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会期 2021年5月29日（土）〜7月11日（日）
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。
・一部作品に頁替えや展示替えがあります。出品目録

【展示室1・2】

第一章　『大正名器鑑』の成り立ち ─諸家を巡る─　
　　　 　How the Taishō Meikikan Came About─Visiting the Collectors

1.『大正名器鑑』のすがた ─構成と初版本のしつらえ　
　 The Configuration of the Taishō Meikikan─Its Structure and the Arrangement of the First Edition
1 大正名器鑑（初版本） 高橋義雄編 全9編11冊、索引 紙、印刷 日本　大正10年～昭和2年（1921 ～ 27）

2 ◎ 肩衝茶入　銘 松屋 福州窯系 1口 中国・南宋～元時代　13 ～ 14世紀 40091

3 大正名器鑑稿本 15冊のうち 紙 日本・大正～昭和時代　20世紀 個人蔵

2. 雲州松平家所蔵の名品を見る　
　 Viewing the Famed Tea Utensils Collected by the Tea Master Matsudaira Fumai of the Unshū Matsudaira Clan
4 古今名物類聚 陶斎尚古老人編 18冊 紙本木版 日本・江戸時代　天明7年（1787）序

5 大海茶入　銘 節季 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40003

6 膳所耳付茶入　銘 大江 膳所 1口 日本・江戸時代　17世紀 40061

7 信楽茶碗　銘 水の子 信楽 1口 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40157

8 茶器実見記 高橋箒庵筆 1冊 紙本墨書 日本　大正7年（1918）頃 慶應義塾図書館蔵 6/22頁替え

9 玉柏手茶入　銘 村雨 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16 ～ 17世紀 40015

10 ◎ 堅手茶碗　銘 長崎 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40267

3. 根津嘉一郎所蔵の名品を見る　Viewing the Famed Tea Utensils in Nezu Kaichirō’s Collection
11 名物茶入茶碗所持者台帳 1冊 紙本墨書 日本　大正11年（1922）11月4日序 慶應義塾図書館蔵

12 〇 文琳茶入　銘 白玉 福州窯系 1口 中国・南宋～元時代　13 ～ 14世紀 40092

13 〇 井戸茶碗　銘 宗及 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40214

14 ◎ 鼠志野茶碗　銘 山の端 美濃 1口 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40140

15 刷毛目茶碗　銘 雪月 1口 朝鮮・朝鮮時代　15 ～ 16世紀 40244
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16 色絵結熨斗文茶碗 京都　野々村仁清作 1口 日本・江戸時代　17世紀 40173

17 肩衝茶入　銘 雪柳 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40009

18 大正名器鑑第三編解説資料 1冊 紙本墨書 日本・大正時代（1912 ～ 26） 慶應義塾図書館蔵 5/29 ～ 6/20に展示

19 正木手茶入　銘 正木 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40020

20 〇 雨漏茶碗　銘 蓑虫 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40272

21 第五編資料存滅不明茶入表 1冊 紙本墨書 日本・大正時代（1912 ～ 26） 慶應義塾図書館蔵

22 利休瀬戸茶入　銘 不聞猿 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40050

4. 諸家所蔵の名品を見る　Viewing the Collections of Famed Tea Utensils
23 丸壺茶入　銘 石河 福州窯系 1口 中国・南宋～元時代　13 ～ 14世紀 40093

