
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。
・会期中に前期（11月16日～12月1日）・後期（12月3日～12月23日）で

展示替えがあります。

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 所蔵者 展示替え

【展示室1・2】

一、プロローグ　～如心斎と不白～

【如心斎天然宗左（1705 ～ 51）】
1 如心斎道号「天然」 大龍宗丈筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 表千家不審菴蔵

2 如心斎像 山内惟長筆・川上不白賛 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵

3 赤樂茶碗　銘 菊座 如心斎作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 樂美術館蔵

4 黒樂茶碗　銘 焼霜 如心斎作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

【孤峰川上不白（1719 ～ 1807）】
5 不白道号「孤峰」 大龍宗丈筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵

6 不白像　 狩野美信筆・川上不白賛 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　安永8年（1779） 江戸千家　川上宗雪氏蔵

7 赤樂茶碗　銘 粟津 川上不白作　 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上不白氏蔵

8 赤黒一双茶碗 川上不白作　 2口 施釉陶器 日本・江戸時代　文化2年（1805） 個人蔵

二、如心斎から不白へ

【如心斎のもとでの修行】
9 語　老来無力且坐喫茶 如心斎筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 三井記念美術館蔵

10 茶杓　共筒　銘 梅衣 如心斎作　 1本 竹 日本・江戸時代　18世紀 三井記念美術館蔵

11 萩茶碗　銘 トリノコシ 萩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 三井記念美術館蔵

12 茶会記「寛保三癸亥年九月　会附帳」 如心斎筆 1冊 紙本墨書
日本・江戸時代　
寛保3年～延享元年（1743 ～ 44）

表千家不審菴蔵 前後期で頁替え

13 赤樂手付水指　銘 冬瓜 樂長入作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上不白氏蔵

【独立への道】
14 不白安名「宗雪」 如心斎筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　元文5年（1740） 江戸千家　川上宗雪氏蔵

15 茶湯正脈 如心斎筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　延享2年（1745） 江戸千家　川上宗雪氏蔵
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16 信楽茶入　銘 五郎丸 信楽 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵

17 茶杓　共筒　銘 客僧 如心斎作 1本 竹 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵

18 黒樂茶碗　紙屋黒 長次郎作 1口 施釉陶器 日本・桃山時代　16世紀 静嘉堂文庫美術館蔵

【利休遺偈】
19 書状　又玄斎一燈宗室宛 上田小平治（正興）筆 1通 紙本墨書 日本・江戸時代　寛延3年（1750） 表千家不審菴蔵

20 書状　如心斎宛 上田文右衛門（昌勝）筆 1通 紙本墨書 日本・江戸時代　寛延3年（1750） 表千家不審菴蔵

21 書状　如心斎宛 上田喜平次（忠安）筆 1通 紙本墨書 日本・江戸時代　寛延3年（1750） 表千家不審菴蔵

22 書状　如心斎宛 上田小平次（正興）筆 1通 紙本墨書 日本・江戸時代　寛延4年（1751） 表千家不審菴蔵

23 嶋台茶碗 如心斎作 2口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上不白氏蔵

三、不白の茶の道－江戸での活躍－

【茶のよりどころ】
24 如心斎円相 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 江戸千家　川上不白氏蔵

25 七事式之偈頌 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上不白氏蔵

26 不白筆記 川上不白筆 1冊 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 堀内長生庵蔵 前後期で頁替え

