
① 庭園講評会　大正2年10月8日
谿山雨霽図 関思筆 1幅 絹本墨画淡彩 中国・明時代　崇禎3年（1630） 10476

青磁鳳凰耳花生 龍泉窯 1口 中国・南宋時代　13世紀 40348

菊蒔絵手箱 1合 江戸時代　18世紀 50119

赤絵獅子鈕香炉 景徳鎮窯 1口 金襴手 中国・明時代　16世紀 40450

椿山水蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50066

○ 布袋図 仲安真康筆 1幅 紙本墨画 室町時代　15世紀 10168

伊賀耳付花生 伊賀 1口 江戸時代　17世紀 40310

② 歳暮茶会（壺割茶会）　大正11年12月26日
養蚕機織図 伝 狩野元信筆 6曲1双の内 紙本墨画淡彩 室町時代　16世紀 10516

信楽壺花生　銘 破全 信楽 1口 江戸時代　17世紀 40314

桑阿古陀形夕顔蒔絵手焙 1口 江戸時代　19世紀 50743

鼠短檠 1個 江戸時代　18-19世紀 50675

織部格子文四方鉢 美濃 1口 江戸時代　17世紀 40784

備前銚子 備前 1口 江戸時代　17世紀 40906

瀬戸八角瓢形徳利 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40905

刷毛目盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40966

黄瀬戸盃 瀬戸 1口 桃山時代　16世紀 41316

藍絵幾何学文盃 1口 ペルシャ　17世紀 40979

阿蘭陀藍絵花蝶文四方向付 デルフト窯 6口の内 オランダ　17世紀 41029

消息 沢庵宗彭筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00031

瀬戸新兵衛茶入　銘 舌鼓 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40058

茶杓 千少庵作 1本 竹 江戸時代　17世紀 60058

玉子手茶碗　銘 小倉 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40275

南蛮三足水指 1口 ベトナム　16-17世紀 40647

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。

出品目録

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 寄贈者 列品番号 備考

青山と号した根津嘉一郎（1860 − 1940）は、美術品の蒐集が世に知られるよ
うになると、それらを公開する機会を考えていたようです。青山の茶の湯の世
界へのデビューは大正 7 年、青山 59 歳のことで、この茶会は「根津氏の初陣茶会」
として知られています。以来昭和 14 年の歳暮茶会まで、様々な茶会をおこな
いましたが、特に歳暮茶会を好んだため、「歳暮茶博士」と称されておりました。
今回は、道具の取り合わせを中心に展示いたしますが、青山が同じ道具を幾つ
かの茶会でくりかえして使っている場合などは、似たような作品を取り合わせ
ました。気楽な道具の茶会に根津青山の人柄を偲びたいと思います。

市松花唐草文螺鈿印籠 1個 江戸時代　19世紀 50167

山水蒔絵印籠 常嘉斎作 1個 江戸時代　19世紀 50158

孔雀蒔絵印籠 梶川作 1個 江戸時代　19世紀 50195

柳燕蒔絵印籠掛 巨満巨柳作 1個 江戸時代　19世紀 50249

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50535

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50536

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50537

業平蒔絵硯箱 伝 尾形光琳作 1合 江戸時代　17世紀 50036

業平蒔絵硯箱 柴田是真作 1合 江戸時代　19世紀 50060

夕顔絵蒔絵板戸 柴田是真・三浦乾也作 1基 江戸時代　19世紀 50681

【展示室6】 雪見の茶 Snow Viewing Tea Ceremony
砂張耳付大蕪花生 1口 青銅 中国・明時代　15-17世紀 30161

伊賀蹲花生 伊賀 1口 室町〜桃山時代　16世紀 40311

利休瓢花生 銘 フクラ雀 1口 瓢簞 江戸時代　17-18世紀 60011

交趾鴨香合 田坑窯系 1合 中国・明時代　17世紀 40553

雪景山水図 伝 小栗宗湛筆 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　17世紀 10191

信楽筒形花生 信楽 1口 桃山時代　16世紀 40313

芦屋梅竹文太口釜 1口 桃山時代　16世紀 30193

伊賀矢筈口水指 伊賀 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40600

備前丸壺茶入　銘 霜夜 備前 1口 江戸時代　17世紀 40074

黒楽茶碗　銘 雪峰 道入作 1口 江戸時代　17世紀 40104

竹茶杓 佐久間将監作 1本 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60036

信楽鬼桶水指 信楽 1口 室町時代　16世紀 40607

瀬戸肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸　藤四郎春慶窯 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40009

熊川茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40230

茶杓　銘 又風流 杉木普斎作 1本 竹 江戸時代　17-18世紀 60059

瀬戸海鼠手茶入　銘 深美 瀬戸金華山窯 1口 室町〜桃山時代　16世紀 40017

赤楽茶碗　銘 芋頭 伝 藤村庸軒作 1口 江戸時代　17世紀 40122

黒楽筒茶碗　銘 雪の曙 長入作 1口 江戸時代　18世紀 　 40113

刷毛目茶碗　銘 雪月 1口 朝鮮・朝鮮時代　15-16世紀 40244

狂言袴茶碗　銘 ひき木 1口 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 40279

志野茶碗 1口 桃山時代　16世紀 40143

黒織部茶碗 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40147

蒟醬鳥獣唐草文十角蓋物 1合 東南アジア　16-17世紀 50394

織部縞文筒形向付 美濃 5客の内 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40988

備前焼餅文鉢 備前 1口 桃山時代　16世紀 40805

染付柴垣図軍配形皿 肥前 1口 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 41751

絵刷毛目徳利 鶏龍山窯 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41227

三島馬上盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 40964

黄瀬戸六角盃 1口 桃山時代　16世紀 40939

粉引盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41239

【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。

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 寄贈者 列品番号 備考
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③ 斑鳩庵初風炉　昭和12年6月6日
茶杓　銘 時鳥　添状 伝 片桐石州筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 60054

