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1 紅陶双耳壺 湖南省 1口 土器 中国・裴李岡文化　紀元前6000－5000年頃 　 個人蔵

2 紅陶双耳壺 　 1口 土器 中国・斎家文化　紀元前2000年頃 　 個人蔵

3 紅陶水注 　 1口 土器 中国・寺窪文化　紀元前3000－2000年 　 個人蔵

4 彩陶双耳瓶 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 　 個人蔵

5 彩陶手付壺 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 　 個人蔵

6 彩陶双耳碗 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 42124 藤崎隆三氏寄贈

7 白陶鬹 　 1口 土器 中国・大汶口文化　紀元前 4000－2500年頃 　 個人蔵

8 黒陶高脚杯 　 1口 土器 中国・龍山文化　紀元前2500－2000年頃 　 個人蔵

9 黒陶高脚杯 　 1口 土器 中国・龍山文化　紀元前2500－2000年頃 　 個人蔵

10 灰釉双耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

11 灰釉双耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

12 灰釉有蓋壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

13 灰陶印文壺 　 1口 陶器 中国・春秋時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

14 灰陶印文双耳壺 　 1口 陶器 中国・春秋時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

15 灰陶印文六連管壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

16 灰陶印文有蓋盉 　 1口 陶器 中国・春秋戦国時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

17 灰陶印文双耳壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

18 灰陶双耳小壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

19 灰陶豚舎・豚親子 　 1具 陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 　 個人蔵

20 緑釉羊舎 　 1具 施釉陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 90146 　

21 緑釉博山奩 　 1合 施釉陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 42129 藤崎隆三氏寄贈

22 青磁羊 越州窯系 1個 施釉磁器 中国・西晋時代　3－4世紀 　 個人蔵

23 青磁神亭壺 越州窯系 1個 施釉磁器 中国・東晋時代　4－5世紀 　 個人蔵

24 青磁天鶏壺 越州窯系 1口 施釉磁器 中国・東晋時代　4－5世紀 41275 　

25 青磁天鶏壺 　 1口 施釉磁器 中国・南朝時代　5－6世紀 　 個人蔵

26 青磁四耳有蓋壺 越州窯系 1合 施釉磁器 中国・五代　10世紀 41272 　

27 青磁刻花文合子 越州窯系 1合 施釉磁器 中国・五代　10世紀 　 個人蔵

28 白釉蓮弁文四耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・北斉時代　6世紀 　 個人蔵

29 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・北斉時代　6世紀 　 個人蔵

30 緑釉貼花文大壺 　 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6世紀 41360 　

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考

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。
・備考に記載がない作品はすべて根津美術館蔵です。

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】 中国の漆器　Chinese Lacquer
1 朱漆輪花椀、杯、盆 1具 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50883 永田牧子氏寄贈

2 朱黒漆輪花椀、皿 1具 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50885 永田牧子氏寄贈

3 黒漆輪花椀 2口 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50881 永田牧子氏寄贈

4 朱黒漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50884 永田牧子氏寄贈

5 黒漆皿 1枚 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50882 永田牧子氏寄贈

6 朱漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50886 永田牧子氏寄贈

7 黒漆天目台（尼崎台） 1基 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 40288 曜変天目附属品

8 青銅輪花形杯台 1基 青銅 中国・北宋時代　10－12世紀 30331 李汝寛氏寄贈

9 朱緑漆盆 1枚 木胎漆塗 中国・南宋～元時代　13－14世紀 50888 永田牧子氏寄贈

10 朱緑漆四方盆（若狭盆） 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50560 　

11 黒漆稜花合子 1合 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 50779 　

12 黒漆籠目八角盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50781 　

13 堆黒屈輪文方形箱 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50928 　

14 彫彩漆菊文合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50927 　

15 彫彩漆屈輪文盆 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50905 永田牧子氏寄贈

16 堆黒屈輪文合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50897 永田牧子氏寄贈

17 堆朱楼閣人物文盆 1枚 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 40094

18 堆朱楼閣人物文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50504 　

19 堆朱牡丹文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50505 　

20 堆朱雲龍文盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　万暦17年（1589） 50621

21 堆黄雲龍文盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　万暦17年（1589） 50614

22 螺鈿菊花文軸盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 50909 永田牧子氏寄贈

23 螺鈿山水楼閣人物文軸盆 1枚 木胎漆塗 中国・元～明時代　14－15世紀 50910 永田牧子氏寄贈

24 螺鈿菊花文天目台 1基 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50390 　

25 螺鈿花鳥文卓 1基 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50458 　

【展示室6】 名残の茶　The End of the Tea Year 
1 和歌短冊 冷泉為秀筆 1幅 紙本墨書 日本・南北朝時代　14世紀 00093 　

2 青磁瓢形振出 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 41080 　

3 銹絵山水文汲出碗 粟田 3口 施釉陶器 日本・江戸時代　19世紀 41143 　

4 四方広口釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　18－19世紀 30209 　

5 芦雁図 啓孫筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 10623 小林中氏寄贈

6 雲龍釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　17世紀 30205 　

7 やつれ風炉 京都または江戸 1口 鉄 日本・江戸時代　18－19世紀 30329 　

8 種壺形水指 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40587 　

9 朱黒漆鎬文茶器 　 1合 竹胎漆塗 日本・江戸時代　17－18世紀 50388 　

10 御本詩入茶碗 　 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40202 　

11 夜学蓋置 　 1個 青銅 中国・明時代　16世紀 　 　

12 鎌倉彫布袋香合 　 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50288 　

13 茶杓　共筒 山田宗徧作 1本 竹 日本・江戸時代　17－18世紀 60042 　

14 一重切花入　銘 三井寺 杉木普斎作 1口 竹 日本・江戸時代　17－18世紀 60019 　

15 彫文壺形水指 高取 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41270 秋山順一氏寄贈

16 翁手茶入　銘 宇都山 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40023 　

17 柿の蔕茶碗　銘 瀧川 　 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40276 　

18 安南染付龍文水指 　 1口 施釉陶器 ヴェトナム　17世紀 40671 　

19 黒漆大棗 盛阿弥作 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　16世紀 50369 　

20 ○ 色絵武蔵野図茶碗 野々村仁清作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40175 　

21 瀬戸黒茶碗　銘 玉むし 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山時代　16－17世紀 41268 秋山順一氏寄贈

