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【七宝】

作品№ 作者名 作品名 読み方

法量（表記のないも

のは縦×横×高）

1-01 並河靖之 桜蝶図平皿 さくらちょうずひらざら 径24.6 cm

1-02 並河靖之 花鳥図飾り壺 かちょうずかざりつぼ 高23.0 cm

1-03 並河靖之 花文飾り壺 はなもんかざりつぼ 高12.0 cm

1-04 並河靖之 鳥に紅葉図飾り壺 とりにもみじずかざりつぼ 高18.5 cm

1-05 並河靖之 鳥に夾竹桃図飾り壺 はなにきょうちくとうずかざりつぼ 高19.0 ｃm

1-06 並河靖之 菊花文飾り壺　二種 きっかもんかざりつぼ　にしゅ 高9.0 cm

1-07 並河靖之 蝶図瓢形花瓶 ちょうずひさごがたかびん 高18.0 cm

1-08 並河靖之 蝶に竹図四方花瓶 ちょうにたけずしほうかびん 高24.2 cm

1-09 並河靖之 蝶に花の丸唐草文花瓶

ちょうにはなのまるからくさもん

かびん

高16.0 cm

1-10 並河靖之 鳥に秋草図対花瓶 とりにあきくさずついかびん 高24.4 cm

1-11 並河靖之 花鳥図花瓶 かちょうずかびん 高13.5 cm

1-12 並河靖之 山水図香炉 さんすいずこうろ 高11.0 cm

1-13 並河靖之 草花図香炉 そうかずこうろ 高8.5 cm

1-14 並河靖之 花鳥図棗 かちょうずなつめ 高6.7 cm

1-15 並河靖之 蝶図香合 ちょうずこうごう 径6.0 cm

1-16 濤川惣助 藤図花瓶 ふじずかびん 高31.3 cm

1-17 濤川惣助 菖蒲図皿 あやめずさら 23.3 x 17.4 cm

1-18 濤川惣助 富嶽図シガレットケース ふがくずしがれっとけーす 9.5 x 8.0 x 1.6 cm

1-19 濤川惣助 月下牡丹に鳥兜図香合

げっかぼたんにとりかぶとず

こうごう

径8.0/高2.8　cm

1-20 安藤重兵衛 葉鶏頭図対花瓶　 はげいとうずついかびん 高45.0 cm

1-21 安藤七宝店（林喜兵衛） 花鳥図対大花瓶　 かちょうずついおおかびん 高92.0 cm

1-22 林小伝治 四季草花図花瓶 しきそうかずかびん 高40.5 cm

1-23 林小伝治 四季草花図花瓶 しきそうかずかびん 高30.0 cm

1-24 粂野締太郎 菊蝶尽し花弁形鉢 きくちょうづくしかべんがたばち 径22.5/高9.0  cm 

