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No. 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

出品目録 ・指定の◎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必ずしも一致しません。
・都合により出品作品が変更になることがあります。
・出品作品はすべて根津美術館蔵です。

　小
こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

（1579 ～ 1647）と松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

（1751 ～ 1818）は、江戸

時代を代表する大名茶人です。徳川三代将軍・家光の茶道指南役を

務めた小堀遠州は、茶入の選定や、陶芸の指導を行い、数多くの優

れた茶道具を世に送り出しました。その150年後、江戸時代後期の

松江藩主・松平不昧は、茶道具の大コレクターとして名を馳せ、〈名

物〉の格付けをした功績で知られます。また、不昧は遠州の審美眼

を高く評価し、遠州の選んだ茶入を「中
ちゅう

興
こう

名
めい

物
ぶつ

」と定めました。

　本展では、所蔵品の中から、遠州、不昧ゆかりの茶道具約50件を

箱書などの付属品にいたるまで公開し、「綺麗さび」と称される遠州

の好み、名物を選定した不昧の眼、両茶人の美意識を知っていただ

く機会といたします。

遠州　―小堀遠州が生み出した作品―

1 ◎ 丸壺茶入　銘 相坂 瀬戸 1口 日本・南北朝～室町時代　14−15世紀 40001

2 古銅柑子口花生　銘 三千年 1口 青銅 中国・南宋～元時代　13−14世紀 30157

3
尻膨茶入　銘 青山

［付属］消息
瀬戸
小堀遠州筆

1口
1幅 紙本墨書

日本・室町時代　16世紀
日本・江戸時代　17世紀

40034
　

4 井戸茶碗　銘 忘水 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40215

5
 
 

輪無二重切花生　銘 再来
［付属］再来之偈
［付属］消息

小堀遠州作
江月宗玩筆
小堀遠州筆

1口
1幅
1幅

竹
紙本墨書
紙本墨書

日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀

60021

6 二見手茶入　銘 即色 瀬戸 1口 日本・室町～桃山時代　16世紀 40016

7 ○ 井戸香炉　銘 此世 高麗 1合 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40423

8 ○ 消息 後水尾天皇宸筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00011

9
　

正木手茶入　銘 正木
［付属］消息

瀬戸
小堀遠州筆

1口
1幅 紙本墨書

日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀

40020
　

10 大海茶入　銘 敷島 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40004

11 新兵衛瓢簞茶入　銘 空也 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40056

12 消息 小堀遠州筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00115
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州
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［1579 ～ 1647］

　江戸時代初期の大名茶人。名は政
まさ

一
かず

（正一とも）。号は宗
そう

甫
ほ

、孤
こ

篷
ほう

庵
あん

。
遠
とお

江
とうみの

守
かみ

に任ぜられたため遠州とよばれた。徳川幕府の作事奉行を務め、建築・
造園に才能を発揮した。茶道を古田織部に学ぶ。和歌、書、茶道具の鑑定に優れ、
陶芸も指導した。

松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

［1751 ～ 1818］

　江戸時代後期の大名茶人。出雲（島根県）松江の藩主。名は治
はる

郷
さと

。号は不昧、
宗
そう

納
のう

など。藩政の改革に成功し、数多くの名物茶道具を蒐集。『古
こ

今
こん

名
めい

物
ぶつ

類
るい

聚
じゅう

』
や『瀬

せ

戸
と

陶
とう

器
き

濫
らん

觴
しょう

』を発行し、名物の分類や茶入の研究を行った。
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No. 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

‒23 三宝 1対 50802 -46 湯桶 1口 50830

‒24 菱台 1対 50803 -47 手拭掛 1基 50829

-25 高坏 1対 50804 -48 櫛台 1基 50828

-26 掛盤　一ノ膳 1対 50793 -49 鬢台 1基 50827

-27 掛盤　二ノ膳 1対 50794 -50 紙台 1基 50826

-28 掛盤　三ノ膳 1対 50795 -51 料紙箱 1合 50814

-29 重箱 1基 50799 -52 机 1台 50816

-30 飯器 1揃 50796 -53 文台 1基 50815

-31 湯桶 1基 50797 -54 平卓 1基 50822

-32 通盆 1組 50801 -55 盆栽 桃 1揃 50857

-33 雪洞 1対 50805 -56 菓子箪笥 1棹 50820

-34 銀製燭台 1対 50806 -57 茶碗・茶台 1組 50845

-35 衣桁 1基 50839 -58 茶道具 1組 50847

-36 乱箱 1枚 50835 -59 香棚 1基 50849

-37 化粧道具 11点 50833 -60 巻台 1基 50823

-38 耳盥・輪台 1組 50831 -61 花生 1口 50858

-39 嗽茶碗 1口 50832 -62 三曲　箏 1張 50854    小林礫斎作

-40 鏡建・鏡箱 1揃 50840−50842 -63 三曲　三味線 1丁 50855

-41 楾 1口 50837 -64 三曲　胡弓 1張 50856

-42 角盥 1組 50834 -65 三面盤　将棋盤 1揃 50851

-43 剃刀箱 1合 50838 -66 三面盤　碁盤 1揃 50852

‒44 盆 1枚 50836 -67 三面盤　双六盤 1揃 50853

-45 盥 1口 50830

No. 作品名 員数 列品番号 No. 作品名 員数 列品番号

通し6

通し3

通し1

会期　2013年2月23日（土）〜4月7日（日）
会場　展示室1

No. 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

【展示室6】花見月の茶　Tea for Flower Viewing
1 雨中桜蛙図 浮田一蕙筆 1幅 紙本淡彩 日本・江戸時代　19世紀 10667 植村和堂氏寄贈

2 青磁瓢形降出 龍泉窯 1口 中国・明時代　16世紀 41080

3 赤絵山水花文汲出碗 尾形周平作 3口 日本・江戸時代　19世紀 41144

4 色絵蝶形向付 肥前　 1枚 日本・江戸時代　17世紀 41011

5 輪花形皿 備前 1枚 日本・桃山時代　16世紀 40804 　

6 貫之集切 伝 藤原行成筆 1幅 紙本墨書 日本・平安時代　11世紀 00006

7 広口水指 高取 1口 日本・江戸時代　17世紀 40627

8 阿弥陀堂釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18−19世紀 30271 福島静子氏寄贈

