
NO. 指定 作品名 員数 作者・製作地・出土地等 時代・世紀・年 所蔵 5/24
6/2

6/4
6/9

6/11
6/16

6/18
6/23

6/25
6/30

7/2
7/7

7/9
7/13

第一章　かざるDNA
（1）イントロダクション　かざりの源流
1 ◉ 火焔型土器 一口 新潟県笹山遺跡出土 縄文時代中期 十日町市博物館
2 ◉ 王冠型土器 一口 新潟県笹山遺跡出土 縄文時代中期 十日町市博物館
3 火焔型土器（把手付深鉢形土器） 一口 縄文時代中期 名古屋市博物館
4 深鉢形土器 一口 山梨県花鳥山遺跡出土 縄文時代前期 山梨県立考古博物館
5 深鉢形土器 一口 山梨県酒呑場遺跡出土 縄文時代中期 山梨県立考古博物館
6 ◎ 深鉢形土器 一口 山梨県殿林遺跡出土 縄文時代中期 山梨県立考古博物館
7 ◎ 菱形蛙文深鉢形土器 一口 長野県藤内遺跡出土 縄文時代中期 井戸尻考古館
8 有孔鍔付土器 一口 長野県花上寺遺跡出土 縄文時代中期 市立岡谷美術考古館
9 装飾把手付深鉢形土器 一口 富山県朝日貝塚出土 縄文時代中期 東京大学総合研究博物館

10 ◎ 浄瑠璃物語絵巻
一二巻のうち
第三・四・五巻

伝岩佐又兵衛筆 江戸時代（17世紀） ＭＯＡ美術館 四巻 五巻

（2）荘厳と祭祀　神仏へささげる祈り
11 ◎ 金銅火焔宝珠形舎利容器 一基 鎌倉時代　正応3年（1290年） 奈良･海龍王寺
12 ◉ 金銅密教法具（金剛盤・独鈷杵・三鈷杵・五鈷杵・五鈷鈴） 一組 鎌倉時代（13世紀） 広島･厳島神社
13 金銅密教法具（火舎・六器・花瓶・灑水器・塗香器・輪宝・羯磨・四橛）一組 鎌倉時代（13世紀） 個人蔵

14 ◉ 金銀鍍宝相華唐草文透彫華籠
一六枚のうち
一枚 平安時代（12世紀） 滋賀･神照寺

15 ◉ 金銅宝相華迦陵頻伽透彫華鬘 一枚 平安時代（12世紀） 岩手・中尊寺金色院
16 ◎ 金銅種子華鬘 一面 鎌倉時代（13世紀） 奈良国立博物館

17 ◎ 刺繡三昧耶幡
一七旒のうち
一旒 鎌倉時代（14世紀） 奈良国立博物館

18 ◎ 刺繡種子両界曼荼羅図 一幅 鎌倉時代（14世紀） 兵庫・太山寺
19 刺繡阿弥陀三尊来迎図 一幅 室町時代（15世紀） 奈良・中宮寺
20 刺繡阿弥陀名号 一幅 鎌倉-南北朝時代（14世紀） 京都・宝鏡寺
21 ◎ 春日神鹿御正体 一躯 鎌倉-南北朝時代（13〜14世紀） 細見美術館
22 ◎ 春日龍珠箱 二合 南北朝時代（14世紀） 奈良国立博物館
23 ◉ 熊野速玉大社古神宝のうち　金銅玉佩 一旒 南北朝時代　明徳元年（1390）頃 和歌山・熊野速玉大社
24 ◎ 菊枝散蒔絵手箱　 一合 室町時代（15世紀） 愛知・熱田神宮
25 ◉ 梨地螺鈿金装飾剣 一口 平安時代（12世紀） 東京国立博物館
26 梨地鶴丸文蒔絵螺鈿金装飾剣 一口 江戸時代（18〜19世紀） 東京国立博物館
27 ◎ 紫檀螺鈿宝相華鳳凰文平胡籙 一腰 平安時代（12世紀） ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ
28 椿彫木彩漆笈 一基 室町時代（16世紀） サントリー美術館