備前瓢形振出 備前 1口 桃山時代　16世紀 41301

薄瑠璃地牡丹唐草文汲出碗 肥前　鍋島藩窯 5客の内 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 42034

○ 藤原兼輔像 1幅 紙本着色 鎌倉時代　13世紀 10134

一重切花生　銘 藤浪 小堀遠州作 1口 竹 江戸時代　17世紀 60022 11/18 〜 12/6に展示

輪無二重切花生　銘 再来 小堀遠州作 1口 竹 江戸時代　17世紀 60021 12/8 〜 12/23に展示

飴釉手桶水指 丹波 1口 江戸時代　17世紀 40634

膳所茶入　銘 大江 膳所 1口 江戸時代　17世紀 40061

◎ 鼠志野茶碗　銘 山の端 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40140

茶杓　銘 時鳥 片桐石州作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60054

山水図 賢江祥啓筆 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　16世紀 10687

銹絵茄子絵四方水指 尾形乾山作 1口 江戸時代　17世紀 40620

三島茶碗　銘 上田 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40235

④ 軽井沢薪木庵　昭和9年8月17日
一行書 清巌宗謂筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00035

砂張釣船花生　銘 1口 青銅 東南アジア　15-16世紀 30167

薩摩茶入　銘 亀尾 薩摩 1口 江戸時代　17世紀 40063

茶杓 本阿弥空中作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60049

彫三島茶碗　銘 九重 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185

備前緋襷耳付水指 備前 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40589

⑤ 弘仁堂残茶　昭和4年10月26日
大津馬図 松花堂昭乗筆　沢庵宗彭賛 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　17世紀 10525

独楽香合 1合 東南アジア　17世紀 50346

宗旦掛花生　銘 狙公 千宗旦作 1口 瓢 江戸時代　17世紀 60015

南蛮海老耳付水指 1口 ベトナムか　17世紀 40648

瀬戸新兵衛瓢箪茶入　銘 空也 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40056

茶杓 古田織部作 1本 竹 桃山〜江戸　16-17世紀 60120

堅手茶碗　銘 長崎 1口 朝鮮・朝鮮時代　16-17世紀 40267

⑥ 熱海不寒庵　昭和4年1月5日
○ 竺僊梵僊墨跡 1幅 紙本墨書 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 00048

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

色絵ぶりぶり香合 野々村仁清作 1合 江戸時代　17世紀 40486

◎ 古芦屋松梅文真形霰釜 大江宣秀作 1口 鉄 室町時代　永正14年（1517） 30187

信楽一重口水指　銘 龍鱗 信楽 1口 桃山時代　16世紀 40603

薩摩茶入　銘 後藤 薩摩 1口 江戸時代　17世紀 40064

茶杓　銘 竹鴬 細川三斎作（共筒） 1本 竹 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60039

伯庵茶碗 1口 江戸時代　17世紀 40153

⑦ 夕陽茶会　斑鳩庵開炉　大正13年11月13日
◎ 夕陽山水図 馬麟筆　理宗賛 1幅 絹本淡彩 中国・南宋時代　13世紀 10393

古銅龍文象耳花生 1口 青銅 中国・南宋〜明時代　13-15世紀 30156

交趾狸香合 漳州窯系 1合 中国・明時代　17世紀 40552

瀬戸正木手茶入　銘 正木 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40020

南蛮芋頭水指 1口 ベトナム　16-17世紀 40641

茶杓　銘 松本 千利休作 1本 竹 桃山時代　16世紀 60035

◎ 青井戸茶碗　銘 柴田 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40218

伊羅保茶碗　銘 淀屋 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40262

○ 黄瀬戸獅子香炉 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40409

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 寄贈者 列品番号 備考

⑧ 歳暮茶会　昭和14年12月23日
消息 千宗旦筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00113

赤絵汲出碗 3客の内 江戸時代　18世紀 41147

安南宋胡録振出 1口 ベトナム　16-17世紀 41081

備前手焙 備前 1口 江戸時代　17世紀 41119

消息 烏丸光広筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00089

利休花生　銘 叡山 1口 竹 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60010

天明織部筋釜 天明 1口 鉄 江戸時代　17世紀 30201

赤絵花兎文香合 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　16世紀 40548

黄瀬戸向付 美濃 5客の内 桃山時代　16世紀 40981

赤絵写蓋茶碗 尾形乾山作 5客の内 江戸時代　17-18世紀 41145

朝鮮唐津徳利 唐津 1口 江戸時代　17世紀 40890-895

斑唐津盃 唐津 1口 江戸時代　17世紀 秋山順一氏寄贈 41253

唐津盃 唐津 1口 江戸時代　17世紀 40945

染付水鳥文盃 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 40975

瀬戸尻膨茶入　銘 夜舟 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40033

備前矢筈口耳付水指　銘 黙雷 備前 1口 桃山時代　16世紀 40582

◎ 雨漏茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　15-16世紀 40271

志野茶碗 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40142

茶杓　銘 大晦日 江岑宗左作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60043

【展示室2】 国宝鶉図と中国の花鳥画 National Treasure Quail Painting and Chinese Bird and Flower Paintings
◉ 鶉図 伝 李安忠筆 1幅 絹本着色 中国・南宋時代　12-13世紀 10394