9 小川手茶入　銘 花染 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40013

4 菊折枝小葵鶴蒔絵堤重 1基 日本・明治時代　19−20世紀 50861 竹田恆正氏寄贈

5
菊折枝小葵鶴蒔絵弁当箱・
小葵鶴蒔絵弁当箱

1対 日本・明治時代　19−20世紀 50870 竹田恆正氏寄贈

6 硝子杯 6口 日本・明治時代　19−20世紀 60172 竹田恆正氏寄贈

7 切子栓付瓶 1対 日本・明治時代　19−20世紀 60171 竹田恆正氏寄贈

10 御所丸茶碗 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40183

11 呉州赤絵花文香合 漳州窯 1合 中国・明時代　17世紀 40547

12 茶杓　共筒 木下長囃子作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 60207

13 一重切花生　銘 三井寺 千宗旦作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60013

14 鬼桶水指 信楽 1口 日本・室町時代　16世紀 40607

15 肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40009

16 御本茶碗　銘 吉野 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40205

17 青磁雲鶴文水指 仁阿弥道八作 1口 日本・江戸時代　19世紀 40624

18 黒漆中棗 秀次作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50371

19 彫三島茶碗　銘 九重 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185

20 独楽盆 1枚 木胎漆塗 東南アジア　17世紀 50599

21 色絵桜花文水指 肥前 1口 日本・江戸時代　17世紀 41336

22 芽張柳蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 50380

23 御本半使茶碗　銘 花暦 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40192

【特別ケース】宝飾時計　Decorated Clock
1 宝飾時計 ジョン・モットラム作 1基 イギリス　18−19世紀 30302

2 宝飾時計 機械：C・トンプソン作 1基 イギリス　18世紀 30301

3 宝飾時計 1基 30305



60974061CK - 裏面

13 古染付叭々鳥香合 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　17世紀 40527

14 呉州赤絵狗鈕香炉 漳州窯 1口 中国・明時代　17世紀 40452

遠州から不昧へ　―遠州愛蔵の茶道具のうち、150年の時を経て不昧所蔵となったもの―

15 一重切花生　銘 藤浪 小堀遠州作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60022

16 茶入　銘 大江 膳所 1口 日本・江戸時代　17世紀 40061

17 ◎ 堅手茶碗　銘 長崎 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16−17世紀 40267

18 茶杓　銘 五月雨 小堀遠州作 1本 竹 日本・江戸時代　17世紀 60045

19 青磁花生　銘 夕端山 龍泉窯 1口 中国・明時代　15世紀 40352

20 ○ 獅子香炉 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40408

21 大海茶入　銘 節季 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40003

22 大海茶入　銘 大鳥 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40002

23 ○ 拾遺愚草抄 藤原定家筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00069

24 青磁蓮花文二階香炉 龍泉窯 1口 中国・元時代　14世紀 40440

25 口広手茶入　銘 天筒山 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40022

26 凡手茶入　銘 撰屑 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40021

27 玉柏手茶入　銘 村雨 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40015

28 面取手茶入　銘 染色 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40011

29 古今名物類聚 18冊 紙本墨刷・色刷 日本・江戸時代　18世紀

不昧　―松平不昧が好んだ作品―

30 ◎ 龍巌徳真墨蹟　偈 1幅 紙本墨書 中国・元時代　至順2年（1331） 00058

31 ○ 井戸茶碗　銘 三芳野 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40212

32 ○ 雨漏茶碗　銘 蓑虫 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　15−16世紀 40272

33 耳付花生　銘 寿老人 伊賀 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40309

34 落穂手写茶入 唐津 1口 日本・江戸時代　18−19世紀 40072

35 茶碗　銘 水の子 信楽 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40157

36 珠光青磁茶碗　銘 遅桜 高麗茶碗 1口 中国・南宋時代　13世紀 40297

37 消息 松平不昧筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18−19世紀 00285

38 細水指 備前 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40581

39 鬼熊川茶碗　銘 白桃 高麗茶碗 1口 　 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40234

40 志野茶碗 美濃 1口 日本・桃山時代　16世紀 40142

41 面匣香合 本阿弥空中作 1合 日本・江戸時代　17世紀 40485

42 村雲蒔絵棗 小島漆壺斎作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50386

43 茶碗　銘 大名 萩 1口 日本・江戸時代　17世紀 40161

44 茶碗　銘 小舟 楽山 1口 日本・江戸時代　17世紀 40167

45 綴目水指 楽山 1口 日本・江戸時代　18世紀 40635

46 青磁三閑人蓋置 龍泉窯 1個 中国・明時代　16世紀 41086

47 茶杓　共筒　 佐久間将監作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 60036

48 茶杓　共筒　 伊達吉村作 1本 竹 日本・江戸時代　17−18世紀 60122

49 龍図 伝 牧谿筆 1幅 絹本墨画 中国・南宋～元時代　13世紀 10415

50 銅鑼 1個 黄銅 東南アジア　17−18世紀 30227

同時開催 テーマ展示

【展示室2】大雅と良寛の書　Calligraphy by Ike no Taiga and Ryōkan
1 偈 即非如一筆 1幅 彩箋墨書 日本・江戸時代　17世紀 00522 植村和堂氏寄贈

2 親字 白隠筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 00316 小林中氏寄贈

3 七言絶句 趙陶斎筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　天明3年（1783） 00525 植村和堂氏寄贈

4 飲中八仙歌 池大雅筆 8曲1隻 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 00298 秋山順一氏寄贈

5 一行書 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00290 秋山順一氏寄贈

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

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

8 詩稿 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00294 秋山順一氏寄贈

9 和歌「わがやどは」 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00295 秋山順一氏寄贈

10 俳句「せせらぎの」 山本以南筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00296 秋山順一氏寄贈

11 和歌「よしのやま」 山本由之筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00297 秋山順一氏寄贈

12 和歌「御園ふの」 本居大平筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00618 植村和堂氏寄贈

13 梅花賦 丹羽盤桓子筆 1幅 絹本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00616 植村和堂氏寄贈