第二章　場をかざる
（1）中世のかざり
29 君台観左右帳記 一巻 室町時代（16世紀） 個人蔵
30 文阿弥花伝書残巻 一巻 室町時代　永禄2年（1559）　 九州国立博物館
31 李白観月・梅花青鳥・芙蓉烏鵲図 三幅対  （中）趙孟頫筆（左右）王淵筆 中国・元時代（13〜14世紀） 個人蔵
32 鷺図 対幅 章徑筆 中国・明時代（16〜17世紀） 個人蔵
33 山水人物図 対幅 「朴夫」印 中国・明時代（16〜17世紀） 個人蔵
34 ◎ 銅三具足 一具 中国・明または室町時代（15〜16世紀） 奈良・唐招提寺
35 ◎ 銅三具足 一具 中国・明または室町時代（14〜15世紀） 滋賀・聖衆来迎寺
36 青磁水注　 一口 中国・龍泉窯 中国・明時代（14〜15世紀） 出光美術館
37 紫紅釉盆 一口 中国・鈞窯 中国・金〜元時代（13〜14世紀） 出光美術館
38 銅花瓶 一口 中国・宋時代（13世紀） 京都・正伝永源院
39 銅花瓶 一口 室町時代  応永9年（1402） 伊山文庫
40 禾目天目 一口 中国・建窯 中国・南宋時代（12〜13世紀） 出光美術館
41 唐物大海茶入　銘　山桜 一合 中国・元〜明時代（14〜16世紀） 出光美術館
42 堆黒八仙人文食籠 一合 中国・明時代（16〜17世紀） 出光美術館
43 存星花鳥文食籠 一合 中国・明〜清時代（16〜17世紀） 出光美術館
44 堆朱花卉文食籠 一合 中国・清時代（17世紀） 出光美術館
45 堆朱食籠 一合 中国・明〜清時代（16〜17世紀） 個人蔵

46 大名御飾書 六巻のうち
第二・第三巻 江戸時代（18〜19世紀） サントリー美術館

47 十二ヶ月床飾図巻 一巻 江戸時代 個人蔵 場面替 場面替

（2）室内を彩るかざり
48 秋冬花鳥図屏風 四曲一双 室町時代（16世紀） サントリー美術館
49 柳橋水車図屏風 六曲一双 桃山時代後期（17世紀） 島根県立美術館
50 浜松図屏風 六曲一隻 桃山〜江戸時代（16〜17世紀） 個人蔵 
51 浜松に扇面散図屏風 六曲一双 桃山〜江戸時代（16〜17世紀） 個人蔵 右隻 左隻