24 〇 曜変天目 建窯 1口 中国・南宋時代　12 ～ 13世紀 40288

25 丸壺茶入　銘 青山 福州窯系 1口 中国・南宋～元時代　13 ～ 14世紀 40094

26 ◎ 丸壺茶入　銘 相坂 瀬戸 1口 日本・南北朝～室町時代　14 ～ 15世紀 40001

27 ◎ 青井戸茶碗　銘 柴田 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40218

28 色絵鉄仙花茶碗 京都　野々村仁清作 1口 日本・江戸時代　17世紀 40174

29 大海茶入　銘 金森 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 個人蔵

30 海鼠手茶入　銘 深美 瀬戸 1口 日本・桃山～江戸時代　16 ～ 17世紀 40017

31 和歌色紙 高橋箒庵筆 1幅 紙本墨書 日本・昭和時代　20世紀 個人蔵

32 二見手茶入　銘 即色 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40016

33 新兵衛瓢箪茶入　銘 空也 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40056

34 大正名器鑑第五編解説資料 1冊 紙本墨書 日本・大正11年（1922）11月20日序 慶應義塾図書館蔵 6/22 ～ 7/11に展示

35 薩摩茶入　銘 亀尾 薩摩 1口 日本・江戸時代　17世紀 40063

36 ◎ 雨漏茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40271

37 三島茶碗　銘 上田暦手 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40235

38 伯庵茶碗 1口 日本・江戸時代　17世紀 40153

第二章　『大正名器鑑』刊行後のこと ─名品で友をねぎらう─　
　　　 　After the Publication of the Taishō Meikikan─Celebrating by Appreciating Famous Works

1. 高橋箒庵と根津嘉一郎　Takahashi Sōan and Nezu Kaichirō
39 信楽壺　銘 破全 信楽 1口 日本・江戸時代　17世紀 40314

40 書状 高橋箒庵筆 1通 紙本墨書 日本　昭和6年（1931）10月13日 個人蔵

41 書状 高橋箒庵筆 1通 紙本墨書 日本　昭和6年（1931）10月27日 個人蔵

42 書状 高橋箒庵筆 1幅 紙本墨書 日本　昭和時代　20世紀 個人蔵

43 青山荘蔵器録 山口鉄市筆 15冊のうち 紙本着色 日本　大正14年（1925）9月

2. 大正名器鑑告成会　The Taishō Meikikan Publication Party
44 献上通知書 1通 紙本墨書 日本　昭和3年（1928）10月22日 個人蔵

45 大海茶入　銘 敷島 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40004

46 小井戸茶碗　銘 忘水 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40215

47 牡丹唐草螺鈿茶器 1合 木胎漆塗 日本・桃山～江戸時代　17世紀 50547

48 茂三茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40182

3. 箒庵翁慰労会　The Party to Celebrate Sōan’s Hard Work
49 一行書 高橋箒庵筆 1幅 紙本墨書 日本　昭和4年（1929）4月15日 個人蔵

50 伊賀耳付花入　銘 寿老人 伊賀 1口 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40309

51 備前緋襷水指　銘 末広 備前 1口 日本・江戸時代　17世紀 個人蔵
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52 小川手茶入　銘 花染 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40013

53 絵高麗亀絵茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40198

54
高橋箒庵翁編纂大正
名器鑑完成慰労会記

高橋箒庵翁
慰労会編

1冊 紙、印刷 日本　昭和4年（1929）10月30日 個人蔵

55 籬菊蒔絵硯箱 堺庄作 1合 木胎漆塗 日本　昭和4年（1929） 個人蔵

4. 名器三十本茶杓　Thirty Tea Scoops Associated with Famous Tea Utensils
56 茶杓　銘 走井　共筒　 高橋箒庵作 1本 竹 日本　昭和4年（1929） 個人蔵

57 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

58 茶杓　銘 大津　共筒　 高橋箒庵作 1本 竹 日本　昭和4年（1929） 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 ◎ 釈迦多宝二仏並坐像 1軀 銅造鍍金 中国・北魏時代　太和13年（489） 展示室3 20059

12 七連仏坐像 1軀 銅造鍍金 中国・隋時代末～唐時代　7世紀 展示室3 20073

13 五尊仏像 1面 銅造鍍金 中国・唐時代　7 ～ 8世紀 展示室3 20076

14 如来立像 1軀 銅造鍍金 朝鮮・新羅時代　7 ～ 8世紀 展示室3 20046

15
青銅銀象嵌梵字宝相華
唐草文香炉

1口 銅製銀象嵌 朝鮮・高麗時代　13 ～ 14世紀 展示室3 30116

16 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
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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

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 「細かな地文と躍動する動物たち」

21 羽状獣文地四獣鏡 １面 青銅 中国・戦国時代　紀元前３世紀 村上英二氏寄贈 90231

22 羽状獣文地四鳳鏡 １面 青銅 中国・戦国時代　紀元前３世紀 村上英二氏寄贈 90230

23 細文地双龍双鳳文鏡 １面 青銅 中国・秦時代　紀元前３世紀 村上英二氏寄贈 90233

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

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

　