14 七言連句 巻菱湖筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00629 植村和堂氏寄贈

15 蔵鋒二大字 頼山陽筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　文政5年（1822） 00317 小林中氏寄贈

16 一行書 頼聿庵筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00642 植村和堂氏寄贈

17 五言絶句 広瀬旭荘筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00535 植村和堂氏寄贈

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

2 四面仏碑像 1基 石造（石灰岩） 中国・北魏時代　6世紀　 20063 ホール

3 如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北魏時代　6世紀 20061 ホール

4 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

5 如来立像 1躯 石造（白大理石） 中国・北斉時代　6世紀 20069 ホール

6 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 ホール

7 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 ホール

8 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 ホール

9 ◎ 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 ホール

10 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 ホール

11 観音菩薩立像 1躯 木造漆箔 日本・飛鳥時代　7世紀 20001 展示室3

12 ◎ 地蔵菩薩立像 1躯 木造彩色 日本・平安時代　久安3年（1147） 20011 展示室3

13 毘沙門天立像 1躯 木造彩色 日本・平安時代　12世紀 20014 展示室3

14 梵鐘 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 青銅鋳製 朝鮮・朝鮮時代　康煕29年（1690） 30136 地階

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

2 饕餮文爵 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90105

3 饕餮文觚 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90102

4 ○ 饕餮文卣 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90086

No. 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 No. 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 No. 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

No. 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

No. 作品名 員数 列品番号 No. 作品名 員数 列品番号

‒1 牛車 1輌 50791 ‒12 挟箱 2棹 50809

‒2 花車 1輌 50792 ‒13 三棚　黒棚 1基 50810・50813

‒3 茶弁当 1荷 50848 ‒14 三棚　厨子棚 1基 50811・50813

‒4 貝桶 1対 50850 ‒15 三棚　書棚 1基 50812・50813

‒5 行器 1対 50843 ‒16 几帳 1対 50817

‒6 銀製銚子 1対 50846 ‒17 御側箪笥 1基 50821

‒7 杯台 1組 50844 ‒18 冠台 1基 50824

‒8 盆栽 松 1組 50859 ‒19 煙草盆 1対 50825

‒9 生花 菊 1組 50860 ‒20 脇息 1対 50819

‒10 箪笥 1棹 50808 ‒21 広蓋 1組 50818

‒11 長持 1棹 50807 ‒22 銀製瓶子 1対 50798

【展示室５】お雛さま－旧竹田宮家寄贈品－　Hina Dolls and Doll Furnishings: The Former Takedanomiya Imperial Family Collection
1 内裏雛 　　　　　　  1対 日本・明治時代　19世紀  70294・70295 竹田恆正氏寄贈

2 御台人形　闘鶏 　　　　　　  1台 日本・明治時代　19世紀  70296 竹田恆正氏寄贈

3 菊唐草文蒔絵雛道具 　　　　　　  1式のうち 日本・明治時代　19世紀  竹田恆正氏寄贈

通し2 通し5 通し4

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

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

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

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

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

10 饕餮文尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90075

11 ◎ 双羊尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90074

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

13 饕餮文方罍 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90081

14 饕餮文瓿 1個 青銅 中国・殷～西周時代　紀元前11世紀 90082

15 ◎ 饕餮文方彜 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前10世紀 90094

16 鳳文方壺 1対 青銅 中国・西周時代　紀元前9世紀 90097・98

17 蟠螭文壺 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前7−6世紀 90099

18 蟠螭文鎛 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前6−5世紀 90120

19 ○ 蟠螭文鑑 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前5世紀 90113

20 ○ 雲文鑑 1個 青銅 中国・戦国時代　紀元前5−4世紀 90112

21 四神十二支文鏡 1面 青銅 中国・隋時代　6世紀 90266 村上英二氏寄贈

22 方格四獣十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 90268 村上英二氏寄贈

23 狻猊十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 30326 卯里欣侍氏寄贈

24 十二支団華文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30059

25 亀鈕八卦十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　9−10世紀 30019



60974061CK - 裏面

13 古染付叭々鳥香合 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　17世紀 40527

14 呉州赤絵狗鈕香炉 漳州窯 1口 中国・明時代　17世紀 40452

遠州から不昧へ　―遠州愛蔵の茶道具のうち、150年の時を経て不昧所蔵となったもの―

15 一重切花生　銘 藤浪 小堀遠州作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60022

16 茶入　銘 大江 膳所 1口 日本・江戸時代　17世紀 40061

17 ◎ 堅手茶碗　銘 長崎 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16−17世紀 40267

18 茶杓　銘 五月雨 小堀遠州作 1本 竹 日本・江戸時代　17世紀 60045

19 青磁花生　銘 夕端山 龍泉窯 1口 中国・明時代　15世紀 40352

20 ○ 獅子香炉 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40408

21 大海茶入　銘 節季 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40003

22 大海茶入　銘 大鳥 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40002

23 ○ 拾遺愚草抄 藤原定家筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00069

24 青磁蓮花文二階香炉 龍泉窯 1口 中国・元時代　14世紀 40440

25 口広手茶入　銘 天筒山 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40022

26 凡手茶入　銘 撰屑 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40021

27 玉柏手茶入　銘 村雨 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40015

28 面取手茶入　銘 染色 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40011

29 古今名物類聚 18冊 紙本墨刷・色刷 日本・江戸時代　18世紀

不昧　―松平不昧が好んだ作品―

30 ◎ 龍巌徳真墨蹟　偈 1幅 紙本墨書 中国・元時代　至順2年（1331） 00058

31 ○ 井戸茶碗　銘 三芳野 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40212

32 ○ 雨漏茶碗　銘 蓑虫 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　15−16世紀 40272

33 耳付花生　銘 寿老人 伊賀 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40309

34 落穂手写茶入 唐津 1口 日本・江戸時代　18−19世紀 40072

35 茶碗　銘 水の子 信楽 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40157

36 珠光青磁茶碗　銘 遅桜 高麗茶碗 1口 中国・南宋時代　13世紀 40297

37 消息 松平不昧筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18−19世紀 00285

38 細水指 備前 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40581

39 鬼熊川茶碗　銘 白桃 高麗茶碗 1口 　 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40234

