
【展示室1】
書状 近衛信尹筆 1幅 紙本墨書 桃山時代　17世紀 00092

書状 本阿弥光悦筆 1幅 紙本墨書 桃山時代　慶長10年（1605） 00090

新古今和歌集抄 松花堂昭乗筆 1巻 彩箋墨書 江戸時代　寛永14年（1637） 00282

◎ 藤花図屏風 円山応挙筆 6曲1双 紙本金地着色 江戸時代　安永5年（1776） 10323

◉ 根本百一羯磨 巻第六 1巻 紙本墨書 奈良時代　8世紀 00173

◎ 華厳経 巻第四十六（二月堂焼経） 1巻 紺紙銀字 奈良時代　8世紀 00148

◉ 無量義経・観普賢経 2巻 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00284・00205

◎ 羅漢図 1幅 絹本墨画 南宋〜元時代　13世紀 10396

観音図 王振鵬筆 1幅 絹本墨画 中国・元時代　14世紀 10408

◎ 五百羅漢図 明兆筆 2幅 絹本着色 南北朝時代　14世紀 10004

◎ 花白河蒔絵硯箱 1合 室町時代　15世紀 50001

螺鈿楼閣人物文箱 1合 中国・元時代　13−14世紀 50124

○ 白衣観音図 赤脚子筆 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　15世紀 10578 小林中氏寄贈

○ 瀟湘夜雨図 岳翁筆 1幅 紙本墨画 室町時代　15世紀 10583 小林中氏寄贈

山水図 拙宗等揚筆 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　15世紀 10584 小林中氏寄贈

芦葉達磨図 宗淵筆 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　15−16世紀 10594 小林中氏寄贈

寒山拾得図 芸愛筆 1幅 紙本墨画 室町時代　16世紀 10602 小林中氏寄贈

○ 馬図 祥啓筆 2幅 紙本着色 室町時代　15世紀 10614 小林中氏寄贈

染錦菊花散文花形鉢 肥前 1口 江戸時代　17世紀 41493 山本正之氏寄贈

色絵荒磯文鉢 肥前 1口 江戸時代　17世紀 41683 山本正之氏寄贈

染付竹虎文香炉 肥前 1個 江戸時代　17世紀 41990 山本正之氏寄贈

染付波涛文舟花生 肥前 1口 江戸時代　17世紀 42058 山本正之氏寄贈

染付花唐草文中蕪形瓶 肥前 1口 江戸時代　17世紀 41381 山本正之氏寄贈

出品目録 指定の◉は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品です。
目録の順番は陳列の順番と一致しません。
都合により、出品作品が変更になることがあります。

根津美術館のコレクションは、創立者初代根津嘉一郎（1860 〜 1940）が蒐集
した茶道具や仏教美術、そして古代中国の青銅器がその大きな核となっていま
す。これに加えて、折々に篤志の方々から寄贈された作品は、それまでの根津
の蒐集範囲を補うばかりでなく、コレクション全体を、さらにバランスのとれ
た、魅力あるものへと成長させてきたといえましょう。
第1部から第8部にわたる新創記念特別展の締めくくりとして、コレクション
形成の過程をテーマに、各ジャンルにわたる嘉一郎の蒐集品と、寄贈者ごとに
蒐集品の特徴を示す名品を選び、全館を使っての展示に構成しました。
このすぐれたコレクションを未来へ継承することが、根津美術館の大きな使命
です。
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コレクションを未来へ
根 津 嘉 一 郎 蒐 集 品 と 寄 贈 作 品
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染付山水花唐草文瓶 肥前 1口 江戸時代　17世紀 41372 山本正之氏寄贈

染付松下人物文四方瓶 肥前 1口 江戸時代　17世紀 41394 山本正之氏寄贈

染付花鳥文水注 肥前 1口 江戸時代　17世紀 41397 山本正之氏寄贈

染付梅樹鳥文有蓋壺 肥前 1合 江戸時代　17世紀 41368 山本正之氏寄贈

【展示室2】
百椿図

2巻の内

本之巻
紙本着色 江戸時代　17世紀 10701 茂木克己氏寄贈

大字朗詠集切 伝 藤原行成筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00466 植村和堂氏寄贈

名家家集切（是則集） 伝 紀貫之筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00448 植村和堂氏寄贈

