
会期 2023年2月18日（土）～3月31日（金）
会場 展示室1・2

・指定の◎は重要文化財、○は重要美術品です。
・所蔵の欄に列品番号が記載される作品は、根津美術館の所蔵品です。
・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。
・会期中に前期（2月18日～3月12日）・後期（3月14日～3月31日）で展示替があります。出品目録

【展示室1・2】

仏を荘厳する　Solemnly Adorning the Buddha
1 百万塔 2基 木造彩色 日本・奈良時代　8世紀 60001・02

2 百万塔 1基 木造彩色 日本・奈良時代　8世紀 植村和堂氏寄贈 60139

3 赤地格子連珠花文錦（蜀江錦） 1枚 絹 中国・隋～唐時代　7世紀 70023

前期
4 黄地草花文刺繡 1枚 絹 日本・飛鳥時代　7世紀 70308

5 赤地天人文刺繡 1枚 絹 日本・飛鳥時代　7世紀 70012

6 花文夾纈絁 1枚 絹 日本・奈良時代　8世紀 70030

7 赤地格子連珠花文錦（蜀江錦） 1枚 絹 中国・隋～唐時代　7世紀 70015

後期
8 緑地草花文錦 1枚 絹 日本・奈良時代　8世紀 70326

9 縹地花鳥文錦 1枚 絹 日本・奈良時代　8世紀 70369

10 紅地夾纈平絹 1枚 絹 日本・奈良時代　8世紀 70033

11 当麻曼荼羅 1幅 絹本着色 日本・室町時代　15世紀 10083

12 舎利塔 1基 銅製鍍金 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀　 30113

13 神護寺経（陰持入経） 1巻 紺紙金字 日本・平安時代　12世紀 00215

14 神護寺経 経帙 1枚 竹、絹 日本・平安時代　12世紀 60005

15 黒漆経櫃 1合 木胎漆塗 日本・平安時代　12世紀 50425

16 黒漆春日厨子 1基 木胎漆塗彩絵 日本・室町時代　16世紀 50486

仏を供養する　Off erings Before the Buddha
17 彩絵華籠 1枚 紙胎漆塗彩絵 日本・鎌倉時代　14世紀 50669

18 青磁三足燭台 龍泉窯 1基 中国・明時代　14 ～ 15世紀 41133

19 浄瓶（軍持） 1口 響銅 朝鮮・高麗時代　11世紀 30146

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
期間



20 ◎ 鉢（応量器） 1口 銅製鍍金 日本・奈良時代　8世紀 30140

21 香水杓 1枝 青銅 日本・鎌倉時代　建長5年（1253） 30147

22 銀象嵌梵字宝相華文香炉 1口 銅製鍍金 朝鮮・高麗時代　13 ～ 14世紀 30116

23 粉青印花牡丹文厨子 1基 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 41155

24 法華経 7帖のうち 紺紙銀字
朝鮮・高麗時代　至正13年／
恭愍王2年（1353）

00268

仏道を修める　Practicing the Buddhist Teachings
25 ○ 錫杖頭 1柄 青銅 日本・平安時代　12世紀 30122

26 布薩形水瓶 1口 青銅 日本・鎌倉時代　13世紀 30141

27 朱漆足付盤（布薩盥） 1口 木胎漆塗 日本・室町～桃山時代　16世紀 個人蔵

28 ◎ 宝相華銀平文袈裟箱 1合 木胎漆塗 日本・平安時代　12世紀 50111

参考
出品 浅葱地蓮唐草模様金襴七条袈裟 1領 絹 日本・江戸時代　18世紀 70075

29 輪宝蓮華唐草文戒体箱 1合 木胎銅製鍍金 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 30111

