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浮世絵レファレンス事典
定価（本体45,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2259-6　　　　　　　　　　冊

9784816922596

お問い合わせは…　日外アソシエーツ　営業局　　TEL.03-3763-5241（代）　FAX.03-3764-0845〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-16　http://www.nichigai.co.jp/

【採録全集例】
浮世絵艶本集成（美術出版社）、浮世絵聚花（小学館）、浮世絵全集（河出書房新社）、浮世絵揃物　枕絵（学習研究社）、浮世絵の美百選（日本経済
新聞社）、浮世絵八華（平凡社）、浮世絵版画（集英社）、浮世絵美人画・役者絵（講談社）、美しい日本̶風景画全集（ぎょうせい）、艶色浮世絵全集
（河出書房新社）、花鳥画の世界（学習研究社）、御物聚成（朝日新聞社）、近代日本版画大系（毎日新聞社）、原色現代日本の美術（小学館）、原色版
国宝（毎日新聞社）、現代日本美人画全集（集英社）、皇室の至宝（毎日新聞社）、国宝・重要文化財大全（毎日新聞社）、古典聚英（古典文庫，笠間書院
（発売））、在外日本の至宝（毎日新聞社）、在外秘宝̶欧米収蔵浮世絵集成（学習研究社）、重要文化財（毎日新聞社）、新篇初期版画 枕絵（学習研
究社）、新編 名宝日本の美術（小学館）、戦国合戦絵屏風集成（中央公論社）、全集浮世絵版画（集英社）、肉筆浮世絵大観（講談社）、日本絵画百
選（日本経済新聞社）、日本絵画名作101選（小学館）、日本の浮世絵美術館（角川書店）、日本の絵画̶国宝50選（毎日新聞社）、日本の障壁画（毎日
新聞社）、日本の美（美術年鑑社）、日本の美術（美術年鑑社）、日本の美術百選（朝日新聞社）、日本の名画（講談社）、日本の幽霊名画集（人類文化
社）、日本版画美術全集（講談社）、日本美術館（筑摩書房）、日本屏風絵集成（講談社）、人間の美術（学習研究社）、華̶浮世絵名品集（平木浮世
絵財団）、秘蔵浮世絵大観（講談社）、秘蔵日本美術大観（講談社）、復元浮世絵大観（集英社）、平凡社ギャラリー（平凡社）、ボストン美術館 肉筆
浮世絵（講談社）、名作絵画にみる日本の四季（読売新聞社）、明治絵画名作大観（同盟通信社）、名品揃物浮世絵（ぎょうせい）、名宝肉筆浮世絵撰
（朝日出版社）、名宝日本の美術（小学館）、琳派̶Rimpa Painting（紫紅社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…全73種353冊

73種353冊の美術全集に収載された図版25,612点を収録
この１冊に図版調査に必要な基本情報を集成！

●内外に愛好家の多い浮世絵作品の図版が、どの美術全集のどのページに掲載さ
れているか調べられる図版総索引です。73種353冊に掲載された浮世絵図版
25,612点、ならびに絵師ごとに編集された個人画集1,030冊も一覧できます。

●各作品には掲載全集・巻・図版番号のほか、作品の刊年・版
元など美術全集掲載の詳細な作品データも記載しています。

●姓がわからなくても引ける「号・別名索引」付き。

歌川豊国、葛飾北斎、鈴木春信など絵師ごとに
作品の図版を探せる“図版総索引”

日外アソシエーツ 編
B5・970頁　定価（本体45,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2259-6　2010年7月刊行