◎ 竹雀図 伝 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10391

梨花小禽図 伝 銭選筆 1幅 絹本着色 中国・元時代　13世紀 10430

梨花鳩図 伝 謝弘道筆 1幅 紙本着色 中国・元時代　13-14世紀 10435

猿猴図 「黄筌」印 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10426

懸崖双清図 雪窓筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　14世紀 10449

蓮池水禽図 伝 黄筌筆 1幅 絹本着色 中国・元〜明時代　14世紀 10427

紫陽花小禽図 伝 徽宗筆 1幅 絹本着色 中国・明時代　15-16世紀 10432

◎ 瓜虫図 呂敬甫筆 1幅 紙本着色 中国・明時代　14-15世紀 10395

朝陽舞鳳図 夏 筆 1幅 絹本墨画 中国・明時代　15世紀 10468

墨梅図 陸復筆 1幅 紙本墨画 中国・明時代　16世紀 10813

藻魚図 韓旭筆 1幅 絹本着色 中国・明時代　万暦40年（1612） 10470

倣北宋人碧梧丹鳳図 沈南蘋筆 1幅 紙本着色 中国・清時代　18世紀 10456

花鳥図 周度筆 2幅 絹本着色 中国・清時代　康煕56年（1717） 10465

墨梅図 李方膺筆 1幅 紙本墨画 中国・清時代　乾隆17年（1752） 10458

【ホール〜展示室3】 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・北斉時代　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面 石造（石灰岩） 中国・唐時代　7世紀 20341

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 寄贈者 列品番号 備考 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 寄贈者 列品番号 備考

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2年（1146） 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

◎ 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 2個 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】 蒔絵の調度　江戸蒔絵の名品 Lacquer Furnishings: Masterpieces of Edo Period Makie Lacquer
楓藤蒔絵螺鈿箱 1基 桃山時代　16世紀 50679

鹿柏蒔絵琵琶箱 1合 桃山時代　16世紀 50648

藤猿蒔絵提箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50339

檜垣柏蒔絵硯箱 1合 桃山〜江戸時代　16-17世紀 50008

藤蒔絵手箱 1合 江戸時代　17世紀 50113

三扇蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50010

芙蓉打出硯箱 小川破笠・土屋安親作 1合 江戸時代　18世紀 50059

瀧山水蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50007

石山寺蒔絵源氏箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50398

重色紙蒔絵提箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50402

百草蒔絵薬箪笥 飯塚桃葉作 1基 江戸時代　明和8年（1771） 50401

松竹梅蒔絵十種香箱 1合 江戸時代　19世紀 50254

松竹梅蒔絵提重 1基 江戸時代　19世紀 50529

梨子地謡寄蒔絵提重 1基 江戸時代　19世紀 50530

乗合船蒔絵印籠 巨満休伯作 1個 江戸時代　19世紀 50154

鍾馗蒔絵印籠 柴田是真作 1個 江戸時代　19世紀 50155

象唐子蒔絵印籠 芝山作 1個 江戸時代　19世紀 50161

雛蒔絵印籠 土田宗悦作 1個 江戸時代　18世紀 50166

落款印章蒔絵印籠 塩見政誠作 1個 江戸時代　18-19世紀 50168

葵蒔絵印籠 梶川作 1個 江戸時代　19世紀 50219

東坡蒔絵印籠 1個 江戸時代　17-18世紀 50174

燕藤蒔絵印籠 原遊羊斎作 1個 江戸時代　19世紀 50223

端午蒔絵印籠 柴田是真作 1個 江戸時代　19世紀 50242

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 寄贈者 列品番号 備考
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③ 斑鳩庵初風炉　昭和12年6月6日
茶杓　銘 時鳥　添状 伝 片桐石州筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 60054

備前瓢形振出 備前 1口 桃山時代　16世紀 41301

薄瑠璃地牡丹唐草文汲出碗 肥前　鍋島藩窯 5客の内 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 42034

○ 藤原兼輔像 1幅 紙本着色 鎌倉時代　13世紀 10134

一重切花生　銘 藤浪 小堀遠州作 1口 竹 江戸時代　17世紀 60022 11/18 〜 12/6に展示

輪無二重切花生　銘 再来 小堀遠州作 1口 竹 江戸時代　17世紀 60021 12/8 〜 12/23に展示

飴釉手桶水指 丹波 1口 江戸時代　17世紀 40634

膳所茶入　銘 大江 膳所 1口 江戸時代　17世紀 40061

◎ 鼠志野茶碗　銘 山の端 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40140

茶杓　銘 時鳥 片桐石州作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60054

山水図 賢江祥啓筆 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　16世紀 10687

銹絵茄子絵四方水指 尾形乾山作 1口 江戸時代　17世紀 40620

三島茶碗　銘 上田 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40235

④ 軽井沢薪木庵　昭和9年8月17日
一行書 清巌宗謂筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00035

砂張釣船花生　銘 1口 青銅 東南アジア　15-16世紀 30167

薩摩茶入　銘 亀尾 薩摩 1口 江戸時代　17世紀 40063

茶杓 本阿弥空中作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60049

彫三島茶碗　銘 九重 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185

備前緋襷耳付水指 備前 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40589

⑤ 弘仁堂残茶　昭和4年10月26日
大津馬図 松花堂昭乗筆　沢庵宗彭賛 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　17世紀 10525

独楽香合 1合 東南アジア　17世紀 50346

宗旦掛花生　銘 狙公 千宗旦作 1口 瓢 江戸時代　17世紀 60015

南蛮海老耳付水指 1口 ベトナムか　17世紀 40648

瀬戸新兵衛瓢箪茶入　銘 空也 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40056

茶杓 古田織部作 1本 竹 桃山〜江戸　16-17世紀 60120

堅手茶碗　銘 長崎 1口 朝鮮・朝鮮時代　16-17世紀 40267

⑥ 熱海不寒庵　昭和4年1月5日
○ 竺僊梵僊墨跡 1幅 紙本墨書 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 00048