太田切 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00457 植村和堂氏寄贈

本阿弥切 伝 小野道風筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11−12世紀 00468 植村和堂氏寄贈

和泉式部続集切 伝 藤原行成筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11−12世紀 00465 植村和堂氏寄贈

詩書切 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00473 植村和堂氏寄贈

御蔵切 伝 小大君筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00467 植村和堂氏寄贈

日野切 藤原俊成筆 1幅 紙本墨書 平安時代　12世紀 00459 植村和堂氏寄贈

鶉切 伝 藤原顕輔筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 00475 植村和堂氏寄贈

元暦校本万葉集断簡 伝 宗尊親王筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00343 吉澤とよ氏寄贈

天地二大字（大天地） 良寛筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　19世紀 00288 秋山順一氏寄贈

天地二大字（小天地） 良寛筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　19世紀 00289 秋山順一氏寄贈

粉引徳利 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 41226 秋山順一氏寄贈

刷毛目盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 41241 秋山順一氏寄贈

刷毛目盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 41242 秋山順一氏寄贈

絵唐津盃 唐津 1口 桃山〜江戸時代　17世紀 41252 秋山順一氏寄贈

染付柘榴文盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 41255 秋山順一氏寄贈

青花秋草文壺 1口 朝鮮・朝鮮時代　18世紀 41202 秋山順一氏寄贈

【展示室3 〜ホール】仏教彫刻の魅力 The Fascinations of Buddhist Sculpture
弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 20097

四面仏碑像 1基 石造（石灰岩） 中国・北魏時代　6世紀　 20063

如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北魏時代　6世紀 20061

如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338

如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北斉時代　6世紀 20069

菩薩立像頭部 天龍山石窟第10窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20066

交脚菩薩像頭部 天龍山石窟第10窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20065

如来坐像頭部 天龍山石窟第16窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20067

◎ 十一面観音立像龕 宝慶寺 1個 石造（石灰岩） 中国・唐時代　７世紀 20341

如来坐像頭部 天龍山石窟第18窟 1個 石造（砂岩） 中国・唐時代　8世紀 20078

◎ 地蔵菩薩立像 1軀 木造彩色 平安時代　久安３年（1147） 20011

不動明王立像 1軀 木造彩色 平安時代　12世紀 20013

地蔵菩薩立像 1軀 木造彩色 鎌倉時代　13世紀 20019

帝釈天立像 定慶作 1軀 木造彩色 鎌倉時代　建仁元年（1201） 20024

梵鐘　［地階に展示］ 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 青銅製 朝鮮・朝鮮時代　康煕29年（1690） 30136

【展示室4】古代中国の青銅器 Ancient Chinese Bronzes
◎ 饕餮文方盉 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 3個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90063−65

饕餮文爵 1個 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90105

饕餮文觚 1個 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90097

○ 饕餮文卣 1個 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90086

◎ 饕餮文斝 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90067

◎ 饕餮文瓿 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90080

◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90069

◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽大司空村出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90070

饕餮文尊 伝 河南省安陽出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90071

饕餮文尊 1個 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90075

◎ 双羊尊 1個 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90074
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◎ 饕餮文方罍 伝 河南省安陽大司空村出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90079

