
 

■当店の目録品は「抽選」でございます。 ※抽選日 １／２５（月） 

■価格は、全て「税込」です。 

■ご注文は「メール」または「ＦＡＸ」、ツイッター・ＦＢの「メッセージ」でお願いいたします。 

■目録品に関するお問い合わせも同様にお願いいたします。 

■ご当選の場合、「店頭受取」または「発送（送料別途頂戴）」となります。 

■ご当選品発送の場合は、先に代金（商品＋送料）をお振込み願います。 

            

01010101 ９９９９代目市川團十郎代目市川團十郎代目市川團十郎代目市川團十郎    肉筆「牡丹」肉筆「牡丹」肉筆「牡丹」肉筆「牡丹」    明治明治明治明治 20(20(20(20(丁亥丁亥丁亥丁亥))))年年年年    本紙本紙本紙本紙約約約約 222200000×0×0×0×393939390000 ミリミリミリミリ    

７代目松本幸四郎讃題(昭和３年)  保存良 軸装 桐箱        150150150150,,,,000000000000 円円円円 

        

    

00002222 明治期明治期明治期明治期    旧派・新派の役者カルタ旧派・新派の役者カルタ旧派・新派の役者カルタ旧派・新派の役者カルタ(明治 40 年前後) 

2 世市川左團次,4 世中村芝翫,川上音二郎ほか 55×30 ミリと小型 

写真版は「ホ」と「ン」が、文字版は「ノ」と「ル」が欠けている 

ため、各４６枚 

77775555,,,,000000000000 円円円円    



    
 

00003 3 3 3 ９９９９代目市川團十郎代目市川團十郎代目市川團十郎代目市川團十郎    肉筆肉筆肉筆肉筆((((歌舞伎十八番歌舞伎十八番歌舞伎十八番歌舞伎十八番)))) 

「劇中 當々中 劇 丁亥初春團洲秀画 并題(朱印)」 

 丁亥＝明治 20(1887)は「天覧歌舞伎」の年 

上段：助六,不破,押戻 

下段：関羽,不動,矢根,象引,暫 

約 1430×540（軸全体） 軸装        200200200200,,,,000000000000 円円円円    

04040404    花柳章太郎絵手紙花柳章太郎絵手紙花柳章太郎絵手紙花柳章太郎絵手紙((((正岡容宛正岡容宛正岡容宛正岡容宛))))    

昭和９年８月２日付 

「瀧の白糸」をやる話、安藤鶴夫の名前も 

出てくる 

手紙は各 365×180 

軸装 44445555,,,,000000000000 円円円円 

 

     
 

00005 5 5 5 福地桜痴作福地桜痴作福地桜痴作福地桜痴作「「「「関原誉凱歌関原誉凱歌関原誉凱歌関原誉凱歌」」」」脚本脚本脚本脚本（（（（袋付袋付袋付袋付）））） 

明治 25 年 10 月歌舞伎座上演    

朱文字による訂正、書き足し多数あり    

５冊        80808080,,,,000000000000 円円円円    

00006666    「「「「曽我綉侠御所染曽我綉侠御所染曽我綉侠御所染曽我綉侠御所染」脚本」脚本」脚本」脚本    

河竹黙阿弥蔵書印 本文ガリ版 

大正期の北海道警察の検閲印 

65656565,,,,000000000000 円円円円 

 



        

07070707    ６６６６代目代目代目代目中村歌右衛門中村歌右衛門中村歌右衛門中村歌右衛門    肉筆肉筆肉筆肉筆「紅梅」「紅梅」「紅梅」「紅梅」    襲名初期の頃    

軸装 桐箱 本紙 465×360    65,00065,00065,00065,000 円円円円    

00008 8 8 8 ６代目中村歌右衛門６代目中村歌右衛門６代目中村歌右衛門６代目中村歌右衛門大判色紙大判色紙大判色紙大判色紙「愛犬ハナ子「愛犬ハナ子「愛犬ハナ子「愛犬ハナ子    

ちゃんちゃんちゃんちゃん」」」」410×320 署名 落款    44445,0005,0005,0005,000 円円円円 

     

00009999「窓月梅姿絵」鳥居清忠・鏑木清方「窓月梅姿絵」鳥居清忠・鏑木清方「窓月梅姿絵」鳥居清忠・鏑木清方「窓月梅姿絵」鳥居清忠・鏑木清方    木版画木版画木版画木版画 

    5 世菊五郎 33 回忌記念 昭和 10 年    

19 人の歌舞伎俳優と関係者の句 約 440×565    

額装    33335,0005,0005,0005,000 円円円円    

10101010    ６代目中村歌右衛門６代目中村歌右衛門６代目中村歌右衛門６代目中村歌右衛門写真集写真集写真集写真集    450 部    

    毛筆署名 落款 定価 157,000 円    

44445,0005,0005,0005,000 円円円円 

     

11111111    「番町皿屋敷」脚本「番町皿屋敷」脚本「番町皿屋敷」脚本「番町皿屋敷」脚本(2(2(2(2 世市川左團次一座世市川左團次一座世市川左團次一座世市川左團次一座)))) 

巻頭に衣装鬘覚書(2 頁)、舞台装置絵、その後に本編 

            50505050,,,,000000000000 円円円円    

12121212    「「「「榛名梅香団扇画榛名梅香団扇画榛名梅香団扇画榛名梅香団扇画」脚本」脚本」脚本」脚本 

三遊亭圓朝述,3 世河竹新七 

明治 26 年 7 月歌舞伎座上演 

50505050,,,,000000000000 円円円円    



     
 

13131313    7777 世世世世中村中村中村中村芝翫押隈芝翫押隈芝翫押隈芝翫押隈    紅葉狩紅葉狩紅葉狩紅葉狩 

額装 本紙 520×350 44445,0005,0005,0005,000 円円円円    

14141414    7777 世尾上梅幸押隈世尾上梅幸押隈世尾上梅幸押隈世尾上梅幸押隈「「「「戻橋戻橋戻橋戻橋」」」」    

本紙 600×330 軸装 44445,0005,0005,0005,000 円円円円 

15151515    9999 世坂東三津五郎押隈世坂東三津五郎押隈世坂東三津五郎押隈世坂東三津五郎押隈    男之助男之助男之助男之助    

    まくり裏打 1000×395 33335,0005,0005,0005,000 円円円円 

     

16161616    2222 世市川猿之助「世市川猿之助「世市川猿之助「世市川猿之助「小小小小鍛冶鍛冶鍛冶鍛冶((((金金金金))))」」」」 

軸装 本紙約 700×335 55550000,000,000,000,000 円円円円    

17171717    3333 世市川猿之助「小鍛冶」世市川猿之助「小鍛冶」世市川猿之助「小鍛冶」世市川猿之助「小鍛冶」軸

装 本紙約 660×375 44445,0005,0005,0005,000 円円円円    

18181818    9999 世沢村宗十郎押隈「保名」世沢村宗十郎押隈「保名」世沢村宗十郎押隈「保名」世沢村宗十郎押隈「保名」    

額装 本紙 450×420 33335,0005,0005,0005,000 円円円円 

    
  

19191919    5555 世中村富十郎押隈世中村富十郎押隈世中村富十郎押隈世中村富十郎押隈 

まくり裏打 990×390    

33335,0005,0005,0005,000 円円円円    

22220 0 0 0 5555 世世世世坂東八十助坂東八十助坂東八十助坂東八十助((((10101010 世三津五郎世三津五郎世三津五郎世三津五郎))))    