22 色絵柳下船図皿 肥前 3枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 40682 　

23 井戸脇片口鉢 　 1口 施釉陶器 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40838 　

24 志野銹絵芦文鉢 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山時代　16－17世紀 40983 　

【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

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考 No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考
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31 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6世紀 　 個人蔵

32 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 　 個人蔵

33 白釉高脚盤 　 2口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 　 個人蔵

34 白釉緑彩壺 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42145 藤崎隆三氏寄贈

35 白釉龍耳瓶 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 41190 　

36 白釉龍耳瓶 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42141 藤崎隆三氏寄贈

37 三彩鍑 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 40342 　

38 三彩万年壺 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 41357 　

39 灰陶加彩駱駝 　 1躯 陶器 中国・唐時代　9世紀 90150 　

40 灰陶加彩駱駝 　 1躯 陶器 中国・唐時代　9世紀 90151 　

41 青磁刻花蓮弁文碗 耀州窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 41337 　

42 褐釉輪花形杯 耀州窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 　 個人蔵

43 白磁刻花蓮花文輪花鉢 定窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 41335 　

44 白磁印花鳳凰文皿 定窯 1枚 施釉磁器 中国・北宋時代　12世紀 41345 　

45 白磁瓜形小壺 定窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　12世紀 42144 藤崎隆三氏寄贈

46 澱青釉鉢 鈞窯 1口 施釉陶器 中国・金時代　12－13世紀 41352 　

47 澱青釉盃 鈞窯 1口 施釉陶器 中国・金時代　12－13世紀 41236 秋山順一氏寄贈

48 白釉洗 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・北宋時代　12世紀 42149 藤崎隆三氏寄贈

49 白掻落唐草文壺 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・北宋時代　11－12世紀 41341 　

50 緑釉鉄絵牡丹文瓶 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・宋時代　12世紀 41364 　

51 緑釉花枝文長頸瓶 乾瓦窯 1口 施釉陶器 中国・遼時代　11－12世紀 41353 　

52 黒釉掻落牡丹文扁壺 霊武窯 1口 施釉陶器 中国・西夏時代　11－13世紀 41362 　

53 青磁蓮弁文碗 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 40296 　

54 青磁蓮弁文盃 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 41235 秋山順一氏寄贈

55 青磁輪花鉢 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40850 　

56 青磁鉄斑文鉢 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 40847 　

57 青磁鎬文有蓋壺 龍泉窯 1合 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 41166 　

58 青磁刻花花卉文水注 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　14－15世紀 40658 　

59 青磁劃花柑橘文大盤 龍泉窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　14－15世紀 40716 　

60 青白磁輪花小皿 景徳鎮窯 5枚 施釉磁器 中国・南宋時代　12世紀 　 個人蔵

61 青白磁輪花碗 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12世紀 　 個人蔵

62 青白磁瓜形水注 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 41271 秋山順一氏寄贈

63 青白磁刻花渦文瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 41361 　

64 青花龍鳳文瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 41340 　

65 ◎ 青花花卉文盤 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　15世紀 40723 　

66 青花花籠文平鉢 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40852 　

67 黄釉皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　弘治年間（1488－1505） 41356 　

68 黄釉皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　正徳年間（1506－21） 41348 　

69 緑彩龍文鉢 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　正徳年間（1506－21） 42115 　

70 五彩蓮池水禽文大甕 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　万暦年間（1573－1620） 41274 　

71 五彩龍鳳文尊式花瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　万暦年間（1573－1620） 40363 　

72 青地白花木蓮文皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41358 　

73 豆彩龍鳳文皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 40772 　

74 粉彩梅牡丹文大皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 40776 　

75 天藍釉双耳壺 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41338 　

76 豆青釉花唐草文双耳扁壺 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41363 　

77 淡茶釉三果文碗 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41351 　

78 黄釉小皿 景徳鎮窯 2枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41354 　

79 頻果緑釉碗 景徳鎮窯 2口 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41343 　

80 紫釉小皿 景徳鎮窯 2枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41355 　

81 青磁玉壺春瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41193 　

82 ◎ 五彩宝相華文瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40361 　

83 五彩孔雀文仙盞瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40918 　

84 五彩赤絵仙盞瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40932 　

85 五彩蓮華文ケンディー形瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40933 　

86 呉州赤絵花鳥文盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40740 　

87 呉州青絵楼閣人物文盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40762 　

88 呉州瑠璃地白花文餅花手盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40768 　

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

90 ◎ 青磁筍花生 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40346 　

91 青磁鳳凰耳花生 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40348 　

92 ○ 青磁袴腰香炉 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40429 　

93 青磁透彫蓮花文香炉 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 40440 　

94 ◎ 肩衝茶入　銘 松屋 福州窯系 1口 施釉陶器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40091 　