52 花鳥図御簾屏風 六曲一双 江戸時代（17〜18世紀） 彦根城博物館
53 秋草流水図屏風 二曲一隻 江戸時代（19世紀） 板橋区立美術館
54 珍禽図屏風 六曲一隻 江戸時代（18〜19世紀） 摘水軒記念文化振興財団
55 邸内邸外遊楽図屏風 六曲一双 江戸時代前期（17世紀） 個人蔵
56 邸内遊楽図屏風 六曲一隻 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
57 歌舞遊宴図屏風 六曲一双 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
58 婦女遊楽図屏風 六曲一双 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
59 正月風俗図屏風 六曲一隻 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
60 織部舟人物文蓋物 一合 美濃 桃山時代（17世紀初期） 出光美術館
61 織部透文四方形手鉢 一口 美濃 桃山時代（17世紀初期） 個人蔵
62 鼠志野柳文平鉢 一口 美濃 桃山時代（16世紀末〜17世紀初） サントリー美術館
63 黒織部茶碗 五口 美濃 桃山〜江戸時代（1600〜20年頃） 京都市考古資料館
64 鉄絵兎文向付 五口 美濃 江戸時代（17世紀初期） 京都市考古資料館
65 青磁染付葦鷺文四方皿 一枚 肥前・伊万里（百間窯） 江戸時代（17世紀前半） サントリー美術館
66 色絵畦道文角皿 一枚 古九谷 江戸時代（1640-50年頃） 個人蔵
67 色絵透文重箱　 一組 京都・古清水 江戸時代（18世紀） 個人蔵
68 色絵瓢箪文大皿 一枚 古九谷 江戸時代前期（17世紀） 個人蔵
69 色絵牡丹蝶文捻花形大皿 一枚 古九谷 江戸時代（1640〜50年代） サントリー美術館
70 色絵亀甲文壺 一口 古九谷 江戸時代（1640〜50年代） 個人蔵
71 ◎ 染付松樹文三脚大皿 一枚 肥前・鍋島藩窯 江戸時代（1690〜1710年代） サントリー美術館
72 染付雲雷文大皿 一枚 肥前・鍋島藩窯 江戸時代（17世紀末〜18世紀初） サントリー美術館
73 染付猿亀竜宮文大皿　 一枚 肥前・伊万里　 江戸時代後期（19世紀） 個人蔵
74 色絵牡丹浮文酒注 一口 肥前・伊万里 江戸時代（1670〜90年代） サントリー美術館
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251 金唐革大形提げたばこ入れ　 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
252 甲州印伝青海波模様提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
253 甲州印伝雷文に菖蒲模様提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
254 綴錦燕模様腰差したばこ入れ　 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
255 桟留革かぶせ印伝革腰差したばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
256 柄織木綿腰差したばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
257 菖蒲革腰差したばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
258 蒲団革腰差したばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
259 蒲団革腰差したばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
260 茶印伝革腰差したばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
261 綴錦牡丹模様腰差したばこ入れ　 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
262 綴錦葵模様腰差したばこ入れ 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
263 角製とんこつ腰差したばこ入れ 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
264 欅自然木蔦に虫木地蒔絵とんこつ腰差したばこ入れ　　 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
265 木綿散縫古銭模様懐中たばこ入れ　 一個 明治時代（19世紀） たばこと塩の博物館
266 紺地綴錦鶴に菊模様懐中たばこ入れ　 一個 明治時代（19世紀） たばこと塩の博物館
267 紺地綴錦竹に雀模様懐中たばこ入れ　 一個 明治時代（19世紀） たばこと塩の博物館
268 七宝散文銀製印籠　 一個 江戸時代 林原美術館
269 鷹狩蒔絵印籠 一個 玉翁作 江戸－明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
270 鶏に稲臼杵蒔絵象嵌印籠 一個 凌舟作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
271 山水蒔絵印籠 一個 貞幹作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
272 小督蒔絵印籠 一個 古満巨柳作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
273 雲龍堆黒螺鈿鞘形印籠 一個 江戸時代　延享4年（1747） 印籠美術館
274 孔雀蒔絵螺鈿印籠 一個 梶川作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
275 松下人物蒔絵印籠 一個 傘松作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
276 楼閣山水蒔絵鞘形印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
277 九貢象蒔絵象嵌印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
278 古銭蒔絵大判形印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
279 引手散蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
280 蛍蒔絵印籠 一個 梶川作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
281 猩々蒔絵印籠 一個 寿秀作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
282 月に烏蒔絵印籠 一個 梶川作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
283 観音蒔絵鞘形印籠 一個 松杖斎知音作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
284 鐘馗に鬼蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
285 橋に櫂蒔絵印籠 一個 常嘉斎作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
286 富士越龍蒔絵印籠 一個 寿鶴斎久孝作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
287 色紙散蒔絵印籠 一個 梶川作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
288 京名所蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
289 蕗に筍蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
290 小督蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
291 風神雷神蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
292 菊蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
293 農耕図蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
294 美人図蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
295 桜に尾長鳥蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
296 邯鄲蒔絵螺鈿印籠 一個 梶川作 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
297 萩に月鹿蒔絵螺鈿印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館
298 人物蒔絵印籠 一個 江戸〜明治時代（18〜19世紀） 印籠美術館

第四章　動きをかざる
（1）芸能のかざり
299 紅白段流水紅葉模様唐織 一領 江戸時代（18世紀） 髙島屋史料館
300 紅浅葱段花菱亀甲鉞模様厚板 一領 江戸時代（19世紀） 髙島屋史料館
301 紺絖地籠目花束蝶模様縫箔 一領 江戸時代（18世紀） 髙島屋史料館
302 白地変立涌桐模様袷狩衣 一領 江戸時代（18〜19世紀） 髙島屋史料館
303 紺地雷文龍模様袷法被 一領 江戸時代（18世紀） 髙島屋史料館
304 紫地桐鳳凰模様舞衣 一領 江戸時代（18世紀） 髙島屋史料館

305 光悦謡本　『梅枝』『二人静』『定家』『舟弁慶』『浮舟』
『鉄輪』『三輪』『大原御幸』『殺生石』 九冊 江戸時代（17世紀） 三井記念美術館 三冊 三冊 三冊

