
第1章　赤と黒の世界　漆の登場
1 朱漆塗土器鉢 1口 陶胎漆塗 日本・縄文時代前期 神奈川県小田原市教育委員会蔵
2 朱漆塗櫛 1個 木胎漆塗 日本・縄文時代前期 神奈川県小田原市教育委員会蔵
3 漆彩文櫛 1個 木胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
4 赤漆塗櫛 1個 木胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
5 赤漆塗櫛 1個 木胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
6 赤漆塗籃胎漆器鉢 1個 竹胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
7 漆彩文土器壺 1個 陶胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
8 漆彩籃胎破片 3片 竹胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
9 漆彩籃胎破片 1片 竹胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
10 黒漆塗浅鉢形土器 1片 陶胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
11 赤漆塗小壺形土器 1個 陶胎漆塗 日本・縄文時代晩期 慶應義塾大学民族学考古学研究室蔵
12 黒漆経箱 1枚 木胎漆塗 日本・鎌倉時代　建仁2年（1204） 50104
13 朱漆塗経箱 1枚 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50102
14 経櫃 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50423
15 朱漆塗盆 1枚 木胎漆塗 日本・室町時代　永正3年（1506） 50556
16 彩漆雲龍文耳杯 1口 木胎漆塗 中国・前漢時代　紀元前2−紀元後1世紀 卯里欣侍氏寄贈 90224
17 漆彩画銀平脱合子 1合 木胎漆塗 中国・後漢時代　1−3世紀 卯里欣侍氏寄贈 90225
18 黒漆箱 1合 木胎漆塗 中国・北宋時代　10−12世紀 個人蔵
19 黒漆八角合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12−13世紀 50889
20 黒漆輪花香合 1合 陶胎漆塗 中国・元～明時代　14−15世紀 50780
21 黒漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12−13世紀 卯里欣侍氏寄贈 50783
22 朱黒漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・北宋時代　10−12世紀 永田牧子氏寄贈 50885
23 朱漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12−13世紀 永田牧子氏寄贈 50886

第2章　蒔絵　日本の誇る漆芸術
24 ◎ 春日山蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50003
25 蓮池蒔絵経箱 1合 木胎漆塗 日本・鎌倉時代　13世紀 50106
26 藤花猿図提箪笥 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50399
27 瀧山水蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 50007
28 片輪車蒔絵硯箱 中山江民作 1合 木胎漆塗 日本・明治～大正時代　19−20世紀 50083
29 檜垣に楓蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　17世紀 50008
30 秋草蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　16世紀 50376
31 蓬莱蒔絵蓋ならびに懸子 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　16世紀 50112
32 ◎ 宝相華銀平文袈裟箱 1合 木胎漆塗 日本・平安時代　12世紀 50111
33 遍照蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50012

第3章　螺鈿　繊細な貝片が作り出す意匠
34 螺鈿人物文八角合子 1口 木胎漆塗螺鈿 中国・南宋時代　12世紀 永田牧子氏寄贈 50922
35 螺鈿楼閣人物文卓 1基 木胎漆塗螺鈿 中国・元時代　12−13世紀 50435
36 螺鈿楼閣人物文卓 1基 木胎漆塗螺鈿 中国・元時代　12−13世紀 50444
37 螺鈿山水楼閣人物文軸盆 1枚 木胎漆塗螺鈿 中国・元～明時代　13−14世紀 永田牧子氏寄贈 50910
38 螺鈿山水楼閣人物文硯屏 1個 木胎漆塗螺鈿 中国・元～明時代　13−14世紀 永田牧子氏寄贈 50916
39 螺鈿柳下人物文食籠 1口 木胎漆塗螺鈿 中国・明時代　15−16世紀 50496
40 螺鈿楼閣人物文食籠 1口 木胎漆塗螺鈿 中国・明時代　15−16世紀 50497
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41 螺鈿楼閣人物文箱 1合 木胎漆塗螺鈿 朝鮮・高麗時代　12−13世紀 50124
42 螺鈿双鶴牡丹唐草文箱 1合 木胎漆塗螺鈿 朝鮮・朝鮮時代　18−19世紀 個人蔵
43 螺鈿牡丹唐草文箱 1合 木胎漆塗螺鈿 朝鮮・朝鮮時代　18世紀 50089
44 螺鈿牡丹唐草文箱 1合 木胎漆塗螺鈿 朝鮮・朝鮮時代　18世紀 個人蔵
45 丸紋蒔絵螺鈿洋櫃 1個 木胎漆塗螺鈿 日本・桃山時代　16−17世紀 個人蔵
46 花樹文蒔絵螺鈿洋櫃 1個 木胎漆塗螺鈿 日本・桃山時代　16−17世紀 個人蔵
47 花樹文蒔絵螺鈿洋櫃 1個 木胎漆塗螺鈿 日本・桃山時代　16−17世紀 個人蔵
48 紫陽花蒔絵螺鈿文箱 1口 木胎漆塗螺鈿 日本・江戸時代　18−19世紀 50134