【展示室5】 茶人たちの手紙　Letters by Tea Masters
1 書状 千利休筆 1幅 紙本墨書 日本・桃山時代　16世紀　 00108

2 書状 古田織部筆 1幅 紙本墨書 日本・桃山～江戸時代　17世紀 30210

3 書状 本阿弥光悦筆 1幅 紙本墨書 日本・桃山～江戸時代　17世紀 00091

4 書状 小堀遠州筆 1幅 紙本墨書 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40020

5 〇 書状 後水尾院筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 00011

6 書状 船越宗舟筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 40285

7 書状 良純入道親王筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　17世紀 個人蔵

8 書状 近衛基熈筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　延宝６年（1678） 個人蔵

9 書状 千宗左（覚々斎）筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 40121

10 書状 千宗左（如心斎）筆 1幅 紙本墨書 日本・江戸時代　18世紀 40603

11 書状 益田鈍翁筆 1幅 紙本墨書 日本・明治～大正時代　20世紀 個人蔵

12 書状 三井松籟筆 1幅 紙本墨書 日本　大正7年（1918） 個人蔵

13 書状 梅澤鶴叟筆 1幅 紙本墨書 日本　大正9年（1920） 個人蔵

14 書状 根津青山筆 1幅 紙本墨書 日本　昭和7年（1932） 個人蔵

15 書状 松永耳庵筆 1幅 紙本墨書 日本　昭和14年（1939） 個人蔵

参考出品1 桐文釜 1口 鉄 日本・桃山時代　16世紀 30210

参考出品2 赤樂富士絵茶碗 千宗左（覚々斎）作 1口 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 40121
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【展示室6】 梅雨時の茶　Tea in the Rainy Season
1 　 相生橋図 冷泉為恭筆 1幅 彩箋墨画 日本・江戸時代　19世紀 植村和堂氏寄贈 10793

2 志野沢瀉文振出 美濃 1口 日本・江戸時代　17世紀 41302

3 古染付松竹梅文汲出碗 景徳鎮窯 5口のうち 中国・明～清時代　17世紀 41149

4 青磁透彫二階香炉 龍泉窯 1口 中国・元時代　14世紀 40440

5 広沢切 伏見天皇筆 1幅 紙本墨書 日本・鎌倉時代　14世紀 植村和堂氏寄贈 00478

6 真形釜 1口 鉄 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 30339

7 唐銅花菱帯風炉 1口 青銅 日本・桃山～江戸時代　17世紀 30339

8 南蛮耳付水指 1口 べトナム　17世紀 40650

9 大海茶入　銘 大鳥 瀬戸 1口 日本・室町時代　16世紀 40002

10 青井戸茶碗　銘 鳴戸 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40219

11 古銅五徳蓋置 1個 鉄 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 30288

12 　 茶杓　銘 苔清水　共筒　 杉木普斎作 1本 竹 日本・江戸時代　17 ～ 18世紀 60211

13 牡丹彫木彩漆香合 1合 木胎漆塗 日本・室町時代　15 ～ 16世紀 50265

14 手付籠花入 1口 竹、藤 日本・江戸時代　17世紀 60030

15 砂張胴〆水指 1口 響銅 東南アジア　16 ～ 18世紀 30175

16 凡手茶入　銘 撰屑 瀬戸 1口 日本・江戸時代　17世紀 40021

17 雨漏茶碗　銘 優曇華 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40273

18 安南染付龍文水指 1口 べトナム　17世紀 40671

19 人物漆絵茶器 1合 木胎漆塗 中国・明時代　16 ～ 17世紀 50387

20 黒織部茶碗 美濃 1口 日本・桃山～江戸時代　17世紀 40148

21 楽山茶碗　銘 小舟 楽山 1口 日本・江戸時代　17世紀 40167

22 流水蒔絵折敷 10枚のうち 木胎漆塗 日本・江戸時代　18世紀 50510 

23 銹絵染付船形向付 乾山銘 5枚のうち 日本・江戸時代　18世紀 41006

24 備前牡丹餅鉢 備前 1口 日本・江戸時代　17世紀 40805

25 祥瑞香煎入　 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 41079

　

【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 員数 材質・技法 国・時代・世紀・制作年 寄贈者 列品番号
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