306 梅に御簾海賦文素襖 一領 江戸時代（19世紀） 林原美術館
307 帆巴破れ垣文肩衣 一領 江戸時代（19世紀） 林原美術館
308 五徳模様肩衣 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
309 時鳥天道花模様肩衣 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
310 蕪模様肩衣 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
311 芦波の丸と杜若に鞠と笹の霞模様肩衣 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
312 網干に千鳥模様肩衣 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
313 猿猴捉月模様肩衣（子方） 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
314 牛祭の面と稲模様肩衣 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
315 槍袋模様肩衣 一領 江戸時代後期（19世紀） 茂山千五郎家
316 碇綱模様肩衣　 一領 江戸時代末期（19世紀中頃） 狂言共同社
317 蜀江文蟹模様肩衣 一領 江戸時代末期（19世紀中頃） 狂言共同社
318 格子地に鬼瓦と瓦模様肩衣 一領 江戸時代末期（19世紀中頃） 狂言共同社
319 切り炭模様肩衣　 一領 江戸時代末期（19世紀中頃） 狂言共同社
320 福良雀雪輪模様肩衣 一領 江戸時代末期（19世紀中頃） 狂言共同社
321 菱と丸模様肩衣 一領 江戸時代末期（19世紀中頃） 狂言共同社
322 注連縄飾り門松羽子板模様裲襠 一領 六世尾上菊五郎所用 昭和初期（20世紀） 株式会社 三越
323 黒繻子地雪持竹南天雀模様繍裲襠 一領 五世中村歌右衛門所用 昭和初期（20世紀） 株式会社 三越
324 浅葱繻子地濡燕模様縫着付・羽織 一組 昭和初期（20世紀） 株式会社 三越
325 黒木綿地雲稲妻模様縫着付・羽織 一組 昭和初期（20世紀） 株式会社 三越
326 濃萌葱木綿地碁盤模様裃 一組 二世市川左團次所用 昭和初期（20世紀） 株式会社 三越
327 金糸波立涌模様繍四天 一領 昭和初期（20世紀） 株式会社 三越
（2）祭礼の華・風流のかざり
328 ◇ 長刀鉾　欄縁金具 （欄縁）四本 江戸時代　天保7年（1836） 京都・長刀鉾保存会
329 日吉山王・祇園祭礼図屏風 六曲一双 室町－桃山時代（16世紀） サントリー美術館
330 舞楽図屏風 六曲一双 狩野永納筆 江戸時代（17世紀） 個人蔵
331 やすらい祭・牛祭図屏風 六曲一双 浮田一蕙筆 江戸時代（19世紀） 細見美術館 左隻 右隻
332 ちょうちょう踊り図屏風 六曲一隻 小沢華嶽筆 江戸時代（19世紀） 個人蔵
333 ちょうちょう踊り絵巻 一巻 小沢華嶽筆 江戸時代　天保10年（1839） 大阪歴史博物館
334-1 平田一式飾　陶器一式「大蛇退治」 一組 平田一式飾保存会 現代　平成20年（2008） 島根県･出雲市
334-2 平田一式飾　自転車部品一式「海老」 一組 平田一式飾保存会 現代 島根県･出雲市
335 石見神楽「鍾馗」　面・衣装 一組 益田市石見神楽神和会 現代 島根県･益田市石見神楽神和会

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

＊凡例　　　=展示期間　◉＝国宝　◎＝重要文化財　◇＝重要有形民俗文化財　○＝重要美術品
＊サントリー美術館で展示しない作品は、巡回会場で展示予定。
＊巡回会場［会期］＝京都文化博物館［8月2日㈯～9月15日（月・祝）］・広島県立美術館［9月27日㈯～11月9日㈰］

2008年5月24日㈯〜7月13日(日)