1-25 粂野締太郎 蝶尽し香合 ちょうづくしこうごう 7.0 x 9.0 x 3.7 cm

1-26 作者不詳 波涛に龍鳳凰図香炉 はとうにりゅうほうおうずこうろ 高32.0 cm

1-27 錦雲軒稲葉 花鳥図香炉 かちょうずこうろ 高34.5 cm

【金工】

2-01 正阿弥勝義 群鶏図香炉 ぐんけいずこうろ 高15.0 cm

2-02 正阿弥勝義 古瓦鳩香炉 こがはとこうろ 高15.0 cm

2-03 正阿弥勝義 麟鳳亀龍香炉 りんぽうきりゅうこうろ 高17.0 cm

2-04 正阿弥勝義 柘榴に蝉飾器 ざくろにせみかざりき 高12.4 cm

2-05 正阿弥勝義 鯉鮟鱇対花瓶 こいあんこうついかびん 高31.8 cm

2-06 正阿弥勝義 瓢箪に天道虫花瓶 ひょうたんにてんとうむしかびん 高22.0 cm 

2-07 正阿弥勝義 蓮葉に蛙皿 れんようにかえるざら 径12.0 ｃｍ

2-08 正阿弥勝義 紅葉桜図香合 もみじさくらずこうごう 径7.0 cm

2-09 正阿弥勝義 蜻蛉図香合 とんぼずこうごう 径8.0 cm

2-10 正阿弥勝義 双鶴図香合 そうかくずこうごう 幅6.8 cm

2-11 海野勝珉 龍虎図対花瓶 りゅうこずついかびん 高38.0 cm

2-12 海野勝珉 花鳥図対花瓶 かちょうずついかびん 高35.0 cm

2-13 海野勝珉 観音立像（厨子扉：四天王） かんのんりゅうぞう 高14.0 cm

2-14 伝海野勝珉 蘭陵王 らんりょうおう 高42.7 cm

2-15 加納夏雄 滝に鳥図額 たきにとりずがく 35.0 x 15.4 cm

2-16 加納夏雄 牡丹図懐中時計 ぼたんずかいちゅうとけい 径6.0 cm

2-17 加納夏雄 明治旧金貨幣 めいじきゅうきんかへい

旧10円：径3.0 cm

/ 旧5円： 径2.4 cm

2-18 村上盛之 冬瓜大香炉 とうがんおおこうろ

高26.0 cm /轡虫：

長8.5 cm

2-19 鹿島一谷 二代 花鳥図香炉 かちょうずこうろ 高25.0 cm

2-20 川原林秀国 瓜形香炉 うりがたこうろ 高10.5 cm

2-21 駒井 吉祥図飾壺 きっしょうずかざりつぼ 高20.0 cm

2-22 駒井 楼閣形箪笥 ろうかくがたたんす 高46.0 cm
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【漆工】