饕餮文方罍 1個 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90081

饕餮文瓿 1個 中国・殷〜西周時代　紀元前11世紀 90082

◎ 饕餮文方彜 1個 中国・西周時代　紀元前10世紀 90094

鳳文方壺 1対 中国・西周時代　紀元前9世紀 90097・98

蟠螭文壺 1個 中国・春秋時代　紀元前7−6世紀 90099

蟠螭文鎛 1個 中国・春秋時代　紀元前6−5世紀 90120

○ 蟠螭文鑑 1個 中国・春秋時代　紀元前5世紀 90113

○ 雲文鑑 1個 中国・戦国時代　紀元前5−4世紀 90112

【展示室5】
石斧 1個 中国・新石器時代　紀元前35−前22世紀 90170 卯里欣侍氏寄贈

神面玉琮 1個 中国・新石器時代　紀元前35−前22世紀 90171 卯里欣侍氏寄贈

龍文玉玦 1個 中国・春秋時代　紀元前7−前5世紀 90175 卯里欣侍氏寄贈

獣面文玉璧 1個 中国・戦国〜前漢時代　紀元前3−1世紀 90183 卯里欣侍氏寄贈

円形飾 1個 青銅・玉 中国・前漢時代　紀元前2−1世紀 90187 卯里欣侍氏寄贈

透彫龍鳳凰文帯鉤 1個 青銅 中国・戦国時代　紀元前5−前3世紀 90201 卯里欣侍氏寄贈

金銀緑松石象嵌花文帯鉤 1個 青銅 中国・戦国〜前漢時代　紀元前3−1世紀 90202 卯里欣侍氏寄贈

鍍金緑松石象嵌帯鉤 1個 青銅 中国・戦国〜前漢時代　紀元前3−1世紀 90203 卯里欣侍氏寄贈

金銀象嵌帯鉤 1個 青銅 中国・戦国〜前漢時代　紀元前3−1世紀 90204 卯里欣侍氏寄贈

金銀象嵌帯鉤 1個 青銅 中国・戦国〜前漢時代　紀元前3−1世紀 90205 卯里欣侍氏寄贈

方格規矩四神鏡 1面 青銅 中国・新時代　8−23年 90217 卯里欣侍氏寄贈

内行花文鏡 1面 青銅 中国・後漢時代　1−3世紀 90218 卯里欣侍氏寄贈

神人車馬画像鏡 1面 青銅 中国・後漢時代　1−3世紀 90219 卯里欣侍氏寄贈

堆黒屈輪文筆 1本 中国・明時代　15 〜 16世紀 50785a 卯里欣侍氏寄贈

堆朱人物文筆 1本 中国・明時代　16世紀 50785b 卯里欣侍氏寄贈

唐墨 古華軒蔵 1挺 中国・清時代　17−18世紀 60162 卯里欣侍氏寄贈

唐墨 与茶奚必較新陳 2挺 中国・清時代　17−18世紀 60163 卯里欣侍氏寄贈

唐墨 雲来宮闕吟 1挺 中国・清時代　17−18世紀 60164 卯里欣侍氏寄贈

歙州太史硯 1個 中国・明時代　17世紀 60146 卯里欣侍氏寄贈

鼈甲山水人物文合子 1合 中国・明時代　17世紀 60157 卯里欣侍氏寄贈

犀角花樹文杯 1口 中国・清時代　17−18世紀 60158 卯里欣侍氏寄贈

印材 3個 琥珀ほか 中国・清時代　17−18世紀 60155 卯里欣侍氏寄贈

印材 1個 杜陵坑 中国・清時代　17−18世紀 60156 卯里欣侍氏寄贈

紅糸硯 1個 紅糸石 中国・明時代　17世紀 60148 卯里欣侍氏寄贈

筆架 1個 石 中国・清時代　17−18世紀 60149 卯里欣侍氏寄贈

玉斧形墨床 1個 玉 中国・新石器時代か　紀元前35−前22世紀か 60150 卯里欣侍氏寄贈

筆筒 1口 竹 中国・清時代　17−18世紀 60144 卯里欣侍氏寄贈

臂擱 1個 竹 中国・清時代　17−18世紀 60145 卯里欣侍氏寄贈

青磁印花水盂 越州窯 1口 中国・西晋時代　3−4世紀 60167 卯里欣侍氏寄贈

唐墨 来儀 1挺 中国・清時代　17−18世紀 60165 卯里欣侍氏寄贈

色絵文房具 薩摩 1式 江戸時代　18世紀 41282 福島静子氏寄贈

歌仙蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18−19世紀 50714 福島静子氏寄贈

茅屋山水蒔絵硯箱 1合 江戸時代　19世紀 50715 福島静子氏寄贈

鹿秋草蒔絵硯箱 迎田秋悦作 1合 明治時代　19世紀 50717 福島静子氏寄贈

松梅蒔絵短冊箱 1合 江戸時代　18世紀 50711 福島静子氏寄贈

扇面蒔絵手箱 1合 江戸時代　18世紀 50710 福島静子氏寄贈