第4章　彫漆—堆朱・堆黒　文様を彫る　
49 彫彩漆花文香合 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12−13世紀 個人蔵
50 彫彩漆屈輪文盤 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12−13世紀 永田牧子氏寄贈 50905
51 堆黒屈輪文合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12−13世紀 永田牧子氏寄贈 50897
52 堆黒屈輪文入隅形盤 1枚 木胎漆塗 中国・南宋～元時代　13−14世紀 永田牧子氏寄贈 50900
53 堆黒屈輪文杯 1口 木胎漆塗 中国・南宋時代　12−13世紀 永田牧子氏寄贈 50895
54 堆黒屈輪文杯 1口 木胎漆塗/銀杯 中国・元時代　13−14世紀 卯里欣侍氏寄贈 50784
55 堆黒花鳥文盤 1枚 木胎漆塗 中国・元時代　13−14世紀 永田牧子氏寄贈 50920
56 堆朱瓜文盤 1枚 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 永田牧子氏寄贈 50899
57 堆朱花鳥文盤 「張成造」 銘 1枚 木胎漆塗 中国・元～明時代　14世紀 個人蔵
58 堆朱楼閣人物文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50498
59 堆朱楼閣人物文大香合 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15−16世紀 50355
60 堆朱福字文大合子 「大明嘉靖年製」 銘 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 個人蔵
61 堆黄雲龍文盤 「大明萬暦巳丑年製」 銘 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　万暦17年（1589） 50614
62 堆黒牡丹尾長鳥文長方盤 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 50588
63 堆朱雲龍文長方合子 「大明萬暦乙未年製」 銘 1合 木胎漆塗 中国・明時代　万暦20年（1592） 50151
64 堆黒楼閣人物文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 50507
65 堆黒屈輪文合子 1合 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 永田牧子氏寄贈 50906
66 堆黒屈輪文重合子 1合 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 永田牧子氏寄贈 50898
67 堆朱唐草文茶器 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 永田牧子氏寄贈 50896
68 彫彩漆牡丹文盆 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 永田牧子氏寄贈 50923

第5章　鎗金・存星
69 鎗金龍文円形箱 1合 木胎漆塗 中国・明時代　14−15世紀 永田牧子氏寄贈 50926
70 鎗金八宝文経典挟板 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 永田牧子氏寄贈 50903
71 鎗金人物文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15−16世紀 永田牧子氏寄贈 50902
72 存星龍寿字文帽子箱 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 50778
73 存星花鳥文盤 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 永田牧子氏寄贈 50921
74 存星果実八宝文長方合子 1合 木胎漆塗 中国・清時代　18世紀 50091