95 丸壺茶入　銘 石河 福州窯系 1口 施釉陶器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40093 　

96 ○ 曜変天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・南宋時代　13世紀 40288 　

97 油滴天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・南宋時代　13世紀 40289 　

98 建盞　禾目天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・元時代　14世紀 40291 　

99 珠光青磁茶碗　銘 遅桜 蒲田窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40297 　

100 絵高麗白梅鉢文茶碗 磁州窯系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 40301 　

101 絵高麗梅鉢文茶碗 磁州窯系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 40302 　

102 古染付鯉耳花生 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40367 　

103 古染付葡萄棚水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40665 　

104 古染付手桶水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40666 　

105 古染付六角水注 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40667 　

106 祥瑞蜜柑水指 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40661 　

107 祥瑞太鼓胴水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40662 　

108 祥瑞水玉茶碗 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40304 　

109 祥瑞瑠璃釉徳利 景徳鎮民窯 2本 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40929 　

110 祥瑞山水文徳利 景徳鎮民窯 1本 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40930 　

111 古染付叭々鳥香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40527 　

112 古染付張甲牛香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40528 　

113 祥瑞瑠璃雀香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40522 　

114 祥瑞立瓜香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40520 　

115 呉州染付菊蟹香合 漳州窯系 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40544 　

116 呉州赤絵入隅香合 漳州窯系 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40547 　

117 交趾台牛入隅香合 漳州窯系 1合 施釉陶器 中国・明時代　17世紀 40551 　

118 青磁一葉香合 龍泉窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40514 　

119 越州窯青磁陶片 越州窯 　 施釉磁器 中国・唐時代～五代　10世紀 　 　

120 定窯白磁陶片 定窯 　 施釉磁器 中国・宋時代　10－13世紀 　 　

121 龍泉窯青磁陶片 龍泉窯 　 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 　 　

【展示室2】 国宝 漁村夕照図　Fishing Village at Sunset, a National Treasure
1 ◉ 漁村夕照図 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・南宋時代　13世紀 10390

2 ◎ 竹雀図 伝 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10391

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

4 ◎ 風雨山水図 伝 夏珪筆 1幅 紙本墨画 中国・南宋時代　13世紀 10541

5 ◎ 銭塘観潮図 月翁周鏡ほか６僧賛 1幅 絹本着色 中国・元時代　13世紀 10397

6 牧谿瀟湘八景図模本 　 1巻 紙本墨画 日本・江戸時代　18世紀 10538

【展示室3・ホール・地階】 仏教美術の魅力　The Allure of Buddhist Art

1 春日若宮大般若経 浄阿筆
540帖＋
1巻のうち

紙本墨書
日本・鎌倉時代　
寛喜元年（1229）－仁治3年（1242）

00239・
00286

展示室3

2 春日厨子 1基 木造漆塗
日本・鎌倉時代　
寛元元年および3年（1243・1245）銘

50481 展示室3

3 弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 20097 ホール

4 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

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

6 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

7 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北魏時代　6世紀 20070 ホール

8 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

9 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 20082 ホール

10 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

11 ◎ 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

12 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

13 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） 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

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考 No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考

同時開催 テーマ展示
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31 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6世紀 　 個人蔵

32 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 　 個人蔵

33 白釉高脚盤 　 2口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 　 個人蔵

34 白釉緑彩壺 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42145 藤崎隆三氏寄贈

35 白釉龍耳瓶 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 41190 　

36 白釉龍耳瓶 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42141 藤崎隆三氏寄贈

37 三彩鍑 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 40342 　

38 三彩万年壺 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 41357 　

39 灰陶加彩駱駝 　 1躯 陶器 中国・唐時代　9世紀 90150 　

40 灰陶加彩駱駝 　 1躯 陶器 中国・唐時代　9世紀 90151 　

41 青磁刻花蓮弁文碗 耀州窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 41337 　

42 褐釉輪花形杯 耀州窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 　 個人蔵

43 白磁刻花蓮花文輪花鉢 定窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 41335 　

44 白磁印花鳳凰文皿 定窯 1枚 施釉磁器 中国・北宋時代　12世紀 41345 　

45 白磁瓜形小壺 定窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　12世紀 42144 藤崎隆三氏寄贈

46 澱青釉鉢 鈞窯 1口 施釉陶器 中国・金時代　12－13世紀 41352 　

47 澱青釉盃 鈞窯 1口 施釉陶器 中国・金時代　12－13世紀 41236 秋山順一氏寄贈

48 白釉洗 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・北宋時代　12世紀 42149 藤崎隆三氏寄贈

49 白掻落唐草文壺 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・北宋時代　11－12世紀 41341 　

50 緑釉鉄絵牡丹文瓶 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・宋時代　12世紀 41364 　

51 緑釉花枝文長頸瓶 乾瓦窯 1口 施釉陶器 中国・遼時代　11－12世紀 41353 　

52 黒釉掻落牡丹文扁壺 霊武窯 1口 施釉陶器 中国・西夏時代　11－13世紀 41362 　

53 青磁蓮弁文碗 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 40296 　

54 青磁蓮弁文盃 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 41235 秋山順一氏寄贈

55 青磁輪花鉢 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40850 　

56 青磁鉄斑文鉢 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 40847 　

57 青磁鎬文有蓋壺 龍泉窯 1合 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 41166 　

58 青磁刻花花卉文水注 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　14－15世紀 40658 　

59 青磁劃花柑橘文大盤 龍泉窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　14－15世紀 40716 　