浮世絵レファレンス事典



《個人画集》
「浮世絵大家集成　第 12 巻」　大鳳閣書房編　大鳳閣書房

　昭 6　9p 図版 58 枚　27cm
「浮世絵秘画全集　第 1 巻 歌麿肉筆浮世絵」　喜多川歌麿

画　近代美術社　1979　1 冊　30cm
「江戸浮世絵　その 2　女―喜多川歌麿」　青木信光監修

　ダイナミックセラーズ　1989.11　127p　21cm 
「江戸浮世絵　その 8　遊―喜多川歌麿 2」　青木信光監修

　ダイナミックセラーズ　1990.6　124p　21cm
「週刊アーティスト・ジャパン―分冊百科シリーズ日本

絵画の巨匠たち その生涯と作品と創造の源　第 6 号　
喜多川歌麿」　河北倫明監修　同朋舎出版　1992　1 冊
　31cm

「「喜多川歌麿」展図録」　浅野秀剛 , ティモシー・クラー
ク執筆・編集　朝日新聞社　1995　2 冊　30cm

「喜多川歌麿」　第 2 版　海外文化振興協会　1996.6　94p
　39cm

「喜多川歌麿」　日本アート・センター編　新潮社　
1997.8　93p　20cm（新潮日本美術文庫　16）

「喜多川歌麿・菊川英山・伊東深水―美人画の系譜」　佐
藤光信監修，平木浮世絵美術館編　小学館　1998　
105p　29cm

「春画の世界―喜多川歌麿・歌川国芳・溪斎英泉」　喜多
川歌麿 , 歌川国芳 , 溪斎英泉〔画〕，松田次郎編　コスミッ
クインターナショナル　1998.2　1 冊　30cm（浮世絵
鑑賞　1）

「六大浮世絵師名品展―鈴木春信・鳥居清長・喜多川歌麿・
東洲斎写楽・葛飾北斎・歌川広重」　平木浮世絵財団
平木浮世絵美術館監修　〔北茨城〕　茨城県天心記念五
浦美術館　1999　155p　30cm

「六大浮世絵師名品展―鈴木春信・鳥居清長・喜多川歌麿・
東洲斎写楽・葛飾北斎・歌川広重」　平木浮世絵財団
平木浮世絵美術館編　〔富山〕　富山県水墨美術館　
2000　155p　30cm

「喜多川歌麿」　官公庁図書出版協会編纂　官公庁図書出
版協会（発売）　2003.2　94p　38cm

喜多川 歌麿（初代）
きたがわ・うたまろ

？～文化 3 年（1806）9 月 20 日　別 北川豊章 ,
鳥山豊章 , 紫屋

鳴呼奇々羅金鶏
「日本版画美術全集 4」講談社　1960
　◇図 79（白黒）　2 冊　落款：うた麿画　版元：蔦屋板

　※山東京伝

相合傘
「秘蔵浮世絵大観 7」講談社　1990
　◇図 41（カラー）　寛政後期（1789―1801）　大判錦絵

　38.8 × 26.1　落款：哥麿筆　版元：鶴屋喜右衛門　［ギ
メ美術館（パリ）］

「浮世絵聚花 6」小学館　1978
　◇図 109（カラー）　大判　38.5 × 26.0　落款：哥麿筆

　版元：鶴屋喜右衛門　［シカゴ美術館（アメリカ）］
「在外秘宝―欧米収蔵浮世絵集成 喜多川歌麿」学習研究

社 1973
　◇図 49（カラー）　大判　38.9 × 26.5　落款：歌麿筆

　版元：鶴屋喜右衛門　［シカゴ美術館（アメリカ）］

相合傘
「浮世絵聚花 15」小学館　1980
　◇図 143（カラー）　大判錦絵　38.2 × 25.2　落款：哥

麿筆　版元：鶴金　［東京国立博物館］

合惚色の五節句　九月
「浮世絵聚花 6」小学館　1978
　◇図 113（カラー）　大判　37.9 × 25.3　落款：哥麿筆

　版元：若狭屋与市　［シカゴ美術館（アメリカ）］
「在外秘宝―欧米収蔵浮世絵集成 喜多川歌麿」学習研究

社 1973
　◇図 135（白黒）　大判　［フィラデルフィア美術館（ア

メリカ）］

明花春為化
「日本版画美術全集 4」講談社　1960
　◇図 85（白黒）　3 冊　落款：哥麿画　版元：西村板　

※内新好
あげ巻・助六

「秘蔵浮世絵大観 別巻」講談社　1990
　◇図〔チ〕66（白黒）　寛政後期　柱絵判錦絵　64.7 ×
15.5　［チェスター・ビーティ図書館（アイルランド）］
朝顔を持つ美人図

「肉筆浮世絵大観 10」講談社　1995
　◇図 28（カラー）　寛政年間（1789―1801）中期　絹本
著色　掛幅　91.6 × 31.1　署名：哥麿筆 , 印章：歌麿（朱文
円印）　［千葉市美術館（千葉）］
浅草雷門前年の市

「浮世絵聚花 11」小学館　1979
　◇図 207―211（カラー）　大判　五枚続　右より 37.5 ×
24.0　36.8 × 23.6　36.8 × 23.6　36.8 × 23.8　37.7 × 24.1　
落款：哥麿筆　版元：森治　［ビクトリア・アンド・アルバー
ト博物館（ロンドン）］
朝化粧美人図