第6章　蒟醬
75 蒟醤鳥獣唐草文十二角盤 1枚 藍胎漆塗 東南アジア　16−17世紀 50579
76 蒟醤鳥獣唐草文十角蓋物 1合 藍胎漆塗 東南アジア 50394
77 蒟醤鳥獣唐草文四方炭取 1個 籃胎漆塗 東南アジア 50393
78 蒟醤鳥獣唐草文長方小合子 1合 籃胎漆塗 東南アジア 個人蔵
79 蒟醤鳥獣唐草文長方合子 1合 籃胎漆塗 東南アジア　16−17世紀 50552

第7章　蒔絵の展開
80 秋草蒔絵鏡箱 1合 木胎漆塗 日本・鎌倉時代　14世紀 50125
81 ◎ 秋野蒔絵手箱 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50116
82 ◎ 嵯峨山蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　16世紀 50002
83 ○ 石山寺蒔絵源氏物語箪笥 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50398
84 桜に忍草蒔絵沈箱 伝 五十嵐道甫作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50259
85 黒楽写瓢象嵌文茶碗 小川破笠作 1口 乾漆漆塗 日本・江戸時代　18世紀 40125
86 夕顔蒔絵板戸 柴田是真・三浦乾也合作 2枚 木胎漆塗象嵌 日本・江戸時代　19世紀 50681
87 百草蒔絵薬箪笥 飯塚桃葉作 1基 木胎漆塗 日本・江戸時代　明和8年（1771） 50401

第8章　古典をまなぶ
88 ◎ 花白河蒔絵硯箱 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15世紀 50001
89 花白河蒔絵硯箱（写） 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50001-1
90 花白河蒔絵硯箱（写） 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 個人蔵
91 業平蒔絵硯箱 伝 尾形光琳作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 50036
92 業平蒔絵硯箱（写） 柴田是真作 1合 木胎漆塗 日本・明治時代　19世紀 50060
93 ○ 漆案 1基 木胎漆塗 中国・後漢時代　永元14年（109） 90141
94 漆案（写） 仰木政斎作 1基 木胎漆塗 日本・大正～昭和時代　20世紀 個人蔵

第9章　近現代の蒔絵
95 雪月花蒔絵硯箱 植松包美作 1合 木胎漆塗 日本・大正～昭和時代　20世紀 福島静子氏寄贈 50718
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96 秋海棠蒔絵盆 澤田宗沢斎作 1枚 木胎漆塗 日本・明治時代　19−20世紀 50575
97 鹿秋草蒔絵硯箱 迎田秋悦作 1合 木胎漆塗 日本・明治時代　19世紀 福島静子氏寄贈 50717

第10章　蒔絵で彩られた楽器
98 琴 1張 木胎 日本・江戸時代　19世紀 50645
99 柏鹿蒔絵琵琶箱 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　慶長16年（1611） 50648
100 麒麟蒔絵笙 1本 木胎漆塗 日本・江戸時代　宝永3年（1706） 個人蔵
101 薬玉蒔絵管箱 幸阿弥長孝作 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵
　

【展示室3・ホール・地階】 仏教美術の魅力 ─金銅仏─　The Allure of Buddhist Art ─ Gilded Bronze Sculpture─
1 ◎ 釈迦多宝仏並坐像 1基 銅造鍍金 中国・北魏時代　太和13年（489） 展示室3 20059
2 七連仏坐像 1基 銅造鍍金 中国・隋～唐時代　7世紀 展示室3 20073
3 五尊仏像 1面 銅造鎚鍱鍍金 中国・唐時代　7−8世紀 展示室3 20076
4 如来立像 1軀 銅造鍍金 朝鮮・統一新羅時代　7−8世紀 展示室3 20046
5 観音菩薩立像 1軀 銅造鍍金 日本・飛鳥時代　7世紀後半 展示室3 20002
6 観音菩薩立像 1軀 銅造（鍍金か） 日本・飛鳥時代　7世紀後半 展示室3 20004
7 観音菩薩立像 1軀 銅造鍍金 日本・飛鳥時代～奈良時代　8世紀 展示室3 20005
8 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
9 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
10 如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北魏時代　6世紀 ホール 20061
11 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 ホール 20338
12 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北魏時代　6世紀 ホール 20070
13 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
14 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
15 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
16 ◎ 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
17 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
18 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（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 走獣葡萄鏡 1面 青銅 中国・唐時代　7世紀 30036
22 海獣葡萄鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30035
23 鸚哥禽獣葡萄鏡 1面 青銅 中国・唐時代　8世紀 30041