押隈「押隈「押隈「押隈「逆櫓逆櫓逆櫓逆櫓((((初役初役初役初役))))」」」」940×365    

まくり裏打 33335,0005,0005,0005,000 円円円円 

21212121    5555 世市川世市川世市川世市川染五郎染五郎染五郎染五郎(8(8(8(8 世松本幸世松本幸世松本幸世松本幸

四郎四郎四郎四郎))))押隈「押隈「押隈「押隈「菅原菅原菅原菅原・賀の祝・賀の祝・賀の祝・賀の祝」」」」松松松松

王王王王    軸装 440×320  44445,0005,0005,0005,000 円円円円 



    
  

22222222    2222 世中村扇雀世中村扇雀世中村扇雀世中村扇雀((((坂田藤十郎坂田藤十郎坂田藤十郎坂田藤十郎)))) 

押隈「鏡獅子」押隈「鏡獅子」押隈「鏡獅子」押隈「鏡獅子」軸装    

        44445,0005,0005,0005,000 円円円円    

23232323    7777 世尾上梅幸世尾上梅幸世尾上梅幸世尾上梅幸 17171717 世中村勘世中村勘世中村勘世中村勘

三郎押隈「三郎押隈「三郎押隈「三郎押隈「紅葉狩」紅葉狩」紅葉狩」紅葉狩」820×405    

まくり シワ  44445,0005,0005,0005,000 円円円円 

24242424 大橋月皎大橋月皎大橋月皎大橋月皎肉筆肉筆肉筆肉筆「道成寺「道成寺「道成寺「道成寺    白拍子白拍子白拍子白拍子

舞姿」舞姿」舞姿」舞姿」戦前 本紙約 1240×410 

軸装 桐箱    44445,0005,0005,0005,000 円円円円 

       

25252525    鳳鳳鳳鳳白白白白肉筆色紙肉筆色紙肉筆色紙肉筆色紙    初初初初代代代代

鴈治郎「封印切鴈治郎「封印切鴈治郎「封印切鴈治郎「封印切」」」」 

保存保存保存保存良良良良    50505050,,,,000000000000 円円円円    

26262626    青風肉筆色紙青風肉筆色紙青風肉筆色紙青風肉筆色紙    

「源氏店」「源氏店」「源氏店」「源氏店」    

        少シワ少シワ少シワ少シワ    45454545,,,,000000000000 円円円円 

27272727    名取春仙色紙名取春仙色紙名取春仙色紙名取春仙色紙    

保存保存保存保存良良良良    

55550000,,,,000000000000 円円円円 

28282828    市川雷蔵市川雷蔵市川雷蔵市川雷蔵色紙色紙色紙色紙((((小型小型小型小型))))    

「京都大文字」「京都大文字」「京都大文字」「京都大文字」

33335555,000,000,000,000 円円円円 

       

29292929    ６代目三遊亭圓生色６代目三遊亭圓生色６代目三遊亭圓生色６代目三遊亭圓生色

紙「江戸の華…」紙「江戸の華…」紙「江戸の華…」紙「江戸の華…」    署名署名署名署名    

落款落款落款落款    ｼﾐｼﾐｼﾐｼﾐ    25252525,000,000,000,000 円円円円 

33330000    ６代目三遊亭圓生色６代目三遊亭圓生色６代目三遊亭圓生色６代目三遊亭圓生色

紙紙紙紙「西川ため女悼む」「西川ため女悼む」「西川ため女悼む」「西川ため女悼む」    

署名署名署名署名    落款落款落款落款    33335555,000,000,000,000 円円円円 

31313131    花菱アチャコ花菱アチャコ花菱アチャコ花菱アチャコ色紙色紙色紙色紙    

自画像 句入 戦前 

15151515,000,000,000,000 円円円円 

32323232    柳家金語楼柳家金語楼柳家金語楼柳家金語楼色紙色紙色紙色紙    

自画像 

        11115555,000,000,000,000 円円円円    

 



                

33333333    志賀廼家淡海色紙志賀廼家淡海色紙志賀廼家淡海色紙志賀廼家淡海色紙 

    署名 落款    

10101010,000,000,000,000 円円円円 

34343434    2222 代目代目代目代目渋谷天外渋谷天外渋谷天外渋谷天外色紙色紙色紙色紙    

署名 落款 

10101010,000,000,000,000 円円円円    

35353535    曾我廼家十吾曾我廼家十吾曾我廼家十吾曾我廼家十吾色紙色紙色紙色紙    

署名 落款 

    10101010,000,000,000,000 円円円円 

36363636    伴淳三郎伴淳三郎伴淳三郎伴淳三郎,,,,加東大介加東大介加東大介加東大介    

1962 年 ｺｰﾄ紙 保存美 

265×245 11110000,000,000,000,000 円円円円 

        
     

37373737    有島一郎有島一郎有島一郎有島一郎    ｺｰﾄ紙似顔    

署名 1962 年 270×245    

 保存美 11110000,000,000,000,000 円円円円    

38383838 丹阿弥谷津子丹阿弥谷津子丹阿弥谷津子丹阿弥谷津子    ｺｰﾄ紙絵 

1966 年 270×235 

保存美    11110000,000,000,000,000 円円円円 

39393939 米倉米倉米倉米倉斉加年斉加年斉加年斉加年色紙色紙色紙色紙    

1966 年 

11110000,000,000,000,000 円円円円 

44440000    石井白亭肉筆石井白亭肉筆石井白亭肉筆石井白亭肉筆    在仏

中の(与謝野)晶子女史 

190×145 20202020,000,000,000,000 円円円円    

                

41414141 佐藤六佐藤六佐藤六佐藤六朗朗朗朗色紙色紙色紙色紙 

11110000,000,000,000,000 円円円円 

42424242 佐藤六朗色紙佐藤六朗色紙佐藤六朗色紙佐藤六朗色紙    

11110000,000,000,000,000 円円円円 

43434343    13131313 世片岡仁左衛門世片岡仁左衛門世片岡仁左衛門世片岡仁左衛門    

色紙色紙色紙色紙「面明り」「面明り」「面明り」「面明り」    

11115555,000,000,000,000 円円円円 

44444444    9999 世市川海老蔵世市川海老蔵世市川海老蔵世市川海老蔵(11(11(11(11

世團十郎世團十郎世團十郎世團十郎))))色紙「海老」色紙「海老」色紙「海老」色紙「海老」

シミ    22225,0005,0005,0005,000 円円円円    

      

    

45454545    石原裕次郎石原裕次郎石原裕次郎石原裕次郎,,,,舘ひろ舘ひろ舘ひろ舘ひろ

しししし,,,,渡哲也色紙渡哲也色紙渡哲也色紙渡哲也色紙    

「西部警察」福島ロケ 

テレビ局現地手配関係

者所有品(局の袋付) 

保存美 3333 枚枚枚枚    44445,0005,0005,0005,000 円円円円    



      

46464646    木村荘八木村荘八木村荘八木村荘八挿絵「鏡山挿絵「鏡山挿絵「鏡山挿絵「鏡山烏泣烏泣烏泣烏泣」」」」 

昭 13 154×240 22225,0005,0005,0005,000 円円円円 

47474747    木村荘八挿絵「木村荘八挿絵「木村荘八挿絵「木村荘八挿絵「富士額男女繁富士額男女繁富士額男女繁富士額男女繁

山山山山」」」」昭 29 162×247    22225,0005,0005,0005,000 円円円円 

48484848    9999 世三宅藤九郎「釣狐」世三宅藤九郎「釣狐」世三宅藤九郎「釣狐」世三宅藤九郎「釣狐」    

230×300    15,00015,00015,00015,000 円円円円 

      