30 飛天文雲板 1面 青銅 日本・平安時代　延長4年（926年） 30138

仏性を呼び覚ます　Evoking the Buddha-nature
31 ◎ 愛染明王像 1幅 絹本着色 日本・鎌倉時代　13世紀 10008

32 独鈷杵 1口 銅製鍍金 日本・平安時代　12世紀 30125

33 五鈷鈴 1口 銅製鍍金 日本・平安時代　12世紀　 大師会蔵

34 ◎ 崔子玉座右銘断簡 空海筆 1卷 紙本墨書 日本・平安時代　9世紀 大師会蔵

35 ◎ 弘法大師像 1幅 絹本着色 日本・鎌倉時代　13 ～ 14世紀 大師会蔵

36 五鈷杵 1口 銅製鍍金 日本・鎌倉時代　13 ～ 14世紀 30128

37 五鈷鈴 1口 銅製鍍金 日本・鎌倉時代　13 ～ 14世紀 30126

38 金剛盤 1面 銅製鍍金 日本・鎌倉時代　13 ～ 14世紀 個人蔵

39 輪宝・羯磨および台 1組 銅製鍍金 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀　 30133・30120

40 六器 6口のうち 銅製鍍金 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀　 30119

41 灑水器・塗香器　 2口 銅製鍍金 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀　 30149

コラム　茶の湯と仏具　Column: Buddhist Implements in the Culture of Tea
42 青磁浮牡丹文香炉 龍泉窯 1口 中国・南宋～元時代　13 ～ 14世紀 40434

43 鰐口やつれ風炉 1口 青銅 日本・江戸時代　元禄16年（1703） 30328

44 砂張鉄鉢形水指 1口 響銅 東南アジア　17 ～ 18世紀 30176

45 銅鑼 1個 黄銅 東南アジア　17 ～ 18世紀 30227

46 ○ 獅子香炉 瀬戸 1軀 日本・室町時代　15世紀 40408

仏教美術と女性の信仰　Buddhist Art and Women’s Faith
47 光背 1点 銅製鍍金 日本・飛鳥時代　斉明天皇4年（658） 20003

48 蝶鳥下絵経切 伝 光明皇后筆 1幅 彩箋墨書 日本・平安時代　11世紀 00006

49 ◎ 普賢十羅刹女像 1幅 絹本着色 日本・平安時代　12世紀 10051

50 当麻曼荼羅縁起絵巻模本 冷泉為恭筆 1巻 紙本墨画淡彩 日本・江戸時代　19世紀 植村和堂氏寄贈 10765

51 刺繡阿弥陀三尊来迎図 1幅 絹、毛髪 日本・鎌倉～南北朝時代　13 ～ 14世紀 個人蔵
前期

52 刺繡種子阿弥陀三尊図 1幅 絹、毛髪 日本・鎌倉～南北朝時代　13 ～ 14世紀 個人蔵

53 刺繡阿弥陀三尊来迎図 1基 絹、毛髪 日本・鎌倉～南北朝時代　13 ～ 14世紀 個人蔵 後期
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54 六字名号蓮池模様唐幡 2旈 絹 日本・江戸時代　安政6年（1859）銘 国立歴史
民俗博物館蔵 後期

55 白綸子地花立涌葵藤団扇模様染繡唐幡 2旈 絹 日本・江戸時代　弘化4年（1847）銘 国立歴史
民俗博物館蔵

前期
56 白綸子地立涌四季花模様小袖 1領 絹 日本・江戸時代　19世紀 70226

57 紫縮緬地楓橋模様染繡唐幡 2旈 絹 日本・江戸時代　弘化4年（1847）銘 国立歴史
民俗博物館蔵

後期
58 紫縮緬地雪持松梅鴛鴦模様染繡小袖 1領 絹 日本・江戸時代　19世紀 70229

59 縞織物・縞柄緞子接合打敷 1枚 絹 日本・江戸時代　天保7年（1836）銘 国立歴史
民俗博物館蔵 前期

60 黄地梅樹模様錦打敷 1枚 絹 日本・江戸時代　弘化5年（1848）銘 国立歴史
民俗博物館蔵 後期

61 白綸子地籬菊花模様刺繡打敷 1枚 絹 日本・江戸時代　文化2年（1805）銘 70292

62 黒紅練緯地橘亀甲花模様葵紋入七条袈裟 1領 絹 日本・江戸時代　18世紀 70072

　

