戸末期〕 大錦倍判 竪

075 房事( ぼう じ ) 養生( やう じ ゃ う ) 鑑( かゝ み) 〔 江戸末期〕 大錦倍判 竪

076 〔 中村座内外の図〕 歌川豊国 〔 極 （ 文化14年） 1817〕 大判 錦絵 六枚続（ 外の図三枚欠）

077 落部( オト シベ) 村( ムラ ) 未弐改（ 明治4年2月改） 大判 錦絵 竪

078 十二月之内 卯月 初時鳥 歌川豊国（ 三世） 寅六、 改（ 安政元年6月改） 大判 錦絵 三枚続

079 品 川 葛飾北斎 文化元年（ 1804） 正月 小判 摺物 横

080 小田原 葛飾北斎 文化元年（ 1805） 正月 小判 摺物 横

081 吉 原 葛飾北斎 文化元年（ 1806） 正月 小判 摺物 横

082 由 井 葛飾北斎 文化元年（ 1807） 正月 小判 摺物 横

083 奥 津 葛飾北斎 文化元年（ 1808） 正月 小判 摺物 横

084 金 谷 葛飾北斎 文化元年（ 1809） 正月 小判 摺物 横

085 見 附 葛飾北斎 文化元年（ 1810） 正月 小判 摺物 横

086 白須賀 葛飾北斎 文化元年（ 1811） 正月 小判 摺物 横

087 桑 名 葛飾北斎 文化元年（ 1812） 正月 小判 摺物 横

088 草 津 葛飾北斎 文化元年（ 1813） 正月 小判 摺物 横

089 大 津 葛飾北斎 文化元年（ 1814） 正月 小判 摺物 横

090 御庭の花あそび 歌川豊国（ 三世） 極（ 天保後期） 大判 錦絵 三枚続

091 やつし けんじ  雨夜のし な定 歌川豊国（ 三世） 卯九、 改（ 安政2年9月改） 大判 錦絵 三枚続

092 太平記英勇傳( たいへいき えいゆう でん) 　 易( やす) 田宅兵( だたく びゃ う ) 衛( ゑ) 國( く に) 朝（ と も ） 歌川国芳 村田、 米良（ 弘化末嘉永初年） 大判 錦絵 竪一枚