「浮世絵ギャラリー 5」小学館　2006
　◇図 17（カラー）　享和年間（1801―04）頃　絹本着色
　掛幅　1 幅　39.4 × 55　［大英博物館（ロンドン）］

飛鳥山のかわらけ投げ
「秘蔵浮世絵大観 10」講談社 1987
　◇図 121（白黒）　享和　間判錦絵　33.4 × 21.6　落款：

哥麿筆　版元：鶴屋喜右衛門　［ジェノヴァ東洋美術館
（イタリア）］

吾妻美人ゑらみ
「日本版画美術全集 4」講談社 1960
　◇図 103（白黒）　22 × 32.7

吾妻美人ゑらみ　扇屋内滝川
「浮世絵聚花 9」小学館 1981
　◇図 96（カラー）　間判錦絵　32.8 × 22.3　落款：哥

麿筆　［クリーブランド美術館（アメリカ）］

吾妻美人ゑらみ　かんざしさす女
「浮世絵美人画・役者絵 4」講談社 1965
　◇図 52（カラー）　大判

東名所御干菓子
「浮世絵聚花 9」小学館 1981
　◇図 28（カラー）　大判錦絵　38.6 × 25.8　落款：哥

麿筆　版元：山口屋　［ミネアポリス美術館（アメリカ）］

仇競夢浮橋
「日本版画美術全集 4」講談社 1960
　◇図 55（白黒）　2 冊　落款：北川豊章　版元：西村板
　　※松壷舎

頭剃り
「浮世絵聚花 9」小学館 1981
　◇図 69（カラー）　大判錦絵　39.0 × 26.0　落款：哥

麿筆　版元：近江屋　［ミネアポリス美術館（アメリカ）］
「在外秘宝―欧米収蔵浮世絵集成 喜多川歌麿」学習研究

社 1973
　◇図 124（白黒）　大判　［ホノルル美術館（アメリカ）］

「日本版画美術全集 4」講談社 1960
　◇図 143（白黒）　38.8 × 26.3

あててみな　丁子屋内
「秘蔵浮世絵大観 7」講談社 1990
　◇図 31（カラー）　寛政 8（1796）頃　大判錦絵揃物　

38.5 × 26.3　落款：哥麿筆　版元：近江屋権九郎　［ギ
メ美術館（パリ）］

あててみな　丁子屋内雛�
「在外秘宝―欧米収蔵浮世絵集成 喜多川歌麿」学習研究

社 1973
　◇図 116（白黒）　大判　［大英博物館（ロンドン）］

あててみな　松葉屋内染之助
「浮世絵聚花 14」小学館 1981
　◇図 19（カラー）　大判錦絵　37.8 × 25.4　落款：哥麿
筆　版元：近江屋　［W・アムシュトゥッツ・コレクション］

「在外秘宝―欧米収蔵浮世絵集成 喜多川歌麿」学習研究社 
1973
　◇図 117（白黒）　大判
油屋お染が相

「秘蔵浮世絵大観 10」講談社 1987
　◇図 114（白黒）　寛政後期　大判錦絵　39.0 × 25.8　落款：
哥麿筆　版元：丸屋甚八　［ジェノヴァ東洋美術館（イタリ
ア）］
寄雨雪霰恋

「浮世絵聚花 6」小学館 1978

■　美術作品レファレンス事典シリーズ　■

●仏像の種類ごとに図版を調べられる総索引　86種464冊の美術全集に掲載された22,301図版を収録

仏像レファレンス事典
　B5・940頁　定価（本体45,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2191-9　2009.7刊

●中国・朝鮮から中近東まで、東洋美術作品を調べられる総索引　30種135冊に収録された17,835図版を収録

東洋美術作品レファレンス事典
　B5・910頁　定価（本体76,000円＋税）　ISBN978-4-8169-2149-0　2008.12刊

好評既刊

『浮世絵レファレンス事典』内容見本

●絵師名
　生没年
　号・別名など

●作品タイトル
　全集名、巻、号

出版者、刊行年、
図版番号（また
は掲載頁）

●全集掲載の作品
データ

　刊年、大きさ、
版元、所蔵機関
など

● 絵 師 ご と に 編
集 さ れ た 個 人
画 集 も 一 覧 で
きる


