
1 ○ 時代不同歌合絵断簡（藤原兼輔像） 1幅 紙本着色 日本・鎌倉時代　13世紀 10134

2 紅葉流水図 1幅 紙本着色 日本・室町時代　14−15世紀 10672 小林中氏寄贈

3 薄に鶉図 尾形乾山筆 1幅 紙本着色 日本・江戸時代　寛保3年（1743） 10540

4 鏡山図 1幅 紙本着色 日本・鎌倉時代　13−14世紀 10138

5 吉野龍田図屏風 6曲1双 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10325

6 武蔵野図屏風 6曲1双 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10333

7 扇面歌意画巻 1巻 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10371

8 源氏物語画帖 伝 土佐光起筆 1帖 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10387

9 誰が袖図屏風 6曲1双 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 10326

10 ◉ 燕子花図屏風 尾形光琳筆 6曲1双 紙本金地着色 日本・江戸時代　18世紀 10301

11 燕子花図 中村芳中筆 1幅 紙本着色 日本・江戸時代　18−19世紀 10662

12 白楽天図屏風 尾形光琳筆 6曲1隻 紙本着色 日本・江戸時代　18世紀 10518

13 砧打ち美人図 窪俊満筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　18−19世紀 10281

14 南天双鳩図 呉春筆　日野資枝・烏丸光祖賛 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　18−19世紀 10263

15 【特別出品】　伊勢物語絵巻 3巻 紙本着色 日本・室町時代　16世紀 個人蔵

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

・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。
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同時開催 テーマ展示

【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

21 細文地龍鳳文鏡 1面 青銅 中国・秦時代　前3世紀 90233 村上英二氏寄贈

22 細文地狩猟文鏡 1面 青銅 中国・秦時代　前3世紀 90234 村上英二氏寄贈

23 細文地四鳳文鏡 1面 青銅 中国・秦時代　前3世紀 90235 村上英二氏寄贈

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



【展示室5】 部屋を飾る小品たち—藤崎コレクションのやきもの—　Small Splendors for the Home: Ceramics from the Fujisaki Collection
1 彩陶双耳壺 甘粛馬家窯文化 1口 土器 中国・新石器時代　紀元前3000年頃 42124 藤崎隆三氏寄贈

2 彩陶双耳壺 甘粛馬家窯文化 1口 土器 中国・新石器時代　紀元前3000年頃 42125 藤崎隆三氏寄贈

3 灰陶刻線文双耳壺 1口 施釉陶器 中国・戦国時代　紀元前200年頃 42127 藤崎隆三氏寄贈

4 緑釉耳盃 1口 施釉陶器 中国・後漢時代　1−2世紀 42130 藤崎隆三氏寄贈

5 緑釉博山酒尊 1合 施釉陶器 中国・後漢時代　1−2世紀 42129 藤崎隆三氏寄贈

6 緑釉壺 1口 施釉陶器 中国・後漢時代　1−2世紀 42131 藤崎隆三氏寄贈

7 灰釉刻花鋸歯文有蓋手付壺 1合 施釉陶器 中国・後漢時代　1−2世紀 42126 藤崎隆三氏寄贈

8 灰釉双耳壺 1口 施釉陶器 中国・後漢時代　1−2世紀 42128 藤崎隆三氏寄贈

9 加彩犬 　　 1軀 加彩陶器 中国・後漢時代　1−2世紀 42132 藤崎隆三氏寄贈

10 加彩牛 1軀 加彩陶器 中国・北魏時代　6世紀 42133 藤崎隆三氏寄贈

11 青磁鉄斑文双耳壺 越州窯 1口 施釉陶器 中国・西晋〜東晋時代　3−4世紀 42135 藤崎隆三氏寄贈

12 青磁天鶏壺 越州窯 1口 施釉陶器 中国・東晋時代　4世紀 42134 藤崎隆三氏寄贈

13 青磁四耳壺 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6−7世紀 42142 藤崎隆三氏寄贈