27 常　茶道訓 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　明和8年（1771） 個人蔵

【俳人・不白】
28 不白翁句集 雪太郎三鴼撰 1冊 紙本木版 日本・江戸時代　寛政10年（1798） 東京大学総合図書館蔵 前後期で頁替え

29 不白翁句集（増補版） 雪太郎三鴼撰 1冊 紙本木版 日本・江戸時代　文化5年（1808） 東京大学総合図書館蔵 前後期で頁替え

30 茶杓　共筒　銘 尋牛 川上不白作 1本 竹 日本・江戸時代　享和元年（1801） 個人蔵

【東海寺琳光院勧進茶会】
31 利休遺偈 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

32 薩摩茶入　銘 末松山 薩摩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 個人蔵

33 茶杓　共筒 常修院宮作 1本 竹 日本・江戸時代　17世紀 個人蔵

34 奥高麗茶碗　銘 芙蓉 唐津 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 個人蔵

35 書状　朽木昌綱宛 松平不昧筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵

【名品に出会う】

36 茶会記「孤峰不白京都会附」 1冊 紙本墨書 日本・江戸時代　文化2年（1805）書写
矢掛脇本陣高草家住宅保
存会 「高草文庫」蔵

前後期で頁替え

37 ◉ 清拙正澄墨蹟　遺偈 1幅 紙本墨書 日本・南北朝時代　暦応二年（1339） 常盤山文庫蔵

38 ◎ 熊野類懐紙 飛鳥井雅経筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　12 ～ 13世紀 根津美術館蔵

39 ◎ 花白河蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 根津美術館蔵

【不白の道具観】

40 呂宋壺　銘 大黒 福建省系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16 ～ 17世紀 個人蔵
11/16,
11/19～12/23に展示

41 塩笥茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 個人蔵

42 御本茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 大松美術館蔵

43 唐津水指　銘 初霜 唐津 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 静嘉堂文庫美術館蔵

四、不白流の広がり

【不白の門人たち】
44 茶人家譜 1冊 紙本墨書 日本・江戸時代　文政11年（1828）書写 江戸千家　川上不白氏蔵

45 東都茶人大相撲 1幅 紙本木版 日本・江戸時代　嘉永4年（1851） 個人蔵

【盛岡藩南部家】
46 誓約 南部利雄筆 1通 紙本墨書 日本・江戸時代　安永2年（1773） 岩手・宝珠盛岡山永福寺蔵

47 呂宋壺　銘 翁 福建省系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16 ～ 17世紀 江戸千家　川上不白氏蔵

【忍藩阿部家】
48 茶杓　不白筒 甫竹作 1本 竹 日本・桃山時代　16世紀 小峰城歴史館蔵

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 所蔵者 展示替え



49 鶴絵棗　竹組内金茶籠入 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 小峰城歴史館蔵

【岡山藩池田家】
50 池田治政像 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 林原美術館蔵

51 池田治政日次記 2冊 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 岡山大学附属図書館蔵
前期：安永九年本
後期：天明元年本

52 置竹花入　銘 白瀧 池田治政作 1口 竹 日本・江戸時代　18世紀 林原美術館蔵 後期展示

53 一重切竹花入　銘 獅子舞 池田治政作 1口 竹 日本・江戸時代　18世紀 林原美術館蔵 前期展示

【長州藩毛利家】
54 竹花入　銘 廓子儀　 川上不白作 1口 竹 日本・江戸時代　寛政4年（1792） 毛利博物館蔵

55 萩茶碗 萩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 毛利博物館蔵

56 乙御前釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18世紀 毛利博物館蔵

57 蓋置一双 川上不白作 2個 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 毛利博物館蔵

【土佐藩山内家】
58 一行書　無心雲自閑 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 高知県立高知城歴史博物館蔵