49494949    木村荘八挿絵木村荘八挿絵木村荘八挿絵木村荘八挿絵    177×254 

  経年ヤケ 15,00015,00015,00015,000 円円円円    

55550000    織田音也織田音也織田音也織田音也挿絵挿絵挿絵挿絵    昭 29 

 180×230 15,00015,00015,00015,000 円円円円 

51515151 木村荘八挿絵木村荘八挿絵木村荘八挿絵木村荘八挿絵 約 140×120 

  ２枚    15,00015,00015,00015,000 円円円円 

    

52525252    伊志井寛挿絵伊志井寛挿絵伊志井寛挿絵伊志井寛挿絵    

昭和 27 年 

113×250 

10101010,000,000,000,000 円円円円 

 

53535353    絵葉書絵葉書絵葉書絵葉書(大正期)    

ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ,ｱｰﾊﾞｯｸﾙ    

ﾒｰﾍﾞﾙ,活動弁士    

保存美 11110000,000,000,000,000 円円円円 

    
 

    

 

54545454    東京劇場俳優東京劇場俳優東京劇場俳優東京劇場俳優大見立大見立大見立大見立((((袋付袋付袋付袋付)))) 

 明治 17 年版 385×620 

 数か所赤丸あり    15,00015,00015,00015,000 円円円円    

55555555    三都浄瑠璃三都浄瑠璃三都浄瑠璃三都浄瑠璃三弦人形遣三弦人形遣三弦人形遣三弦人形遣見見見見競競競競

鑑鑑鑑鑑    明治 14 年 780×380 青刷

の増補あり(2 ヶ所)    22225,0005,0005,0005,000 円円円円    

56565656    伊東伊東伊東伊東熹朔熹朔熹朔熹朔    肉筆色紙肉筆色紙肉筆色紙肉筆色紙    

真船豊「鶉」舞台装置図    

    2 枚    80808080,000,000,000,000 円円円円    

 



            

57575757 武智鉄二武智鉄二武智鉄二武智鉄二    ６号油彩６号油彩６号油彩６号油彩 

署名・落款署名・落款署名・落款署名・落款 

75757575,000,000,000,000 円円円円    

58585858 武智鉄二草稿「自然居士と六平武智鉄二草稿「自然居士と六平武智鉄二草稿「自然居士と六平武智鉄二草稿「自然居士と六平

太」太」太」太」『演劇評論』掲載(同専用用紙) 

20×10 字 10 枚完 44445,0005,0005,0005,000 円円円円 

59595959 戸板康二草稿戸板康二草稿戸板康二草稿戸板康二草稿「解説(お蝶婦

人)」ペン書き 

20×10 字 10 枚完 15,00015,00015,00015,000 円円円円 

     

66660000    吉井勇草稿「晶子吉井勇草稿「晶子吉井勇草稿「晶子吉井勇草稿「晶子曼荼羅曼荼羅曼荼羅曼荼羅」」」」５首５首５首５首 

題・署名筆 本文ペン 400 字１枚        33335,0005,0005,0005,000 円円円円    

61616161    久保田万太郎草稿久保田万太郎草稿久保田万太郎草稿久保田万太郎草稿「あきかぜ」「あきかぜ」「あきかぜ」「あきかぜ」５首５首５首５首    

    鉛筆 200 字２枚 22225,0005,0005,0005,000 円円円円    

     

62626262    中村座顔見世番付中村座顔見世番付中村座顔見世番付中村座顔見世番付    明和明和明和明和 4444(1767)(1767)(1767)(1767)年年年年        330×450 

4 世市川團十郎,2 世瀬川菊之丞,2 世坂東彦三郎 ほか 

中央團十郎の隈に色塗りあり 25252525,,,,000000000000 円円円円    

63636363    山田五十鈴肉筆山田五十鈴肉筆山田五十鈴肉筆山田五十鈴肉筆「いつみても…」 

  365×500 

署名 落款    44445,0005,0005,0005,000 円円円円 



     

64646464    音羽座音羽座音羽座音羽座((((名古屋名古屋名古屋名古屋))))辻番付辻番付辻番付辻番付「新派劇」「新派劇」「新派劇」「新派劇」明治

42 年 笠井栄次郎,荒木清,濱田新之助 他    

460×620 シワ     20202020,000,000,000,000 円円円円    

65656565    赤坂赤坂赤坂赤坂演技座辻番付「演技座辻番付「演技座辻番付「演技座辻番付「世界一世界一世界一世界一改良演劇吾妻踊」改良演劇吾妻踊」改良演劇吾妻踊」改良演劇吾妻踊」    

明治 36 年 12 月 5 日 松本講四郎一座 

480×720 シワ 穴 15,00015,00015,00015,000 円円円円 

    
 

66666666    天天天天保保保保 15(1844)15(1844)15(1844)15(1844)年年年年 7777 月・中村座辻番付月・中村座辻番付月・中村座辻番付月・中村座辻番付 

「昔尾岩怪談」「昔尾岩怪談」「昔尾岩怪談」「昔尾岩怪談」    「四谷怪談」初演の 3 世尾上菊五

郎の最後のお岩様    裏打 308×425 20202020,,,,000000000000 円円円円    

67676767    文政文政文政文政 2222(1819)(1819)(1819)(1819)年年年年 3333 月・中村座辻番付月・中村座辻番付月・中村座辻番付月・中村座辻番付    

    「助六曲輪菊「助六曲輪菊「助六曲輪菊「助六曲輪菊((((初演初演初演初演))))」」」」３世尾上菊五郎 

 裏打・少虫食 305×418        20202020,,,,000000000000 円円円円 

    
 

 

68686868    松本零士シルクスクリーン松本零士シルクスクリーン松本零士シルクスクリーン松本零士シルクスクリーン

「メーテル「メーテル「メーテル「メーテル」」」」1980 年    

 ｲﾗｽﾄ部分 300×220    

15151515,000,000,000,000 円円円円    

69696969    「続姿三四郎「続姿三四郎「続姿三四郎「続姿三四郎((((新版新版新版新版))))」ポス」ポス」ポス」ポス

ターターターター    

    730×520 右下少欠 

 22225,0005,0005,0005,000 円円円円 

77770000「青春の殺人者」ポスター「青春の殺人者」ポスター「青春の殺人者」ポスター「青春の殺人者」ポスター    

長谷川和彦,水谷豊,原田美枝子ほ

かサイン入 約 520×710 

中折れ    55550,0000,0000,0000,000 円円円円 



            

71717171 フランキー堺署名本フランキー堺署名本フランキー堺署名本フランキー堺署名本「フラン「フラン「フラン「フラン

キー太陽伝」キー太陽伝」キー太陽伝」キー太陽伝」昭和 44 年 演劇関係

者為書    11110000,000,000,000,000 円円円円    

72727272    青島幸男署名本「人間万事青島幸男署名本「人間万事青島幸男署名本「人間万事青島幸男署名本「人間万事

塞翁が丙午」塞翁が丙午」塞翁が丙午」塞翁が丙午」1981 年 11 版 演

劇関係者為書 8888,000,000,000,000 円円円円    

73737373「新小説「新小説「新小説「新小説    侠客春雨傘」第侠客春雨傘」第侠客春雨傘」第侠客春雨傘」第 2222 年年年年    

第第第第 5555 巻巻巻巻    明治明治明治明治 33330000 年年年年    ｸﾞﾗﾋﾞｱｸﾞﾗﾋﾞｱｸﾞﾗﾋﾞｱｸﾞﾗﾋﾞｱ 3333 頁頁頁頁    

極美極美極美極美    15151515,,,,000000000000 円円円円    

  