【展示室5】 茶道具の銘と和歌　Tea Utensil Names and Waka Poems
1 ◎ 古今和歌集 藤原為氏筆 1帖 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00074
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2 古今和歌集 2帖 紙本墨書 日本・江戸時代　18−19世紀 00342
3 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
4 ◎ 丸壺茶入　銘 相坂 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・南北朝～室町時代　14−15世紀 40001
5 小川手茶入　銘 花染 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40013
6 茶入　銘 宿の梅 薩摩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40064
7 肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40009
8 玉柏手茶入　銘 村雨 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40015
9 正木手茶入　銘 正木 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40020
10 古銅柑子口花入　銘 三千年 1口 青銅 中国・元～明時代　14−16世紀 30157
11 一重切花入　銘 藤浪 小堀遠州作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60022
12 青磁中蕪花入　銘 夕端山 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・明時代　15世紀 40352
13 ◎ 鼠志野茶碗　銘 山の端 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40140
14 柿の蔕茶碗　銘 瀧川 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40276
15 青井戸茶碗　銘 瀧川 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40222
16 刷毛目茶碗　銘 八重葎 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40245
17 彫三島茶碗　銘 九重 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40185
18 ○ 井戸香炉　銘 此世 1口 施釉陶器 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40423
19 青磁算木文香炉　銘 住江 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・南宋～元時代　12−13世紀 40438
20 茶杓　共筒　銘 竹鴬 細川三斎作 1本 竹 日本　桃山～江戸時代　16−17世紀 60039
21 茶杓　共筒　銘 五月雨 小堀遠州作 1本 竹 日本　江戸時代　17世紀 60045

【展示室6】 季夏の茶の湯 ─名水点て─　Summer Tea Ceremony : Water from Famous Sources
1 　 細首振出 薩摩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41331
2 古染付松竹梅文汲出碗 景徳鎮窯 5口 施釉磁器 中国・清時代　18世紀 41149
3 山水図 海北友松筆 2幅のうち 紙本墨画 日本・桃山時代　17世紀 10644
4 青磁擂座三足水盤 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・元時代　14世紀 41159
5 広沢切 伏見天皇筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　14世紀 植村和堂氏寄贈 00478
6 七宝文釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　18世紀
7 唐金六角風炉 伊予芦屋 1口 青銅 日本・室町時代　16世紀
8 木地釣瓶水指 1口 檜 現代
9 織部耳付茶入 美濃 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40053
10 青井戸茶碗　銘 鶴 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40220
11 南蛮内渋建水 1口 施釉陶器 ヴェトナム　16−17世紀 41099
12 　 古銅笹蟹蓋置 1個 青銅 日本・江戸時代　18世紀
13 堆朱蓮に鳥文香合 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 50318
14 茶杓　共筒 木下長嘯子作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 60207
15 祥瑞獅子香炉 景徳鎮窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40456
16 砂張胴〆水指 1口 響銅 東南アジア　16−18世紀 30175
17 肩衝茶入　銘 面壁 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40075
18 熊川雨漏茶碗 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40232
19 安南染付龍文水指 1口 施釉陶器 ヴェトナム　17世紀 40671
20 瓔珞文茶器 1合 牙 東南アジア　18−19世紀 30151
21 　 黒楽茶碗 伝 山田宗徧作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17−18世紀 40123
22 　 鉄絵鳥文茶碗 志賀 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18−19世紀 40178
23 織部扇面形向付 美濃 10口のうち 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 40990
24 古染付山水文水次 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40667
25 　 切子酒瓶 2口 硝子 日本・明治時代　19−20世紀 竹田恆正氏寄贈 60171

【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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