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

色絵ぶりぶり香合 野々村仁清作 1合 江戸時代　17世紀 40486

◎ 古芦屋松梅文真形霰釜 大江宣秀作 1口 鉄 室町時代　永正14年（1517） 30187

信楽一重口水指　銘 龍鱗 信楽 1口 桃山時代　16世紀 40603

薩摩茶入　銘 後藤 薩摩 1口 江戸時代　17世紀 40064

茶杓　銘 竹鴬 細川三斎作（共筒） 1本 竹 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60039

伯庵茶碗 1口 江戸時代　17世紀 40153

⑦ 夕陽茶会　斑鳩庵開炉　大正13年11月13日
◎ 夕陽山水図 馬麟筆　理宗賛 1幅 絹本淡彩 中国・南宋時代　13世紀 10393

古銅龍文象耳花生 1口 青銅 中国・南宋〜明時代　13-15世紀 30156

交趾狸香合 漳州窯系 1合 中国・明時代　17世紀 40552

瀬戸正木手茶入　銘 正木 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40020

南蛮芋頭水指 1口 ベトナム　16-17世紀 40641

茶杓　銘 松本 千利休作 1本 竹 桃山時代　16世紀 60035

◎ 青井戸茶碗　銘 柴田 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40218

伊羅保茶碗　銘 淀屋 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40262

○ 黄瀬戸獅子香炉 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40409

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 寄贈者 列品番号 備考

⑧ 歳暮茶会　昭和14年12月23日
消息 千宗旦筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00113

赤絵汲出碗 3客の内 江戸時代　18世紀 41147

安南宋胡録振出 1口 ベトナム　16-17世紀 41081

備前手焙 備前 1口 江戸時代　17世紀 41119

消息 烏丸光広筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00089

利休花生　銘 叡山 1口 竹 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60010

天明織部筋釜 天明 1口 鉄 江戸時代　17世紀 30201

赤絵花兎文香合 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　16世紀 40548

黄瀬戸向付 美濃 5客の内 桃山時代　16世紀 40981

赤絵写蓋茶碗 尾形乾山作 5客の内 江戸時代　17-18世紀 41145

朝鮮唐津徳利 唐津 1口 江戸時代　17世紀 40890-895

斑唐津盃 唐津 1口 江戸時代　17世紀 秋山順一氏寄贈 41253

唐津盃 唐津 1口 江戸時代　17世紀 40945

染付水鳥文盃 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 40975

瀬戸尻膨茶入　銘 夜舟 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40033

備前矢筈口耳付水指　銘 黙雷 備前 1口 桃山時代　16世紀 40582

◎ 雨漏茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　15-16世紀 40271

志野茶碗 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40142

茶杓　銘 大晦日 江岑宗左作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60043

【展示室2】 国宝鶉図と中国の花鳥画 National Treasure Quail Painting and Chinese Bird and Flower Paintings
◉ 鶉図 伝 李安忠筆 1幅 絹本着色 中国・南宋時代　12-13世紀 10394

◎ 竹雀図 伝 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10391

梨花小禽図 伝 銭選筆 1幅 絹本着色 中国・元時代　13世紀 10430

梨花鳩図 伝 謝弘道筆 1幅 紙本着色 中国・元時代　13-14世紀 10435

猿猴図 「黄筌」印 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10426

懸崖双清図 雪窓筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　14世紀 10449

蓮池水禽図 伝 黄筌筆 1幅 絹本着色 中国・元〜明時代　14世紀 10427

紫陽花小禽図 伝 徽宗筆 1幅 絹本着色 中国・明時代　15-16世紀 10432

◎ 瓜虫図 呂敬甫筆 1幅 紙本着色 中国・明時代　14-15世紀 10395

朝陽舞鳳図 夏 筆 1幅 絹本墨画 中国・明時代　15世紀 10468

墨梅図 陸復筆 1幅 紙本墨画 中国・明時代　16世紀 10813

藻魚図 韓旭筆 1幅 絹本着色 中国・明時代　万暦40年（1612） 10470

倣北宋人碧梧丹鳳図 沈南蘋筆 1幅 紙本着色 中国・清時代　18世紀 10456

花鳥図 周度筆 2幅 絹本着色 中国・清時代　康煕56年（1717） 10465

墨梅図 李方膺筆 1幅 紙本墨画 中国・清時代　乾隆17年（1752） 10458

【ホール〜展示室3】 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・北斉時代　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面 石造（石灰岩） 中国・唐時代　7世紀 20341

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 寄贈者 列品番号 備考 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 寄贈者 列品番号 備考

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2年（1146） 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

◎ 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 2個 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】 蒔絵の調度　江戸蒔絵の名品 Lacquer Furnishings: Masterpieces of Edo Period Makie Lacquer
楓藤蒔絵螺鈿箱 1基 桃山時代　16世紀 50679

