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                                          2011年 10月 
報道関係各位 

11 月 10 日（木）プレスプレビューのご案内 

奈良時代から幕末の古書 2,638 点が集結する、日本最大の古典籍のオークション 
「東京古典会創立 100 周年記念 古典籍展観大入札会」、11 月 11 日～12 日まで東京・神田で公開 

新出「お市の方消息」ほか、伊能忠敬中図稿本、奈良絵本など希少本が一堂に 

奈良から江戸以前の古典籍を専門に扱う古書店の組織「東京古典会」は、11 月 11 日（金）と 12 日（土）
の 2 日間、日本最大の古典籍専門オークション「古典籍展観大入札会」を、東京古書会館（東京都千代田区）
にて一般公開いたします。 

公開に先立ち、11 月 10 日（木）15：00 より、報道関係者の皆様を対象とするプレスプレビューの機会を
ご用意いたします。ご多用とは存じますが、ご取材をご検討賜りますようお願いいたします。  

古典籍の中でも特に希少価値の高い作品を選りすぐり、年に一度開催するオークション「古典籍展観大入
札会」は、主催する東京古典会が本年創立百周年を迎えるに当たり盛大に開催いたします。全国の和本を扱
う古書業者をはじめ、収集家、名家から預かった、奈良から江戸以前まで、古書の中でも歴史的に最も古い
部類の貴重な書物 2,638 点が一堂に集まります。本一般展覧は、通常、有資格者の古書業者のみ出入りでき
る東京古書会館のオークション会場で、一般の方々に国宝重要文化財級の貴重な書物を手に取ってご覧いた
だける数少ない機会です。欲しい書物がある場合は入札もしていただけます（※入札方法は次頁参照）。 

今回注目の出品は、織田信長の妹であり、TV ドラマでも話題の浅井三姉妹の母、お市の方による自筆の
手紙「お市の方消息」（新出）や、研究家の間で長い間出現が待たれていた伊能忠敬中図稿本「伊豆七島図」。
その他、室町時代から江戸時代前期の豪華彩色絵入り本「奈良絵本」（18 点）と有形文化財である「重要美
術品」（7 点）は、近年稀に見る出品点数の多さです。 

プレビュー当日 15：15 より、「お市の方消息」について愛知文教大学人文学部人文学科教授 学長 増田 孝
氏より解説をいただきます。 

ご取材いただける場合は、お手数ですが 別紙ファクス返信用紙にて事前にご連絡ください。 
何卒ご高配賜りますようお願い申しあげます。 

「古典籍展観大入札会」主な見どころ 
 「お市の方消息」（新出）=写真= 

織田信長の妹であり、TV ドラマでも話題の浅井三姉妹（茶々、
初、江）の母、お市の方の自筆。戦国時代を代表する女性が後
藤左京亮勝元宛てに武家流の能書でしたためた手紙。新出。 

 伊能忠敬中図稿本「伊豆七島図」 
伊能忠敬が全国を測量して完成させた「大日本沿海輿地全図」は、大図（218 枚）、中図（東京大学版と

東京博物館版 各 8 枚）、小図（3 枚）が作成され、幕府に提出されました。この内、大図は明治 6 年の皇
居の火災で焼失。中図は一部も、関東大震災で焼失しました。今回出現した「伊豆七島図」は、中図の内
の島部と伊豆半島東岸（小田原から下田まで）を含むもので、測量当時の原図として貴重です。昭和 2 年、
天覧に供されました。 

  
 

 
本件についての問い合わせ先 

東京古典会広報代行 
㈱ブレインズ・カンパニー（荻野・岡野） 
TEL 03-3496-1091 FAX 03-3496-2216 
 
〒150-0031東京都渋谷区桜丘町 2-9カスヤビル 
e-mail okano@pjbc.co.jp 

 
 

プレスプレビュー概要 
日時） 2011 年 11 月 10 日（木）15：00～17：00 

場所） 東京古書会館 
  東京都千代田区神田小川町 3-22） 

解説） ※15：15～、お市の方消息について 
愛知文教大学 人文学部人文学科教授 学長  
増田 孝氏 
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 開催概要 
名  称： 「平成23年度東京古典会創立100周年記念古典籍展観大入札会」 
日  時： 11 月 11 日（金） 10：00～18：00 
    12 日（土） 10：00～16：30 