60 青白磁輪花小皿 景徳鎮窯 5枚 施釉磁器 中国・南宋時代　12世紀 　 個人蔵

61 青白磁輪花碗 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12世紀 　 個人蔵

62 青白磁瓜形水注 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 41271 秋山順一氏寄贈

63 青白磁刻花渦文瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 41361 　

64 青花龍鳳文瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 41340 　

65 ◎ 青花花卉文盤 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　15世紀 40723 　

66 青花花籠文平鉢 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40852 　

67 黄釉皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　弘治年間（1488－1505） 41356 　

68 黄釉皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　正徳年間（1506－21） 41348 　

69 緑彩龍文鉢 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　正徳年間（1506－21） 42115 　

70 五彩蓮池水禽文大甕 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　万暦年間（1573－1620） 41274 　

71 五彩龍鳳文尊式花瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　万暦年間（1573－1620） 40363 　

72 青地白花木蓮文皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41358 　

73 豆彩龍鳳文皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 40772 　

74 粉彩梅牡丹文大皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 40776 　

75 天藍釉双耳壺 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41338 　

76 豆青釉花唐草文双耳扁壺 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41363 　

77 淡茶釉三果文碗 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41351 　

78 黄釉小皿 景徳鎮窯 2枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41354 　

79 頻果緑釉碗 景徳鎮窯 2口 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41343 　

80 紫釉小皿 景徳鎮窯 2枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41355 　

81 青磁玉壺春瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41193 　

82 ◎ 五彩宝相華文瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40361 　

83 五彩孔雀文仙盞瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40918 　

84 五彩赤絵仙盞瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40932 　

85 五彩蓮華文ケンディー形瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40933 　

86 呉州赤絵花鳥文盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40740 　

87 呉州青絵楼閣人物文盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40762 　

88 呉州瑠璃地白花文餅花手盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40768 　

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

90 ◎ 青磁筍花生 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40346 　

91 青磁鳳凰耳花生 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40348 　

92 ○ 青磁袴腰香炉 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40429 　

93 青磁透彫蓮花文香炉 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 40440 　

94 ◎ 肩衝茶入　銘 松屋 福州窯系 1口 施釉陶器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40091 　

95 丸壺茶入　銘 石河 福州窯系 1口 施釉陶器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40093 　

96 ○ 曜変天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・南宋時代　13世紀 40288 　

97 油滴天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・南宋時代　13世紀 40289 　

98 建盞　禾目天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・元時代　14世紀 40291 　

99 珠光青磁茶碗　銘 遅桜 蒲田窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40297 　

100 絵高麗白梅鉢文茶碗 磁州窯系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 40301 　

101 絵高麗梅鉢文茶碗 磁州窯系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 40302 　

102 古染付鯉耳花生 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40367 　

103 古染付葡萄棚水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40665 　

104 古染付手桶水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40666 　

105 古染付六角水注 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40667 　

106 祥瑞蜜柑水指 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40661 　

107 祥瑞太鼓胴水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40662 　

108 祥瑞水玉茶碗 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40304 　

109 祥瑞瑠璃釉徳利 景徳鎮民窯 2本 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40929 　

110 祥瑞山水文徳利 景徳鎮民窯 1本 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40930 　

111 古染付叭々鳥香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40527 　

112 古染付張甲牛香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40528 　

113 祥瑞瑠璃雀香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40522 　

114 祥瑞立瓜香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40520 　

115 呉州染付菊蟹香合 漳州窯系 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40544 　

116 呉州赤絵入隅香合 漳州窯系 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40547 　

117 交趾台牛入隅香合 漳州窯系 1合 施釉陶器 中国・明時代　17世紀 40551 　

118 青磁一葉香合 龍泉窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40514 　

119 越州窯青磁陶片 越州窯 　 施釉磁器 中国・唐時代～五代　10世紀 　 　

120 定窯白磁陶片 定窯 　 施釉磁器 中国・宋時代　10－13世紀 　 　

121 龍泉窯青磁陶片 龍泉窯 　 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 　 　

【展示室2】 国宝 漁村夕照図　Fishing Village at Sunset, a National Treasure
1 ◉ 漁村夕照図 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・南宋時代　13世紀 10390

2 ◎ 竹雀図 伝 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10391

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

4 ◎ 風雨山水図 伝 夏珪筆 1幅 紙本墨画 中国・南宋時代　13世紀 10541

5 ◎ 銭塘観潮図 月翁周鏡ほか６僧賛 1幅 絹本着色 中国・元時代　13世紀 10397

6 牧谿瀟湘八景図模本 　 1巻 紙本墨画 日本・江戸時代　18世紀 10538

【展示室3・ホール・地階】 仏教美術の魅力　The Allure of Buddhist Art

1 春日若宮大般若経 浄阿筆
540帖＋
1巻のうち

紙本墨書
日本・鎌倉時代　
寛喜元年（1229）－仁治3年（1242）

00239・
00286

展示室3

2 春日厨子 1基 木造漆塗
日本・鎌倉時代　
寛元元年および3年（1243・1245）銘

50481 展示室3

3 弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 20097 ホール

4 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

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

6 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

7 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北魏時代　6世紀 20070 ホール

8 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

9 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 20082 ホール

10 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

11 ◎ 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

12 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

13 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） 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

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考 No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考

同時開催 テーマ展示
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31 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6世紀 　 個人蔵