40 志野茶碗 美濃 1口 日本・桃山時代　16世紀 40142

41 面匣香合 本阿弥空中作 1合 日本・江戸時代　17世紀 40485

42 村雲蒔絵棗 小島漆壺斎作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50386

43 茶碗　銘 大名 萩 1口 日本・江戸時代　17世紀 40161

44 茶碗　銘 小舟 楽山 1口 日本・江戸時代　17世紀 40167

45 綴目水指 楽山 1口 日本・江戸時代　18世紀 40635

46 青磁三閑人蓋置 龍泉窯 1個 中国・明時代　16世紀 41086

47 茶杓　共筒　 佐久間将監作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 60036

48 茶杓　共筒　 伊達吉村作 1本 竹 日本・江戸時代　17−18世紀 60122

49 龍図 伝 牧谿筆 1幅 絹本墨画 中国・南宋～元時代　13世紀 10415

50 銅鑼 1個 黄銅 東南アジア　17−18世紀 30227

同時開催 テーマ展示

【展示室2】大雅と良寛の書　Calligraphy by Ike no Taiga and Ryōkan
1 偈 即非如一筆 1幅 彩箋墨書 日本・江戸時代　17世紀 00522 植村和堂氏寄贈

2 親字 白隠筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 00316 小林中氏寄贈

3 七言絶句 趙陶斎筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　天明3年（1783） 00525 植村和堂氏寄贈

4 飲中八仙歌 池大雅筆 8曲1隻 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 00298 秋山順一氏寄贈

5 一行書 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00290 秋山順一氏寄贈

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

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

8 詩稿 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00294 秋山順一氏寄贈

9 和歌「わがやどは」 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00295 秋山順一氏寄贈

10 俳句「せせらぎの」 山本以南筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00296 秋山順一氏寄贈

11 和歌「よしのやま」 山本由之筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00297 秋山順一氏寄贈

12 和歌「御園ふの」 本居大平筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00618 植村和堂氏寄贈

13 梅花賦 丹羽盤桓子筆 1幅 絹本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00616 植村和堂氏寄贈

14 七言連句 巻菱湖筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00629 植村和堂氏寄贈

15 蔵鋒二大字 頼山陽筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　文政5年（1822） 00317 小林中氏寄贈

16 一行書 頼聿庵筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00642 植村和堂氏寄贈

17 五言絶句 広瀬旭荘筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00535 植村和堂氏寄贈

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

2 四面仏碑像 1基 石造（石灰岩） 中国・北魏時代　6世紀　 20063 ホール

3 如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北魏時代　6世紀 20061 ホール

4 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

5 如来立像 1躯 石造（白大理石） 中国・北斉時代　6世紀 20069 ホール

6 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 ホール

7 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 ホール

8 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 ホール

9 ◎ 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 ホール

10 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 ホール

11 観音菩薩立像 1躯 木造漆箔 日本・飛鳥時代　7世紀 20001 展示室3

12 ◎ 地蔵菩薩立像 1躯 木造彩色 日本・平安時代　久安3年（1147） 20011 展示室3

13 毘沙門天立像 1躯 木造彩色 日本・平安時代　12世紀 20014 展示室3

14 梵鐘 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 青銅鋳製 朝鮮・朝鮮時代　康煕29年（1690） 30136 地階

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

2 饕餮文爵 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90105

3 饕餮文觚 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90102

4 ○ 饕餮文卣 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90086

No. 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 No. 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 No. 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

No. 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

No. 作品名 員数 列品番号 No. 作品名 員数 列品番号

‒1 牛車 1輌 50791 ‒12 挟箱 2棹 50809

‒2 花車 1輌 50792 ‒13 三棚　黒棚 1基 50810・50813

‒3 茶弁当 1荷 50848 ‒14 三棚　厨子棚 1基 50811・50813

‒4 貝桶 1対 50850 ‒15 三棚　書棚 1基 50812・50813

‒5 行器 1対 50843 ‒16 几帳 1対 50817

‒6 銀製銚子 1対 50846 ‒17 御側箪笥 1基 50821

‒7 杯台 1組 50844 ‒18 冠台 1基 50824

‒8 盆栽 松 1組 50859 ‒19 煙草盆 1対 50825

‒9 生花 菊 1組 50860 ‒20 脇息 1対 50819

‒10 箪笥 1棹 50808 ‒21 広蓋 1組 50818

‒11 長持 1棹 50807 ‒22 銀製瓶子 1対 50798

【展示室５】お雛さま－旧竹田宮家寄贈品－　Hina Dolls and Doll Furnishings: The Former Takedanomiya Imperial Family Collection
1 内裏雛 　　　　　　  1対 日本・明治時代　19世紀  70294・70295 竹田恆正氏寄贈

2 御台人形　闘鶏 　　　　　　  1台 日本・明治時代　19世紀  70296 竹田恆正氏寄贈

3 菊唐草文蒔絵雛道具 　　　　　　  1式のうち 日本・明治時代　19世紀  竹田恆正氏寄贈

通し2 通し5 通し4

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

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

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

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

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

10 饕餮文尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90075

11 ◎ 双羊尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90074

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

13 饕餮文方罍 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90081

14 饕餮文瓿 1個 青銅 中国・殷～西周時代　紀元前11世紀 90082

15 ◎ 饕餮文方彜 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前10世紀 90094

16 鳳文方壺 1対 青銅 中国・西周時代　紀元前9世紀 90097・98

17 蟠螭文壺 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前7−6世紀 90099

18 蟠螭文鎛 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前6−5世紀 90120

19 ○ 蟠螭文鑑 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前5世紀 90113

20 ○ 雲文鑑 1個 青銅 中国・戦国時代　紀元前5−4世紀 90112

21 四神十二支文鏡 1面 青銅 中国・隋時代　6世紀 90266 村上英二氏寄贈

22 方格四獣十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 90268 村上英二氏寄贈

23 狻猊十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 30326 卯里欣侍氏寄贈

24 十二支団華文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30059

25 亀鈕八卦十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　9−10世紀 30019
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13 古染付叭々鳥香合 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　17世紀 40527