59 茶杓　共筒　銘 大黒 川上不白作 1本 竹 日本・江戸時代　18世紀 高知県立高知城歴史博物館蔵

五、不白の創った道具

【好み物】
60 不白好道具寸法絵図 1冊 紙本墨書 日本・江戸時代　嘉永6年（1853）書写 三井文庫蔵 前後期で頁替え

61 鶏頭花図 伝 銭選筆 1幅 紙本着色 中国・明時代　15 ～ 16世紀 京都・本法寺蔵　

62 鶏頭蒔絵棗 塩見小兵衛作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

63 鶏頭蒔絵棗 塩見政誠作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵

64 牡丹蒔絵香合 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵

65 菊置上香合 1合 木胎彩色 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

66 菊置上蛤香合 1合 貝殻、彩色 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

67 菊蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

68 塩壺茶器 1合 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

69 蓬萊亀蒔絵棗 塩見小兵衛作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

70 鶴亀黒蒔絵棗 塩見小兵衛作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

71 松木地亀香合 1合 木彫 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

72 難波屋松平釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

73 染付丸紋水指　 辻常陸作 1合 施釉磁器 日本・江戸時代　享和年間（1801 ～ 04） 江戸千家　川上不白氏蔵

【手製】
74 赤樂茶碗　銘 只 川上不白作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

75 十二支の茶杓　共筒 川上不白作 12本 竹
日本・江戸時代　
明和元年～安永4年（1764 ～ 75）

江戸千家　川上不白氏蔵

76 赤樂瓢形茶入 川上不白作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

77 黒樂茶入　銘 面影 川上不白作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

78 亀香合 半井慶雲作 1合 施釉陶器 日本・江戸時代　文化3年（1806） 個人蔵

六、不白と書画

【絵画】
79 鶏図 高嵩谷筆・川上不白賛 1幅 紙本着色・墨書 日本・江戸時代 寛政11年（1799） 江戸千家　川上宗雪氏蔵 前期展示

80 ○ 立美人図 宮川長春筆・川上不白賛 1幅 紙本着色・墨書 日本・江戸時代 18世紀 大和文華館蔵 後期展示

81 鹿図 中村芳中筆・川上不白賛 1幅 紙本着色・墨書 日本・江戸時代 享和2年（1802） 江戸千家　川上宗雪氏蔵 前期展示

82 亀図 中村芳中筆・川上不白賛 1幅 紙本着色・墨書 日本・江戸時代 享和2年（1802） 江戸千家　川上宗雪氏蔵 後期展示

83 糸瓜図 中村芳中筆・川上不白賛 1幅 紙本着色・墨書 日本・江戸時代 寛政12年（1800） 個人蔵 前期展示

84 燕子花図 中村芳中筆 1幅 紙本着色 日本・江戸時代 18 ～ 19世紀 根津美術館蔵 後期展示

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 所蔵者 展示替え



No. 指定 作品名 制作地・作者・銘 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 展示場所 列品番号

同時開催 テーマ展示

85 柳図（柳緑花紅） 川上不白筆 1幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　文化4年（1807） 個人蔵 前期展示

86 滝図 川上不白筆 1幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵 後期展示

87 箒図 川上不白筆 1幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　寛政12年（1800） 個人蔵 前期展示

88 達磨図 川上不白筆 1幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　寛政9年（1797） 個人蔵 後期展示

89 鴉鷺図（心外無別法） 川上不白筆 1幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 個人蔵 後期展示

90 六歌仙図 川上不白筆 1幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 個人蔵 前期展示

91 托鉢図（凡聖同居・龍蛇混雑） 川上不白筆 3幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 江戸千家　川上不白氏蔵 前期展示

92
鶴亀図

（千年丹頂鶴・南極老人星・万年緑毛亀）
川上不白筆 3幅 紙本墨画・墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 江戸千家　川上宗雪氏蔵 後期展示

【書】
93 白隠和尚語 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵 前期展示

94 寿饅頭 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　文化2年（1805） 個人蔵 後期展示

95 一行書　一花笑春風 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 個人蔵 前期展示

96 一行書　雲中木馬吼 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 個人蔵 前期展示

97 一行書　万嶽松風一啜供 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵 後期展示

98 一行書　万里一條鉄 川上不白筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　文化元年（1804） 個人蔵 後期展示

七、近代数寄者と不白流

【石塚派】
99 The Book of Tea 岡倉覚三著 1冊 紙、印刷 アメリカ・1906年 三徳庵蔵

100 茶会記 正木直彦ほか筆 2冊 紙本墨書 日本・大正時代　20世紀 東京藝術大学附属図書館蔵
前期：第一冊
後期：第八冊

【浜町派】
101 図録 蓮心川上宗順筆 1冊 紙本墨書 日本・明治時代　19世紀 個人蔵 前後期で頁替え

102 図録（別本） 蓮心川上宗順筆 1冊 紙本墨書 日本・明治時代　19世紀 個人蔵

103 小貫入茶碗　銘 八重桜 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 個人蔵

104 絵瀬戸茶碗 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 大松美術館蔵

105 堅手茶碗　銘 有来 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 個人蔵

【岐部派】
106 茶杓　共筒　銘 山から 眉山川上宗寿作 1本 竹 日本・江戸時代　19世紀 不白流白和会蔵

【孤峰庵派】
107 古染付手桶水指 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 根津美術館蔵

108 耳付水指　銘 黙雷 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 根津美術館蔵

109 利休瀬戸茶入　銘 一夜 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 根津美術館蔵

　