74747474 寺山修司「思想への望郷」寺山修司「思想への望郷」寺山修司「思想への望郷」寺山修司「思想への望郷」署名入(２冊共) 

  大光社 カバー・帯    

 25252525,,,,000000000000 円円円円 

75757575「「「「文藝倶楽部文藝倶楽部文藝倶楽部文藝倶楽部    

名妓伝名妓伝名妓伝名妓伝」明治」明治」明治」明治 33330000    

極美極美極美極美    11112222,,,,000000000000 円円円円 

76767676「「「「文藝倶楽部文藝倶楽部文藝倶楽部文藝倶楽部    日日日日

本武士本武士本武士本武士」明治」明治」明治」明治 33330000    

極美極美極美極美    11112222,,,,000000000000 円円円円 

     
 

77777777    小島功肉筆小島功肉筆小島功肉筆小島功肉筆    本紙 110×160    

        33335,0005,0005,0005,000 円円円円    

78787878    TESTESTESTES 東京演劇集団東京演劇集団東京演劇集団東京演劇集団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「乞食

芝居(ｴﾉｹﾝ)」2 回ﾁﾗｼ 昭 7 22225,0005,0005,0005,000 円円円円 

79797979    吉野拾遺吉野拾遺吉野拾遺吉野拾遺名歌誉名歌誉名歌誉名歌誉    依田百川

明治 20 年 2 冊揃 11115,0005,0005,0005,000 円円円円 

      

88880000    「「「「CINEMATOGRAPHIECINEMATOGRAPHIECINEMATOGRAPHIECINEMATOGRAPHIE（仏文）（仏文）（仏文）（仏文）」」」」 

250×165 １頁余白に亀裂あり 

        15,00015,00015,00015,000 円円円円    

81818181    恤兵演芸会番組恤兵演芸会番組恤兵演芸会番組恤兵演芸会番組 明

治 38 年 2 月 11～12 日 

歌舞伎座 11110000,000,000,000,000 円円円円 

82828282「下加茂」「下加茂」「下加茂」「下加茂」昭和 4

年 9 月号「斬人斬馬

剣」11110000,000,000,000,000 円円円円 



       

83838383    映画台本「憂愁平野」映画台本「憂愁平野」映画台本「憂愁平野」映画台本「憂愁平野」

特撮機械班 11110000,000,000,000,000 円円円円    

84848484    浪花千栄子所蔵映画台浪花千栄子所蔵映画台浪花千栄子所蔵映画台浪花千栄子所蔵映画台

本本本本「「「「おはん」おはん」おはん」おはん」    15,00015,00015,00015,000 円円円円 

85858585    映画台本「映画台本「映画台本「映画台本「暗夜行暗夜行暗夜行暗夜行

路路路路」」」」    5555,000,000,000,000 円円円円 

86868686 映画台本「映画台本「映画台本「映画台本「墨東奇墨東奇墨東奇墨東奇

譚譚譚譚」」」」5555,000,000,000,000 円円円円 

       

87878787    映画台本「映画台本「映画台本「映画台本「戦場の固き戦場の固き戦場の固き戦場の固き

約束約束約束約束」」」」木下恵介 11110000,000,000,000,000 円円円円 

88888888    映画台本「映画台本「映画台本「映画台本「爛爛爛爛」」」」    

5,0005,0005,0005,000 円円円円 

89898989    映画台本「映画台本「映画台本「映画台本「どぶ」どぶ」どぶ」どぶ」    

5,0005,0005,0005,000 円円円円 

99990000    映画台本「映画台本「映画台本「映画台本「永すぎ永すぎ永すぎ永すぎ

た春た春た春た春」」」」5,0005,0005,0005,000 円円円円 

       

91919191 舞台台本「ワルシャ舞台台本「ワルシャ舞台台本「ワルシャ舞台台本「ワルシャ

ワ」ワ」ワ」ワ」菊田一夫    15,00015,00015,00015,000 円円円円 

92929292    舞台舞台舞台舞台台本「台本「台本「台本「人生劇場人生劇場人生劇場人生劇場

((((錦之助錦之助錦之助錦之助))))」」」」11110000,000,000,000,000 円円円円 

93939393 映画台本映画台本映画台本映画台本    女次郎長女次郎長女次郎長女次郎長

ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ道中ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ道中ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ道中ﾌﾞｷﾞｳｷﾞ道中    5,0005,0005,0005,000 円円円円 

94949494    近代映画近代映画近代映画近代映画 昭和 22

年 10 月小穴 2222,000,000,000,000 円円円円 

       

95959595    近代映画近代映画近代映画近代映画 昭和 22 年 11

月号 小穴 2222,000,000,000,000 円円円円    

96969696    近代映画近代映画近代映画近代映画 昭和 21 年 11

月号 小穴    2222,000,000,000,000 円円円円 

97979797    近代映画近代映画近代映画近代映画 昭和 22

年 5 月 小穴 2222,000,000,000,000 円円円円 

98989898    近代映画近代映画近代映画近代映画 昭和 22

年 3 月小穴 2222,000,000,000,000 円円円円 

 



                

99999999    映画台本「男はつら映画台本「男はつら映画台本「男はつら映画台本「男はつら

いよいよいよいよ    葛飾立志篇」葛飾立志篇」葛飾立志篇」葛飾立志篇」 

    11110000,000,000,000,000 円円円円    

111100000000    映画台本「男はつら映画台本「男はつら映画台本「男はつら映画台本「男はつら

いよいよいよいよ    夕焼け小焼け夕焼け小焼け夕焼け小焼け夕焼け小焼け」」」」    

 8888,000,000,000,000 円円円円 

101101101101    映画台本「男はつ映画台本「男はつ映画台本「男はつ映画台本「男はつ

らいよらいよらいよらいよ    寅次郎純情詩寅次郎純情詩寅次郎純情詩寅次郎純情詩

集集集集」」」」    11110000,000,000,000,000 円円円円 

102102102102    映画台本「男はつ映画台本「男はつ映画台本「男はつ映画台本「男はつ

らいよらいよらいよらいよ    寅次郎と殿様寅次郎と殿様寅次郎と殿様寅次郎と殿様」」」」    

 11110000,000,000,000,000 円円円円 

      

103103103103    「息子」映画台本と紙焼き８枚「息子」映画台本と紙焼き８枚「息子」映画台本と紙焼き８枚「息子」映画台本と紙焼き８枚 

        15,00015,00015,00015,000 円円円円    

104104104104    男はつらいよ男はつらいよ男はつらいよ男はつらいよシナシナシナシナ

リオ大全集リオ大全集リオ大全集リオ大全集((((1111～～～～7777 作作作作))))    

 11110000,000,000,000,000 円円円円 

105105105105    映画台本「男はつ映画台本「男はつ映画台本「男はつ映画台本「男はつ

らいよらいよらいよらいよ    寅次郎頑張寅次郎頑張寅次郎頑張寅次郎頑張

れ！れ！れ！れ！」」」」    11110000,000,000,000,000 円円円円 

       

106106106106 大阪南地キネマ倶楽大阪南地キネマ倶楽大阪南地キネマ倶楽大阪南地キネマ倶楽

部「自画像」部「自画像」部「自画像」部「自画像」26 部    

大 10～11 年 35353535,000,000,000,000 円円円円    

107107107107    岡山倶楽部ニュース岡山倶楽部ニュース岡山倶楽部ニュース岡山倶楽部ニュース    

        22 部 大正 10 年～ 

  25252525,000,000,000,000 円円円円 

108108108108    小堀誠小堀誠小堀誠小堀誠使用台本使用台本使用台本使用台本    

4 冊 大正末～戦前

25252525,000,000,000,000 円円円円 

109109109109    丸山定夫丸山定夫丸山定夫丸山定夫,,,,山本安英山本安英山本安英山本安英    

東山千栄子東山千栄子東山千栄子東山千栄子,,,,薄田研二薄田研二薄田研二薄田研二    

サイン入サイン入サイン入サイン入 25252525,000,000,000,000 円円円円 

      