32 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 　 個人蔵

33 白釉高脚盤 　 2口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 　 個人蔵

34 白釉緑彩壺 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42145 藤崎隆三氏寄贈

35 白釉龍耳瓶 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 41190 　

36 白釉龍耳瓶 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42141 藤崎隆三氏寄贈

37 三彩鍑 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 40342 　

38 三彩万年壺 　 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 41357 　

39 灰陶加彩駱駝 　 1躯 陶器 中国・唐時代　9世紀 90150 　

40 灰陶加彩駱駝 　 1躯 陶器 中国・唐時代　9世紀 90151 　

41 青磁刻花蓮弁文碗 耀州窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 41337 　

42 褐釉輪花形杯 耀州窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 　 個人蔵

43 白磁刻花蓮花文輪花鉢 定窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　11－12世紀 41335 　

44 白磁印花鳳凰文皿 定窯 1枚 施釉磁器 中国・北宋時代　12世紀 41345 　

45 白磁瓜形小壺 定窯 1口 施釉磁器 中国・北宋時代　12世紀 42144 藤崎隆三氏寄贈

46 澱青釉鉢 鈞窯 1口 施釉陶器 中国・金時代　12－13世紀 41352 　

47 澱青釉盃 鈞窯 1口 施釉陶器 中国・金時代　12－13世紀 41236 秋山順一氏寄贈

48 白釉洗 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・北宋時代　12世紀 42149 藤崎隆三氏寄贈

49 白掻落唐草文壺 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・北宋時代　11－12世紀 41341 　

50 緑釉鉄絵牡丹文瓶 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・宋時代　12世紀 41364 　

51 緑釉花枝文長頸瓶 乾瓦窯 1口 施釉陶器 中国・遼時代　11－12世紀 41353 　

52 黒釉掻落牡丹文扁壺 霊武窯 1口 施釉陶器 中国・西夏時代　11－13世紀 41362 　

53 青磁蓮弁文碗 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 40296 　

54 青磁蓮弁文盃 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 41235 秋山順一氏寄贈

55 青磁輪花鉢 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40850 　

56 青磁鉄斑文鉢 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 40847 　

57 青磁鎬文有蓋壺 龍泉窯 1合 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 41166 　

58 青磁刻花花卉文水注 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　14－15世紀 40658 　

59 青磁劃花柑橘文大盤 龍泉窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　14－15世紀 40716 　

60 青白磁輪花小皿 景徳鎮窯 5枚 施釉磁器 中国・南宋時代　12世紀 　 個人蔵

61 青白磁輪花碗 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12世紀 　 個人蔵

62 青白磁瓜形水注 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　12－13世紀 41271 秋山順一氏寄贈

63 青白磁刻花渦文瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 41361 　

64 青花龍鳳文瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 41340 　

65 ◎ 青花花卉文盤 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　15世紀 40723 　

66 青花花籠文平鉢 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40852 　

67 黄釉皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　弘治年間（1488－1505） 41356 　

68 黄釉皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・明時代　正徳年間（1506－21） 41348 　

69 緑彩龍文鉢 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　正徳年間（1506－21） 42115 　

70 五彩蓮池水禽文大甕 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　万暦年間（1573－1620） 41274 　

71 五彩龍鳳文尊式花瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　万暦年間（1573－1620） 40363 　

72 青地白花木蓮文皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41358 　

73 豆彩龍鳳文皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 40772 　

74 粉彩梅牡丹文大皿 景徳鎮窯 1枚 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 40776 　

75 天藍釉双耳壺 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41338 　

76 豆青釉花唐草文双耳扁壺 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41363 　

77 淡茶釉三果文碗 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41351 　

78 黄釉小皿 景徳鎮窯 2枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41354 　

79 頻果緑釉碗 景徳鎮窯 2口 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41343 　

80 紫釉小皿 景徳鎮窯 2枚 施釉磁器 中国・清時代　雍正年間（1723－35） 41355 　

81 青磁玉壺春瓶 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736－95） 41193 　

82 ◎ 五彩宝相華文瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40361 　

83 五彩孔雀文仙盞瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40918 　

84 五彩赤絵仙盞瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40932 　

85 五彩蓮華文ケンディー形瓶 景徳鎮窯系　金襴手 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40933 　

86 呉州赤絵花鳥文盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40740 　

87 呉州青絵楼閣人物文盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40762 　

88 呉州瑠璃地白花文餅花手盤 漳州窯系 1枚 施釉磁器 中国・明時代　16－17世紀 40768 　

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

90 ◎ 青磁筍花生 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40346 　

91 青磁鳳凰耳花生 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40348 　

92 ○ 青磁袴腰香炉 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40429 　

93 青磁透彫蓮花文香炉 龍泉窯 1口 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 40440 　

94 ◎ 肩衝茶入　銘 松屋 福州窯系 1口 施釉陶器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40091 　