【ホール・展示室3・地階】 仏教美術の魅力　The Allure of Buddhist Art
1 弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 ホール 20097

2 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 ホール 20067

3 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 ホール 20066

4 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 ホール 20078

5 菩薩坐像頭部 天龍山石窟第21窟 1個 石造（砂岩） 中国・唐時代　8世紀 ホール 20082

6 ◎ 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 ホール 20341

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

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

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 所蔵者 展示替え
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9 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 ホール 20338

10 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北斉時代　6世紀 ホール 20070

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

12 地蔵菩薩立像 1軀 木造彩色 日本・鎌倉時代　13世紀 展示室3 20019

13 地蔵菩薩坐像 1軀 木造彩色 日本・鎌倉時代　13世紀 展示室3 20020

14 梵鐘 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 青銅 朝鮮・朝鮮時代　康煕29年・粛宗16年（1690） 地階 30136

　

【展示室4】 古代中国の青銅器　Ancient Chinese Bronzes
1 ◎ 饕餮文方盉 伝 河南省安陽殷墟侯家荘出土 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

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

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

7 ◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽殷墟侯家荘出土 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　おそらく湖南省　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 双鳳双獣八稜鏡 1枚 青銅 中国・唐時代　8世紀 村上英二氏寄贈 90281

22 狩猟文八稜鏡 1枚 青銅 中国・唐時代　8世紀 村上英二氏寄贈 90286

23 遊禽瑞花八稜鏡 1枚 青銅 中国・唐時代　8世紀 村上英二氏寄贈 90288

24 蓮上童子文八花鏡 1枚 青銅 中国・唐時代　8世紀 村上英二氏寄贈 90294

　

【展示室5】 平家物語画帖－知っておきたい名場面－　The Tale of the Heike Painting Album—Famous, Must-see, Scenes
1 平家物語画帖 3帖 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10386

2 鵺退治図小柄 後藤顕乗作 1本 彫金・赤銅地 日本・江戸時代　寛永13年（1636） 80280

3 石橋山七騎落図縁頭 大森英満作 1組 彫金・赤銅地 日本・江戸時代　寛政9年（1797） 80714

4 一の谷合戦図縁頭 綾小路永峯作 1組 彫金・赤銅地 日本・江戸時代　18世紀 80610

5 源平合戦図二所物 後藤徳乗作 1組 彫金・赤銅地 日本・桃山～江戸時代　16 ～ 17世紀 80245
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【展示室6】 口切の茶事　Kuchikiri －Breaking the Seal on New Tea
1 夜神楽図 浮田一蕙筆 1幅 絹本墨画淡彩 日本・江戸時代　19世紀 植村和堂氏寄贈 10781

2 染付菊文汲出碗 景徳鎮窯 5口のうち 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 41148

3 茶壺　銘 四国猿 福建省系 1口 施釉陶器 中国・元時代　14世紀 41070

4 一行書　山々黄落事如何 清巖宗渭筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00035

5 織部筋釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18世紀 30201

6 飯碗形水指　銘 長者石 福建省系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16 ～ 17世紀 40643

7 文琳茶入　銘 亀尾 薩摩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40063

8 堅手茶碗　銘 秋暮 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16 ～ 17世紀 40268

9 茶杓　共筒　銘 おちば 茶屋宗古作 1本 竹 日本・江戸時代　17世紀 60057

10 蓋置　 千利休 花押 1個 竹 日本・桃山時代　16世紀 60062

11 交趾大亀香合 漳州窯 1合 施釉陶器 中国・明時代　17世紀 40558

12 瓢形水指　銘 大出来 信楽 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40605

13 面取手茶入 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40012

14 黒樂茶碗　銘 雪峰 樂道入作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40104

15 茶杓　共筒　銘 恵方 如心斎作 1本 竹 日本・江戸時代　18世紀 60051

16 綴目水指 楽山 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 40635

17 村雲蒔絵棗 小島漆壺斎作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 50386

18 赤志野茶碗　銘 あさか山 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16 ～ 17世紀 40141

19 絵高麗亀絵茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40198

20 赤絵寄せ向付 景徳鎮窯 1　口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 41016

21 絵唐津鉢 唐津 6口のうち 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40793

22 伊部水次 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40583

　

【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 イギリス　18 ～ 19世紀 30305
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