111111110000 大阪大阪大阪大阪千日前敷島千日前敷島千日前敷島千日前敷島倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部    

「「「「敷島ニュース敷島ニュース敷島ニュース敷島ニュース」」」」8 部    

大 9～15 年 15151515,000,000,000,000 円円円円    

111111111111    京都天活週報京都天活週報京都天活週報京都天活週報 5 部    

    5,7,14,16,19 号 大正 10 年 

    15151515,000,000,000,000 円円円円    

112112112112    森徳座森徳座森徳座森徳座((((仙台仙台仙台仙台))))        

「マキノニュース」「マキノニュース」「マキノニュース」「マキノニュース」6 部 

大正 13 年    15151515,000,000,000,000 円円円円 



      

113113113113 春原監督使用台本「春原監督使用台本「春原監督使用台本「春原監督使用台本「ジャンケンジャンケンジャンケンジャンケン

ケンちゃんケンちゃんケンちゃんケンちゃん((((3333 冊冊冊冊))))」「ケンちゃんト」「ケンちゃんト」「ケンちゃんト」「ケンちゃんト

コチャンコチャンコチャンコチャン((((15151515 冊冊冊冊,,,,準備稿準備稿準備稿準備稿 3333 冊冊冊冊)))),,,,ｽｹｼﾞｭｽｹｼﾞｭｽｹｼﾞｭｽｹｼﾞｭ

ｰﾙ表ｰﾙ表ｰﾙ表ｰﾙ表 1111 部部部部」」」」書込多書込多書込多書込多    65656565,000,000,000,000 円円円円 

114114114114 台本「おはよう！こどもショー」台本「おはよう！こどもショー」台本「おはよう！こどもショー」台本「おはよう！こどもショー」

「何があったか〇月〇日(26 冊)」「だ

いぼうけん／デケント 17 号(6 冊)」 

昭和 53～54 年 88880000,000,000,000,000 円円円円 

115115115115    テレビ映画台本「祇テレビ映画台本「祇テレビ映画台本「祇テレビ映画台本「祇

園小唄」園小唄」園小唄」園小唄」日本電波映画 北

原喜久,井沢一郎,力道山 

本文 26 頁 3333,000,000,000,000 円円円円    

    
   

116116116116    天華一座天華一座天華一座天華一座    夷谷座夷谷座夷谷座夷谷座 

    11110000,000,000,000,000 円円円円    

117117117117    苦楽座苦楽座苦楽座苦楽座    邦楽座第邦楽座第邦楽座第邦楽座第

一公演一公演一公演一公演 11110000,000,000,000,000 円円円円    

118118118118    「鳴神」大判写真「鳴神」大判写真「鳴神」大判写真「鳴神」大判写真    

孝夫,玉三郎 11110000,000,000,000,000 円円円円 

119119119119「勧進帳」大判写真「勧進帳」大判写真「勧進帳」大判写真「勧進帳」大判写真    

    片岡孝夫 11110000,000,000,000,000 円円円円 

     

120120120120「カジノフォーリー「カジノフォーリー「カジノフォーリー「カジノフォーリー脚本集脚本集脚本集脚本集」」」」昭和 6 年    

 中沢清太郎(２作収録)の署名入(前進座・河原崎長十郎宛)    

25252525,000,000,000,000 円円円円    

111122221111「ハムレット」「ハムレット」「ハムレット」「ハムレット」ﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ 昭和 3 年 10

月・築地小劇場 薄田研二,丸山定夫(上部

ｲﾀﾐ),山本安英 5 枚・袋付 11115555,000,000,000,000 円円円円 

    
 

111122222222    シーグル・イプセン（イプセン長男）書簡シーグル・イプセン（イプセン長男）書簡シーグル・イプセン（イプセン長男）書簡シーグル・イプセン（イプセン長男）書簡 

中村吉蔵宛 大正 15 年    22225555,000,000,000,000 円円円円    

111123232323    新橋東都踊新橋東都踊新橋東都踊新橋東都踊プログラムプログラムプログラムプログラム((((歌舞伎座歌舞伎座歌舞伎座歌舞伎座))))    

明治 41 年 5 月 90×530 両面 11110000,000,000,000,000 円円円円 

 



        

111124242424    築地座パンフレット築地座パンフレット築地座パンフレット築地座パンフレット 

    第 1～29 号(25,27 号欠)の 27 冊 

チラシその他資料つき        66660000,000,000,000,000 円円円円    

111122225555    上方趣味上方趣味上方趣味上方趣味    林敏林敏林敏林敏

夫の日記夫の日記夫の日記夫の日記    

昭 13 2222,000,000,000,000 円円円円 

 

    

121212126666    「「「「楽我記楽我記楽我記楽我記」」」」花柳章太郎花菱アチャコ市川右太衛門三船敏郎ほか 戦後  520×210  25252525,,,,000000000000 円円円円    

    

 

 

121212127777    蓬田やすひろ肉筆蓬田やすひろ肉筆蓬田やすひろ肉筆蓬田やすひろ肉筆 

アイロンかけの母の横に猫、前に

女の子が描かれてます 

本紙約 400×350 額装    44445555,,,,000000000000 円円円円 

121212128888 花柳章太郎・吉井勇合作扇面花柳章太郎・吉井勇合作扇面花柳章太郎・吉井勇合作扇面花柳章太郎・吉井勇合作扇面「ゆるや

かにだらりの帯のしてく時 はれがましやと 

君のいふとき」 花柳は金字の署名と 

下駄の絵 額装ケース入 70707070,000,000,000,000 円円円円 

121212129999    中島通善木版画中島通善木版画中島通善木版画中島通善木版画

「水谷八重子」「水谷八重子」「水谷八重子」「水谷八重子」9/80

部 520×210 1982 年 

額装ケース    25252525,,,,000000000000 円円円円    



    
 

 

130130130130    石森章太郎「ジュン」石森章太郎「ジュン」石森章太郎「ジュン」石森章太郎「ジュン」 

署名・イラスト入 

  函にシミ 本体は保存美 

初版 

        65656565,,,,000000000000 円円円円    

131131131131    大阪歌舞伎座絵本番付合本大阪歌舞伎座絵本番付合本大阪歌舞伎座絵本番付合本大阪歌舞伎座絵本番付合本 

昭和 7 年新築落成ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄから 11 年ま

で 歌舞伎,新派,曾我廼家劇, 

「マーカスショウ(複数冊有)」等 

合本５冊 50505050,,,,000000000000 円円円円  

132132132132    まんがのまんがのまんがのまんがの泉双六泉双六泉双六泉双六 

東イチロウ案・絵 

保存美 昭和 22 

袋付 

11110000,,,,000000000000 円円円円 

    
 

 

131313133 3 3 3 野田秀樹作「大脱走」資料野田秀樹作「大脱走」資料野田秀樹作「大脱走」資料野田秀樹作「大脱走」資料((((石石石石

沢秀二旧蔵沢秀二旧蔵沢秀二旧蔵沢秀二旧蔵))))    劇団青年座第 85 回公

演 上演台本(演出用と２冊),舞台

装置図,衣装資料(ｱﾙﾊﾞﾑ１冊）,チ

ラシ,ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 他    44440000,,,,000000000000 円円円円 