093 江戸 高名會亭盡 両國柳橋 河内屋 歌川広重 極（ 断ち おと し ） （ 天保末期） 大判 錦絵 横一枚

094 誂織時世好 歌川豊国（ 三世） 吉村（ 弘化元年） 大判 錦絵 竪二枚継

095 一陽新玉宴 歌川豊国（ 三世） 卯十一、 改（ 安政2年11月改） 大判 錦絵 三枚続

096 十二月之内 水無月 土用干 歌川豊国（ 三世） 寅四 改（ 安政元年四月改） 大判 錦絵 三枚続

097 風俗三十二相 むまそう （ う まそう ） 月岡芳年 明治21年( 1888) 2月 大判 錦絵

098 大日本物産図会、 対馬国海鼠製之図 安藤徳兵衛（3代目歌川広重） 明治年間、 未詳。 大判 錦絵

099 大日本物産図会、 同鰹節を 製す図（ 同は土佐に相当） 安藤徳兵衛（3代目歌川広重） 明治年間、 未詳。 大判 錦絵

100 浮世年中行事 皐月 3代目歌川豊国 天保15年( 1844) 8月( 豊国の襲名と 浜の名主単印よ り ) 大判 錦絵 三枚続

101 開化三十六会席 上野精養軒 - -

102 女禮式略図 周延 明治20年頃

103 十二月之内　 弥生　 足利絹手染乃紫 3代目歌川豊国、 歌川国久 安政5年( 1858) 10月 大判 錦絵 三枚続

104 〔 東海道〕 芳盛 -

105 花遊びの図 国貞 文化12～天保13

106 名所江戸百景 びく にはし 雪中 - 安政五年（ 1858）

107 魚尽く し  ぼら - 天保三年（ 1832）

108 〔 江戸大かばやき 〕 勝川春亭 文化前期（ 1804～10）

109 三長壽人 歌川豊国（ 三世） 安政2年（ 1855）

110 〔 子福長者〕 歌川豊国（ 三世） 嘉永5年（ 1852）

111 猿若三座豊饒宴芸穐 歌川芳幾 慶応元年頃

112 名所江戸百景 虎の門外あふい坂 歌川広重 安政4年11月

113 木曾街道六十九次之内 守山 達磨大師 歌川国芳 嘉永5年（ 1852）

114 夜商内六夏撰 〔 水売り 〕 歌川豊国（ 三世） 嘉永2年（ 1849）

115 極征　 勝陣揚し よ う ぢんあげ＝精進揚げ。 かなよ み三百十五号 竹内栄久 明治10年（ 1877） 3月 大判 錦絵

116 東都名所四季之内 両国夜陰光景 3代目歌川豊国 嘉永6年（ 1853） 6月 大判 錦絵 三枚続

117 江戸紫首尾松 3代目歌川豊国 安政4年（ 1857） 5月 大判 錦絵 三枚続

118 大相撲 西ノ 方 国定 弘化頃

119 大相撲 東ノ 方 国定 弘化頃

120 勧進大相撲八景 雨中戯ノ 図 国貞初代 天保・ 弘化期

121 夕涼永代橋遊漁の図 3代目歌川豊国 万延元年（ 1860） 5月 大判 錦絵 三枚続

122 売買大合戦 芳幾 文久元年

123 大日本物産図会 信州蕎麦切製造之図 安藤徳兵衛（3代目歌川広重） 明治年間、 未詳。 大判 錦絵

124 改名祝儀當酒盛 3代目歌川豊国 万延元年（ 1860） 7月 大判 錦絵 二枚続

125 魚づく し  鯖 かざみがに朝顔 広重 天保後期

126 歳男徳曽我 豊国 享和3年

127 米問屋 玉斎 -

128 江戸名所百人美女 日本ばし 歌川豊国（ 三世） 安政4年

129 十二月之内 文月 廿六夜待 3代目歌川豊国 安政元年（ 1854） 4月 大判 錦絵 三枚続

130 う すを ひく 男 貞景初代 幕末期

131 當盛江戸鹿子 永代橋 国芳 天保3年ごろ

132 雙筆五十三次 加奈川 広重・ 豊国三代 嘉永7年

133 非公開

134 非公開

135 非公開

136 相撲繁栄遊宴之図 豊国三代 弘化4年～嘉永5年

137 見立源氏はなの宴 3代目歌川豊国 安政2年（ 1855） 12月 大判 錦絵 三枚続

138 縞揃女弁慶 歌川国芳 天保15年（ 1844） 8月 大判 錦絵

139 非公開

140 見立 三国志 遊梅林楽酒宴図 3代目歌川豊国 安政6年（ 1859） 正月 大判 錦絵 三枚続

141 「 春廼海」 歌川国芳 安政2年( 1855)

142 浮世五色合 赤 3代目歌川豊国 弘化元年（ 1844） 大判 錦絵

143 江戸名所百人美女 目黒瀧泉寺 3代目歌川豊国 安政4年（ 1857） 11月 大判 錦絵

144 東都名所之内　 高輪廿六夜之図 初代歌川広重 天保後期（ 1840前後） か。 横間判錦絵
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番号 錦絵タ イ ト ル 絵師 時代 判・ 種類

145 東京料理十八肴　今戸　有明楼 落合　 芳幾 （ おち あい　 よ し 明治４ 年3月（ 極印） 大判錦絵

146 東京名所三十六戯撰　数寄屋河岸 昇斎一景（ し ょ う さ い　 いっ 明治５ 年（ 極印） 大判錦絵

147 女禮式の内　酒の受け様、客に応接、飯の再進 楊斎　 延一（ よ う さ い　 のぶ 明治21年「 明治廿一年　 月日印刷／仝年　 月　 日出版」 大判錦絵三枚続