展示替リスト
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75 銹絵松竹梅文六角銚子 一口 京都・古清水 江戸時代（18世紀） サントリー美術館
76 染付海松文銚子 一口 肥前・伊万里 江戸時代（1610〜40年代） サントリー美術館
77 色絵松竹梅文六角徳利 一口 京都・古清水 江戸時代（18世紀） サントリー美術館
78 染付吹墨文大徳利 一口 肥前・伊万里 江戸時代（1630〜40年代） サントリー美術館
79 色絵葡萄鳥文瓢形酒注 一口 肥前・伊万里 江戸時代（1670〜90年代） サントリー美術館
80 朝鮮唐津耳付壺 ( 水指） 一口 肥前 江戸時代（17世紀初期） 出光美術館
81 色絵家形丁子風炉 一基 京都・古清水 江戸時代（18世紀） サントリー美術館
82 ◎ 色絵花鳥文八角大壺 一合 肥前・伊万里 江戸時代（17世紀末〜18世紀初） サントリー美術館
83 ◎ 色絵五艘船文独楽形大鉢 一口 肥前・伊万里 江戸時代（18世紀後半） サントリー美術館
84 色絵帆船阿蘭陀人文蓋茶碗 五合 肥前・伊万里 江戸時代（18世紀後半） サントリー美術館
85 ○ 葡萄蒔絵煙草盆 一基 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
86 秋草蒔絵硯箱 一合 桃山時代（16世紀末） 大阪城天守閣
87 桐紋蒔絵脇息 一基 桃山-江戸時代（17世紀） 大阪城天守閣
88 葵鬘薔薇蒔絵結文形文箱 一合 桃山時代（17世紀初） サントリー美術館
89 芒蝶螺鈿蒔絵香枕 一基 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
90 波兎蒔絵旅櫛笥 一合 江戸時代（17世紀） 東京国立博物館
91 黒根来蝶文瓶子 一口 室町時代 細見美術館
92 縞蒔絵徳利 一口 桃山時代（17世紀） サントリー美術館
93 鈴虫蒔絵湯桶 一口 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
94 紫陽花蒔絵銚子 一口 江戸時代 個人蔵
95 縞螺鈿蒔絵六角食籠 一組 桃山時代（17世紀） サントリー美術館
96 縞螺鈿蒔絵茶箱 一合 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
97 流水水草蒔絵提重 一組 江戸時代（18〜19世紀） 林原美術館
98 菊桐唐草文段替蒔絵提重 一組 江戸時代（18〜19世紀） 印籠美術館
99 縞雄日芝蝶螺鈿蒔絵重箱 一組 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
100 紫陽花橋螺鈿蒔絵重箱 一組 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
101 幔幕蒔絵重箱 一組 江戸時代（18〜19世紀） 個人蔵
102 正月飾蒔絵梅花形弁当箱 一合 江戸時代後期（18〜19世紀） 印籠美術館
103 鳥籠形蒔絵弁当箱 一合 江戸時代後期（18〜19世紀） 印籠美術館
104 手焙形弁当箱 一合 江戸時代後期（18〜19世紀） 印籠美術館
105 大根蒔絵大鼓胴 一丁 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
106 蒲公英蒔絵大鼓胴 一丁 江戸時代（17〜18世紀） サントリー美術館
107 神楽蒔絵小鼓胴 一丁 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
108 金銅五三桐文釘隠 一個 桃山時代　文禄3年（1594） 個人蔵

