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第１章　　季節のおもてなしとしつらい　　　　　　　　	 	
1	新春のおもてなしとしつらい	
1 桃葉脇立桃形兜・矢筈頭切付縫延二枚胴具足 江戸時代 17 世紀
2 猛虎図屏風 岸駒筆 江戸時代 文政 5 年（1822）　
3 大名御飾書　第六巻　年中床飾 江戸時代 19 世紀
4 月次風俗図屏風  江戸時代 17 世紀
5 十二ヶ月風俗図屏風 榊原豊種筆 江戸時代 18 世紀前半
6 子宝五節遊　正月 鳥居清長画 江戸時代 18 世紀末
7 源氏物語画帖 住吉如慶筆 江戸時代 17 世紀
8 類聚雑要抄指図巻　巻第一上・下、巻第二、巻第四下 江戸時代 19 世紀
9 正月風俗図屏風 江戸時代 17 世紀
10 百人一首かるた 江戸時代 17 ～ 19 世紀
11 左義長羽子板  江戸時代 19 世紀
12 富士鷹茄子松竹梅模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
13 竹虎模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
2	ひな祭りのおもてなしとしつらい	
14 犬張子 江戸時代 19 世紀
15 雛人形 江戸時代 19 世紀
16 雛道具  江戸時代 19 世紀
17 子宝五節遊　上巳 鳥居清長画 江戸時代 18 世紀末
18 孔雀図屏風 雲谷等璠筆 江戸時代 17 ～ 18 世紀
19 花下遊楽図屏風 天木宗忡筆 桃山時代 17 世紀初
20 東山吉野花見図屏風  江戸時代 17 世紀初
21 吉野図屏風   室町時代 16 世紀
22 西行物語絵巻（着色本）　下巻 室町時代 15 世紀
23 四天王寺住吉大社花見図屏風 江戸時代 17 世紀
24 手箱貝尽桜模様筒描蒲団地 近代 19 ～ 20 世紀
25 貝桶貝尽模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
26 茶道具模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
27 貝桶・合貝 江戸時代 18 ～ 19 世紀
28 海浜松桜蒔絵硯箱  桃山時代 16 世紀末
29 朱漆塗絵替漆絵膳 ･ 飯器・杓子 江戸時代 18 世紀
30 鉄桜柴垣文銚子 江戸時代 18 ～ 19 世紀
31 貝尽亀螺鈿蒔絵盃・鴛鴦波螺鈿蒔絵盃台 永田友治作 江戸時代 18 世紀

第２章　　おもてなしと宴の歴史		
32 酒伝童子絵巻　中巻 狩野元信筆 室町時代 16 世紀前半
33 藤袋草子絵巻 室町時代 16 世紀
34 住吉物語絵巻　下巻 室町時代
35 邸内遊楽図屏風  江戸時代 17 世紀
36 歌舞遊宴図屏風  江戸時代 17 世紀
37 婦女遊楽図屏風  江戸時代 17 世紀
38 江戸高名会亭尽 歌川広重（初代）画 江戸時代 天保 6～13年（1835～42）

第３章　　おもてなしの器と調度	 	
1	おもてなしの酒器
39 灰釉平瓶　 尾張・猿投 平安時代 8 世紀末～ 9 世紀初
40 鉄菊水文四方燗鍋 江戸時代 18 ～ 19 世紀
41 鉄七宝蓋花形銚子 江戸時代 19 世紀
42 鉄唐草文平燗鍋 江戸時代 18 ～ 19 世紀
43 金銅松竹梅文銚子 江戸時代 19 世紀
44 銹絵松竹梅文六角銚子 京都・古清水 江戸時代 18 世紀
45 染付海松文銚子　 肥前・有田 江戸時代 1610 ～ 40 年代
46 色絵葡萄鳥文瓢形酒注 肥前・有田 江戸時代 1670 ～ 90 年代
47 朱漆塗湯桶 室町時代 15 世紀
48 鈴虫蒔絵銚子  江戸時代 17 世紀
49 螺鈿沈銀六角湯桶 江戸時代 17 世紀
50 亀流水蒔絵湯桶 江戸時代 17 世紀
51 緑釉水瓶 平安時代 10 世紀
52 緑釉輪花碗 美濃 平安時代 10 世紀後半
53 灰釉牡丹文瓶 瀬戸 鎌倉時代 14 世紀
54 鉄釉梅花文瓶 瀬戸 鎌倉時代 14 世紀