鹿柏蒔絵琵琶箱 1合 桃山時代　16世紀 50648

藤猿蒔絵提箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50339

檜垣柏蒔絵硯箱 1合 桃山〜江戸時代　16-17世紀 50008

藤蒔絵手箱 1合 江戸時代　17世紀 50113

三扇蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50010

芙蓉打出硯箱 小川破笠・土屋安親作 1合 江戸時代　18世紀 50059

瀧山水蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50007

石山寺蒔絵源氏箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50398

重色紙蒔絵提箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50402

百草蒔絵薬箪笥 飯塚桃葉作 1基 江戸時代　明和8年（1771） 50401

松竹梅蒔絵十種香箱 1合 江戸時代　19世紀 50254

松竹梅蒔絵提重 1基 江戸時代　19世紀 50529

梨子地謡寄蒔絵提重 1基 江戸時代　19世紀 50530

乗合船蒔絵印籠 巨満休伯作 1個 江戸時代　19世紀 50154

鍾馗蒔絵印籠 柴田是真作 1個 江戸時代　19世紀 50155

象唐子蒔絵印籠 芝山作 1個 江戸時代　19世紀 50161

雛蒔絵印籠 土田宗悦作 1個 江戸時代　18世紀 50166

落款印章蒔絵印籠 塩見政誠作 1個 江戸時代　18-19世紀 50168

葵蒔絵印籠 梶川作 1個 江戸時代　19世紀 50219

東坡蒔絵印籠 1個 江戸時代　17-18世紀 50174

燕藤蒔絵印籠 原遊羊斎作 1個 江戸時代　19世紀 50223

端午蒔絵印籠 柴田是真作 1個 江戸時代　19世紀 50242

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 寄贈者 列品番号 備考

コレクション展

6068203- ウラ



③ 斑鳩庵初風炉　昭和12年6月6日
茶杓　銘 時鳥　添状 伝 片桐石州筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 60054

備前瓢形振出 備前 1口 桃山時代　16世紀 41301

薄瑠璃地牡丹唐草文汲出碗 肥前　鍋島藩窯 5客の内 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 42034

○ 藤原兼輔像 1幅 紙本着色 鎌倉時代　13世紀 10134

一重切花生　銘 藤浪 小堀遠州作 1口 竹 江戸時代　17世紀 60022 11/18 〜 12/6に展示

輪無二重切花生　銘 再来 小堀遠州作 1口 竹 江戸時代　17世紀 60021 12/8 〜 12/23に展示

飴釉手桶水指 丹波 1口 江戸時代　17世紀 40634

膳所茶入　銘 大江 膳所 1口 江戸時代　17世紀 40061

◎ 鼠志野茶碗　銘 山の端 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40140

茶杓　銘 時鳥 片桐石州作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60054

山水図 賢江祥啓筆 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　16世紀 10687

銹絵茄子絵四方水指 尾形乾山作 1口 江戸時代　17世紀 40620

三島茶碗　銘 上田 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40235

④ 軽井沢薪木庵　昭和9年8月17日
一行書 清巌宗謂筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00035

砂張釣船花生　銘 1口 青銅 東南アジア　15-16世紀 30167

薩摩茶入　銘 亀尾 薩摩 1口 江戸時代　17世紀 40063

茶杓 本阿弥空中作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60049

彫三島茶碗　銘 九重 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185

備前緋襷耳付水指 備前 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40589

⑤ 弘仁堂残茶　昭和4年10月26日
大津馬図 松花堂昭乗筆　沢庵宗彭賛 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　17世紀 10525

独楽香合 1合 東南アジア　17世紀 50346

宗旦掛花生　銘 狙公 千宗旦作 1口 瓢 江戸時代　17世紀 60015

南蛮海老耳付水指 1口 ベトナムか　17世紀 40648

瀬戸新兵衛瓢箪茶入　銘 空也 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40056

茶杓 古田織部作 1本 竹 桃山〜江戸　16-17世紀 60120

堅手茶碗　銘 長崎 1口 朝鮮・朝鮮時代　16-17世紀 40267

⑥ 熱海不寒庵　昭和4年1月5日
○ 竺僊梵僊墨跡 1幅 紙本墨書 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 00048

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

色絵ぶりぶり香合 野々村仁清作 1合 江戸時代　17世紀 40486

◎ 古芦屋松梅文真形霰釜 大江宣秀作 1口 鉄 室町時代　永正14年（1517） 30187

信楽一重口水指　銘 龍鱗 信楽 1口 桃山時代　16世紀 40603

薩摩茶入　銘 後藤 薩摩 1口 江戸時代　17世紀 40064

茶杓　銘 竹鴬 細川三斎作（共筒） 1本 竹 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60039

伯庵茶碗 1口 江戸時代　17世紀 40153

⑦ 夕陽茶会　斑鳩庵開炉　大正13年11月13日
◎ 夕陽山水図 馬麟筆　理宗賛 1幅 絹本淡彩 中国・南宋時代　13世紀 10393

古銅龍文象耳花生 1口 青銅 中国・南宋〜明時代　13-15世紀 30156

交趾狸香合 漳州窯系 1合 中国・明時代　17世紀 40552

瀬戸正木手茶入　銘 正木 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40020

南蛮芋頭水指 1口 ベトナム　16-17世紀 40641

茶杓　銘 松本 千利休作 1本 竹 桃山時代　16世紀 60035

◎ 青井戸茶碗　銘 柴田 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40218

伊羅保茶碗　銘 淀屋 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40262

○ 黄瀬戸獅子香炉 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40409

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 寄贈者 列品番号 備考

⑧ 歳暮茶会　昭和14年12月23日
消息 千宗旦筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00113