14 呉州赤絵狗鈕香炉 漳州窯 1口 中国・明時代　17世紀 40452

遠州から不昧へ　―遠州愛蔵の茶道具のうち、150年の時を経て不昧所蔵となったもの―

15 一重切花生　銘 藤浪 小堀遠州作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60022

16 茶入　銘 大江 膳所 1口 日本・江戸時代　17世紀 40061

17 ◎ 堅手茶碗　銘 長崎 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16−17世紀 40267

18 茶杓　銘 五月雨 小堀遠州作 1本 竹 日本・江戸時代　17世紀 60045

19 青磁花生　銘 夕端山 龍泉窯 1口 中国・明時代　15世紀 40352

20 ○ 獅子香炉 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40408

21 大海茶入　銘 節季 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40003

22 大海茶入　銘 大鳥 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40002

23 ○ 拾遺愚草抄 藤原定家筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00069

24 青磁蓮花文二階香炉 龍泉窯 1口 中国・元時代　14世紀 40440

25 口広手茶入　銘 天筒山 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40022

26 凡手茶入　銘 撰屑 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40021

27 玉柏手茶入　銘 村雨 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40015

28 面取手茶入　銘 染色 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40011

29 古今名物類聚 18冊 紙本墨刷・色刷 日本・江戸時代　18世紀

不昧　―松平不昧が好んだ作品―

30 ◎ 龍巌徳真墨蹟　偈 1幅 紙本墨書 中国・元時代　至順2年（1331） 00058

31 ○ 井戸茶碗　銘 三芳野 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40212

32 ○ 雨漏茶碗　銘 蓑虫 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　15−16世紀 40272

33 耳付花生　銘 寿老人 伊賀 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40309

34 落穂手写茶入 唐津 1口 日本・江戸時代　18−19世紀 40072

35 茶碗　銘 水の子 信楽 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40157

36 珠光青磁茶碗　銘 遅桜 高麗茶碗 1口 中国・南宋時代　13世紀 40297

37 消息 松平不昧筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18−19世紀 00285

38 細水指 備前 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40581

39 鬼熊川茶碗　銘 白桃 高麗茶碗 1口 　 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40234

40 志野茶碗 美濃 1口 日本・桃山時代　16世紀 40142

41 面匣香合 本阿弥空中作 1合 日本・江戸時代　17世紀 40485

42 村雲蒔絵棗 小島漆壺斎作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50386

43 茶碗　銘 大名 萩 1口 日本・江戸時代　17世紀 40161

44 茶碗　銘 小舟 楽山 1口 日本・江戸時代　17世紀 40167

45 綴目水指 楽山 1口 日本・江戸時代　18世紀 40635

46 青磁三閑人蓋置 龍泉窯 1個 中国・明時代　16世紀 41086

47 茶杓　共筒　 佐久間将監作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 60036

48 茶杓　共筒　 伊達吉村作 1本 竹 日本・江戸時代　17−18世紀 60122

49 龍図 伝 牧谿筆 1幅 絹本墨画 中国・南宋～元時代　13世紀 10415

50 銅鑼 1個 黄銅 東南アジア　17−18世紀 30227

同時開催 テーマ展示

【展示室2】大雅と良寛の書　Calligraphy by Ike no Taiga and Ryōkan
1 偈 即非如一筆 1幅 彩箋墨書 日本・江戸時代　17世紀 00522 植村和堂氏寄贈

2 親字 白隠筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 00316 小林中氏寄贈

3 七言絶句 趙陶斎筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　天明3年（1783） 00525 植村和堂氏寄贈

4 飲中八仙歌 池大雅筆 8曲1隻 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 00298 秋山順一氏寄贈

5 一行書 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00290 秋山順一氏寄贈

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

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

8 詩稿 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00294 秋山順一氏寄贈

9 和歌「わがやどは」 良寛筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00295 秋山順一氏寄贈

10 俳句「せせらぎの」 山本以南筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00296 秋山順一氏寄贈

11 和歌「よしのやま」 山本由之筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00297 秋山順一氏寄贈

12 和歌「御園ふの」 本居大平筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00618 植村和堂氏寄贈

13 梅花賦 丹羽盤桓子筆 1幅 絹本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00616 植村和堂氏寄贈

14 七言連句 巻菱湖筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00629 植村和堂氏寄贈

15 蔵鋒二大字 頼山陽筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　文政5年（1822） 00317 小林中氏寄贈

16 一行書 頼聿庵筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00642 植村和堂氏寄贈

17 五言絶句 広瀬旭荘筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　19世紀 00535 植村和堂氏寄贈

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

2 四面仏碑像 1基 石造（石灰岩） 中国・北魏時代　6世紀　 20063 ホール

3 如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北魏時代　6世紀 20061 ホール

4 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

5 如来立像 1躯 石造（白大理石） 中国・北斉時代　6世紀 20069 ホール

6 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 ホール

7 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 ホール

8 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 ホール

9 ◎ 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 ホール

10 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 ホール

11 観音菩薩立像 1躯 木造漆箔 日本・飛鳥時代　7世紀 20001 展示室3

12 ◎ 地蔵菩薩立像 1躯 木造彩色 日本・平安時代　久安3年（1147） 20011 展示室3

13 毘沙門天立像 1躯 木造彩色 日本・平安時代　12世紀 20014 展示室3

14 梵鐘 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 青銅鋳製 朝鮮・朝鮮時代　康煕29年（1690） 30136 地階

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

2 饕餮文爵 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90105

3 饕餮文觚 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90102

4 ○ 饕餮文卣 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90086

No. 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 No. 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 No. 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

No. 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

No. 作品名 員数 列品番号 No. 作品名 員数 列品番号

‒1 牛車 1輌 50791 ‒12 挟箱 2棹 50809

‒2 花車 1輌 50792 ‒13 三棚　黒棚 1基 50810・50813

‒3 茶弁当 1荷 50848 ‒14 三棚　厨子棚 1基 50811・50813

‒4 貝桶 1対 50850 ‒15 三棚　書棚 1基 50812・50813

‒5 行器 1対 50843 ‒16 几帳 1対 50817

‒6 銀製銚子 1対 50846 ‒17 御側箪笥 1基 50821

‒7 杯台 1組 50844 ‒18 冠台 1基 50824

‒8 盆栽 松 1組 50859 ‒19 煙草盆 1対 50825

‒9 生花 菊 1組 50860 ‒20 脇息 1対 50819

‒10 箪笥 1棹 50808 ‒21 広蓋 1組 50818

‒11 長持 1棹 50807 ‒22 銀製瓶子 1対 50798

【展示室５】お雛さま－旧竹田宮家寄贈品－　Hina Dolls and Doll Furnishings: The Former Takedanomiya Imperial Family Collection
1 内裏雛 　　　　　　  1対 日本・明治時代　19世紀  70294・70295 竹田恆正氏寄贈