＊プレスプレビューは 11 月 10 日（木）。一般非公開で古書業者のみ参加可能な入札会

（オークション）は 13 日（日）および 14 日（月）に実施します。 
場  所： 東京古書会館（東京都千代田区神田小川町 3-22） 
出 品 物： 古写本、古版本を始め、江戸時代の写本、版本、名家古筆、古文書、古地図、錦絵、絵

巻物、かるた、書画幅や屏風、中国朝鮮本など、2,638 点。 
主  催： 東京古典会 
入 場： 無料 

 「古典籍展観大入札会」入札システム 
11 月 11 日（金）および 12 日（土）に開催される一般展観で、出品物を見ていただきます。欲しい品

がある場合は、その場で古書業者に入札を委託できます。その後、11 月 13 日（日）および 14 日（月）

の入札会（※一般の方は入場できません）で、委託を受けた古書業者がお客様の希望価格で代理入札をし、

最高値をつけた方が落札できるというものです。一点 10 万円から落札可能です。（ただし、額、幅、嵩

物は 30 万円以上、屏風は 100 万円以上）初めてオークションに参加する方も、会場に控える古書の専門

家が入札価格などの相談に応じますので、安心して入札していただけます。 

 注目出品物 
1  お市の方消息 後藤左京亮勝元宛 一幅  
2 伊能忠敬中図稿本 伊豆七島図 文化十二～十三年成 一幅 
3  奈良絵本 やしま 室町後期写 二冊 
4  奈良絵本 平家物語 江戸初期写 三〇冊 
5  大字法華経断簡 伝聖武天皇宸翰 二十一行 一幅 
6  山谷黄先生大全詩註 黄庭堅撰 伝淵註 室町時代写 五冊 
7  嵯峨本 伊勢物語 古活字版 慶長十三年刊 也足叟花挿入 二冊 
8  百万塔并自心印陀羅尼経 神護景雲四年刊 一基一巻 
9 魁本大字諸儒箋解 古文真宝前集 五山版 南北朝頃刊 十巻合本 一冊 
10  俳優相貎鏡 浅草市人著 歌川豊国画 享和四年刊 彩色刷 原装 二冊 
11  史記 司馬遷撰 嘉靖二十九年秦藩重刊本 白紙 三〇冊 
12  唐柳先生文集 宋版 存九巻・外集及後序 南宋乾道元年重刊 胡蝶装 二冊 

 「東京古典会」 
創立 100 周年を迎える「東京古典会」は、明治 45 年（1912 年）に「東京書林定市会（通称：和本市）」

として発足。和本、唐本、書画、古文書のほか、それらに関わる学術書や研究書などの古典籍を主に扱う

古書店の老舗 28 店が加盟しています。毎週火曜日に東京古書会館で、主に古典籍を取引する市が開かれ、

全国から集まる和本、唐本、書画、古文書のほか、それらに関わる学術書や研究書などが古書店の間で取

り引きされています。 
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返信用ファクス番号：03-3496-2216 

取 材 申 込 書 

奈良時代から幕末の古書 2,638 点が集結する、日本最大の古典籍のオークション 
「古典籍展観大入札会」プレスプレビュー 

日時： 2010 年 11 月 10 日（木）15：00～17：00      
場所： 東京古書会館（東京都千代田区神田小川町 3-22） 

解説：  ※お市の方消息について、15：15～ 
 愛知文教大学 人文学部人文学科教授 学長  
 増田 孝氏 

＜当日の連絡先＞ 
080-5072-8521（ブレインズ・カンパニー 岡野携帯） 

＜アクセス＞ 
• 東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄新宿線・三田線     

 神保町駅 A5 番出口から徒歩 5 分 
• ＪＲ中央線・総武線 御茶ノ水駅お茶の水橋口から徒歩 5 分 
• 東京メトロ千代田線 新御茶の水駅 B3 番出口から徒歩 5 分 

 
 

 
 

いずれかに○をご記入ください。 
ご出席  ・  ご欠席 

貴社名  

部署名  

貴媒体名  

ご芳名  

ご連絡先

TEL 
 

e-mail @ 

通信欄 

 

 


