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・指定の◎は重要文化財、○は重要美術品です。
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【展示室1・2】

１．二幅対
1−1 仙女図 良祐筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　16世紀 東京国立博物館蔵

1−2 仙女図 良祐筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　16世紀 10548

2 許由巣父図 「輞隠」印 2幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 東京国立博物館蔵

3 梟鶏図 狩野山雪筆 2幅 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 10221

4 花鳥図 清原雪信筆 2幅 絹本着色 日本・江戸時代　17世紀 東京国立博物館蔵

5 見立那須与一図 宮川長春筆 2幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀　 10285

6 舟遊紅葉狩図 住吉広定筆 2幅 絹本着色 日本・江戸時代　19世紀 10145

7 離合山水図 谷文晁筆 2幅 紙本墨画 日本・江戸時代　文政元年（1818） 個人蔵

8 柳下双鴨・雪中山茶花図 松村景文筆 2幅 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　19世紀 10267

２．一双の屏風
9 龍虎図屏風 雪村周継筆 6曲1双 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 10685

10 吉野龍田図屏風 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　17世紀 10325

11 夏草図屏風 尾形光琳筆 2曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　18世紀 10340

３．工芸における〈対〉
12 粉彩百鹿文壷 景徳鎮窯 2口 施釉磁器 中国・清時代　乾隆年間（1736 ～ 95） 40379

13 祥瑞瑠璃釉瓢形徳利 景徳鎮窯 2口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40929

14 青鸞羽箒 2本 羽根 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 60077

15 許由巣父図縁頭 大月光弘作 1組 彫金・赤銅地 日本・江戸時代　19世紀 80622

16 恵比須大黒図縁頭 篠山篤興・川原林秀国作 1組 彫金・赤銅地 日本・江戸～明治時代　19世紀 80635

17 龍虎図縁頭 船田一琴作　 1組 彫金・朧銀地 日本・江戸時代　19世紀 80556

18 龍胆・虎耳草図鐔 船田一琴作 1組 彫金・朧銀地 日本・江戸時代　19世紀 80854
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19 三番叟図目貫 後藤運乗作 1組 彫金・金無垢 日本・江戸時代　17世紀 80757

20 日月図目貫 松尾月山作 1組
彫金・金無垢

／朧銀地
日本・江戸～明治時代　19世紀 80793

21 芙蓉・朝顔図目貫 吉田至永作 1組 彫金・金無垢 日本・明治時代　19 ～ 20世紀 80778

22 仁王図目貫 海野美盛作 1組 彫金・素銅地 日本・明治～大正時代　19 ～ 20世紀 80823

４．三幅対
23 太公望・花鳥図 楊月筆 3幅 紙本墨画 日本・室町時代　15世紀 小林中氏寄贈 10587

24 〇 風俗図 3幅 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10279

25 三夕図 土佐光起筆 3幅 絹本墨画 日本・江戸時代　17世紀 東京国立博物館蔵

26 富士・育王山・金山寺図 狩野探信筆 3幅 絹本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 10228

27 龍・鹿図　 森狙仙筆 3幅 絹本墨画淡彩 日本・江戸時代　19世紀 10273

28 馬図　　 原在中筆 3幅 絹本着色 日本・江戸時代　寛政5年（1793） 10161

29 三夕図 春木南冥筆 3幅 絹本着色 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 10258

５．四幅対・五幅対…
30 掃象図 4幅 絹本着色 中国・明時代　16世紀 10403

31 寿老・四季山水図 池大雅筆 5幅 絹本墨画淡彩 日本・江戸時代　宝暦11年（1761） 出光美術館蔵

６．分割と再生
32 丁蘭・陸積図 伝 孫君沢筆 2幅 絹本墨画 中国・元時代　14世紀 10464

33 岩竹図 伝 檀芝瑞筆 2幅 絹本墨画 中国・元～明時代　14世紀 10448

34 懸崖双清図 伝 雪窓筆 2幅 絹本墨画 中国・元時代　14世紀 10449

35 売貨郎図 呂文英筆 2幅 絹本着色 中国・明時代　16世紀 10495

36 呂洞賓・鷺・鶴図 海北友松筆 3幅 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 10698

37 赤壁賦・蘇東坡図 松花堂昭乗筆 2幅
紙本墨書・紙

本墨画淡彩
日本・江戸時代　17世紀 個人蔵

　

【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

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 増長天立像 1軀 木造彩色 日本・平安時代　12 世紀 展示室3 20015
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12 愛染明王坐像 1軀 木造彩色 日本・江戸時代　17世紀 展示室3 20023

13 不動明王立像 1軀 木造彩色 日本・鎌倉時代　12 ～ 13世紀 展示室3 20013

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】 百椿図－子年にちなんで－　One Hundred Camellias—On the Year of the Mouse
1 百椿図 伝 狩野山楽筆 2巻 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 茂木克己氏寄贈 10701

2 鼠宝尽図 円山応挙筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　天明8年（1788） 個人蔵

3 鼠獅子舞図 河鍋暁斎筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　19世紀 個人蔵

4 鼠打出の小槌行列図 冷泉為恭筆 1幅 紙本墨画金彩 日本・江戸時代　文久4年（1864） 植村和堂氏寄贈 10763

5 夜の梅に鼠 金島桂華筆 1幅 絹本着色 日本・昭和時代　20世紀 虎屋蔵

6 鼠短檠 1基 銅合金、木胎漆塗 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 50675
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【展示室6】 初月の茶会　A Tea Gathering for the New Year
1 　 和歌短冊 鴨祐夏筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　14世紀 00094

2 古染付竹花鳥文火入 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 41044

3 蒟醤鳥唐草文莨入 1合 藍胎漆塗 東南アジア  17 ～ 18世紀 50551 

4 ◎ 金襴手牡丹唐草文花入 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 40361

5 小松引図 冷泉為恭筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　19世紀 10146

6 桐文釜 芦屋系 1口 鉄 日本・桃山時代　16世紀 30210

7 南鐐皆具 1具 銀 日本・明治～大正時代　19 ～ 20世紀 30265

8 桐菊蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 50378

9 赤楽富士絵茶碗 伝 覚々斎作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 40121

10 交趾荒磯香合 漳州窯系 1合 施釉陶器 中国・明～清時代　17世紀 40559

11 茶杓　共筒　銘 玉ふりふり 織田有楽作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16 ～ 17世紀 60056

12 尺八花入　銘 去年 千宗旦作 1口 竹 日本・江戸時代　17世紀 60012

13 重餅形水指　銘 呂洞賓 伊賀 1口 無釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40599

14 肩衝茶入　銘 八雲 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40029

15 中尾唐津茶碗　銘 福寿草 唐津 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16 ～ 17世紀 40127

16 　 祥瑞太鼓胴水指 景徳鎮窯 1合 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40662

17 黒漆大棗 羽田五郎作 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　16世紀 50374

18 色絵結文文茶碗 野々村仁清作 1口 施釉陶器 中国・明時代　16世紀 40173

19 　 茶碗 大樋 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40170

20 　 織部縞文筒向付 美濃 5口のうち 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40988

21 細糸目銚子 1口 鉄 日本・江戸時代　18世紀 30248

22 象嵌十字文俵形鉢 萩 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40809

　

【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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