2 御台人形　闘鶏 　　　　　　  1台 日本・明治時代　19世紀  70296 竹田恆正氏寄贈

3 菊唐草文蒔絵雛道具 　　　　　　  1式のうち 日本・明治時代　19世紀  竹田恆正氏寄贈

通し2 通し5 通し4

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

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

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

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

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

10 饕餮文尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90075

11 ◎ 双羊尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90074

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

13 饕餮文方罍 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90081

14 饕餮文瓿 1個 青銅 中国・殷～西周時代　紀元前11世紀 90082

15 ◎ 饕餮文方彜 1個 青銅 中国・西周時代　紀元前10世紀 90094

16 鳳文方壺 1対 青銅 中国・西周時代　紀元前9世紀 90097・98

17 蟠螭文壺 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前7−6世紀 90099

18 蟠螭文鎛 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前6−5世紀 90120

19 ○ 蟠螭文鑑 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前5世紀 90113

20 ○ 雲文鑑 1個 青銅 中国・戦国時代　紀元前5−4世紀 90112

21 四神十二支文鏡 1面 青銅 中国・隋時代　6世紀 90266 村上英二氏寄贈

22 方格四獣十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 90268 村上英二氏寄贈

23 狻猊十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 30326 卯里欣侍氏寄贈

24 十二支団華文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30059

25 亀鈕八卦十二支文鏡 1面 青銅 中国・唐時代　9−10世紀 30019
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No. 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

出品目録 ・指定の◎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必ずしも一致しません。
・都合により出品作品が変更になることがあります。
・出品作品はすべて根津美術館蔵です。

　小
こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

（1579 ～ 1647）と松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

（1751 ～ 1818）は、江戸

時代を代表する大名茶人です。徳川三代将軍・家光の茶道指南役を

務めた小堀遠州は、茶入の選定や、陶芸の指導を行い、数多くの優

れた茶道具を世に送り出しました。その150年後、江戸時代後期の

松江藩主・松平不昧は、茶道具の大コレクターとして名を馳せ、〈名

物〉の格付けをした功績で知られます。また、不昧は遠州の審美眼

を高く評価し、遠州の選んだ茶入を「中
ちゅう

興
こう

名
めい

物
ぶつ

」と定めました。

　本展では、所蔵品の中から、遠州、不昧ゆかりの茶道具約50件を

箱書などの付属品にいたるまで公開し、「綺麗さび」と称される遠州

の好み、名物を選定した不昧の眼、両茶人の美意識を知っていただ

く機会といたします。

遠州　―小堀遠州が生み出した作品―

1 ◎ 丸壺茶入　銘 相坂 瀬戸 1口 日本・南北朝～室町時代　14−15世紀 40001

2 古銅柑子口花生　銘 三千年 1口 青銅 中国・南宋～元時代　13−14世紀 30157

3
尻膨茶入　銘 青山

［付属］消息
瀬戸
小堀遠州筆

1口
1幅 紙本墨書

日本・室町時代　16世紀
日本・江戸時代　17世紀

40034
　

4 井戸茶碗　銘 忘水 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40215

5
 
 

輪無二重切花生　銘 再来
［付属］再来之偈
［付属］消息

小堀遠州作
江月宗玩筆
小堀遠州筆

1口
1幅
1幅

竹
紙本墨書
紙本墨書

日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀

60021

6 二見手茶入　銘 即色 瀬戸 1口 日本・室町～桃山時代　16世紀 40016

7 ○ 井戸香炉　銘 此世 高麗 1合 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40423

8 ○ 消息 後水尾天皇宸筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00011

9
　

正木手茶入　銘 正木
［付属］消息

瀬戸
小堀遠州筆

1口
1幅 紙本墨書

日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀

40020
　

10 大海茶入　銘 敷島 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40004

11 新兵衛瓢簞茶入　銘 空也 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40056

12 消息 小堀遠州筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00115

小
こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

［1579 ～ 1647］

　江戸時代初期の大名茶人。名は政
まさ

一
かず

（正一とも）。号は宗
そう

甫
ほ

、孤
こ

篷
ほう

庵
あん

。
遠
とお

江
とうみの

守
かみ

に任ぜられたため遠州とよばれた。徳川幕府の作事奉行を務め、建築・
造園に才能を発揮した。茶道を古田織部に学ぶ。和歌、書、茶道具の鑑定に優れ、
陶芸も指導した。

松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

［1751 ～ 1818］

　江戸時代後期の大名茶人。出雲（島根県）松江の藩主。名は治
はる

郷
さと

。号は不昧、
宗
そう

納
のう

など。藩政の改革に成功し、数多くの名物茶道具を蒐集。『古
こ

今
こん

名
めい

物
ぶつ

類
るい

聚
じゅう

』
や『瀬

せ

戸
と

陶
とう

器
き

濫
らん

觴
しょう

』を発行し、名物の分類や茶入の研究を行った。

〒107-0062　東京都港区南青山6丁目5番1号　TEL 03（3400）2536  ホームページ http://www.nezu-muse.or.jp
 webアプリ    http://www.nezu-muse-app.jp（携帯）