作品№ 作者名 作品名 読み方

法量（表記のないも

のは縦×横×高）

3-01 柴田是真 青海波塗棗 せいがいはぬりなつめ 高7.5 cm/径7.2 cm

3-02 柴田是真 桜酒瓢蒔絵香合 さくらしゅひょうまきえこうごう 高2.0 cm/径7.3 cm

3-03 柴田是真 宝舟蒔絵茶箱 たからぶねまきえちゃばこ

13.0 x 18.5 x 13.0

cm

3-04 柴田是真 木目蒔絵残菜入 もくめまきえざんさいいれ 4.5 x 7.8 ｘ 9.0 cm

3-05 柴田是真 秋草に包丁蒔絵きせる筒

あきくさにほうちょうまきえきせる

づつ

長22.0 cm

3-06 池田泰真 豆蒔絵手箱 まめまきえてばこ

18.7 x 24.5 x 17.2

cm

3-07 川之辺一朝 七香蒔絵文庫 しっこうまきえぶんこ

42.0 x 34.5 x 16.0

cm

3-08 川之辺一朝 秋景蒔絵飾棚 しゅうけいまきえかざりだな

31.3 x 75.3 x 72.5

cm

3-09 白山松哉 日月烏鷺蒔絵額 じつげつうろまきえがく 各78.5 x 36.0 cm

3-10 白山松哉 渦文蒔絵香合 うずもんまきえこうごう 径9.0/高2.0 cm

3-11 白山松哉 菊寄蒔絵香合 きくよりまきえこうごう 径4.8/高1.9 cm

3-12 白山松哉 羽蒔絵香合 はねまきえこうごう 径8.6/高1.9 cm

3-13 白山松哉 忍草蒔絵香合 しのぶぐさまきえこうごう 径7.0 cm

3-14 白山松哉 蓮蒔絵香合 はすまきえこうごう

径6.7 cm/高2.0

cm

3-15 白山松哉 東大寺蒔絵香合 とうだいじまきえこうごう

径7.6 cm/高1.7

cm

3-16 白山松哉 武蔵野蒔絵棗 むさしのまきえなつめ

径6.8 cm/高7.0

cm

3-17 白山松哉 渦文蒔絵きせる筒 うずもんまきえきせるづつ 長20.6 cm

3-18 白山松哉 波千鳥蒔絵きせる筒 なみちどりまきえきせるづつ 長23.0 cm

3-19

白山松哉、守屋松亭、

吉川霊華

勿来関蒔絵硯箱 なこそのせきまきえすずりばこ

27.0 x 25.0 x 6.5

cm

3-20 守屋松亭 渦文蒔絵香合 うずもんまきえこうごう 径12.2 cm/高4.0

3-21 赤塚自得 四季草花蒔絵提箪笥 しきそうかまきえさげたんす

15.9 x 24.3 x 22.5

cm

3-22 芝山 花鳥図大花瓶 かちょうずおおかびん 高60.0 cm

3-23 無銘（芝山細工） 鐔に煙管図提箪笥 つばにきせるずさげだんす

25.5×20.0×23.0

cm

【薩摩】

4-01 錦光山 花見図花瓶 はなみずかびん 高31.5 cm

4-02 錦光山 花鳥図花瓶 かちょうずかびん 高40.0 cm

4-03 錦光山 菊唐草文ティーセット きくからくさもんてぃーせっと

盆：幅36.0 cm /

ティーポット：高

12.8 cm / 砂糖入：

高10.5 cm / カッ

プ：高4.8 cm / ソー

サー：径13.7 cm

4-04 藪明山 祇園祭図花瓶 ぎおんまつりずかびん 高22.0 cm

4-05 藪明山 鶴花人物図対花瓶　 つるはなじんぶつずついかびん 各高31.0 cm

4-06 藪明山 蝶菊尽し茶碗 ちょうきくづくしちゃわん

径10.0 cm/高5.0

cm

4-07 精巧山 雀蝶尽し茶碗 すずめちょうづくしちゃわん

径12.5 cm/高7.5

cm

4-08 司山 組輪文茶碗 くみわもんちゃわん

径11.2 cm/高6.0

cm

4-09 司山 唐子図茶碗 からこずちゃわん

径12.4 cm/高5.7

cm

4-10 中村楳渓 大名行列図輪花鉢 だいみょうぎょうれつずりんかばち

径14.2 cm/高5.5

cm

4-11 版錦山 祭礼図鉢 さいれいずばち

径10.8 cm/高4.2

cm

4-12 陽山 浦島太郎図貝合形蓋物

うらしまたろうずかいあわせがた

ふたもの

幅14.0 cm/高4.0

cm
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【刀装具】