109 ◎ 色絵釘隠 二一 個 の
うち八個 伝野々村仁清作 江戸時代（17世紀） 京都国立博物館

110 土製小壺（つぼつぼ） 一〇〇個 江戸時代（17世紀前半〜19世紀） 京都市考古資料館

第三章　身をかざる
（1）武将のダンディズム
111 ◎ 黒糸威胴丸具足（黒漆塗十二間椎形鹿角脇立兜） 一領 本多平八郎忠勝所用 桃山時代（16世紀末） 個人蔵
112 朱漆塗紺糸威二枚胴具足（朱漆塗鹿角脇立兜） 一領 伝豊臣秀次所用 桃山時代（16世紀末〜17世紀） サントリー美術館
113 黒漆塗金唐革襷懸鳩胸二枚胴具足（黒漆塗宝尽文散熨斗形兜） 一領 江戸時代（17世紀） 高津古文化会館
114 黒漆塗執金剛杵形兜 一頭 江戸時代（17世紀） 靖国神社遊就館
115 銀箔押富士山形兜 一頭 伝加藤嘉明所用 桃山時代（16〜17世紀） 靖国神社遊就館
116 黒漆塗剣先形兜 一頭 江戸時代（17世紀） 靖国神社遊就館
117 黒漆塗燕尾形兜 一頭 桃山時代（16世紀） 靖国神社遊就館
118 銀箔押鯖尾形兜 一頭 江戸時代（17世紀） 靖国神社遊就館
119 銀箔押峰界形兜 一頭 江戸時代（17世紀） 国立歴史民俗博物館
120 銀箔押兎耳形兜 一頭 伝上杉謙信所用 桃山時代（16世紀） 国立歴史民俗博物館
121 黒漆塗兎耳形兜 一頭 江戸時代（17世紀） 靖国神社遊就館
122 黒漆塗家紋散唐人笠形兜 一頭 江戸時代（17世紀） 靖国神社遊就館
123 鯱形兜鉢 一頭 江戸時代 高津古文化会館
124 板屋貝形兜 一頭 山内豊興(土佐藩第十一代藩主)所用 江戸時代（19世紀前半） 土佐山内家宝物資料館
125 茶糸威柏葉形兜 一頭 山内豊房(土佐藩第五代藩主)所用 江戸時代（17世紀末〜18世紀） 土佐山内家宝物資料館
126 蝶形兜 一頭 元重作 江戸時代（17－18世紀） 土佐山内家宝物資料館
127 ◎ 太刀　銘備前国長船住人真光 一口 鎌倉時代（14世紀） 京都国立博物館
128 梅花皮鮫黒研出鞘大小拵 一腰 江戸時代 彦根城博物館
129 黒塗貝嵌鞘大小拵 一腰 江戸時代 彦根城博物館
130 蝶鮫黒研出鞘大小拵 一腰 江戸時代 彦根城博物館
131 青玉虫微塵貝鞘大小拵 一腰 江戸時代 彦根城博物館
132 芒蜘蛛蒔絵鞍 一背 桃山時代（16世紀後半） サントリー美術館
133 法螺貝蒔絵鞍 一背 江戸時代　寛文11年（1671） サントリー美術館
134 牡丹唐草能道具蒔絵鞍・鐙 一組 江戸時代　慶安2年（1649） 彦根城博物館
135 枝橘蒔絵鞍・鐙 一組 江戸時代　寛永5年（1628） 彦根城博物館
136 銀地七宝衽文鞍 一背 江戸時代 彦根城博物館
137 桐紋陣幕屏風 二曲一隻 桃山時代（16世紀後半） ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ
138 十文字紋陣幕屏風 二曲一隻 江戸時代（17世紀） ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ
139 諸将旌旗図屏風 六曲一双 江戸時代（17世紀） 個人蔵 右隻 左隻
140 黒黄羅紗地御神火模様陣羽織 一領 江戸時代（17世紀前半） 大阪城天守閣
141 瓢紋鳥毛陣羽織 一領 豊臣秀吉下賜 桃山時代（16世紀） 個人蔵
142 熊毛陣羽織 一領 江戸時代後期（19世紀） 東京国立博物館
143 黒羅紗地菱繋ぎ鍋蓋模様陣羽織 一領 山内豊房(土佐藩第五代藩主)所用 江戸時代中期（17〜18世紀） 土佐山内家宝物資料館
144 緋羅紗地数珠模様陣羽織 一領 山内豊信(土佐藩第十五代藩主)所用 江戸時代後期（19世紀） 土佐山内家宝物資料館
145 幾何学鋸歯模様更紗陣羽織 一領 山鹿素行所用 江戸時代（17世紀） 松浦史料博物館
146 濃萌葱地蟹模様陣羽織 一領 松浦曜（平戸藩第十一代藩主）所用 江戸時代（19世紀） 松浦史料博物館