55 朱漆塗瓶子 室町時代 15 世紀
56 朱漆塗盃 江戸時代 18 ～ 19 世紀
57 松竹鶴亀漆絵瓶子 江戸時代 17 世紀
58 葡萄栗鼠粟鶉沈金太鼓樽  桃山時代 16 世紀
59 菊秋草蒔絵徳利 江戸時代 17 世紀
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60 菊水蒔絵徳利  江戸時代 17 世紀
61 縞蒔絵徳利 桃山時代 17 世紀初
62 織部葦沢瀉文徳利 美濃 江戸時代 17 世紀
63 船徳利 備前 桃山時代 17 世紀初
64 染付枇杷鳥文大徳利 肥前・有田 江戸時代 1630 ～ 40 年代
65 染付吹墨文大徳利 肥前・有田 江戸時代 1630 ～ 40 年代
66 瑠璃釉捻瓢形徳利 肥前・有田 江戸時代 1650 ～ 60 年代
67 色絵梅枝垂桜文徳利 京都・古清水（御菩薩） 江戸時代 18 世紀
68 色絵松竹梅文六角徳利 京都・古清水 江戸時代 18 世紀
69 色絵菊文透盃台 尾形乾山作 江戸時代 18 世紀前半
70 牡丹沈金八角食籠 江戸時代 17 世紀
71 朱漆塗黄蜀葵密陀絵八角食籠 伝谷田忠兵衛作 江戸時代 18 世紀
72 紫陽花橋螺鈿蒔絵重箱  江戸時代 17 世紀
73 縞雄日芝蝶螺鈿蒔絵重箱  江戸時代 17 世紀
74 御所車桜蒔絵提重  江戸時代 19 世紀
75 吉原風俗蒔絵提重  江戸時代 19 世紀
76 紫陽花野菊蒔絵提重  江戸時代 19 世紀
77 四季山水蒔絵提重 江戸時代 19 世紀
2	おもてなしの食の器
78 朱漆塗隅切折敷 江戸時代 18 ～ 19 世紀
79 朱漆塗三重椀 江戸時代 18 ～ 19 世紀
80 朱漆塗楪子 江戸時代 18 ～ 19 世紀
81 朱漆塗豆子 江戸時代 18 ～ 19 世紀
82 朱漆塗折敷 鎌倉時代 13 ～ 14 世紀
83 朱漆塗杓子 室町時代 15 ～ 16 世紀
84 洲浜漆絵箔絵椀 江戸時代 17 ～ 18 世紀
85 桃漆絵箔絵椀 江戸時代 17 ～ 18 世紀
86 四割菱箔絵椀 江戸時代 17 ～ 18 世紀
87 桐竹鳳凰漆絵三重椀 江戸時代 17 ～ 18 世紀
88 吉野絵筋目椀 江戸時代 18 ～ 19 世紀
89 吉野絵盆 江戸時代 18 ～ 19 世紀
90 朱漆塗丸鉢 室町時代 15 ～ 16 世紀
91 朱漆塗三足鉢 室町時代 15 ～ 16 世紀
92 朱漆塗六角脚付鉢 室町時代 15 ～ 16 世紀
93 柏葉螺鈿沈金高杯  桃山時代 17 世紀初
94 霊照女漆絵高杯 江戸時代 18 ～ 19 世紀
95 石畳菊桐紋蒔絵懸盤 桃山時代 16 ～ 17 世紀
96 菊桐紋蒔絵懸盤 桃山時代 16 ～ 17 世紀
97 桐紋蒔絵膳 桃山時代 16 世紀末
98 菊桐紋蒔絵飯器 桃山時代 16 ～ 17 世紀
99 秋草蝶蒔絵盆 桃山時代 17 世紀

100 桐紋蒔絵七重椀 桃山時代 16 ～ 17 世紀
101 桐紋蒔絵五重椀 桃山時代 16 ～ 17 世紀
102 放屁合戦絵巻 室町時代 文安 6 年（1449）
103 絵替蒔絵膳 江戸時代 19 世紀
104 絵替漆絵丸盆  江戸時代 17 ～ 18 世紀
105 朱漆塗絵替漆絵丸盆 江戸時代 17 世紀
106 絵替漆絵胡桃足丸盆 江戸時代 17 ～ 19 世紀
107 志野魚形皿 美濃 江戸時代 17 世紀
108 織部鷺文輪花皿 美濃 桃山時代 17 世紀初
109 織部四方高脚向付 美濃 江戸時代 17 世紀
110 織部四方筒向付 美濃 桃山時代 17 世紀初
111 銹絵四方向付 肥前（唐津焼） 桃山時代 17 世紀初
112 色絵柳燕文四方小皿 肥前・有田 江戸時代 1650 ～ 60 年代
113 色絵丸文八角向付 肥前・有田 江戸時代 18 世紀前半
114 色絵龍文蓋茶碗 肥前・有田 江戸時代 18 世紀前半
115 色絵帆船阿蘭陀人文蓋茶碗 肥前・有田 江戸時代 18 世紀後半
116 銹絵染付松葉文蓋茶碗 尾張・瀬戸 江戸時代 19 世紀
117 鼠志野草文額皿 美濃 桃山時代 16 ～ 17 世紀