95 丸壺茶入　銘 石河 福州窯系 1口 施釉陶器 中国・南宋～元時代　13－14世紀 40093 　

96 ○ 曜変天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・南宋時代　13世紀 40288 　

97 油滴天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・南宋時代　13世紀 40289 　

98 建盞　禾目天目 建窯 1口 施釉陶器 中国・元時代　14世紀 40291 　

99 珠光青磁茶碗　銘 遅桜 蒲田窯 1口 施釉磁器 中国・南宋時代　13世紀 40297 　

100 絵高麗白梅鉢文茶碗 磁州窯系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 40301 　

101 絵高麗梅鉢文茶碗 磁州窯系 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 40302 　

102 古染付鯉耳花生 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40367 　

103 古染付葡萄棚水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40665 　

104 古染付手桶水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40666 　

105 古染付六角水注 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40667 　

106 祥瑞蜜柑水指 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40661 　

107 祥瑞太鼓胴水指 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40662 　

108 祥瑞水玉茶碗 景徳鎮民窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40304 　

109 祥瑞瑠璃釉徳利 景徳鎮民窯 2本 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40929 　

110 祥瑞山水文徳利 景徳鎮民窯 1本 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40930 　

111 古染付叭々鳥香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40527 　

112 古染付張甲牛香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40528 　

113 祥瑞瑠璃雀香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40522 　

114 祥瑞立瓜香合 景徳鎮民窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40520 　

115 呉州染付菊蟹香合 漳州窯系 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40544 　

116 呉州赤絵入隅香合 漳州窯系 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40547 　

117 交趾台牛入隅香合 漳州窯系 1合 施釉陶器 中国・明時代　17世紀 40551 　

118 青磁一葉香合 龍泉窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40514 　

119 越州窯青磁陶片 越州窯 　 施釉磁器 中国・唐時代～五代　10世紀 　 　

120 定窯白磁陶片 定窯 　 施釉磁器 中国・宋時代　10－13世紀 　 　

121 龍泉窯青磁陶片 龍泉窯 　 施釉磁器 中国・元時代　14世紀 　 　

【展示室2】 国宝 漁村夕照図　Fishing Village at Sunset, a National Treasure
1 ◉ 漁村夕照図 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・南宋時代　13世紀 10390

2 ◎ 竹雀図 伝 牧谿筆 1幅 紙本墨画 中国・元時代　13世紀 10391

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

4 ◎ 風雨山水図 伝 夏珪筆 1幅 紙本墨画 中国・南宋時代　13世紀 10541

5 ◎ 銭塘観潮図 月翁周鏡ほか６僧賛 1幅 絹本着色 中国・元時代　13世紀 10397

6 牧谿瀟湘八景図模本 　 1巻 紙本墨画 日本・江戸時代　18世紀 10538

【展示室3・ホール・地階】 仏教美術の魅力　The Allure of Buddhist Art

1 春日若宮大般若経 浄阿筆
540帖＋
1巻のうち

紙本墨書
日本・鎌倉時代　
寛喜元年（1229）－仁治3年（1242）

00239・
00286

展示室3

2 春日厨子 1基 木造漆塗
日本・鎌倉時代　
寛元元年および3年（1243・1245）銘

50481 展示室3

3 弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 20097 ホール

4 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

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

6 如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338 ホール

7 如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北魏時代　6世紀 20070 ホール

8 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

9 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 20082 ホール

10 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

11 ◎ 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

12 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

13 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） 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

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考 No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考

同時開催 テーマ展示
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1 紅陶双耳壺 湖南省 1口 土器 中国・裴李岡文化　紀元前6000－5000年頃 　 個人蔵

2 紅陶双耳壺 　 1口 土器 中国・斎家文化　紀元前2000年頃 　 個人蔵

3 紅陶水注 　 1口 土器 中国・寺窪文化　紀元前3000－2000年 　 個人蔵

4 彩陶双耳瓶 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 　 個人蔵

5 彩陶手付壺 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 　 個人蔵

6 彩陶双耳碗 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 42124 藤崎隆三氏寄贈

7 白陶鬹 　 1口 土器 中国・大汶口文化　紀元前 4000－2500年頃 　 個人蔵

8 黒陶高脚杯 　 1口 土器 中国・龍山文化　紀元前2500－2000年頃 　 個人蔵

9 黒陶高脚杯 　 1口 土器 中国・龍山文化　紀元前2500－2000年頃 　 個人蔵

10 灰釉双耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

11 灰釉双耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

12 灰釉有蓋壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

13 灰陶印文壺 　 1口 陶器 中国・春秋時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

14 灰陶印文双耳壺 　 1口 陶器 中国・春秋時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

15 灰陶印文六連管壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

16 灰陶印文有蓋盉 　 1口 陶器 中国・春秋戦国時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

17 灰陶印文双耳壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

18 灰陶双耳小壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

19 灰陶豚舎・豚親子 　 1具 陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 　 個人蔵

20 緑釉羊舎 　 1具 施釉陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 90146 　

21 緑釉博山奩 　 1合 施釉陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 42129 藤崎隆三氏寄贈

22 青磁羊 越州窯系 1個 施釉磁器 中国・西晋時代　3－4世紀 　 個人蔵

23 青磁神亭壺 越州窯系 1個 施釉磁器 中国・東晋時代　4－5世紀 　 個人蔵

24 青磁天鶏壺 越州窯系 1口 施釉磁器 中国・東晋時代　4－5世紀 41275 　

25 青磁天鶏壺 　 1口 施釉磁器 中国・南朝時代　5－6世紀 　 個人蔵

26 青磁四耳有蓋壺 越州窯系 1合 施釉磁器 中国・五代　10世紀 41272 　

27 青磁刻花文合子 越州窯系 1合 施釉磁器 中国・五代　10世紀 　 個人蔵

28 白釉蓮弁文四耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・北斉時代　6世紀 　 個人蔵

29 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・北斉時代　6世紀 　 個人蔵

30 緑釉貼花文大壺 　 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6世紀 41360 　

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考

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。
・備考に記載がない作品はすべて根津美術館蔵です。

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】 中国の漆器　Chinese Lacquer
1 朱漆輪花椀、杯、盆 1具 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50883 永田牧子氏寄贈

2 朱黒漆輪花椀、皿 1具 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50885 永田牧子氏寄贈

3 黒漆輪花椀 2口 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50881 永田牧子氏寄贈

4 朱黒漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50884 永田牧子氏寄贈

5 黒漆皿 1枚 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50882 永田牧子氏寄贈

6 朱漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50886 永田牧子氏寄贈

7 黒漆天目台（尼崎台） 1基 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 40288 曜変天目附属品