147 孔雀模様陣羽織 一領 江戸時代 靖国神社遊就館
148 緋羅紗地扇紋陣羽織 一領 江戸時代後期（19世紀） 個人蔵
149 赤呉絽服連丸に十紋陣羽織 一領 江戸時代（19世紀） 高津古文化会館
150 ◎ 染分練緯地斜縞銀杏葉散らし模様胴服 一領 桃山時代（16〜17世紀） 東京国立博物館
（2）町衆の粋・女性のよそおい
151 誰が袖図屏風 六曲一双 江戸時代（17世紀） サントリー美術館
152 雛形絵巻 一巻 江戸時代（18世紀） 奈良県立美術館
153 婦女風俗図屏風 二曲一隻 落合芳幾筆 明治時代（19世紀） 千葉市美術館
154 ○ 舞踊図 六面 江戸時代（17世紀） サントリー美術館 二面 二面 二面
155 遊女立姿図 一幅 懐月堂度繁筆 江戸時代（18世紀初） 東京国立博物館
156 白練緯地石畳草花模様小袖（右）　紫練緯地草花模様小袖（左） 二曲一隻 桃山時代（16世紀） 国立歴史民俗博物館
157 黒練緯地松竹鶴亀宝尽模様腰巻 二曲一隻 江戸時代前期（17世紀） 国立歴史民俗博物館
158 納戸綾地将棋駒模様絞小袖 二曲一隻 江戸時代前期（17世紀） 国立歴史民俗博物館
159 鼠縮緬地五十三次絵屏風模様小袖 二曲一隻 江戸時代中期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
160 黒絖地四季草花鶴亀葵模様縫腰巻 二曲一隻 江戸時代中期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
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161 白綸子地蘇鉄模様小袖 二曲一隻 江戸時代中期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
162 白綸子地滝菊模様小袖 一領 江戸時代前期（17世紀） 国立歴史民俗博物館
163 萌葱平絹地羽衣模様小袖 一領 江戸時代（17世紀後期） 丸紅株式会社
164 紫綸子地御簾源氏車模様小袖 一領 江戸時代（17世紀後期） 丸紅株式会社
165 白綸子地甕垂れ模様小袖 一領 江戸時代前期（17世紀中期-後期） 株式会社 千總
166 金茶綸子地横笛模様小袖 一領 江戸時代前期（17世紀） 国立歴史民俗博物館
167 白綸子地琴に枝垂柳桜模様小袖 一領 江戸時代前期（17世紀中期-後期） 株式会社 千總
168 白綸子地松皮菱麻の葉鶴丸と梅樹模様絞繍振袖 一領 江戸時代（17世紀後期） 丸紅株式会社
169 白麻地藤花舟模様帷子 一領 江戸時代中期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
170 紫縮緬地雪持蘭模様小袖 一領 江戸時代中期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
171 白縮緬地京名所模様小袖 一領 江戸時代中期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
172 納戸縮緬地藤障子模様小袖 一領 江戸時代中期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
173 染分縮緬地斜格子菊青海波模様振袖 一領 江戸時代（18世紀前期） 丸紅株式会社
174 納戸綸子地近江八景模様小袖 一領 江戸時代中期（18世紀中期） 株式会社 千總
175 白魚子地楼閣山水模様小袖 一領 呉春筆 江戸時代中期〜後期（18世紀） 国立歴史民俗博物館
176 白麻地盆栽模様帷子 一領 江戸時代（19世紀前期） 丸紅株式会社
177 染分麻地豊漁模様帷子 一領 江戸時代後期（19世紀） 株式会社 千總
178 萌葱地紗綾形蝶牡丹八藤模様繻珍打掛 一領 鶴樹院所用 江戸時代後期（19世紀） 東京国立博物館
179