作品№ 作者名 作品名 読み方

法量（表記のないも

のは縦×横×高）

5-01 正阿弥勝義 日月烏兎図目貫 じつげつうとずめぬき 幅5.0 cm

5-02 海野勝珉 蜻蛉図目貫 とんぼずめぬき 幅4.9 cm

5-03 海野勝珉 夏野菜図目貫 なつやさいずめぬき 幅4.2 cm

5-04 海野勝珉 閻魔図さぐり金具 えんまずさぐりかなぐ 長12.5 cm

5-05 加納夏雄 日月図目貫 じつげつずめぬき 幅8.3 cm

5-06 鈴木美彦

四季花鳥図揃金具のうち

目貫

しきかちょうずそろいかなぐのうち

めぬき

幅3.7 cm

5-07 鈴木美彦

四季花鳥図揃金具のうち

小柄

しきかちょうずそろいかなぐのうち

こづか

長9.8 cm

5-08 鈴木美彦 四季花鳥図揃金具のうち鐔

しきかちょうずそろいかなぐのうち

つば

8.4 x 7.8 cm

5-09 正阿弥勝義 梅月図小柄 ばいげつずこづか 長9.7 cm

5-10 正阿弥勝義 難波潟古歌の意鐔 なにわがたこかのいつば 8.0 x 7.5 cm

5-11 正阿弥勝義 昇龍図鐔 しょうりゅうずつば 8.7 x 8.1 cm

5-12 海野勝珉 布袋図鐔 ほていずつば 9.3 x 8.9 cm

5-13 海野勝珉 三聖図鐔 さんせいずつば 8.8 x 8.0 cm

5-14 加納夏雄 風吹蘭図鐔 かぜふきらんずつば 6.5 cm

5-15 加納夏雄 蓮池川蝉図鐔 はすいけかわせみずつば 6.9 x 6.3 cm

5-16 加納夏雄 菖蒲図鐔 しょうぶずつば 6.8 x 6.0 cm

5-17 塚田秀鏡 牡丹図鐔 ぼたんずつば 10.2×9.5 cm

5-18 正阿弥勝義 蝶紋金総金具堆黒合口拵

ちょうもんきんそうかなぐついこく

あいくちこしらえ

長37.7 cm

5-19 後藤一乗 菊唐草文金太刀拵 きくからくさもんきんたちこしらえ 長93.0 cm

5-20 海野勝珉

鳳凰花桐文銀装兵庫鎖

太刀拵

ほうおうはなぎりもんぎんそうひょ

うごぐさりたちこしらえ

長102.0 cm

【自在】

6-01 明珍 蛇 へび 長84.4 cm

6-02 無銘 龍 りゅう 長39.0 cm

6-03 高瀬好山 鯉 こい 長32.5 cm

6-04 無銘 鵜 う 高7.6 cm

6-05 高瀬好山 兜虫 かぶとむし 長5.0 cm

6-06 高瀬好山 鍬形 くわがた 長9.0 cm

6-07 冨木宗好 蜂 はち

長5.5 cm / 長6.5

cm

6-08 高瀬好山 蟷螂 かまきり 長17.0 cm

6-09 無銘 蟹 かに 幅3.3 cm

6-10 無銘 伊勢海老 いせえび 長33.0 cm

6-11 明珍 手長海老 てながえび 長25.7 cm

【木彫・牙彫】

7-01 山崎南海 自在海老 じざいえび 13.0×27.0×8.0

7-02 無銘 自在弁慶蟹 じざいえびべんけいがに

右 長9.5 cm / 左

長9.0 cm

7-03 旭玉山 葛に蜘蛛の巣図文庫 くずにくものすずぶんこ

37.5×28.0×12.0

cm

7-04 旭玉山 蟹芦葉図箪笥 かにろようずたんす

21.2 x 30.1 x 32.4

cm

7-05 旭玉山 家鴨図文庫 あひるずぶんこ

39.0 x 27.0 x 11.0

cm

7-06 石川光明 羊 ひつじ 高22.0 cm

7-07 石川光明 老人二童 ろうじんにどう 高26.0 cm

7-08 石川光明 蓮根に蛙 れんこんにかえる 長32.0 cm

7-09 石川光明 可美真手命 うましまでのみこと 高56.5 cm

7-10 石川光明 仔犬図硯箱 こいぬずすずりばこ

25.0 x 20.5 x 5.0

cm

7-11 高村光雲 西王母 せいおうぼ

高28.5 cm (台座除

く）

7-12 高村光雲 法師狸 ほうしたぬき 高28.0 cm
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作品№ 作者名 作品名 読み方

