
出品目録

・指定の◎は重要文化財、○は重要美術品です。
・所蔵に記載のない作品は、すべて根津美術館の所蔵です。
・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。

No. 指定 作品名 作者・賛者・画派・銘・窯名・出土地 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 寄贈者 列品番号
もしくは所蔵

【展示室1・2】

はじめに
1 ◎ 絵過去現在因果経　巻第二 慶忍・聖衆丸筆 １巻 紙本着色 日本・鎌倉時代　建長6年（1254） 10362

2 大般若波羅蜜多経　 １巻 紺紙金字 日本・平安時代　12世紀 00194

第1章　物語絵の世界
3 源氏物語朝顔図 土佐光起筆 １幅 絹本着色 日本・江戸時代　17世紀 10143

4 伊勢物語図 板谷広長筆 ２幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 小林中氏寄贈 10675

5 一ノ谷・須磨・明石図 高嵩谷筆 ３幅 絹本着色 日本・江戸時代　18世紀 個人蔵

6 那須与一図 浮田一蕙筆 １幅 絹本着色 日本・江戸時代　19世紀 個人蔵

第2章　禅林の人物と中国の神仙たち
7 ◎ 羅漢図 １幅 絹本墨画 中国・南宋～元時代　13−14世紀 10396

8 朱衣達磨図 江月宗玩賛 １幅 絹本着色 日本・室町時代　16世紀 栃木・長林寺蔵

9 達磨慧可対面図 伝 狩野元信筆　東溪宗牧賛 １幅 紙本墨画 日本・桃山時代　16世紀 栃木県立博物館蔵

10 出山釈迦図 土岐洞文筆 １幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 小林中氏寄贈 10629

11 布袋図 山田道安筆 １幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 小林中氏寄贈 10627

12 寒山拾得図 雪村周継筆 ２幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 栃木県立博物館蔵

13 虎渓三笑蒔絵硯箱 １合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 50011

14 白衣観音図 伝 吉山明兆筆 １幅 絹本着色 日本・室町時代　15−16世紀 10179

15 騎虎鍾馗図 啓孫筆 １幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　16世紀 栃木県立博物館蔵

16 西王母図 清原雪信筆 １幅 絹本着色 日本・江戸時代　17世紀 10236

17 青花百仙文壺 大明嘉靖年製銘 景徳鎮窯 １口 施釉磁器 中国・明時代　嘉靖年間（1522−66） 41168

第3章　中国の故事人物画
18 赤壁図屏風 谷文晁筆 6曲1双 紙本着色 日本・江戸時代　19世紀 10321

19 林和靖観梅図 伝 馬遠筆 1幅 絹本墨画淡彩 中国・元時代　14世紀 10485

20 ○ 周茂叔愛蓮図 伝 小栗宗湛筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　15−16世紀 10170

21 ○ 観瀑図 式部輝忠筆　景筠玄洪賛 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 小林中氏寄贈 10625

22 杜子美図 等春筆　江月宗玩賛 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 小林中氏寄贈 10588

23 潘閬図 祖栄筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 10546

24 青花琴棋書画図壺 景徳鎮窯 1口 施釉磁器 中国・明時代　16世紀 41169
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第4章　自然へのまなざし
25 墨梅図 伝 劉世儒筆 1幅 絹本墨画 中国・明～清時代　17世紀 10454

26 蘭石図 玉畹梵芳筆 1幅 絹本墨画 日本・南北朝～室町時代　14−15世紀 栃木県立博物館蔵

27 墨竹図 桑山玉洲筆 1幅 絖本墨画 日本・江戸時代　18世紀 10260

28 四愛図 椿椿山筆 1幅 絹本着色 日本・江戸時代　天保13年（1842） 栃木県立博物館蔵

29 蔬菜図 啓孫筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 10544

30 猿猴図 伝 牧谿筆 1幅 紙本墨画 日本・江戸時代　17世紀 10423

31 蘆蟹図 伝 牧谿筆 1幅 絹本墨画 中国・元～明時代　14世紀 10416

32 雀図 伝 相阿弥筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　16世紀 小林中氏寄贈 10610

33 牧谿瀟湘八景図巻模本 伝 狩野古信筆 1巻 紙本墨画 日本・江戸時代　18世紀 10538

34 瀟湘八景図巻 狩野常信筆 1巻 絹本墨画 日本・江戸時代　17−18世紀 植村和堂氏寄贈 10829

35 八角尾垂釜 芦屋 1口 鉄 日本・桃山時代　16世紀 30198

36 富嶽図 仲安真康筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　15世紀 小林中氏寄贈 10613

37 富士山図 狩野益信筆 1幅 絹本墨画淡彩 日本・江戸時代　17世紀 10237

　

【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 ◎ 地蔵菩薩立像 快助作 1軀 木造彩色 日本・平安時代　久安3年（1147） 展示室3 20011