No. 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

‒23 三宝 1対 50802 -46 湯桶 1口 50830

‒24 菱台 1対 50803 -47 手拭掛 1基 50829

-25 高坏 1対 50804 -48 櫛台 1基 50828

-26 掛盤　一ノ膳 1対 50793 -49 鬢台 1基 50827

-27 掛盤　二ノ膳 1対 50794 -50 紙台 1基 50826

-28 掛盤　三ノ膳 1対 50795 -51 料紙箱 1合 50814

-29 重箱 1基 50799 -52 机 1台 50816

-30 飯器 1揃 50796 -53 文台 1基 50815

-31 湯桶 1基 50797 -54 平卓 1基 50822

-32 通盆 1組 50801 -55 盆栽 桃 1揃 50857

-33 雪洞 1対 50805 -56 菓子箪笥 1棹 50820

-34 銀製燭台 1対 50806 -57 茶碗・茶台 1組 50845

-35 衣桁 1基 50839 -58 茶道具 1組 50847

-36 乱箱 1枚 50835 -59 香棚 1基 50849

-37 化粧道具 11点 50833 -60 巻台 1基 50823

-38 耳盥・輪台 1組 50831 -61 花生 1口 50858

-39 嗽茶碗 1口 50832 -62 三曲　箏 1張 50854    小林礫斎作

-40 鏡建・鏡箱 1揃 50840−50842 -63 三曲　三味線 1丁 50855

-41 楾 1口 50837 -64 三曲　胡弓 1張 50856

-42 角盥 1組 50834 -65 三面盤　将棋盤 1揃 50851

-43 剃刀箱 1合 50838 -66 三面盤　碁盤 1揃 50852

‒44 盆 1枚 50836 -67 三面盤　双六盤 1揃 50853

-45 盥 1口 50830

No. 作品名 員数 列品番号 No. 作品名 員数 列品番号

通し6

通し3

通し1

会期　2013年2月23日（土）〜4月7日（日）
会場　展示室1

No. 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

【展示室6】花見月の茶　Tea for Flower Viewing
1 雨中桜蛙図 浮田一蕙筆 1幅 紙本淡彩 日本・江戸時代　19世紀 10667 植村和堂氏寄贈

2 青磁瓢形降出 龍泉窯 1口 中国・明時代　16世紀 41080

3 赤絵山水花文汲出碗 尾形周平作 3口 日本・江戸時代　19世紀 41144

4 色絵蝶形向付 肥前　 1枚 日本・江戸時代　17世紀 41011

5 輪花形皿 備前 1枚 日本・桃山時代　16世紀 40804 　

6 貫之集切 伝 藤原行成筆 1幅 紙本墨書 日本・平安時代　11世紀 00006

7 広口水指 高取 1口 日本・江戸時代　17世紀 40627

8 阿弥陀堂釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18−19世紀 30271 福島静子氏寄贈

9 小川手茶入　銘 花染 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40013

4 菊折枝小葵鶴蒔絵堤重 1基 日本・明治時代　19−20世紀 50861 竹田恆正氏寄贈

5
菊折枝小葵鶴蒔絵弁当箱・
小葵鶴蒔絵弁当箱

1対 日本・明治時代　19−20世紀 50870 竹田恆正氏寄贈

6 硝子杯 6口 日本・明治時代　19−20世紀 60172 竹田恆正氏寄贈

7 切子栓付瓶 1対 日本・明治時代　19−20世紀 60171 竹田恆正氏寄贈

10 御所丸茶碗 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40183

11 呉州赤絵花文香合 漳州窯 1合 中国・明時代　17世紀 40547

12 茶杓　共筒 木下長囃子作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 60207

13 一重切花生　銘 三井寺 千宗旦作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60013

14 鬼桶水指 信楽 1口 日本・室町時代　16世紀 40607

15 肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40009

16 御本茶碗　銘 吉野 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40205

17 青磁雲鶴文水指 仁阿弥道八作 1口 日本・江戸時代　19世紀 40624

18 黒漆中棗 秀次作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50371

19 彫三島茶碗　銘 九重 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185

20 独楽盆 1枚 木胎漆塗 東南アジア　17世紀 50599

21 色絵桜花文水指 肥前 1口 日本・江戸時代　17世紀 41336

22 芽張柳蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 50380

23 御本半使茶碗　銘 花暦 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40192

【特別ケース】宝飾時計　Decorated Clock
1 宝飾時計 ジョン・モットラム作 1基 イギリス　18−19世紀 30302

2 宝飾時計 機械：C・トンプソン作 1基 イギリス　18世紀 30301

3 宝飾時計 1基 30305



60974061CK - 表面

No. 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

出品目録 ・指定の◎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必ずしも一致しません。
・都合により出品作品が変更になることがあります。
・出品作品はすべて根津美術館蔵です。

　小
こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

（1579 ～ 1647）と松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

（1751 ～ 1818）は、江戸

時代を代表する大名茶人です。徳川三代将軍・家光の茶道指南役を

務めた小堀遠州は、茶入の選定や、陶芸の指導を行い、数多くの優

れた茶道具を世に送り出しました。その150年後、江戸時代後期の

松江藩主・松平不昧は、茶道具の大コレクターとして名を馳せ、〈名

物〉の格付けをした功績で知られます。また、不昧は遠州の審美眼

を高く評価し、遠州の選んだ茶入を「中
ちゅう

興
こう

名
めい

物
ぶつ

」と定めました。

　本展では、所蔵品の中から、遠州、不昧ゆかりの茶道具約50件を

箱書などの付属品にいたるまで公開し、「綺麗さび」と称される遠州

の好み、名物を選定した不昧の眼、両茶人の美意識を知っていただ

く機会といたします。

遠州　―小堀遠州が生み出した作品―

1 ◎ 丸壺茶入　銘 相坂 瀬戸 1口 日本・南北朝～室町時代　14−15世紀 40001

2 古銅柑子口花生　銘 三千年 1口 青銅 中国・南宋～元時代　13−14世紀 30157

3
尻膨茶入　銘 青山

［付属］消息
瀬戸
小堀遠州筆

1口
1幅 紙本墨書

日本・室町時代　16世紀
日本・江戸時代　17世紀

40034
　

4 井戸茶碗　銘 忘水 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40215

5
 
 