赤絵汲出碗 3客の内 江戸時代　18世紀 41147

安南宋胡録振出 1口 ベトナム　16-17世紀 41081

備前手焙 備前 1口 江戸時代　17世紀 41119

消息 烏丸光広筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00089

利休花生　銘 叡山 1口 竹 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60010

天明織部筋釜 天明 1口 鉄 江戸時代　17世紀 30201

赤絵花兎文香合 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　16世紀 40548

黄瀬戸向付 美濃 5客の内 桃山時代　16世紀 40981

赤絵写蓋茶碗 尾形乾山作 5客の内 江戸時代　17-18世紀 41145

朝鮮唐津徳利 唐津 1口 江戸時代　17世紀 40890-895

斑唐津盃 唐津 1口 江戸時代　17世紀 秋山順一氏寄贈 41253

唐津盃 唐津 1口 江戸時代　17世紀 40945

染付水鳥文盃 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 40975

瀬戸尻膨茶入　銘 夜舟 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40033

備前矢筈口耳付水指　銘 黙雷 備前 1口 桃山時代　16世紀 40582

◎ 雨漏茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　15-16世紀 40271

志野茶碗 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40142

茶杓　銘 大晦日 江岑宗左作（共筒） 1本 竹 江戸時代　17世紀 60043

【展示室2】 国宝鶉図と中国の花鳥画 National Treasure Quail Painting and Chinese Bird and Flower Paintings
◉ 鶉図 伝 李安忠筆 1幅 絹本着色 中国・南宋時代　12-13世紀 10394

◎ 竹雀図 伝 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10391

梨花小禽図 伝 銭選筆 1幅 絹本着色 中国・元時代　13世紀 10430

梨花鳩図 伝 謝弘道筆 1幅 紙本着色 中国・元時代　13-14世紀 10435

猿猴図 「黄筌」印 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10426

懸崖双清図 雪窓筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　14世紀 10449

蓮池水禽図 伝 黄筌筆 1幅 絹本着色 中国・元〜明時代　14世紀 10427

紫陽花小禽図 伝 徽宗筆 1幅 絹本着色 中国・明時代　15-16世紀 10432

◎ 瓜虫図 呂敬甫筆 1幅 紙本着色 中国・明時代　14-15世紀 10395

朝陽舞鳳図 夏 筆 1幅 絹本墨画 中国・明時代　15世紀 10468

墨梅図 陸復筆 1幅 紙本墨画 中国・明時代　16世紀 10813

藻魚図 韓旭筆 1幅 絹本着色 中国・明時代　万暦40年（1612） 10470

倣北宋人碧梧丹鳳図 沈南蘋筆 1幅 紙本着色 中国・清時代　18世紀 10456

花鳥図 周度筆 2幅 絹本着色 中国・清時代　康煕56年（1717） 10465

墨梅図 李方膺筆 1幅 紙本墨画 中国・清時代　乾隆17年（1752） 10458

【ホール〜展示室3】 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・北斉時代　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面 石造（石灰岩） 中国・唐時代　7世紀 20341

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 寄贈者 列品番号 備考 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 寄贈者 列品番号 備考

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2年（1146） 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

◎ 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 2個 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】 蒔絵の調度　江戸蒔絵の名品 Lacquer Furnishings: Masterpieces of Edo Period Makie Lacquer
楓藤蒔絵螺鈿箱 1基 桃山時代　16世紀 50679

鹿柏蒔絵琵琶箱 1合 桃山時代　16世紀 50648

藤猿蒔絵提箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50339

檜垣柏蒔絵硯箱 1合 桃山〜江戸時代　16-17世紀 50008

藤蒔絵手箱 1合 江戸時代　17世紀 50113

三扇蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50010

芙蓉打出硯箱 小川破笠・土屋安親作 1合 江戸時代　18世紀 50059

瀧山水蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50007

石山寺蒔絵源氏箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50398

重色紙蒔絵提箪笥 1基 江戸時代　17世紀 50402

百草蒔絵薬箪笥 飯塚桃葉作 1基 江戸時代　明和8年（1771） 50401

松竹梅蒔絵十種香箱 1合 江戸時代　19世紀 50254

松竹梅蒔絵提重 1基 江戸時代　19世紀 50529

梨子地謡寄蒔絵提重 1基 江戸時代　19世紀 50530

乗合船蒔絵印籠 巨満休伯作 1個 江戸時代　19世紀 50154

鍾馗蒔絵印籠 柴田是真作 1個 江戸時代　19世紀 50155

象唐子蒔絵印籠 芝山作 1個 江戸時代　19世紀 50161

雛蒔絵印籠 土田宗悦作 1個 江戸時代　18世紀 50166

落款印章蒔絵印籠 塩見政誠作 1個 江戸時代　18-19世紀 50168

葵蒔絵印籠 梶川作 1個 江戸時代　19世紀 50219

東坡蒔絵印籠 1個 江戸時代　17-18世紀 50174

燕藤蒔絵印籠 原遊羊斎作 1個 江戸時代　19世紀 50223

端午蒔絵印籠 柴田是真作 1個 江戸時代　19世紀 50242

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 寄贈者 列品番号 備考
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① 庭園講評会　大正2年10月8日
谿山雨霽図 関思筆 1幅 絹本墨画淡彩 中国・明時代　崇禎3年（1630） 10476

