
 
 ●国宝　◎重要文化財　○重要美術品　

・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

【1室】指定作品名 作者・窯 時代 所蔵

1 蓮に鶺鴒・葦に翡翠図 伝　牧谿 中国　南宋時代12～13世紀

2 台子皆具 武者小路千家蔵

3 大名物　唐物　羽室文琳茶入 中国　南宋時代12～13世紀

4 玳玻天目鳳凰文茶碗 吉州窯 中国　南宋時代12～13世紀

5 鷺図 梁楷 中国　南宋時代13世紀

6 井戸茶碗　銘 翁 朝鮮時代16世紀

7 紅葉呉器茶碗 銘 木賊 朝鮮時代16世紀

8 虚堂智愚墨跡　虎丘十詠 中国　南宋時代13世紀

9 斗々屋茶碗　銘 松島 朝鮮時代16世紀

10 彫三島茶碗　銘 残雪 朝鮮時代16～17世紀

11 石菖図 子庭祖柏 中国　元時代14世紀

12 斗々屋茶碗　銘 松島 朝鮮時代16世紀

13 玉子手茶碗　銘 玉椿 朝鮮時代16～17世紀初期

14 黒楽茶碗　銘　あやめ 長次郎 桃山時代16世紀

15 山水図 相阿弥 室町時代16世紀

16 信楽茶碗　銘　初時雨 桃山時代16世紀末～17世紀初期

17 瀬戸黒茶碗　銘 ワラヤ 桃山時代16世紀

18 書状 千利休 桃山時代16世紀

19 志野遠山檜垣文茶碗　銘　山路 桃山時代16世紀

20 黒織部沓形茶碗 桃山時代17世紀

21 本阿弥切　伝　小野道風 伝　小野道風 平安時代12世紀

22 奥高麗茶碗　銘 蓬壺 桃山時代16世紀後期～17世紀初期

23 膳所茶碗 伝　本阿弥光悦 江戸時代17世紀

24 鹿下絵新古今集和歌巻断簡
本阿弥光悦
俵屋宗達下絵

桃山～江戸時代17世紀

25 ◎ 色絵金銀菱文重茶碗 野々村仁清 江戸時代17世紀

【2室】指定作品名 作者 時代 所蔵

26 曳船蒔絵莨盆 江戸時代

27 織部火入 桃山時代17世紀初期

28 蒟醤莨入 東南アジア

29 煙管　一指斎好 明治時代

30 叭々鳥図 狩野探幽 江戸時代17世紀

31 交趾鹿香合 中国　明時代17世紀

32 炭道具一式（炭斗・羽箒・火箸・鐶・釜敷）

33 南蛮籠抜灰器・桑柄灰匙

34 墨跡　秋風偈 宗峰妙超 鎌倉時代13世紀

35 古赤絵金襴手向付 中国　明時代16世紀

36 糸目銚子

37 織部扇形蓋物 桃山時代17世紀初期

38 祥瑞捻文鉢　　 中国　明時代17世紀

39 口切道具一式 個人蔵

40 ● 色絵藤花文茶壺 野々村仁清 江戸時代17世紀

41 後座の茶壷飾　色絵藤花文茶壷（複製）

42 竹二重切花生 一翁宗守 江戸時代17世紀

43 天明責紐釜 桃山時代16世紀

・都合により出品作品が変更になることがあります。

千宗屋キュレーション　茶の湯の美　展
会期　2017年10月27日（金）～12月10日（日）

はじまりの茶　—　書院広間での唐物荘厳

茶の湯の名碗

国宝「色絵藤花文茶壺」と口切の茶事ー初座の口切

後座で扱う濃茶の道具



44 備前矢筈口耳水指 桃山時代16世紀

45 古瀬戸肩衝茶入　金森肩衝 室町時代15～16世紀

46 中興名物　大井戸茶碗　銘　本阿弥/玉川 朝鮮時代16世紀～17世紀

47 竹茶杓　共筒 千少庵 桃山時代16世紀後期〜17世紀初期

48 地主棗　真伯好 江戸時代17世紀

49 竹茶杓　銘　清滝　共筒 一翁宗守 江戸時代17世紀

50 釘彫伊羅保茶碗 益田家伝来 朝鮮時代16世紀～17世紀

51 色絵龍田川文四方茶碗 野々村仁清 江戸時代17世紀

【3室】指定作品名 作者 時代 所蔵

52 真塗棗 千利休　在判 桃山～江戸時代

53 虚堂普説語 一休宗純 室町時代15世紀

54 竹茶杓　共筒　 千利休 桃山時代16世紀

55 井戸茶碗　銘　常盤 朝鮮時代16世紀

56 赤楽茶碗　銘　小手巻 長次郎 桃山時代16世紀 個人蔵

57 伊賀耳付花生 桃山時代17世紀初期

58 書状　滝川雄利宛　熱海入湯の文 千利休 桃山時代16世紀

59 御所丸茶碗 朝鮮時代17世紀

60 大名物　唐物　箆目肩衝茶入 中国　南宋〜元時代13〜14世紀

61 ◎ 墨蹟「帰雲」二大字 無準師範 中国　南宋時代13世紀

62 竹茶杓　追筒 古田織部 桃山時代16世紀後期〜17世紀初期

63 織部蔦文水注 桃山時代17世紀初期

64 万代屋釜 辻与次郎 桃山時代16世紀後期