輪無二重切花生　銘 再来
［付属］再来之偈
［付属］消息

小堀遠州作
江月宗玩筆
小堀遠州筆

1口
1幅
1幅

竹
紙本墨書
紙本墨書

日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀

60021

6 二見手茶入　銘 即色 瀬戸 1口 日本・室町～桃山時代　16世紀 40016

7 ○ 井戸香炉　銘 此世 高麗 1合 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40423

8 ○ 消息 後水尾天皇宸筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00011

9
　

正木手茶入　銘 正木
［付属］消息

瀬戸
小堀遠州筆

1口
1幅 紙本墨書

日本・江戸時代　17世紀
日本・江戸時代　17世紀

40020
　

10 大海茶入　銘 敷島 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40004

11 新兵衛瓢簞茶入　銘 空也 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40056

12 消息 小堀遠州筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00115

小
こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

［1579 ～ 1647］

　江戸時代初期の大名茶人。名は政
まさ

一
かず

（正一とも）。号は宗
そう

甫
ほ

、孤
こ

篷
ほう

庵
あん

。
遠
とお

江
とうみの

守
かみ

に任ぜられたため遠州とよばれた。徳川幕府の作事奉行を務め、建築・
造園に才能を発揮した。茶道を古田織部に学ぶ。和歌、書、茶道具の鑑定に優れ、
陶芸も指導した。

松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

［1751 ～ 1818］

　江戸時代後期の大名茶人。出雲（島根県）松江の藩主。名は治
はる

郷
さと

。号は不昧、
宗
そう

納
のう

など。藩政の改革に成功し、数多くの名物茶道具を蒐集。『古
こ

今
こん

名
めい

物
ぶつ

類
るい

聚
じゅう

』
や『瀬

せ

戸
と

陶
とう

器
き

濫
らん

觴
しょう

』を発行し、名物の分類や茶入の研究を行った。

〒107-0062　東京都港区南青山6丁目5番1号　TEL 03（3400）2536  ホームページ http://www.nezu-muse.or.jp
 webアプリ    http://www.nezu-muse-app.jp（携帯）

No. 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

‒23 三宝 1対 50802 -46 湯桶 1口 50830

‒24 菱台 1対 50803 -47 手拭掛 1基 50829

-25 高坏 1対 50804 -48 櫛台 1基 50828

-26 掛盤　一ノ膳 1対 50793 -49 鬢台 1基 50827

-27 掛盤　二ノ膳 1対 50794 -50 紙台 1基 50826

-28 掛盤　三ノ膳 1対 50795 -51 料紙箱 1合 50814

-29 重箱 1基 50799 -52 机 1台 50816

-30 飯器 1揃 50796 -53 文台 1基 50815

-31 湯桶 1基 50797 -54 平卓 1基 50822

-32 通盆 1組 50801 -55 盆栽 桃 1揃 50857

-33 雪洞 1対 50805 -56 菓子箪笥 1棹 50820

-34 銀製燭台 1対 50806 -57 茶碗・茶台 1組 50845

-35 衣桁 1基 50839 -58 茶道具 1組 50847

-36 乱箱 1枚 50835 -59 香棚 1基 50849

-37 化粧道具 11点 50833 -60 巻台 1基 50823

-38 耳盥・輪台 1組 50831 -61 花生 1口 50858

-39 嗽茶碗 1口 50832 -62 三曲　箏 1張 50854    小林礫斎作

-40 鏡建・鏡箱 1揃 50840−50842 -63 三曲　三味線 1丁 50855

-41 楾 1口 50837 -64 三曲　胡弓 1張 50856

-42 角盥 1組 50834 -65 三面盤　将棋盤 1揃 50851

-43 剃刀箱 1合 50838 -66 三面盤　碁盤 1揃 50852

‒44 盆 1枚 50836 -67 三面盤　双六盤 1揃 50853

-45 盥 1口 50830

No. 作品名 員数 列品番号 No. 作品名 員数 列品番号

通し6

通し3

通し1

会期　2013年2月23日（土）〜4月7日（日）
会場　展示室1

No. 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

【展示室6】花見月の茶　Tea for Flower Viewing
1 雨中桜蛙図 浮田一蕙筆 1幅 紙本淡彩 日本・江戸時代　19世紀 10667 植村和堂氏寄贈

2 青磁瓢形降出 龍泉窯 1口 中国・明時代　16世紀 41080

3 赤絵山水花文汲出碗 尾形周平作 3口 日本・江戸時代　19世紀 41144

4 色絵蝶形向付 肥前　 1枚 日本・江戸時代　17世紀 41011

5 輪花形皿 備前 1枚 日本・桃山時代　16世紀 40804 　

6 貫之集切 伝 藤原行成筆 1幅 紙本墨書 日本・平安時代　11世紀 00006

7 広口水指 高取 1口 日本・江戸時代　17世紀 40627

8 阿弥陀堂釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18−19世紀 30271 福島静子氏寄贈

9 小川手茶入　銘 花染 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40013

4 菊折枝小葵鶴蒔絵堤重 1基 日本・明治時代　19−20世紀 50861 竹田恆正氏寄贈

5
菊折枝小葵鶴蒔絵弁当箱・
小葵鶴蒔絵弁当箱

1対 日本・明治時代　19−20世紀 50870 竹田恆正氏寄贈

6 硝子杯 6口 日本・明治時代　19−20世紀 60172 竹田恆正氏寄贈

7 切子栓付瓶 1対 日本・明治時代　19−20世紀 60171 竹田恆正氏寄贈

10 御所丸茶碗 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40183

11 呉州赤絵花文香合 漳州窯 1合 中国・明時代　17世紀 40547

12 茶杓　共筒 木下長囃子作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 60207

13 一重切花生　銘 三井寺 千宗旦作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60013

14 鬼桶水指 信楽 1口 日本・室町時代　16世紀 40607

15 肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40009

16 御本茶碗　銘 吉野 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40205

17 青磁雲鶴文水指 仁阿弥道八作 1口 日本・江戸時代　19世紀 40624

18 黒漆中棗 秀次作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50371

19 彫三島茶碗　銘 九重 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185

20 独楽盆 1枚 木胎漆塗 東南アジア　17世紀 50599

21 色絵桜花文水指 肥前 1口 日本・江戸時代　17世紀 41336

22 芽張柳蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 50380

23 御本半使茶碗　銘 花暦 高麗茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40192

【特別ケース】宝飾時計　Decorated Clock
1 宝飾時計 ジョン・モットラム作 1基 イギリス　18−19世紀 30302

2 宝飾時計 機械：C・トンプソン作 1基 イギリス　18世紀 30301

3 宝飾時計 1基 30305