12 地蔵菩薩立像 1軀 木造彩色 日本・鎌倉時代　13世紀 展示室3 20019

13 地蔵菩薩坐像 1軀 木造彩色 日本・鎌倉時代　13世紀 展示室3 20020

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】 茶席の書画―根津青山の茶会―　Calligraphy and Painting in the Tea Ceremony: Nezu Seizan’s Tea Gatherings
1 落葉色紙 伝 西行筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　13世紀 00079

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

3 ◎ 月礀文明墨蹟　拈香語 1幅 紙本墨書 中国・元時代　13−14世紀 00056

4 正意茶入　銘 六祖 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40048

5 青井戸茶碗　銘 鳴戸 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40219

6 ◎ 夕陽山水図 馬麟筆・理宗賛 1幅 絹本墨画淡彩 中国・南宋時代　宝祐2年（1254） 10393

7 野馬文釜 芦屋 1口 鉄 日本・桃山時代　16世紀 30188

8 ◎ 龍巌徳真墨蹟　道号偈 1幅 紙本墨書 中国・元時代　至順2年（1331） 00058

9 炭点前道具

−1 土風炉 宗全印 1口 陶胎漆塗 日本・江戸時代　18−19世紀 41108

−2 利休好四方釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18−19世紀 30219

−3 口透平炭斗 1口 竹 日本・江戸時代　18−19世紀 60067

−4 菊蒔絵香合 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　16世紀 50263

−5 野雁羽箒　 1本 羽根 日本・江戸時代　18−19世紀 60080

−6 灰器　内渋鉢 1口 焼締陶器 ヴェトナム　16−17世紀 40882

−7 金銀象嵌文火箸 1対 鉄 日本・江戸時代　18−19世紀 30283

10 鬼ノ念仏図（大津絵） 1幅 紙本着色 日本・江戸時代　18−19世紀 10299

11 大津馬図 松花堂昭乗筆・沢庵宗彭賛 1幅 紙本墨画 日本・江戸時代　17世紀 10525

12 瓢箪茶入　銘 空也 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40056

13 消息（茶杓　銘 時鳥　付属） 伝 片桐石州筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 60054

14 ○ 藤原兼輔像 1幅 紙本着色 日本・鎌倉時代　13世紀 10134

15 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

16 ◎ 山水図 賢江祥啓筆 1幅 紙本墨画淡彩 日本・室町時代　15世紀 10166

17 ◎ 月江正印墨蹟　道号偈 1幅 紙本墨書 中国・元時代　至正8年（1348） 00055

18 古銅象耳花入 1口 青銅 中国・南宋～元時代　13−14世紀 30156
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【展示室6】 雨中の茶の湯　Tea in the Rainy Season
1 　 瀧時鳥図 田中訥言筆 2幅 絹本墨画淡彩 日本・江戸時代　18−19世紀 植村和堂氏寄贈 10808

2 貝藻蒔絵印籠 伝 古満寛哉作 1個 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50181

3 鍾馗蒔絵印籠 柴田是真作 1個 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 50155

4 青磁鳳凰耳花入 龍泉窯 1口 施釉陶器 中国・南宋時代　13世紀 40348

5 ○ 瀟湘夜雨図 岳翁蔵丘筆 1幅 紙本墨画 日本・室町時代　15−16世紀 小林中氏寄贈 10583

6 蓮葉形釜 1口 鉄 日本・江戸時代　18世紀 30218

7 唐銅風炉 1口 青銅漆塗 日本・江戸時代　19世紀 30264

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

9 桐竹蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 50377

10 金海茶碗　銘 龍宮 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40277

11 井筒蓋置 膳所 1個 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 41314

12 堆朱屈輪文香合 1合 木胎漆塗 中国・南宋～元時代　13−14世紀 50317

13 　 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

14 信貴形水瓶 1口 青銅 日本・鎌倉～室町時代　13−14世紀 30154

15 南蛮三足水指 1口 無釉陶器 ヴェトナム　16−17世紀 40647

16 擂座茶入 瀬戸 1口 施釉陶器 日本・室町時代　14世紀 40010

17 雨漏茶碗　銘 優曇華 1口 高麗茶碗 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40273

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 片輪車蒔絵平棗 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　19世紀 福島静子氏寄贈 50721

20 色絵鉄仙花文茶碗 野々村仁清作 1口 施釉陶器 日本・江戸時代　17世紀 40174

21 瀬戸唐津茶碗 唐津 1口 施釉陶器 日本・桃山～江戸時代　16−17世紀 40130

22 銹絵染付百合文向付 乾山銘 1枚 施釉陶器 日本・江戸時代　18世紀 41006

23 呉州青絵赤壁図鉢 漳州窯系 1口 施釉磁器 中国・明時代　17世紀 40874

24 　 砂張青海盆 1枚 響銅 東南アジア　16−18世紀 30237

　

【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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