青磁鳳凰耳花生 龍泉窯 1口 中国・南宋時代　13世紀 40348

菊蒔絵手箱 1合 江戸時代　18世紀 50119

赤絵獅子鈕香炉 景徳鎮窯 1口 金襴手 中国・明時代　16世紀 40450

椿山水蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50066

○ 布袋図 仲安真康筆 1幅 紙本墨画 室町時代　15世紀 10168

伊賀耳付花生 伊賀 1口 江戸時代　17世紀 40310

② 歳暮茶会（壺割茶会）　大正11年12月26日
養蚕機織図 伝 狩野元信筆 6曲1双の内 紙本墨画淡彩 室町時代　16世紀 10516

信楽壺花生　銘 破全 信楽 1口 江戸時代　17世紀 40314

桑阿古陀形夕顔蒔絵手焙 1口 江戸時代　19世紀 50743

鼠短檠 1個 江戸時代　18-19世紀 50675

織部格子文四方鉢 美濃 1口 江戸時代　17世紀 40784

備前銚子 備前 1口 江戸時代　17世紀 40906

瀬戸八角瓢形徳利 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40905

刷毛目盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40966

黄瀬戸盃 瀬戸 1口 桃山時代　16世紀 41316

藍絵幾何学文盃 1口 ペルシャ　17世紀 40979

阿蘭陀藍絵花蝶文四方向付 デルフト窯 6口の内 オランダ　17世紀 41029

消息 沢庵宗彭筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00031

瀬戸新兵衛茶入　銘 舌鼓 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40058

茶杓 千少庵作 1本 竹 江戸時代　17世紀 60058

玉子手茶碗　銘 小倉 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40275

南蛮三足水指 1口 ベトナム　16-17世紀 40647

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。

出品目録

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 寄贈者 列品番号 備考

青山と号した根津嘉一郎（1860 − 1940）は、美術品の蒐集が世に知られるよ
うになると、それらを公開する機会を考えていたようです。青山の茶の湯の世
界へのデビューは大正 7 年、青山 59 歳のことで、この茶会は「根津氏の初陣茶会」
として知られています。以来昭和 14 年の歳暮茶会まで、様々な茶会をおこな
いましたが、特に歳暮茶会を好んだため、「歳暮茶博士」と称されておりました。
今回は、道具の取り合わせを中心に展示いたしますが、青山が同じ道具を幾つ
かの茶会でくりかえして使っている場合などは、似たような作品を取り合わせ
ました。気楽な道具の茶会に根津青山の人柄を偲びたいと思います。

市松花唐草文螺鈿印籠 1個 江戸時代　19世紀 50167

山水蒔絵印籠 常嘉斎作 1個 江戸時代　19世紀 50158

孔雀蒔絵印籠 梶川作 1個 江戸時代　19世紀 50195

柳燕蒔絵印籠掛 巨満巨柳作 1個 江戸時代　19世紀 50249

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50535

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50536

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50537

業平蒔絵硯箱 伝 尾形光琳作 1合 江戸時代　17世紀 50036

業平蒔絵硯箱 柴田是真作 1合 江戸時代　19世紀 50060

夕顔絵蒔絵板戸 柴田是真・三浦乾也作 1基 江戸時代　19世紀 50681

【展示室6】 雪見の茶 Snow Viewing Tea Ceremony
砂張耳付大蕪花生 1口 青銅 中国・明時代　15-17世紀 30161

伊賀蹲花生 伊賀 1口 室町〜桃山時代　16世紀 40311

利休瓢花生 銘 フクラ雀 1口 瓢簞 江戸時代　17-18世紀 60011

交趾鴨香合 田坑窯系 1合 中国・明時代　17世紀 40553

雪景山水図 伝 小栗宗湛筆 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　17世紀 10191

信楽筒形花生 信楽 1口 桃山時代　16世紀 40313

芦屋梅竹文太口釜 1口 桃山時代　16世紀 30193

伊賀矢筈口水指 伊賀 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40600

備前丸壺茶入　銘 霜夜 備前 1口 江戸時代　17世紀 40074

黒楽茶碗　銘 雪峰 道入作 1口 江戸時代　17世紀 40104

竹茶杓 佐久間将監作 1本 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60036

信楽鬼桶水指 信楽 1口 室町時代　16世紀 40607

瀬戸肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸　藤四郎春慶窯 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40009

熊川茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40230

茶杓　銘 又風流 杉木普斎作 1本 竹 江戸時代　17-18世紀 60059

瀬戸海鼠手茶入　銘 深美 瀬戸金華山窯 1口 室町〜桃山時代　16世紀 40017

赤楽茶碗　銘 芋頭 伝 藤村庸軒作 1口 江戸時代　17世紀 40122

黒楽筒茶碗　銘 雪の曙 長入作 1口 江戸時代　18世紀 　 40113

刷毛目茶碗　銘 雪月 1口 朝鮮・朝鮮時代　15-16世紀 40244

狂言袴茶碗　銘 ひき木 1口 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 40279

志野茶碗 1口 桃山時代　16世紀 40143

黒織部茶碗 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40147

蒟醬鳥獣唐草文十角蓋物 1合 東南アジア　16-17世紀 50394

織部縞文筒形向付 美濃 5客の内 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40988

備前焼餅文鉢 備前 1口 桃山時代　16世紀 40805

染付柴垣図軍配形皿 肥前 1口 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 41751

絵刷毛目徳利 鶏龍山窯 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41227

三島馬上盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 40964

黄瀬戸六角盃 1口 桃山時代　16世紀 40939

粉引盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41239

【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。

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 寄贈者 列品番号 備考
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Nezu Seizan: Tea and Art
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会期 2009年11月18日（水）～12月23日（水・祝）
会場 展示室1