131313133333    芝居文庫「御ひいき勧芝居文庫「御ひいき勧芝居文庫「御ひいき勧芝居文庫「御ひいき勧

進帳」「隅田川花御所染」進帳」「隅田川花御所染」進帳」「隅田川花御所染」進帳」「隅田川花御所染」 

鳥居清忠木版入 大 4 

第一編のみ袋付 

保存美 ２冊 22220,0000,0000,0000,000 円円円円 

111134343434    声曲類纂声曲類纂声曲類纂声曲類纂    

 中斎藤月岑 編 

  弘化４年刊 6 冊揃 

 糸切れあり 

111150505050,,,,000000000000 円円円円    

    

    

131313135 5 5 5 刷物「本所・深川南中北刷物「本所・深川南中北刷物「本所・深川南中北刷物「本所・深川南中北

組々場処絵図」組々場処絵図」組々場処絵図」組々場処絵図」    

享保 5(1720)年に制定された

「町火消(本所・深川 16 組)」

の詳細な配置図面 

折れ目の一部に亀裂があるもの

の、裏打を施しているため、支

障はない 

裏面には「深河」と表記されて

ある 江戸中～後期 

約 465×320 50505050,,,,000000000000 円円円円 



    

136136136136    ユーリー・ワシーリエフ関連資料ユーリー・ワシーリエフ関連資料ユーリー・ワシーリエフ関連資料ユーリー・ワシーリエフ関連資料 

  1978 年の日本での個展プログラムと、現地アトリエでの創作生写真 色つきペン作品,主催者の現地    

視察旅行における写真などスケッチブックに貼付けてある  88885,0005,0005,0005,000 円円円円    

            

                

    

 

111133337 7 7 7 黒澤明「生きる」大判スチール黒澤明「生きる」大判スチール黒澤明「生きる」大判スチール黒澤明「生きる」大判スチール    

  約 210×280 

 9 枚（東宝袋付 ※袋には 10 枚の印あり） 

  55550,0000,0000,0000,000 円円円円    



    

111138383838    大河内伝次郎大河内伝次郎大河内伝次郎大河内伝次郎ロビーカードロビーカードロビーカードロビーカード    ※映画館前に宣伝用として貼られていたもの 

  「沓掛時次郎」「血煙荒神山」「謎の人形師」「剣を越えて」「続大岡政談 魔像篇」「素浪人忠弥」 

「旅姿上州訛」「浪人と阿片」「侍ニッポン」「荒木又右衛門」「鼠小僧旅枕」「御誂次郎吉格子」 

「上海」「明治元年」など  約 210×285 

白枠部分に赤ペンで題名記入してあるものが数点あります 保存美 32 枚        250250250250,,,,000000000000 円円円円    

    

111139393939    市川崑市川崑市川崑市川崑「「「「わたしの凡てをわたしの凡てをわたしの凡てをわたしの凡てを」大判スチール」大判スチール」大判スチール」大判スチール((((袋付袋付袋付袋付)))) 池部良,有馬稲子,伊東絹子,上原謙    

        約 275×225 四つ角に画鋲跡 10 枚        33330,0000,0000,0000,000 円円円円    

       
 

111140404040    東宝フォトニュース東宝フォトニュース東宝フォトニュース東宝フォトニュース    ①NO55「ひばりチエミいづみ三人よれば／僕はボディガード」 ②NO56「君も

出世ができる」 ③NO57「駅前怪談／日本一のホラ吹き男」 ④NO67「ホラ吹き太閤記／駅前天神」 

⑤NO55「日本一のゴマすり男／こゝから始まる」 約 590×420 折れあり     各各各各 3333,000,000,000,000 円円円円    



 

141414141111 

142142142142 

143143143143 

144144144144 

145145145145 

146146146146 

147147147147 

148148148148 

149149149149 

150150150150 

151151151151 

152152152152 

153153153153 

154154154154 

155155155155 

156156156156 

157157157157 

158158158158 

159159159159 

160160160160 

161161161161 

162162162162 

163163163163 

164164164164 

165165165165 

166166166166 

167167167167 

168168168168 

169169169169 

170170170170 

171171171171 

172172172172 

173173173173 

174174174174 

175175175175 

 

176176176176 

市川團十郎（市川團十郎（市川團十郎（市川團十郎（11111111 世）世）世）世）    

尾上松緑舞台写真集尾上松緑舞台写真集尾上松緑舞台写真集尾上松緑舞台写真集 

七代目菊五郎の芝居七代目菊五郎の芝居七代目菊五郎の芝居七代目菊五郎の芝居 

黒御簾黒御簾黒御簾黒御簾 

歌舞伎舞踊劇歌舞伎舞踊劇歌舞伎舞踊劇歌舞伎舞踊劇    道成寺道成寺道成寺道成寺 

歌舞伎座百年史歌舞伎座百年史歌舞伎座百年史歌舞伎座百年史 

松竹松竹松竹松竹百年史百年史百年史百年史 

新橋と演舞場の七十年新橋と演舞場の七十年新橋と演舞場の七十年新橋と演舞場の七十年 

清元全集清元全集清元全集清元全集 

音楽雑誌（復刻版）音楽雑誌（復刻版）音楽雑誌（復刻版）音楽雑誌（復刻版） 

プロレタリア脚本研究プロレタリア脚本研究プロレタリア脚本研究プロレタリア脚本研究 

内なる辺境内なる辺境内なる辺境内なる辺境((((署名入署名入署名入署名入)))) 

四十一番の少年四十一番の少年四十一番の少年四十一番の少年((((署名入署名入署名入署名入)))) 

怪盗乱魔怪盗乱魔怪盗乱魔怪盗乱魔((((署名入署名入署名入署名入)))) 

ゼンダ城の虜ゼンダ城の虜ゼンダ城の虜ゼンダ城の虜((((署名入署名入署名入署名入)))) 

弁護士バイロン弁護士バイロン弁護士バイロン弁護士バイロン((((署名入署名入署名入署名入)))) 

定本熱海殺人事件定本熱海殺人事件定本熱海殺人事件定本熱海殺人事件 

ほほえみよ流し目の偽彩よほほえみよ流し目の偽彩よほほえみよ流し目の偽彩よほほえみよ流し目の偽彩よ 

火のように、水のように火のように、水のように火のように、水のように火のように、水のように 

エレジーエレジーエレジーエレジー    父の夢は舞う父の夢は舞う父の夢は舞う父の夢は舞う 

わが魂は輝く水なりわが魂は輝く水なりわが魂は輝く水なりわが魂は輝く水なり 

おりおりのことおりおりのことおりおりのことおりおりのこと((((署名入署名入署名入署名入)))) 

わが青春の宝塚わが青春の宝塚わが青春の宝塚わが青春の宝塚 

厚田村厚田村厚田村厚田村((((２冊揃２冊揃２冊揃２冊揃)))) 

暗転暗転暗転暗転    わが演劇自伝わが演劇自伝わが演劇自伝わが演劇自伝 

新・二都物語／鉛の心臓新・二都物語／鉛の心臓新・二都物語／鉛の心臓新・二都物語／鉛の心臓 

おはんおはんおはんおはん((((署名入署名入署名入署名入)))) 

大人のままごと大人のままごと大人のままごと大人のままごと((((署名入署名入署名入署名入)))) 

関白殿下秀吉関白殿下秀吉関白殿下秀吉関白殿下秀吉((((署名入署名入署名入署名入)))) 

南海ホークスとともに南海ホークスとともに南海ホークスとともに南海ホークスとともに 

冬鶴春鶴冬鶴春鶴冬鶴春鶴冬鶴春鶴((((署名入署名入署名入署名入)))) 

