
【展示室1】 国宝那智瀧図と自然の造形 National Treasure Nachi Waterfall and Representations of Nature
中尊寺経（広弘明集） 1巻 紺紙金銀泥 平安時代　12世紀 00336

神護寺経（陰持入経） 1巻 紺紙金泥 平安時代　12世紀 00215

◎ 釈迦八相図 1幅 絹本着色 鎌倉時代　13世紀 10135

○ 春日宮曼荼羅 1幅 絹本着色 鎌倉時代　13世紀 10016

◎ 春日補陀落山曼荼羅 1幅 絹本着色 鎌倉時代　13世紀 10093

◉ 那智瀧図 1幅 絹本着色 鎌倉時代　13-14世紀 10001

熊野曼荼羅 1幅 絹本着色 鎌倉時代　13世紀 10017

弁財天像 1幅 絹本着色 鎌倉時代　13世紀 10115

◎ 宝相華銀平文袈裟箱 1合 平安時代　12世紀 50111

岩上観音図 1幅 絹本墨画淡彩 南北朝時代　14世紀 10205

白衣観音図 等禅筆 1幅 紙本墨画 室町時代　16世紀 10543

◎ 観瀑図 芸阿弥筆　月翁周鏡ほか2僧賛 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　文明12年（1480） 10169

披錦斎図 宗甫紹鏡題　西庵中蓮ほか6僧賛 1幅 紙本墨画淡彩 室町時代　寛正5年（1464） 10183

藤原惺窩閑居図 狩野山雪筆　堀杏庵・林羅山賛 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　17世紀 10220

鏡山図 1幅 紙本着色 鎌倉時代　13世紀 10138

紅葉流水図 1幅 紙本着色 室町時代　14-15世紀 小林　中氏寄贈 10672

◎ 春日山蒔絵硯箱 1合 室町時代　15世紀 50003

和漢朗詠抄 本阿弥光悦筆 1巻 彩絹墨書 江戸時代　寛永3年（1626） 00087

百人一首帖 八条宮智仁親王筆 1冊 彩箋墨書 江戸時代　17世紀 00084

吉野龍田図 6曲1双 紙本金地着色 江戸時代　17世紀 10325

◎ 色絵山寺図茶壺 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀 41062

芙蓉図 1幅 紙本着色 室町時代　16世紀 10547

牡丹猫図 蔵三筆 1幅 紙本着色 室町時代　16世紀 10695

四季花鳥図 伝 狩野元信筆 6曲1双 紙本墨画淡彩 室町時代　16世紀 10311

桜花麝香猫図 狩野宗信筆 6曲1双 紙本金地着色 江戸時代　17世紀 10316

【展示室2】 手を競う─王朝びとの筆のあと Brushwork Stars: Calligraphy Prowess at the Imperial Court
貫之集切 伝 藤原行成筆 1幅 紙本墨書 平安時代　11世紀 00006

○ 伊予切 伝 藤原行成筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00065

小島切 伝 小野道風筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00348

香紙切 伝 小大君筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00001

歌集切 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00001
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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。

＊一部作品は、前期［10月7日（水）〜10月18日（日）］と後期［10月20日（火）〜11月8日（日）］で展示替えを行います。
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Welcome to the New Nezu Museum:
N a t i o n a l  T r e a s u r e  N a c h i  W a t e r f a l l  a n d
R e p r e s e n t a t i o n s  o f  N a t u r e