松橘蒔絵文庫 1合 江戸時代　18世紀 50709 福島静子氏寄贈

七宝梅竹蒔絵沈箱 1合 江戸時代　18世紀 50712 福島静子氏寄贈

殿上人蒔絵香箱 1合 江戸時代　18世紀 50726 福島静子氏寄贈

色絵香炉 薩摩 1口 江戸時代　18−19世紀 41283 福島静子氏寄贈

菊蒔絵香合 1合 江戸時代　18世紀 50726 福島静子氏寄贈

楼閣山水蒔絵伽羅箱 1合 江戸時代　18世紀 50727 福島静子氏寄贈

蒔絵太鼓形香箱 1合 江戸時代　18世紀 50737 福島静子氏寄贈

牡丹蒔絵小箪笥 1基 江戸時代　18世紀 50735 福島静子氏寄贈

螺鈿裂地文小箪笥 1基 江戸時代　18−19世紀 50739 福島静子氏寄贈

指定 作品名 作者・賛者・銘・窯名・出土地等 員数 材質・技法 制作時期 列品番号 備考
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松梅蒔絵香箱 1合 江戸時代　18−19世紀 50728 福島静子氏寄贈

色紙散蒔絵香棚 1基 江戸時代　18−19世紀 50729 福島静子氏寄贈

玉川蒔絵小箪笥 1基 江戸時代　18−19世紀 50736 福島静子氏寄贈

山水蒔絵紙台 1基 江戸時代　18−19世紀 50731 福島静子氏寄贈

山水蒔絵御側箪笥 1基 江戸時代　18−19世紀 50730 福島静子氏寄贈

【展示室6】月見の茶 Moonviewing Tea Ceremony
色絵菊桐文香炉 京都 1口 江戸時代　17世紀 40417

志野輪花形向付 美濃 ５口の内 桃山〜江戸時代　16−17世紀 40984

正法寺椀 10客の内 　 江戸時代　19世紀 50512

○ 拾遺愚草抄 藤原定家筆 １幅 鎌倉時代　13世紀 00069

黄瀬戸獅子耳花生 美濃 １口 江戸時代　17世紀 41277 福島静子氏寄贈

灯籠形釜 １口 鉄 桃山〜江戸時代　16−17世紀 30216

土風炉 宗四郎作 １口 江戸時代　文政10年（1827） 41181

楽山綴目水指 楽山 １口 江戸時代　18−19世紀 40635

瀬戸芋子茶入　銘 有明 瀬戸 １口 室町〜桃山時代　16世紀 40037

玉子手茶碗　銘 小倉 １口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40275

茶杓　共筒 桑山左近作 １本 竹 桃山〜江戸時代　16−17世紀 60038

菊蒔絵香合 １合 室町時代　16世紀 50262

志野秋草文水指 美濃 １口 桃山時代　16世紀 40573

利休瀬戸茶入　銘 一夜 瀬戸 １口 桃山時代　16世紀 40051

奥高麗茶碗 １口 桃山時代　16世紀 40128

茶杓　 千少庵作 １本 竹 桃山〜江戸時代　16−17世紀 60058

高取広口水指 小石原窯 １口 江戸時代　17世紀 40627

秋野蒔絵棗 小島漆壺斎作 １合 江戸時代　18−19世紀 50381

○ 色絵武蔵野茶碗 野々村仁清作 １口 江戸時代　17世紀 40175

銹絵楼閣山水文茶碗 尾形乾山作 １口 江戸時代　17−18世紀 41194 　

小井戸茶碗　銘 秋の山 １口 　 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 41267 秋山順一氏寄贈

三島片口 　 １口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 41214 秋山順一氏寄贈

白磁象嵌菊文徳利 　 １口 朝鮮・高麗時代　12世紀 41199 秋山順一氏寄贈

斑唐津盃 唐津 １口 江戸時代　17世紀 41253 秋山順一氏寄贈

宋胡録盃 　 １口 タイ　15−16世紀 41245 秋山順一氏寄贈

【特別ケース】宝飾時計 Decorated Clock
宝飾時計 機械：C・トンプソン作 1基 イギリス　18世紀 30301

宝飾時計 ジョン・モットラム作 1基 イギリス　18−19世紀 30302

宝飾時計 1基 30305

出品作品はすべて根津美術館蔵です。
寄贈者名のない作品はすべて初代根津嘉一郎蒐集品です。

指定 作品名 作者・賛者・銘・窯名・出土地等 員数 材質・技法 制作時期 列品番号 備考