65 竹一重切花生　銘　西王母 小堀遠州 江戸時代16世紀後期〜17世紀

66 寸松庵色紙 伝紀貫之 平安時代11世紀後期

67 祥瑞蜜柑水指 景徳鎮窯 中国　明時代末期17世紀

68 中興名物　高取茶入　銘　横獄 江戸時代17世紀

69 高取茶入　横獄　添状 小堀遠州 江戸時代17世紀

70 御本半使茶碗　銘　霜夜 朝鮮王朝時代17世紀

71 竹茶杓　歌銘　共筒 小堀遠州 江戸時代17世紀

72 山水図 雪舟等楊 室町時代15世紀

73 伊賀重餅水指 桃山時代17世紀初期

74 一閑張梅漆絵棗 藤村庸軒 江戸時代17世紀

75 一行書「一代成風流客」 千宗旦 江戸時代17世紀

76 黒楽茶碗　銘五湖 のんこう 江戸時代17世紀

77 竹茶杓　歌銘　共筒 杉木普斎 江戸時代17世紀

78 古銅柑子口花生　銘　宮城野　不昧公箱 室町時代15〜16世紀

79 ◎ 古林清茂墨蹟　送別偈 中国　元時代　至治元年（1321）

80 灰被天目茶碗　銘　秋葉 中国　南宋時代

82 志戸呂茶碗　銘　忘水 江戸時代17世紀

81 波に車蒔絵棗 原羊遊斎 江戸時代19世紀

83 風炉先画賛　不昧公 松平不昧 江戸時代18〜19世紀

【4室】指定作品名 作者 時代 所蔵

84 ◎ 阿弥陀如来及両脇侍坐像 平安時代12世紀

85 ◎ 九曜星図像 平安時代12世記

86 ◎ 大元帥明王図像 鎌倉時代13世紀

87 ◎ 曼荼羅集　上・中 興然撰 鎌倉時代12〜13世紀

88 ◯ 東大寺大仏縁起絵巻 室町時代16世紀

89 ◎ 観音菩薩立像 中国　隋時代 6世紀

90 押出諸尊像 中国　隋時代 6世紀後期

91 ◎ 菩薩半跏像 中国　唐時代 8世紀

92 ◎ 十一面観音立像 奈良時代 8世紀

薄茶の道具

茶人たちの好みと茶道具



93 ◎ 北方天眷属像 康円 鎌倉時代　文永4年（1267）

【5室】指定作品名 作者 時代 所蔵

94 夏の花 植田一穂 平成19年（2007）

95 白い君路 村上裕二 平成17年（2005）

96 大サーカス 長沢明 平成17年（2005）

97 海景　熱海 杉本博司 平成 9年（1997） 個人蔵

98 海景　熱海 杉本博司 平成 9年（1997） 個人蔵

99 海景　熱海 杉本博司 平成 9年（1997） 個人蔵

100 海景　熱海 杉本博司 平成 9年（1997） 個人蔵

【6室】指定作品名 作者 時代 所蔵

101 この道や行く人なしに秋の暮 矢萩春恵 個人蔵

102
白露の色はひとつをいかにして秋
の木の葉をちぢに染むらむ

矢萩春恵 個人蔵

103 祭 矢萩春恵 個人蔵

104 母 矢萩春恵 個人蔵

105 美 矢萩春恵 個人蔵

106 菩薩 矢萩春恵 個人蔵

107
真の英雄は幾多の挫折と失意の
時を経て世に出るもの

矢萩春恵 個人蔵

108 麗 矢萩春恵 個人蔵

109 出逢 矢萩春恵 個人蔵

110 野暮 矢萩春恵 個人蔵

111 零零（ゼロゼロ） 矢萩春恵 個人蔵

112 香華 矢萩春恵 個人蔵

113 水 矢萩春恵 個人蔵

114 松竹梅 矢萩春恵 個人蔵

115 鳳 矢萩春恵 個人蔵

116 楽 矢萩春恵 個人蔵

117 月光 矢萩春恵 個人蔵

118 白鶴 矢萩春恵 個人蔵

119 楽中苦苦中楽 矢萩春恵 個人蔵

120 大妙 矢萩春恵 個人蔵

121 笑 矢萩春恵 個人蔵

作品名 作者 時代 所蔵

122 花籠　つるむすび 飯塚琅玕斎 昭和時代

123 備前瓢形花入 江戸時代18世紀

124 蒔絵螺鈿ハープ「西遊」 室瀬和美 平成16年(2004)

125 色絵薄墨墨はじき時計草文鉢 今泉今右衛門 平成19年(2007)

126 耀彩壺「恒河」 三代徳田八十吉 平成15年(2003)

127 蒔絵割貝飾箱「風」 田口善国 平成 7年(1995)

128 乾漆菊花鉢 増村紀一郎 平成16年(2004)

129 タモ拭漆嵌荘箱「銀漢」 須田賢治 平成22年（2010)

130 揺らぐ日々の中に（果樹園ー変位） 橋本真之 平成20～28年(2008-2016)

131 王と王妃 ヘンリー・ムア 1952-1953年

132 アポロンと瞑想　走りよる詩神 たち
エミール・アント
ワーヌ・ブールデル

1912年

133 春
アリスティード・マイ
ヨール

1910-1911年

【創立者
の部屋・
ロビー
等】