法量（表記のないも

のは縦×横×高）

7-13 安藤緑山 三茄子 さんなすび

18.0 x 18.0 x 33.5

cm

7-14 安藤緑山 竹の子、梅 たけのこ、うめ

18.0 x 37.0 x 25.9

cm

7-15 安藤緑山 竹の子、豌豆、独活 たけのこ、えんどう、うど

12.0 x 18.5 x 11.0

cm

7-16 安藤緑山 パイナップル、バナナ ぱいなっぷる、ばなな

15.5 x 22.5 x 18.5

cm

7-17 安藤緑山 玉蜀黍 とうもろこし

18.0 x 22.5 x 14.0

cm

7-18 安藤緑山 蜜柑 みかん

7.5 x 5.5 cm/ 6.5 x

5.0  cm/ 7.5 x 5.5

cm

7-19 安藤緑山 柿 かき 長26.5 cm

7-20 安藤緑山 仏手柑 ぶっしゅかん

14.0 x 20.5 x 10.0

cm

7-21 安藤緑山 柘榴 ざくろ 11.5 x 14.5 x 6.5

7-22 安藤緑山 蕪、パセリ かぶ、ぱせり

蕪：高11.8 cm　パ

セリ：長14.0 cm

7-23 安藤緑山 蜂の巣 はちのす 11.5 x 21.5 x 8.9

7-24 安藤緑山 霊芝、蝸牛 れいし、かたつむり 15.5 x 21.5 x 8.0

7-25 安藤緑山 焼き栗 やきぐり 4.0 x 4.5 x 4.0 cm

【印籠】

8-01 白山松哉 切段模様蒔絵印籠 きりだんもようまきえいんろう 7.8cm×5.5 cm 5段

8-02 白山松哉 菊花寄蒔絵印籠 きっかよせまきえいんろう 7.8 x 5.2 cm 4段

8-03 柴田是真 沢瀉片喰に蝶図蒔絵印籠

おもだかかたばみにちょうずまきえ

いんろう

6.5 x 4.9 cm 4段

8-04 柴田是真 菊尽し蒔絵印籠 きくづくしまきえいんろう 6.5 ｘ 5.3 cm 3段

8-05 松杖斎 郭図蒔絵印籠 くるわずまきえいんろう 11.5 x 6.4 cm 4段

8-06 無銘（杣田細工） 円文螺鈿印籠 えんもんらでんいんろう 6.9 x 4.6 cm 4段

8-07 塩見政景（杣田細工） 幾何学文螺鈿印籠 きかがくもんらでんいんろう 7.7 x 6.3 cm 4段

8-08 無銘 菊尽し螺鈿蒔絵印籠 きくづくしらでんまきえいんろう 8.9cm×5.8 cm 5段

8-09 無銘

蜘蛛の巣蒔絵煙草入れ形

印籠

くものすまきえたばこいれがた

いんろう

6.8cm×8.5 cm 2段

8-10 勝守 風仙図金工印籠 ふうせんずきんこういんろう 8.8cm×6.5 cm 4段

8-11 石黒政美 花鳥図金工鞘印籠 かちょうずきんこうさやいんろう 8.9cm×5.2 cm 1段

8-12  無銘（平田七宝） 宝尽し文七宝印籠 たからつくししっぽういんろう 8.5cm×6.0 cm 4段

【刺繍絵画】

9-01　前 無銘 瀑布図 ばくふず 73.5 x 52.0 cm

9-02　後 西村總左衛門、千總 読書図 どくしょず 31.4 x 24.0 cm

9-03　後 無銘（西村總左衛門、千總）孔雀図屏風 くじゃくずびょうぶ 172.0 x 264.0 cm

9-04　前 西村總左衛門、千總 豹に鸚鵡図 ひょうにおうむず 46.8 x 66.5 cm

9-05　前 無銘 猿図 さるず 40.9 x 45.7 cm

9-06　前 無銘 秋景図 しゅうけいず 43.0 x 58.0 cm

9-07　後 無銘 獅子図 ししず 70.0 x 63.7 cm

9-08　前 無銘 波涛図 はとうず 49.5 x 64.5 cm

9-09　後 無銘（飯田新七、髙島屋） 雪中松鷹図 せっちゅうまつたかず 137.0 x 63.5 cm

9-10　後 竹内栖鳳 雪中蒼鷹図 せっちゅうあおたかず 124.0 x 58.4 cm

9-11　前 無銘 老梅鷹図屏風 ろうばいたかずびょうぶ 151.0 x 173.0 cm
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