新創記念特別展 第１部　Special Commemorative Exhibition1

会期 200 9年10月7日（水）～11月8日（日）

新・根 津 美 術 館 展
国 宝 那 智 瀧 図と自然 の 造 形



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 ＊

烏丸切 伝 藤原定頼筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00003

山名切 藤原基俊筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00003

下絵朗詠集切 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00004

民部切 伝 源俊頼筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00003

松葉屋色紙 伝 紀貫之筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　11世紀 00345

東大寺切 伝 源俊頼筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00001

本阿弥切 伝 小野道風筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00005

石山切（伊勢集） 伝 藤原公任筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00350

石山切（貫之集下） 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 小林　中氏寄贈 00304

岡寺切 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00067

兼輔集切 藤原定信筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00347

戊辰切 藤原伊行筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 小林　中氏寄贈 00303

今城切 藤原教長筆 1幅 紙本墨書 平安時代　12世紀 00001

今城切 藤原教長筆 1幅 彩箋墨書 平安時代　12世紀 00004

右衛門切 伝 寂蓮筆 1幅 紙本墨書 平安時代　12世紀 00006

白河切 伝 西行筆 1幅 紙本墨書 平安時代　12世紀 00004

八幡切 伝 飛鳥井雅有筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 00003

箔切 伝 藤原為家筆 1幅 彩箋墨書 鎌倉時代　13世紀 00003

◎ 古今和歌集 伝 藤原為氏筆 1帖 紙本墨書 鎌倉時代　13世紀 00074

【ホール〜展示室3】 仏教彫刻の魅力 The Fascination 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面 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
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◎ 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】 吉祥−明清の漆工と陶磁 Felicitations: Auspicious Designs in Ming and Quing Lacquer and Ceramics
堆朱牡丹文盆 「大明永楽年製」銘 1枚 中国・明時代　永楽年間（1403-24） 50590 前期

堆朱椿文盆 「大明永楽年製」銘 1枚 中国・明時代　永楽年間（1403-24） 50595 後期

堆朱牡丹文盒子 「大明永楽年製」銘 1合 中国・明時代　永楽年間（1403-24） 50505

堆朱椿文盒子 「大明永楽年製」銘 1合 中国・明時代　永楽年間（1403-24） 50506

堆朱楼閣人物文盒子 「大明永楽年製」銘 1合 中国・明時代　永楽年間（1403-24） 50498

彫彩漆双龍文長方盒子 「大明萬暦壬辰年製」銘 1合 中国・明時代　万暦20年（1592） 50151

堆黄龍文盆 「大明萬暦己丑年製」銘 1枚 中国・明時代　万暦17年（1589） 50614

堆朱龍文盆 「大明萬暦己丑年製」銘 1枚 中国・明時代　万暦17年（1589） 50621

存星龍文長方盆 「大明萬暦壬辰年製」銘 1枚 中国・明時代　万暦20年（1592） 50593

存星龍寿字文円筒箱 1合 中国・明時代　16世紀 50778 後期

螺鈿山水人物文盒子 1合 中国・明時代　15世紀 50496 前期

存星吉祥文長方盒子 1合 中国・清時代　17世紀 50091 後期

堆朱波濤龍文大盒子 2合 中国・清時代　18世紀 50503 前期

緑彩龍文鉢 「大明正徳年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・明時代　正徳年間（1506-21） 42115

青花百仙文壺 「大明嘉靖年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・明時代　嘉靖年間（1522-66） 41168

青花瓔珞文瓶 「大明嘉靖年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・明時代　嘉靖年間（1522-66） 40368

五彩龍鳳文尊 「大明萬暦年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・明時代　万暦年間（1573-1620） 40362

五彩龍鳳文尊 「大明萬暦年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・明時代　万暦年間（1573-1620） 40363

五彩蓮池水禽文大甕 「大明萬暦年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・明時代　万暦年間（1573-1620） 41274

青花龍波濤文碗 「大清康煕年製」銘　景徳鎮窯 2口 中国・清時代　康煕年間（1662-1722） 41350

瑠璃地白花木蓮文盤 「大清雍正年製」銘　景徳鎮窯 1枚 中国・清時代　雍正年間（1723-35） 41358

豆青釉印花龍鳳文盤 「大清雍正年製」銘　景徳鎮窯 1枚 中国・清時代　雍正年間（1723-35） 40772

紅釉三魚文碗 「大清雍正年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・清時代　雍正年間（1723-35） 41356