根津青山の茶の湯
初 代 根 津 嘉 一 郎 の 人 と 茶 と 道 具

6068203- オモテ



① 庭園講評会　大正2年10月8日
谿山雨霽図 関思筆 1幅 絹本墨画淡彩 中国・明時代　崇禎3年（1630） 10476

青磁鳳凰耳花生 龍泉窯 1口 中国・南宋時代　13世紀 40348

菊蒔絵手箱 1合 江戸時代　18世紀 50119

赤絵獅子鈕香炉 景徳鎮窯 1口 金襴手 中国・明時代　16世紀 40450

椿山水蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 50066

○ 布袋図 仲安真康筆 1幅 紙本墨画 室町時代　15世紀 10168

伊賀耳付花生 伊賀 1口 江戸時代　17世紀 40310

② 歳暮茶会（壺割茶会）　大正11年12月26日
養蚕機織図 伝 狩野元信筆 6曲1双の内 紙本墨画淡彩 室町時代　16世紀 10516

信楽壺花生　銘 破全 信楽 1口 江戸時代　17世紀 40314

桑阿古陀形夕顔蒔絵手焙 1口 江戸時代　19世紀 50743

鼠短檠 1個 江戸時代　18-19世紀 50675

織部格子文四方鉢 美濃 1口 江戸時代　17世紀 40784

備前銚子 備前 1口 江戸時代　17世紀 40906

瀬戸八角瓢形徳利 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40905

刷毛目盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40966

黄瀬戸盃 瀬戸 1口 桃山時代　16世紀 41316

藍絵幾何学文盃 1口 ペルシャ　17世紀 40979

阿蘭陀藍絵花蝶文四方向付 デルフト窯 6口の内 オランダ　17世紀 41029

消息 沢庵宗彭筆 1幅 紙本墨書 江戸時代　17世紀 00031

瀬戸新兵衛茶入　銘 舌鼓 瀬戸 1口 江戸時代　17世紀 40058

茶杓 千少庵作 1本 竹 江戸時代　17世紀 60058

玉子手茶碗　銘 小倉 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40275

南蛮三足水指 1口 ベトナム　16-17世紀 40647

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。

出品目録

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 寄贈者 列品番号 備考

青山と号した根津嘉一郎（1860 − 1940）は、美術品の蒐集が世に知られるよ
うになると、それらを公開する機会を考えていたようです。青山の茶の湯の世
界へのデビューは大正 7 年、青山 59 歳のことで、この茶会は「根津氏の初陣茶会」
として知られています。以来昭和 14 年の歳暮茶会まで、様々な茶会をおこな
いましたが、特に歳暮茶会を好んだため、「歳暮茶博士」と称されておりました。
今回は、道具の取り合わせを中心に展示いたしますが、青山が同じ道具を幾つ
かの茶会でくりかえして使っている場合などは、似たような作品を取り合わせ
ました。気楽な道具の茶会に根津青山の人柄を偲びたいと思います。

市松花唐草文螺鈿印籠 1個 江戸時代　19世紀 50167

山水蒔絵印籠 常嘉斎作 1個 江戸時代　19世紀 50158

孔雀蒔絵印籠 梶川作 1個 江戸時代　19世紀 50195

柳燕蒔絵印籠掛 巨満巨柳作 1個 江戸時代　19世紀 50249

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50535

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50536

葵文蒔絵口薬入 1個 江戸時代　17-18世紀 50537

業平蒔絵硯箱 伝 尾形光琳作 1合 江戸時代　17世紀 50036

業平蒔絵硯箱 柴田是真作 1合 江戸時代　19世紀 50060

夕顔絵蒔絵板戸 柴田是真・三浦乾也作 1基 江戸時代　19世紀 50681

【展示室6】 雪見の茶 Snow Viewing Tea Ceremony
砂張耳付大蕪花生 1口 青銅 中国・明時代　15-17世紀 30161

伊賀蹲花生 伊賀 1口 室町〜桃山時代　16世紀 40311

利休瓢花生 銘 フクラ雀 1口 瓢簞 江戸時代　17-18世紀 60011

交趾鴨香合 田坑窯系 1合 中国・明時代　17世紀 40553

雪景山水図 伝 小栗宗湛筆 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　17世紀 10191

信楽筒形花生 信楽 1口 桃山時代　16世紀 40313

芦屋梅竹文太口釜 1口 桃山時代　16世紀 30193

伊賀矢筈口水指 伊賀 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40600

備前丸壺茶入　銘 霜夜 備前 1口 江戸時代　17世紀 40074

黒楽茶碗　銘 雪峰 道入作 1口 江戸時代　17世紀 40104

竹茶杓 佐久間将監作 1本 桃山〜江戸時代　16-17世紀 60036

信楽鬼桶水指 信楽 1口 室町時代　16世紀 40607

瀬戸肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸　藤四郎春慶窯 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40009

熊川茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40230

茶杓　銘 又風流 杉木普斎作 1本 竹 江戸時代　17-18世紀 60059

瀬戸海鼠手茶入　銘 深美 瀬戸金華山窯 1口 室町〜桃山時代　16世紀 40017

赤楽茶碗　銘 芋頭 伝 藤村庸軒作 1口 江戸時代　17世紀 40122

黒楽筒茶碗　銘 雪の曙 長入作 1口 江戸時代　18世紀 　 40113

刷毛目茶碗　銘 雪月 1口 朝鮮・朝鮮時代　15-16世紀 40244

狂言袴茶碗　銘 ひき木 1口 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 40279

志野茶碗 1口 桃山時代　16世紀 40143

黒織部茶碗 美濃 1口 桃山時代　16世紀 40147

蒟醬鳥獣唐草文十角蓋物 1合 東南アジア　16-17世紀 50394

織部縞文筒形向付 美濃 5客の内 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40988

備前焼餅文鉢 備前 1口 桃山時代　16世紀 40805

染付柴垣図軍配形皿 肥前 1口 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 41751

絵刷毛目徳利 鶏龍山窯 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41227

三島馬上盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 40964

黄瀬戸六角盃 1口 桃山時代　16世紀 40939

粉引盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41239

【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。

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 寄贈者 列品番号 備考
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