8 青銅輪花形杯台 1基 青銅 中国・北宋時代　10－12世紀 30331 李汝寛氏寄贈

9 朱緑漆盆 1枚 木胎漆塗 中国・南宋～元時代　13－14世紀 50888 永田牧子氏寄贈

10 朱緑漆四方盆（若狭盆） 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50560 　

11 黒漆稜花合子 1合 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 50779 　

12 黒漆籠目八角盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50781 　

13 堆黒屈輪文方形箱 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50928 　

14 彫彩漆菊文合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50927 　

15 彫彩漆屈輪文盆 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50905 永田牧子氏寄贈

16 堆黒屈輪文合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50897 永田牧子氏寄贈

17 堆朱楼閣人物文盆 1枚 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 40094

18 堆朱楼閣人物文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50504 　

19 堆朱牡丹文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50505 　

20 堆朱雲龍文盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　万暦17年（1589） 50621

21 堆黄雲龍文盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　万暦17年（1589） 50614

22 螺鈿菊花文軸盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 50909 永田牧子氏寄贈

23 螺鈿山水楼閣人物文軸盆 1枚 木胎漆塗 中国・元～明時代　14－15世紀 50910 永田牧子氏寄贈

24 螺鈿菊花文天目台 1基 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50390 　

25 螺鈿花鳥文卓 1基 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50458 　

【展示室6】 名残の茶　The End of the Tea Year 
1 和歌短冊 冷泉為秀筆 1幅 紙本墨書 日本・南北朝時代　14世紀 00093 　

2 青磁瓢形振出 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 41080 　

3 銹絵山水文汲出碗 粟田 3口 施釉陶器 日本・江戸時代　19世紀 41143 　

4 四方広口釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　18－19世紀 30209 　

5 芦雁図 啓孫筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 10623 小林中氏寄贈

6 雲龍釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　17世紀 30205 　

7 やつれ風炉 京都または江戸 1口 鉄 日本・江戸時代　18－19世紀 30329 　

8 種壺形水指 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40587 　

9 朱黒漆鎬文茶器 　 1合 竹胎漆塗 日本・江戸時代　17－18世紀 50388 　

10 御本詩入茶碗 　 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40202 　

11 夜学蓋置 　 1個 青銅 中国・明時代　16世紀 　 　

12 鎌倉彫布袋香合 　 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50288 　

13 茶杓　共筒 山田宗徧作 1本 竹 日本・江戸時代　17－18世紀 60042 　

14 一重切花入　銘 三井寺 杉木普斎作 1口 竹 日本・江戸時代　17－18世紀 60019 　

15 彫文壺形水指 高取 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41270 秋山順一氏寄贈

16 翁手茶入　銘 宇都山 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40023 　

17 柿の蔕茶碗　銘 瀧川 　 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40276 　

18 安南染付龍文水指 　 1口 施釉陶器 ヴェトナム　17世紀 40671 　

19 黒漆大棗 盛阿弥作 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　16世紀 50369 　

20 ○ 色絵武蔵野図茶碗 野々村仁清作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40175 　

21 瀬戸黒茶碗　銘 玉むし 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山時代　16－17世紀 41268 秋山順一氏寄贈

22 色絵柳下船図皿 肥前 3枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 40682 　

23 井戸脇片口鉢 　 1口 施釉陶器 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40838 　

24 志野銹絵芦文鉢 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山時代　16－17世紀 40983 　

【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

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考 No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考
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通し6通し3 通し1