淡茶釉三果文碗 「大清雍正年製」銘　景徳鎮窯 1口 中国・清時代　雍正年間（1723-35） 41351

豆彩龍鳳文盤 「大清雍正年製」銘　景徳鎮窯 1枚 中国・清時代　雍正年間（1723-35） 40772

粉彩梅牡丹文盤 「大清乾隆年製」銘　景徳鎮窯 1枚 中国・清時代　乾隆年間（1736-95） 40776

粉彩百鹿尊壺 「大清乾隆年製」銘　景徳鎮窯 2口 中国・清時代　乾隆年間（1736-95） 40379

【展示室6】 初陣茶会 First Tea Gathering
手付煙草盆 小川破笠作 1個 江戸時代 19世紀 50689

色絵火馬文火入 1口 中国・明時代　17世紀 41053

染付松竹梅文汲出碗 5客 中国・清時代　17世紀 41149

織部振出 美濃 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 41300

銅鑼 1個 東南アジア　17-18世紀 30227

落葉切（熊野懐紙断簡） 伝 西行筆 1幅 紙本墨書 鎌倉時代　13世紀 00079

伊賀耳付花生　銘　寿老人 1口 桃山時代　16世紀 40309
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芦屋野馬文釜 1口 江戸時代　18世紀 30188

○ 南蛮縄簾水指 1口 ヴェトナム　16-17世紀 40640

唐物文琳茶入　銘　白玉 福州窯系 1口 中国・南宋-元時代　13-14世紀 40092

御所丸茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40183

砂張棒先建水 1口 東南アジア　15-16世紀 30181

古染付叭々鳥香合 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　17世紀 40527

藤組丸炭斗 1個 江戸時代　18-19世紀 60065

野雁羽箒 1本 江戸時代　18-19世紀 60080

桑柄火箸 1膳 江戸時代　18-19世紀 30223

鉄環 明珍政幸銘 1組 江戸時代　18-19世紀 30221

灰器 上田宗品作 1口 江戸時代　18世紀 41111

黒漆棗 盛阿弥作 1合 桃山時代　16世紀 50369

竹茶杓　銘　よろほうし 千宗旦作 1本 江戸時代　17世紀 60040

織部筒形香炉 美濃 1口 桃山〜江戸時代　16-17世紀 40411

黒漆六足平卓 1台 明治〜大正時代　19世紀 50742

天明糸目釜 1口 江戸時代　18世紀 30211

古銅千切蓋置 1個 江戸時代　18-19世紀 30186

瀬戸建水　銘　木葉衣 瀬戸 1口 桃山時代　16世紀 41088

青貝牡丹唐草文茶器 1合 中国・明時代　16世紀 50547

銹絵柿図水指 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀 40616

団扇蒔絵棚　松花堂好み 1台 江戸時代　17世紀 50412

祥瑞水玉文茶碗 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 40304

赤楽茶碗　銘　冬野 伝道入作 1口 江戸時代　17世紀 40105

象牙茶杓　 千利休作 1本 桃山時代　16世紀 60033

砂張青海盆 1枚 東南アジア　16-18世紀 30296

阿蘭陀藍絵花蝶文向付 デルフト窯 5客の内 オランダ　17世紀 41029

備前焼餅文鉢 備前 1口 桃山時代　16世紀 40799

御本三島鉢 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40835

六角桐地文銚子 高橋因幡作 1口 江戸時代　19世紀 30246

刷毛目盃　銘　幾世綿 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40946

絵唐津平盃 1口 桃山時代　16世紀 41252

青磁八角盃 1口 江戸時代　18世紀 40956

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

装飾時計 ジョン・モットラム作 1基 イギリス　18-19世紀 30302

装飾時計 1基 30305

出品作品はすべて根津美術館蔵です。

〒107-0062　東京都港区南青山6丁目5番1号　TEL 03（3400）2536  http://www.nezu-muse.or.jp