148 東京名所十二ヶ月　四月 昇斎一景 明治5年10月（ 極印） 合羽摺錦絵

149 夜商内六夏撰（よあきないろくかせん） 三代目豊国 嘉永２ 年（ 極印　 村松・ 福） 大判錦絵

150 百人一首絵抄　卅一 三代目歌川豊国 天保15年［ 弘化元年］ （ 極印） 大判錦絵

151 二十四好今様美人（にぢうしこうたうじのはなもの）　甘い物好　 三代目歌川豊国 文久３ 年１ ２ 月（ 極印） 大判錦絵

152 双筆五十三次　平塚 三代目歌川豊国画、 歌川広重 嘉永七年［ 安政元年］ （ 極印） 大判錦絵

153 伊勢の海士長鮑制ノ図 三代目歌川豊国 万延元年（ 極印） 三枚続浮世絵

154 今世斗計十二時　巳ノ刻 二代目歌川国貞 天保年間（ 極印） 大判浮世絵

155 会席即席御料理 ― 元治２ 年「 元治二乙丑春新版」 大判見立番付

156 吾妻源氏辰美之秋月 二代目歌川国貞 安政3年（ 極印） 大判三枚続錦絵

157 東海道（御上洛東海道）鞠子 二代目歌川広重 文久3年 大判錦絵

158 五十三次名所図会　廿一　鞠子 歌川広重 安政2年（ 極印） 大判錦絵（ 竪絵）

301 青柳（ あおやぎ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 10月

302 扇屋（ おう ぎや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 10月

303 翁庵（ おき なあん） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 10月

304 大七（ だいし ち ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 10月

305 松の鮨（ まつのずし ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 10月

306 百川楼（ も も かわろ う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 10月

307 八百善（ やおぜん） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 10月

308 梅の木（ う めのき ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 11月

309 清水楼（ き よ みずろ う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 11月

310 杉坂（ すぎさ か） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 11月

311 駐春亭（ ち ゅ う し ゅ んてい） 田川屋 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 11月

312 武蔵屋（ むさ し や） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 11月

313 植半（ う えはん） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

314 魚仙（ う おせん） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

315 小倉庵（ おぐ ら あん） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

316 川口（ かわぐ ち ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

317 河長（ かわなが） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

318 尾藤（ びと う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

319 甲州屋（ こ う し ゅ う や） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

320 橋和屋（ はし わや） （ 橋和楼） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

321 桜井楼（ さ く ら いろ う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

322 草加楼（ そう かろ う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

323 瀧そば（ たき そば） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

324 玉屋（ たまや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

325 巴屋（ と も えや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

326 豊田屋（ と よ たや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

327 中勝（ なかかつ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

328 橋本（ はし も と ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

329 三文字屋（ さ んも んじ や） （ 推定） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

330 藤屋（ ふじ や） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

331 万久（ まんき ゅ う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

332 八百半（ やおはん） 豊国三代・ 広重初代 嘉永5年( 1852) 12月

333 伊勢太（ いせた） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

334 魚太（ う おた） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

335 梅川（ う めかわ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

336 海老屋（ えびや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

337 燕々亭（ えんえんてい） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

338 可久（ かく ） （ 推定） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

339 金子（ かねこ ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

340 甲子屋（ き のえねや） （ 推定） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

341 隅屋（ すみや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

342 誰袖（ たがそで） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

343 玉庄（ たまし ょ う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

344 百尺楼（ ひゃ く せき ろ う ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

345 平清（ ひら せい） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

346 蓬莱屋（ ほう ら いや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

347 松金屋（ まつき んや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 1月

348 扇屋（ おう ぎや） （ 推定） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 2月

349 二葉屋（ ふたばや） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 2月

350 相政（あいまさ） 豊国三代・ 広重初代 嘉永6年( 1853) 2月

400 〔ことわざ尽くし〕 旭堂 明治前期 合羽摺玩具絵

401 あおもの尽・さかなづくし　十九号 不明 明治３ １ 年「 明治三十一年八月十三日印刷仝月十七日発行」 合羽摺玩具絵

402 新はん勝手道具尽 不明 明治２ ７ 年「 明治廿七年十月一日印刷仝月四日発行」 合羽摺玩具絵

403 新版臺所要具づくし 不明 明治22年「 明治廿二年二月　 日印刷　 月　 日出版」 合羽摺玩具絵

404 稲の種類 不明 未詳 学校教育用印刷図画

405 小学生徒画学用果実尽 不明 明治29年「 明治廿九年□月□日印刷仝□月□日発行」 合羽摺印刷

406 日用果物一覧 不明 明治３ ０ 年「 明治三十年五月三日印刷仝年同月六日発行」 合羽摺木版画

407 日用野菜類一覧 不明 明治３ ０ 年「 明治三十年五月三日印刷仝年五月六日発行」 合羽摺木版印刷
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408 新版魚類集の一 梅蝶 明治２ ９ 年「 明治廿九年五月七日印刷明治廿九年五月十一日発行」 合羽摺木版画

409 新版海魚尽 不明 明治３ ６ 年「 明治卅六年九月　 日印刷　 日発行」 合羽刷木版画

410 新板魚づくし 不明 明治29年「 明治廿九年十月八日印刷仝年仝月十一日発行」 合羽摺木版画

411 大日本物産大相撲　附世界之部 ― 明治１ ２ 年「 明治十二年三月　 日御届」 大判見立番付

412 諸国産物鑑　二編 一夢菴小蝶 江戸時代後期 見立番付

413 くりづくし見立角力 ― 江戸時代後期 見立番付
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