1 紅陶双耳壺 湖南省 1口 土器 中国・裴李岡文化　紀元前6000－5000年頃 　 個人蔵

2 紅陶双耳壺 　 1口 土器 中国・斎家文化　紀元前2000年頃 　 個人蔵

3 紅陶水注 　 1口 土器 中国・寺窪文化　紀元前3000－2000年 　 個人蔵

4 彩陶双耳瓶 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 　 個人蔵

5 彩陶手付壺 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 　 個人蔵

6 彩陶双耳碗 　 1口 土器 中国・馬家窯文化　紀元前3000－2000年頃 42124 藤崎隆三氏寄贈

7 白陶鬹 　 1口 土器 中国・大汶口文化　紀元前 4000－2500年頃 　 個人蔵

8 黒陶高脚杯 　 1口 土器 中国・龍山文化　紀元前2500－2000年頃 　 個人蔵

9 黒陶高脚杯 　 1口 土器 中国・龍山文化　紀元前2500－2000年頃 　 個人蔵

10 灰釉双耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

11 灰釉双耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

12 灰釉有蓋壺 　 1口 施釉陶器 中国・西周時代　紀元前11－8世紀 　 個人蔵

13 灰陶印文壺 　 1口 陶器 中国・春秋時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

14 灰陶印文双耳壺 　 1口 陶器 中国・春秋時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

15 灰陶印文六連管壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

16 灰陶印文有蓋盉 　 1口 陶器 中国・春秋戦国時代　紀元前8－6世紀 　 個人蔵

17 灰陶印文双耳壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

18 灰陶双耳小壺 　 1口 陶器 中国・戦国時代　紀元前5－3世紀 　 個人蔵

19 灰陶豚舎・豚親子 　 1具 陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 　 個人蔵

20 緑釉羊舎 　 1具 施釉陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 90146 　

21 緑釉博山奩 　 1合 施釉陶器 中国・後漢時代　1－3世紀 42129 藤崎隆三氏寄贈

22 青磁羊 越州窯系 1個 施釉磁器 中国・西晋時代　3－4世紀 　 個人蔵

23 青磁神亭壺 越州窯系 1個 施釉磁器 中国・東晋時代　4－5世紀 　 個人蔵

24 青磁天鶏壺 越州窯系 1口 施釉磁器 中国・東晋時代　4－5世紀 41275 　

25 青磁天鶏壺 　 1口 施釉磁器 中国・南朝時代　5－6世紀 　 個人蔵

26 青磁四耳有蓋壺 越州窯系 1合 施釉磁器 中国・五代　10世紀 41272 　

27 青磁刻花文合子 越州窯系 1合 施釉磁器 中国・五代　10世紀 　 個人蔵

28 白釉蓮弁文四耳壺 　 1口 施釉陶器 中国・北斉時代　6世紀 　 個人蔵

29 白釉碗 　 1口 施釉陶器 中国・北斉時代　6世紀 　 個人蔵

30 緑釉貼花文大壺 　 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6世紀 41360 　

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 技法・材質 国・時代・世紀 列品番号 備考

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。
・備考に記載がない作品はすべて根津美術館蔵です。

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】 中国の漆器　Chinese Lacquer
1 朱漆輪花椀、杯、盆 1具 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50883 永田牧子氏寄贈

2 朱黒漆輪花椀、皿 1具 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50885 永田牧子氏寄贈

3 黒漆輪花椀 2口 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50881 永田牧子氏寄贈

4 朱黒漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50884 永田牧子氏寄贈

5 黒漆皿 1枚 木胎漆塗 中国・北宋時代　10－12世紀 50882 永田牧子氏寄贈

6 朱漆輪花皿 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50886 永田牧子氏寄贈

7 黒漆天目台（尼崎台） 1基 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 40288 曜変天目附属品

8 青銅輪花形杯台 1基 青銅 中国・北宋時代　10－12世紀 30331 李汝寛氏寄贈

9 朱緑漆盆 1枚 木胎漆塗 中国・南宋～元時代　13－14世紀 50888 永田牧子氏寄贈

10 朱緑漆四方盆（若狭盆） 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50560 　

11 黒漆稜花合子 1合 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 50779 　

12 黒漆籠目八角盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50781 　

13 堆黒屈輪文方形箱 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50928 　

14 彫彩漆菊文合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50927 　

15 彫彩漆屈輪文盆 1枚 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50905 永田牧子氏寄贈

16 堆黒屈輪文合子 1合 木胎漆塗 中国・南宋時代　12－13世紀 50897 永田牧子氏寄贈

17 堆朱楼閣人物文盆 1枚 木胎漆塗 中国・元時代　14世紀 40094

18 堆朱楼閣人物文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50504 　

19 堆朱牡丹文合子 1合 木胎漆塗 中国・明時代　15世紀 50505 　

20 堆朱雲龍文盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　万暦17年（1589） 50621

21 堆黄雲龍文盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　万暦17年（1589） 50614

22 螺鈿菊花文軸盆 1枚 木胎漆塗 中国・明時代　16世紀 50909 永田牧子氏寄贈

23 螺鈿山水楼閣人物文軸盆 1枚 木胎漆塗 中国・元～明時代　14－15世紀 50910 永田牧子氏寄贈

24 螺鈿菊花文天目台 1基 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50390 　

25 螺鈿花鳥文卓 1基 木胎漆塗 中国・明時代　15－16世紀 50458 　

【展示室6】 名残の茶　The End of the Tea Year 
1 和歌短冊 冷泉為秀筆 1幅 紙本墨書 日本・南北朝時代　14世紀 00093 　

2 青磁瓢形振出 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 41080 　

3 銹絵山水文汲出碗 粟田 3口 施釉陶器 日本・江戸時代　19世紀 41143 　

4 四方広口釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　18－19世紀 30209 　

5 芦雁図 啓孫筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 10623 小林中氏寄贈

6 雲龍釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　17世紀 30205 　

7 やつれ風炉 京都または江戸 1口 鉄 日本・江戸時代　18－19世紀 30329 　

8 種壺形水指 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40587 　

9 朱黒漆鎬文茶器 　 1合 竹胎漆塗 日本・江戸時代　17－18世紀 50388 　

10 御本詩入茶碗 　 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40202 　

11 夜学蓋置 　 1個 青銅 中国・明時代　16世紀 　 　

12 鎌倉彫布袋香合 　 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 50288 　

13 茶杓　共筒 山田宗徧作 1本 竹 日本・江戸時代　17－18世紀 60042 　

14 一重切花入　銘 三井寺 杉木普斎作 1口 竹 日本・江戸時代　17－18世紀 60019 　

15 彫文壺形水指 高取 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41270 秋山順一氏寄贈

16 翁手茶入　銘 宇都山 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40023 　

17 柿の蔕茶碗　銘 瀧川 　 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40276 　

18 安南染付龍文水指 　 1口 施釉陶器 ヴェトナム　17世紀 40671 　

19 黒漆大棗 盛阿弥作 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　16世紀 50369 　

20 ○ 色絵武蔵野図茶碗 野々村仁清作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40175 　

21 瀬戸黒茶碗　銘 玉むし 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山時代　16－17世紀 41268 秋山順一氏寄贈

22 色絵柳下船図皿 肥前 3枚 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 40682 　

23 井戸脇片口鉢 　 1口 施釉陶器 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40838 　

24 志野銹絵芦文鉢 美濃 1口 施釉陶器 日本・桃山時代　16－17世紀 40983 　

【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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