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

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 ◎ 十一面観音菩薩立像龕 宝慶寺 1軀 石造（石灰岩） 中国・唐時代　8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

12 　 帝釈天立像 定慶 1軀 木造彩色 日本・鎌倉時代　建仁元年（1201） 展示室3 20024

13 毘沙門天立像 1軀 木造彩色 日本・鎌倉時代　14世紀 展示室3 20030

14 梵鐘 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 銅製 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 ～前12世紀 90063-65

2 饕餮文爵 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13 ～前11世紀 90105

3 饕餮文觚 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13 ～前11世紀 90102

4 〇 饕餮文卣 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12 ～前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 ～前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 ～前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 ～前12世紀 90069

8 ◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽殷墟大司空村出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13 ～前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 ～前12世紀 90071

10 饕餮文尊 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12 ～前11世紀 90075
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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

11 ◎ 双羊尊 1個 青銅 中国・おそらく湖南省　紀元前13 ～前11世紀 90074

12 ◎ 饕餮文方罍 伝 河南省安陽殷墟大司空村出土 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前13 ～前12世紀 90079

13 饕餮文方罍 1個 青銅 中国・殷時代　紀元前12 ～前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 ◎ 饕餮文方彝 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 ～前6世紀 90099

18 蟠螭文鎛 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前6 ～前5世紀 90120

19 〇 蟠螭文鑑 1個 青銅 中国・春秋時代　紀元前5世紀 90113

20 〇 雲文鑑 1個 青銅 中国・戦国時代　紀元前5 ～前4世紀 90112

青銅鏡展示 「兎をさがせ！」　Where are the Rabbits ?

21 四神十二支文鏡 1面 青銅鋳製 中国・隋時代　6世紀 村上英二氏寄贈 90266

22 方格四獣十二支文鏡 1面 青銅鋳製 中国・唐時代　7世紀 村上英二氏寄贈 90268

23 月宮図鏡 1面 青銅鋳製 中国・唐時代　8世紀 村上英二氏寄贈 90296

24 月宮図八稜鏡 1面 青銅鋳製 中国・唐時代　8世紀 村上英二氏寄贈 90297

25 月宮双鵲八花鏡 1面 青銅鋳製 中国・唐時代　8世紀 村上英二氏寄贈 90298

　

【展示室5】 西田コレクション受贈記念 Ⅰ IMARI　The Nishida Collection Premiere, I: IMARI
1 染付山水文輪花大皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42158

2 染付人物文稜花皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42162

3 色絵四方襷文小壺 肥前 1口 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42176

4 色絵花鳥文皿 肥前 2枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42164

5 色絵竹に虎形瓶 肥前 2口 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42177

6 色絵人物文皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42165

7 染付岩牡丹文壺 肥前 1口 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 西田宏子寄贈 42172

8 染付花卉文龍耳角瓶 肥前 1口 日本・江戸時代　18世紀 西田宏子寄贈 42173

9 色絵松竹梅文瓶 肥前 1口 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42174

10 染付花文大皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　18世紀 西田宏子寄贈 42159

11 色絵紋章文大皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　18世紀 西田宏子寄贈 42160

12 色絵傘持婦人文皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　18世紀 西田宏子寄贈 42167

13 色絵牡丹文三足香炉 肥前 1口 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 西田宏子寄贈 42178

14 色絵菊花虫文香炉 肥前 1口 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 西田宏子寄贈 42179