14 青磁双耳瓶 1口 施釉陶器 中国・隋時代　6−7世紀 42136 藤崎隆三氏寄贈

15 白磁唾壺 1合 施釉陶器 中国・唐時代　7世紀 42139 藤崎隆三氏寄贈

16 黒釉小壺 1口 施釉陶器 中国・唐時代　7−8世紀 42146 藤崎隆三氏寄贈

17 白釉緑彩万年壺 1口 施釉陶器 中国・唐時代　7−8世紀 42155 藤崎隆三氏寄贈

18 白磁兎耳壺 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42153 藤崎隆三氏寄贈

19 白磁四耳壺 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42154 藤崎隆三氏寄贈

20 白磁浄瓶 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42137 藤崎隆三氏寄贈

21 白磁壺 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8−9世紀 42138 藤崎隆三氏寄贈

22 白磁水注 1口 施釉陶器 中国・唐時代　9世紀 42140 藤崎隆三氏寄贈

23 白磁瓜形壺 1口 施釉陶器 中国・宋時代　11世紀 42144 藤崎隆三氏寄贈

24 白釉洗 磁州窯 1口 施釉陶器 中国・宋時代　11−12世紀 42149 藤崎隆三氏寄贈

25 白磁龍耳瓶 1口 施釉陶器 中国・唐時代　8世紀 42141 藤崎隆三氏寄贈

【展示室6】 初風炉の茶　The First Tea of Summer
1 　 消息　茶杓　銘 時鳥　付属品 伝 片桐石州筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 60054

2 蒟醤鳥唐草文莨入 1合 籃胎漆塗 東南アジア　16−17世紀 50552

3 赤絵縞文火入 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 41055

4 砂張釣舟花入　銘 艜 1枚 響銅 東南アジア　15世紀 30167

5 山水図 賢江祥啓筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　16世紀 10687

6 土風炉 松木宗四郎作 1口 陶胎漆塗 日本・江戸時代　文政10年（1827） 41181

7 雲龍釜 京都 1口 鉄 日本・江戸時代　17世紀 30205

8 青磁浮牡丹文水指 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・元時代　13−14世紀 40657

9 桑中次 1合 木胎漆塗 日本・桃山〜江戸時代　16−17世紀 50389

10 安南花唐草文茶碗　銘 童子 1口 施釉陶器 ヴェトナム　15−16世紀 40307

11 蓋置　 金森宗和花押 1個 竹 日本・江戸時代　17世紀 60063

12 螺鈿花籠図香合 1合 木胎漆塗 中国・清時代　17−18世紀 50335

13 　 茶杓　共筒　銘 時鳥 片桐石州作 1本 竹 日本・江戸時代　17世紀 60054

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

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

14 　 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

15 斑釉水指 上野 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41192

16 　 肩衝茶入 備前 1口 無釉陶器 日本・桃山〜江戸時代　17世紀 40076

17 斗々屋茶碗　 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40257

18 　 染付山水文筒形水指 肥前 1口 施釉磁器 日本・江戸時代　17世紀 41986 山本正之氏寄贈

19 　 黒漆大棗 盛阿弥作 1合 木胎漆塗 日本・桃山時代　16世紀 50370

20 茶碗　銘 小舟 楽山 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40167

21 独楽盆 1枚 木胎漆塗 東南アジア　17世紀 50599

22 銹絵染付舟形向付 乾山銘 1枚 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 41006

23 　 織部写手鉢 青木木米作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　18−19世紀 40826

24 徳利 備前 1口 無釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41258 秋山順一氏寄贈

25 月白釉盃 鈞窯系 1口 施釉陶器 中国・金〜元時代　13−14世紀 41236 秋山順一氏寄贈

26 三島馬上盃 1口 施釉陶器 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40964

27 斑唐津盃 唐津 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40941

【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