日本歌曲のすべて日本歌曲のすべて日本歌曲のすべて日本歌曲のすべて((((署名入署名入署名入署名入)))) 

風が見ていた風が見ていた風が見ていた風が見ていた((((２冊揃２冊揃２冊揃２冊揃)))) 

新釈落語噺パート２新釈落語噺パート２新釈落語噺パート２新釈落語噺パート２ 

与太郎戦記・陸軍落語兵・与太郎戦記・陸軍落語兵・与太郎戦記・陸軍落語兵・与太郎戦記・陸軍落語兵・

与太郎戦記ああ戦友与太郎戦記ああ戦友与太郎戦記ああ戦友与太郎戦記ああ戦友 

下町交狂曲下町交狂曲下町交狂曲下町交狂曲 

大仏次郎・前田青邨監修 

後藤勝一写真 

大倉舜二写真 

福原百之助 

河竹登志夫監修 

松竹株式会社 定価 56,680 円 

松竹株式会社定価 6 万円 

新橋演舞場 定価 3 万円 

清元宗家 15 冊揃 

明治 23～31 年 77 号まで出た 

築地小劇場上演台本解説 

安倍公房 

井上ひさし 石沢秀二宛 

野田秀樹 石沢秀二宛 

野田秀樹 石沢秀二宛 

つかこうへい 石沢秀二宛 

つかこうへい 献呈署名入 

清水邦夫 石沢秀二宛署名入 

清水邦夫 石沢秀二宛署名入 

清水邦夫 石沢秀二宛署名入 

清水邦夫 石沢秀二宛署名入 

山本安英 石沢秀二宛 

芦原邦子 緑ペン署名入 

松山善三 上巻に署名入 

薄田研二 署名入 

唐十郎 金ペン署名入 

武原はん 

荻昌弘 東宝藤本真澄宛 

舟橋聖一 市川猿之助宛 

鶴岡一人 署名入 

高田浩吉 限定 500 部 

四谷文子 

岸恵子 上巻に銀ペン署名入 

立川談志 毛筆署名・識語入 

春風亭柳昇 

 全３冊全て署入 

益田喜頓 毛筆署名・句入 

800 部限 

二重函 

二重函 

函 

タトウ 

３冊揃

３冊揃 

函 

未使用 

ものを 7  

 

函 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ    

函 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

函 少ｼﾐ 

ｶﾊﾞｰ 

ｶﾊﾞｰ 帯 

函 

函 

函 

ｶﾊﾞｰ 

函 

ｶﾊﾞｰ 

タトウ 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 

ｶﾊﾞｰ 

    

ｶﾊﾞｰ 

ｶﾊﾞｰ 

（美品） 

学研 

平凡社 

 

講談社 

 

 

 

 

冊にした 

 

中央公論 

文芸春秋 

新潮社 

白水社 

角川書店 

角川書店 

ﾚｸﾗﾑ社 

ﾚｸﾗﾑ社 

河出書房 

講談社 

未来社 

善本社 

潮出版社 

東峰書院 

新評社 

創元社 

 

 

 

平凡出版 

創彩社 

新潮社 

中央公論    

    

雪華社 

毎日新聞 

45,00045,00045,00045,000 円円円円 

8,0008,0008,0008,000 円円円円 

8,0008,0008,0008,000 円円円円 

10101010,000,000,000,000 円円円円 

10101010,000,000,000,000 円円円円 

10101010,000,000,000,000 円円円円 

15151515,000,000,000,000 円円円円 

5555,000,000,000,000 円円円円 

35353535,000,000,000,000 円円円円 

25252525,000,000,000,000 円円円円 

10101010,000,000,000,000 円円円円 

10101010,000,000,000,000 円円円円 

8888,000,000,000,000 円円円円 

5555,000,000,000,000 円円円円 

5555,000,000,000,000 円円円円 

5555,000,000,000,000 円円円円 

5555,000,000,000,000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,000,000,000,000 円円円円 

4444,,,,555500000000 円円円円 

3333,000,000,000,000 円円円円 

8888,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

5555,000,000,000,000 円円円円 

8888,000,000,000,000 円円円円 

5555,000,000,000,000 円円円円 

8888,000,000,000,000 円円円円 

8888,000,000,000,000 円円円円 

4444,,,,555500000000 円円円円 

6666,,,,000000000000 円円円円 

 

8888,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 



177177177177 

178178178178 

179179179179 

180180180180 

181181181181 

182182182182 

183183183183 

184184184184 

185185185185 

186186186186 

187187187187 

188188188188 

189189189189 

190190190190 

191191191191 

192192192192 

193193193193 

194194194194 

195195195195 

196196196196 

197197197197 

198198198198 

199199199199 

200200200200 

201201201201 

202202202202 

203203203203 

204204204204 

205205205205 

206206206206 

207207207207 

208208208208 

209209209209 

210210210210 

211211211211 

212212212212 

213213213213 

214214214214 

若者よ！若者よ！若者よ！若者よ！((((署名入署名入署名入署名入)))) 

十五年の足跡十五年の足跡十五年の足跡十五年の足跡((((署名入署名入署名入署名入))))    

冗談十年冗談十年冗談十年冗談十年    中巻中巻中巻中巻((((署名入署名入署名入署名入))))    

舞台女優舞台女優舞台女優舞台女優((((署名入署名入署名入署名入))))    

すべてをわが師としてすべてをわが師としてすべてをわが師としてすべてをわが師として    

歌藝の天地歌藝の天地歌藝の天地歌藝の天地((((署名入署名入署名入署名入))))    

役者役者役者役者    MEMO1955MEMO1955MEMO1955MEMO1955－－－－1980198019801980    

小説田中絹代小説田中絹代小説田中絹代小説田中絹代((((署名入署名入署名入署名入)))) 

映像ひとり旅映像ひとり旅映像ひとり旅映像ひとり旅((((署名入署名入署名入署名入))))    

笛笛笛笛    

窓窓窓窓    

蝶蝶蝶蝶 

女侠一代女侠一代女侠一代女侠一代((((署名入署名入署名入署名入))))    

橋の上の霜橋の上の霜橋の上の霜橋の上の霜((((署名入署名入署名入署名入)))) 

青の伝説青の伝説青の伝説青の伝説((((署名入署名入署名入署名入)))) 

花實の絵花實の絵花實の絵花實の絵((((署名入署名入署名入署名入))))    

浅草紳士録浅草紳士録浅草紳士録浅草紳士録((((署名入署名入署名入署名入)))) 

ＡＡＡＡ    ＨＯＲＳＥＨＯＲＳＥＨＯＲＳＥＨＯＲＳＥ((((署名入署名入署名入署名入)))) 

隣の女隣の女隣の女隣の女((((署名入署名入署名入署名入))))    

中川信夫詩集中川信夫詩集中川信夫詩集中川信夫詩集    業業業業((((署名入署名入署名入署名入))))    