118 志野草花文四方鉢 美濃 桃山時代 16 ～ 17 世紀
119 鼠志野柳文平鉢 美濃 桃山時代 16 ～ 17 世紀
120 織部四方蓋物 美濃 桃山時代 17 世紀初
121 銹絵菖蒲文鉢 肥前（唐津焼） 桃山時代 1590 ～ 1610 年代
122 織部花文洲浜形手鉢 美濃 桃山時代 17 世紀初
123 手桶形手鉢 備前 桃山‐江戸時代 17 世紀
124 青磁染付葦鷺文四方皿 肥前・有田 江戸時代 1630 ～ 40 年代
125 色絵鳥文輪花台皿 肥前・有田 江戸時代 1650 ～ 60 年代
126 色絵舟形鉢 肥前・有田 江戸時代 1670 ～ 1700 年代
127 色絵赤玉龍文鉢 肥前・有田 江戸時代 1690 ～ 1730 年代
128 色絵赤玉雲龍文鉢 肥前・有田 江戸時代 1690 ～ 1730 年代
129 色絵春草文汁注 尾形乾山作 江戸時代 18 世紀前半
130 色絵桜文六角透鉢 京都・古清水 江戸時代 18 世紀
131 三彩鉢 青木木米作 江戸時代 文化 4 年（1807）頃
132 色絵竹梅龍文輪花鉢 加賀・吉田屋窯 江戸時代 19 世紀前半
133 流釉花枝文平鉢 野々村仁清作 江戸時代 17 世紀後半
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134 ◎ 白泥染付金彩芒文蓋物 尾形乾山作 江戸時代 18 世紀初
135 銹絵雪景富士図角皿 尾形乾山作 ･ 尾形光琳 江戸時代 18 世紀前半
136 銹絵草文大鉢 肥前（唐津焼） 桃山時代 17 世紀初
137 銹絵草花文大鉢 肥前（唐津焼） 桃山時代 17 世紀初
138 牡丹餅文大皿 備前　近世 江戸時代 17 世紀
139 色絵松樹文輪花大皿 肥前・有田 江戸時代 1650 ～ 60 年代
140 色絵芭蕉文大皿　　 肥前・有田 江戸時代 1650 ～ 60 年代
141 色絵木蓮文大皿 加賀・吉田屋窯 江戸時代 19 世紀前半
142 色絵牡丹蝶文捻花形大皿 肥前・有田 江戸時代 1640 ～（50）年代
143 色絵粟鶉文八角台皿 肥前・有田 江戸時代 1640 ～（50）年代
144 青磁桜川文鮑形皿 肥前・有田 江戸時代 18 世紀中頃
145 色絵鉄線文大皿 肥前・有田 江戸時代 18 世紀前半
146 ◎ 善教房絵巻 南北朝時代 14 世紀
147 鼠草子絵巻　第三巻 桃山時代 16 ～ 17 世紀
148 湖沼風俗図屏風 江戸時代 17 世紀
3	おもてなしの茶道具
149 灰釉平茶碗 瀬戸 室町時代 15 ～ 16 世紀
150 秋草蒔絵茶椀 桃山時代 16 世紀末
151 瀬戸黒茶碗　銘 礎石 美濃 桃山時代 16 世紀後半
152 黒樂四方茶碗　銘 山里 樂道入作 江戸時代 17 世紀前半
153 赤樂茶碗　銘 熟柿 本阿弥光悦作 江戸時代 17 世紀前半
154 色絵花輪違文茶碗 野々村仁清作 江戸時代 17 世紀後半
155 銹絵染付松樹文茶碗 尾形乾山作 江戸時代 18 世紀前半
156 二福神文真形釜 筑前・芦屋 室町時代 15 世紀
157 輪違文真形釜 筑前・芦屋 室町時代 15 世紀
158 笠釜 筑前・芦屋 桃山時代 16 世紀
159 堤燈釜 下野・天明 室町時代 16 世紀
160 ○ 猿猴捉月図野溝釜 江戸時代 17 世紀
161 矢筈口水指 信楽 桃山時代 17 世紀初
162 沢瀉水葵蒔絵水指 江戸時代 17 世紀
163 染付山水文水指 肥前・有田 江戸時代 1610 ～ 30 年代
164 旅枕花入 信楽 室町時代 16 世紀
165 黄瀬戸立鼓花入 美濃 桃山時代 16 世紀後半
166 耳付花入 伊賀 桃山時代 17 世紀初
167 擂座花入 信楽 桃山時代 17 世紀初
168 桐紋芒蒔絵箪笥  桃山時代 16 世紀末
169 褐釉茶入 筑前・高取 江戸時代 17 世紀
170 褐釉四方茶入 野々村仁清作 江戸時代 17 世紀後半
171 茶杓 銘松緑 木下長嘯子作 桃山時代 17 世紀前半
172 兎蒔絵茶箪笥 江戸時代 17 世紀