180 掛軸尽模様振袖（二枚襲） 二領 江戸時代（19世紀） 丸紅株式会社
181

182 御簾檜扇模様振袖（二枚襲） 二領 江戸時代後期（19世紀） 国立歴史民俗博物館

183 白綸子地御簾に唐子遊模様振袖 一領 江戸時代（19世紀前期） 丸紅株式会社

184 鼠平絹地雪中小禽氷裂模様振袖 一領 江戸時代後期〜明治時代初期
（19世紀） 国立歴史民俗博物館

185 紫縮緬地四季桜模様小袖 一領 江戸時代後期〜明治時代初期
（19世紀） 国立歴史民俗博物館

186 鼠木綿地江戸名所模様襦袢 一領 江戸時代後期（19世紀） 国立歴史民俗博物館
187 納戸平絹地馬具団扇模様振袖（小裁） 一本 江戸時代後期（19世紀初期） 株式会社 千總
188 野晒模様染帷子 一本 江戸時代後期（19世紀） 個人蔵
189 梅鳥籠鶯飾びらびら簪 一本 江戸時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
190 洋銀舟櫂碇飾簪 一本 江戸時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
191 藤文平打びらびら銀簪 一本 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
192 桜花飾桜花びらびら銀簪 一本 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
193 打出小槌飾鈴びらびら銀簪 一組 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
194 七宝薬玉飾銀簪 一組 明治時代（19世紀後半） サントリー美術館
195 海老透紅染象牙蒔絵櫛・中差 一組 江戸－明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
196 橋脚屋根船蒔絵象牙櫛・いち止め・前差・笄 一枚 江戸時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
197 葡萄蒔絵鼈甲櫛・笄 一枚 江戸時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
198 金地月秋草虫蒔絵櫛　銘「寛哉」 一枚 寛哉作 江戸時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
199 朱塗梅花散鼈甲櫛 一枚 江戸時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
200 桜楓蒔絵櫛 一枚 江戸時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
201 風景文彫出ガラス入鼈甲櫛 一枚 江戸時代（19世紀） サントリー美術館
202 芦雁文彫出ガラス入鼈甲櫛 一枚 江戸時代（19世紀） サントリー美術館
203 銀波鶴亀透飾鼈甲入歯櫛 一枚 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
204 銀流水鯉透飾鼈甲入歯櫛 一枚 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
205 南蛮装束人物蒔絵象牙櫛　銘「松花斎」 一枚 松花斎作 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
206 兜形蒔絵櫛 一本 江戸時代（19世紀） サントリー美術館
207 蔦の細道蒔絵櫛 一本 江戸時代（19世紀） サントリー美術館
208 菱繋切子ガラス笄 一本 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
209 金封入ガラス笄 一本 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
210 飛燕飾流水彫出鼈甲笄 一個 江戸〜明治時代（19世紀） サントリー美術館
211 橘蒔絵鶴骨笄　銘「一立斎」 一個 一立斎作 明治時代（19世紀後半） サントリー美術館
212 燻革紙入れ 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
213 高砂文綴錦紙入れ 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
214 藤燕文綴錦紙入れ 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
215 牡丹文綴錦三角袋　 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
216 竹梅文綴錦三角袋　 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
217 花卉文相良繍紙入れ　 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
218 破れ井桁文袴形懐中たばこ入れ 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
219 唐獅子牡丹文相良繍紙入れ　 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
220 撫子文紙入れ　ビロード地　茶釜前金具 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
221 縞柄紙入れ　紋ビロード地 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
222 石畳に三筋格子文紙入れ　ビロード地 一組 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
223 羅紗地菊蝶文繡紙入れ 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
224 羅紗地紗綾形に雨龍文繡小物入れ　 一個 江戸時代（18-19世紀） 国立歴史民俗博物館
225 月に竹文繡箱迫　羅紗地 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
226 藤文繡箱迫　木綿地 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
227 水葵蝶文繡箱迫　木綿地 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
228 忍立涌雪輪文繡箱迫　羅紗地 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
229 蝶桜文繡箱迫　木綿地 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
230 蝶牡丹文綴錦箱迫　木綿地 一個 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
231 霞菖蒲文肉入繡箱迫　ビロード地 一組 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
232 羅紗地蝶牡丹文肉入繡箱迫 一組 江戸時代（18〜19世紀） 国立歴史民俗博物館
233 蝶図彩色押絵紙挟み・枝折り　縮緬地 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
234 紗綾形に蔦文彩色押絵紙挟み　縮緬地 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
235 波松網干文彩色押絵紙入れ・枝折り　平絹地 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
236 波に梅図彩色押絵紙挟み　縮緬地 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
237 籐編製袂落し 一個 江戸〜明治時代（19世紀） 国立歴史民俗博物館
238 鉄籠手菖蒲革一つ提げたばこ入れ　 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
239 青貝海女と蛸彫りとんこつ一つ提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
240 草色羅紗一つ提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
241 印伝革一つ提げたばこ入れ　 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
242 唐花金更紗一つ提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
243 唐花鬼更紗一つ提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
244 金唐革一つ提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
245 茶印伝革一つ提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
246 金漆塗り印籠形節分彫りとんこつ一つ提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
247 海松金唐革模様彫りたばこ入れ形とんこつ一つ提げたばこ入れ 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
248 草色染革提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
249 格子木綿提げたばこ入れ　 一個 明治時代（19〜20世紀） たばこと塩の博物館
250 黄ハルシャ革提げたばこ入れ　 一個 江戸時代（19世紀） たばこと塩の博物館
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