黒澤明映画体系１黒澤明映画体系１黒澤明映画体系１黒澤明映画体系１    どですどですどですどです    

黒澤明映画体系２黒澤明映画体系２黒澤明映画体系２黒澤明映画体系２    姿三四姿三四姿三四姿三四    

黒澤明映画体系３黒澤明映画体系３黒澤明映画体系３黒澤明映画体系３    素晴ら素晴ら素晴ら素晴ら    

黒澤明映画体系４黒澤明映画体系４黒澤明映画体系４黒澤明映画体系４    静かな静かな静かな静かな    

黒澤明映画体系６黒澤明映画体系６黒澤明映画体系６黒澤明映画体系６    白痴／白痴／白痴／白痴／    

黒澤明映画体系９黒澤明映画体系９黒澤明映画体系９黒澤明映画体系９    隠し砦隠し砦隠し砦隠し砦    

新新新新鐵鐵鐵鐵（（（（昭昭昭昭 11112222 年年年年 2222 月～月～月～月～11113333 年年年年 

洋酒マメ天国洋酒マメ天国洋酒マメ天国洋酒マメ天国（（（（月報揃月報揃月報揃月報揃）））） 

大衆娯楽雑誌大衆娯楽雑誌大衆娯楽雑誌大衆娯楽雑誌「「「「ヨシモトヨシモトヨシモトヨシモト」」」」 

笑売往来笑売往来笑売往来笑売往来 

昭和戦前面白落語全集昭和戦前面白落語全集昭和戦前面白落語全集昭和戦前面白落語全集 

雑誌「風俗」創刊号～６号雑誌「風俗」創刊号～６号雑誌「風俗」創刊号～６号雑誌「風俗」創刊号～６号 

日劇友の会日劇友の会日劇友の会日劇友の会    

目白三平随筆目白三平随筆目白三平随筆目白三平随筆((((署名入署名入署名入署名入))))2222 冊冊冊冊 

目白三平の四季目白三平の四季目白三平の四季目白三平の四季((((署名入署名入署名入署名入)))) 

目白三平の秘密目白三平の秘密目白三平の秘密目白三平の秘密((((署名入署名入署名入署名入)))) 

目白三平の閑騒動記目白三平の閑騒動記目白三平の閑騒動記目白三平の閑騒動記((((署名署名署名署名)))) 

目白三平の日日目白三平の日日目白三平の日日目白三平の日日((((署名入署名入署名入署名入)))) 

三遊亭圓歌    

曾我廼家五郎 

三木鶏郎 中村正常宛 

東山千栄子    

三波春夫 毛筆署名識語入 

三波春夫 芝居関係者宛 

仲代達矢 毛筆署名入 

新藤兼人 ペン書き署名入 

新藤兼人 ペン書き署名入 

小山内薫 

小山内薫 

小山内薫    

火野葦平 署名・名刺に識語    

平岩弓枝 

平岩弓枝 

舟橋聖一 芝居関係者宛 

野一色幹夫 芝居関係者宛 

黒鉄ヒロシ 署名・絵入 

つげ義春 

中川信夫 毛筆識語・署名入    

かでんかでんかでんかでん    

郎／わが青春に悔いなし郎／わが青春に悔いなし郎／わが青春に悔いなし郎／わが青春に悔いなし    

しき日曜日／酔いどれ天使しき日曜日／酔いどれ天使しき日曜日／酔いどれ天使しき日曜日／酔いどれ天使    

る決闘／野良犬る決闘／野良犬る決闘／野良犬る決闘／野良犬    

生きる生きる生きる生きる    

の三悪人／悪い奴ほど…の三悪人／悪い奴ほど…の三悪人／悪い奴ほど…の三悪人／悪い奴ほど…    

11112222 月号）月号）月号）月号）    新潟鉄道局発行 

復刻版 別冊共 全 24 冊揃 

復刻版 全 14 冊揃    

    

東京篇 ＣＤ16 枚組 

三田村鳶魚 各木版入    

1,4,5,7～20 号 

中村武志 演劇関係者宛 

中村武志 演劇関係者宛 

中村武志 演劇関係者宛 

中村武志 演劇関係者宛 

中村武志 演劇関係者宛 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

函 

ｶﾊﾞｰ 

函 

ｶﾊﾞｰ 

函 帯 

函 

ｶﾊﾞｰ 

ｶﾊﾞｰ 

函欠 

 

 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯 

函 

ｶﾊﾞｰ 

ｶﾊﾞｰ 帯 

 

函 

函 

函 

函 

函 

函 

23 冊 

函 

二重函 

函    

ケース 

    

18 冊    

ｶﾊﾞｰ 帯 

    

    

ｶﾊﾞｰ 

ｶﾊﾞｰ 

日之出出版 

双雅房 

駿河台書房 

学風書院    

映画出版社 

PHP 研究所 

講談社 

読売新聞社 

未来社 

発禁本 

初版 

現代社    

新潮社 

講談社 

毎日新聞社 

朋人社 

星雲社 

日本文芸社 

雑草社 

ｷﾈﾏ旬報社 

ｷﾈﾏ旬報社 

ｷﾈﾏ旬報社 

ｷﾈﾏ旬報社 

ｷﾈﾏ旬報社 

ｷﾈﾏ旬報社 

ｷﾈﾏ旬報社 

 

 

 

    

    

    

    

論創社 

講談社 

講談社 

新潮社    

新潮社    

3333,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

10101010,,,,000000000000 円円円円 

10101010,,,,000000000000 円円円円 

12121212,,,,000000000000 円円円円 

15151515,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 

8888,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

15151515,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

45454545,,,,000000000000 円円円円 

35353535,,,,000000000000 円円円円 

20202020,,,,000000000000 円円円円 

15151515,,,,000000000000 円円円円 

20202020,,,,000000000000 円円円円 

10101010,,,,000000000000 円円円円 

18181818,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,000000000000 円円円円 



215215215215 

216216216216 

217217217217 

218218218218 

219219219219 

ビートルズのおかげですビートルズのおかげですビートルズのおかげですビートルズのおかげです    

女優のいる食卓女優のいる食卓女優のいる食卓女優のいる食卓((((署名入署名入署名入署名入))))    

とまどいの日々とまどいの日々とまどいの日々とまどいの日々((((署名入署名入署名入署名入)))) 

フランキー堺の男性諸君フランキー堺の男性諸君フランキー堺の男性諸君フランキー堺の男性諸君 

いっぴきの虫いっぴきの虫いっぴきの虫いっぴきの虫    

加瀬邦彦 ﾊﾞﾝﾄﾞ名入署名    

戸板康二 久坂栄二郎宛    

青島幸男 演劇関係者宛    

ﾌﾗﾝｷｰ堺 演劇関係者宛署名    

高峰秀子 ペン書き署名入    

ｶﾊﾞｰ 

函 帯    

ｶﾊﾞｰ 帯 

ｶﾊﾞｰ 帯    

ｶﾊﾞｰ    

えい出版    

三月書房    

毎日新聞社    

ルック社    

潮出版    

5555,,,,000000000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

3333,,,,555500000000 円円円円 

5555,,,,000000000000 円円円円 

8888,,,,000000000000 円円円円    

 

    

220220220220    大野一雄生写真大野一雄生写真大野一雄生写真大野一雄生写真((((キャビネキャビネキャビネキャビネ版版版版)))) 上段右 1 枚目 2 人スタジオ(10 枚)／2 枚目海岸(27 枚)／下段左から

2 枚目洋装傘(13 枚)／3 枚目豚(6 枚)／和装(13 枚)／お盆,紳士,素顔など(16 枚)    計計計計 85858585 枚枚枚枚    65656565,000,000,000,000 円円円円    

 

    

221221221221    戦前新劇舞台写真・ブロマイドアルバム戦前新劇舞台写真・ブロマイドアルバム戦前新劇舞台写真・ブロマイドアルバム戦前新劇舞台写真・ブロマイドアルバム  築地小劇場から築地座にかけて エノケン等が客演    

した『乞食芝居』ほか貴重な作品が多数あり（１頁２枚のものはキャビネ版）    

アルバム 275×380 112 枚        252525250,0000,0000,0000,000 円円円円    

◆当店ＷＥＢ「最新情報」,ＦＢ,ツイッターにてＰＤＦを公開中（拡大できます）。 