15 色絵梅に鳥盃 肥前 1口 日本・江戸時代　18世紀 西田宏子寄贈 42180

16 丸紋蒔絵螺鈿小洋櫃 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 50957

17 五彩双鶏文角皿 景徳鎮窯 1枚 中国・清時代　18世紀 西田宏子寄贈 42238

18 色絵双鶏文角皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42166

19 五彩松竹梅文皿 景徳鎮窯 1枚 中国・清時代　18世紀 西田宏子寄贈 42240

20 参考
出品 色絵梅樹鳥文輪花皿 肥前 20枚のうち 日本・江戸時代　17世紀 40693

21 五彩花文皿 景徳鎮窯 1枚 中国・清時代　18世紀 西田宏子寄贈 42239

22 染付流水紅葉文変形皿 肥前 2枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42182

23 染付宝尽文分銅形皿 肥前 5枚のうち 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42184

24 色絵菊花形皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42183

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



25 色絵桐唐草文角皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42185

26 色絵芙蓉文三足香炉 肥前 1口 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42175

27 染付松鷺文稜花皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42163

28 染付菊花形小皿 肥前 5枚のうち 日本・江戸時代　17世紀 西田宏子寄贈 42181

29 染付菊花文皿 肥前 1枚 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 西田宏子寄贈 42161

　

【展示室6】 花どきの茶　Hanadoki: Tea Amid Spring Flowers
1 桜花図 喜多川相説筆 1幅 紙本着色 日本・江戸時代　17世紀 小林中氏寄贈 10657

2 　 鳥唐草蒟醤煙草入 1合 藍胎漆塗 東南アジア　17 ～ 18世紀 50551

3 古染付花蝶文火入 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 41048

4 黄瀬戸花文向付 美濃 5口のうち 日本・桃山時代　16 ～ 17世紀 40981

5 貫之集切 伝 藤原行成筆 1幅 紙本墨書 日本・平安時代　11世紀 00006

6 十王口釜 天明 1口 鉄 日本・室町時代　16世紀 30192

7 高取広口水指 高取 1口 日本・江戸時代　17世紀 40627

8 宗意耳付茶入 美濃 1口 日本・江戸時代　17世紀 40060

9 粉引茶碗　銘 花の白河 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40252

10 千切蓋置 1個 鉄 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 30186

11 赤樂鰐口形香合 伝 京都　樂宗入作 1合　 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 40475

12 茶杓　銘 竹に鴬　共筒 細川三斎作 1本 竹 日本・桃山～江戸時代　16 ～ 17世紀 60039

13 青磁中蕪花入　銘 夕端山 龍泉窯 1口 中国・明時代　15世紀 40352

14 砂張唐草文水指 1口 響銅 東南アジア　16 ～ 18世紀 30172

15 雪柳手茶入　銘 雪柳 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40009

16 伯庵茶碗 1口 日本・江戸時代　17世紀 40153

17 色絵煙草葉文水指 1口 フランスまたはオランダ　17世紀 42119

18 柳蒔絵棗 1合 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 50385

19 安南染付唐草文茶碗　銘 福之神 1口 ベトナム　16 ～ 17世紀 40306

20 　 鉄絵鳥文茶碗 志賀 1口 日本・江戸時代　18 ～ 19世紀 40178

21 御本茶碗　銘 吉野 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40205

22 絵唐津扇形向付 唐津 5口のうち 日本・江戸時代　17世紀 40992

23 呉州赤絵写花文蓋茶碗 京都　尾形乾山作 5合のうち 日本・江戸時代　18世紀 41145

24 色絵山水文徳利 肥前 1口 日本・江戸時代　17世紀 秋山順一氏寄贈 41266

25 刷毛目盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 秋山順一氏寄贈 41240

26 宋胡録盃 1口 タイ　17世紀 秋山順一氏寄贈 41245

　

【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 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 寄贈者 列品番号

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

No. 指定 作品名 作者 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 列品番号



〒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 https://www.nezu-muse.or.jp