173 雄日芝蝶螺鈿蒔絵茶箱 江戸時代 17 世紀
174 縞螺鈿蒔絵茶箱 江戸時代 17 世紀
175 松竹朝顔蒔絵茶籠 江戸時代 19 世紀
176 山水蒔絵香枕形煙草盆 江戸時代 18 世紀
177 菊蒔絵煙草盆  江戸時代 19 世紀
178 肩付河骨形銀籠管煙管 江戸時代 19 世紀
179 牡丹文御殿形銀煙管 江戸時代 19 世紀
180 雲龍堆黒香合 中国・明時代 15 ～ 17 世紀
181 松千鳥蒔絵香合 鎌倉時代 13 ～ 14 世紀
182 ○ 松梅蒔絵香合  室町時代 15 ～ 16 世紀
183 松梅蒔絵香合 室町時代 15 ～ 16 世紀
184 ○ 松椿蒔絵香合 室町時代 15 ～ 16 世紀
185 ○ 桐竹蒔絵香合  江戸時代 17 世紀
186 おようのあま絵巻 室町時代 16 世紀
187 雀の小藤太絵巻　下巻 室町時代 16 世紀
188 三十三間堂通矢図屏風 江戸時代 17 世紀
189 四条河原風俗図巻 江戸時代 17 世紀後半
4	おもてなしの香道具

190 竹蒔絵八角香箱 南北朝時代 14 世紀前半
191 片身替若松菊蒔絵香箱 桃山時代 16 世紀後半
192 秋草螺鈿蒔絵伽羅箱  伝五十嵐道甫作 江戸時代 17 世紀中頃
193 秋草蒔絵阿古陀形火取 室町時代 16 世紀
194 矢羽根蒔絵香炉 江戸時代 17 世紀
195 秋草海松貝蒔絵香炉 桃山時代 17 世紀初
196 浮舟螺鈿蒔絵焚殻入 室町時代 16 世紀
197 楓流水蒔絵車文透香枕 江戸時代 17 世紀
198 色絵家形丁子風炉　 京都・古清水 江戸時代 18 世紀
199 色絵鶴香合 野々村仁清作 江戸時代 17 世紀後半
200 色絵獅子鈕鞠形香炉 野々村仁清作 江戸時代 17 世紀後半
201 色絵輪宝羯磨文香炉 野々村仁清作 江戸時代 17 世紀後半
5	おもてなしの調度

202 ◎ 四季花鳥図屏風 伝土佐広周筆 室町時代 15 世紀
203 秋冬花鳥図屏風 室町時代 16 世紀
204 朱漆塗脚付盥 室町時代 15 ～ 16 世紀
205 秋草蒔絵楾 桃山時代 17 世紀初
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206 秋草蒔絵角盥 桃山時代 17 世紀初
207 染付山水文深鉢　伊万里 肥前・有田 江戸時代 1630 ～ 40 年代
208 海松貝蒔絵手拭掛 江戸時代 17 世紀
209 流水沢瀉蒔絵広蓋 江戸時代 17 世紀
210 木画蒔絵菊花文透冠棚 江戸時代 18 ～ 19 世紀
211 織部唐草文井戸車 美濃 江戸時代 19 世紀
212 銀象嵌花丸文鉄手燭  江戸時代 18 ～ 19 世紀
213 織部南蛮人燭台　 美濃 桃山時代 17 世紀初
214 上野花見歌舞伎図屏風   伝菱川師宣筆 江戸時代 元禄 6 年（1693）頃　
215 桜蒔絵三味線・葛蒔絵胡弓 江戸時代 19 世紀
216 大根蒔絵大鼓胴  江戸時代 17 世紀
217 団扇蒔絵小鼓胴  弥左衛門銘 江戸時代 16 ～ 17 世紀
218 管絃蒔絵小鼓胴  江戸時代 17 ～ 18 世紀
219 神楽蒔絵小鼓胴  江戸時代 17 世紀
220 色道取組十二番 磯田湖龍斎画 江戸時代 18 世紀末
221 品川青楼遊宴図 鳥文斎栄之画 江戸時代 18 世紀後半
222 松竹梅鶴亀高砂模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
223 浦島模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
224 菊水模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
225 雪中筍採模様筒描蒲団地 近代 20 世紀前半
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※絵巻・図巻作品に関しては都合上、図録掲載の全ての場面を展示できません。何卒ご了承ください。


