
 
 ●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

1 乾漆蓮花食籠 林　曉 2015

2 乾漆蓮花食籠 林　曉 2011

3 朱溜塗盤 林　曉 2011

4 朱塗稜花盤 林　曉 2010

5 乾漆朱塗合子「螺」 林　曉 2014

6 檜造金彩白漆提盤 林　曉 2006

7 栓造朱溜塗組皿 林　曉 2015

8 線上ノ景 深見陶治 2016

9 青 深見陶治 2016

10 屹 深見陶治 2015

11 月出ずる 並木恒延 2014

12 雲が行く 並木恒延 2015

13 雪の道 並木恒延 2016

14 阿古屋に染まる 上原利丸 2016

15 クレージーキャットに気をつけろ 上原利丸 2015

16 木の神・風の神 上原利丸 2014

17 型絵染着物「駒繋ぎ文」 釜我敏子 2016

18 琉球紅型着物「彩潮」 城間栄順 2017

【2室】 指定 作品名 作者 時代

19 ● 色絵藤花文茶壺 野々村仁清 江戸時代　17世紀

20 翔 深見陶治 2007

21 鍛矧合壺「線」 萩野紀子 2016

22 南鐐打出水指 萩野紀子 2016

23 鍛矧合壺 萩野紀子 2014

24 緑洲胡楊 中村信喬 2016

25 波光 中村信喬 2015

26 東士献刀 中村信喬 2015

27 型絵染帯「羊歯文」 釜我敏子 2017

28 型絵染着物「さがり花」 釜我敏子 2014

29 桔梗色地桜に貝藻模様朧型 城間栄順 2017

30 琉球紅型六通帯「織りの里」 城間栄順 2014

31 北帰行 佐々木眞澄 2015

【3室】 指定 作品名 作者 時代

32 彩夜のファンタジー 佐々木眞澄 2015

33 星月夜 佐々木眞澄 2014

34 雪月花 林　香君 2016

35 無為 林　香君 2015

36 ゼロ 林　香君 2009

37 エンドレス 前川正治 2016

38 しなやかに 前川正治 2013

39 たおやかに 前川正治 2013

40 籃胎蒟醤菓子器「青韻」 大谷早人 2016

41 籃胎蒟醤菓子器「緑風」 大谷早人 2015

42 籃胎塗網代色紙箱 大谷早人 2014

43 花籃「玄武」 武関翠篁 2017

44 花籃「来光」 武関翠篁 2016

45 煤竹花籃「湧泉」 武関翠篁 2015

46 彩切貝蒔絵箱「CityⅡ」 三好かがり 2016

47 彩切貝蒔絵箱「Striped Twiligt」 三好かがり 2013

・都合により出品作品が変更になることがあります。
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48 彩切貝蒔絵箱「Adagio」 三好かがり 2012

49 祈り 神農　巌 2016

50 膨胎 神農　巌 2016

51 渦動 神農　巌 2015

52 彩刻磁鉢 石橋裕史 2017

53 彩刻磁鉢 石橋裕史 2016

54 彩刻磁鉢 石橋裕史 2014

【4室】 指定 作品名 作者 時代

55 ◎ 阿弥陀如来及両脇侍坐像 平安時代　12世紀

56 ◎ 九曜星図像 平安時代　12世紀

57 ◎ 大元帥明王図像 鎌倉時代　13世紀

58 ◎ 曼荼羅集　上・中 興然撰 鎌倉時代　12〜13世紀

59 ◯ 東大寺大仏縁起絵巻 室町時代　16世紀

60 ◎ 観音菩薩立像 中国　隋時代　6世紀

61 押出諸尊像 中国　隋時代　6世紀後期

62 菩薩半跏像 中国　唐時代　8世紀

63 ◎ 十一面観音立像 奈良時代　8世紀

64 ◎ 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

65 山水図巻 池　大雅 江戸時代　18世紀

66 芭蕉翁像 呉春 江戸時代

67 松下煎茶図 青木木米 江戸時代　19世紀

68 秋景山水図 田能村竹田 江戸時代　19世紀

69 ◯ 蝶幸風流陣図屏風 江戸時代　17世紀

70 海景　熱海 杉本博司 平成9年（1997）

71 海景　熱海 杉本博司 平成9年（1997）

72 海景　熱海 杉本博司 平成9年（1997）

73 海景　熱海 杉本博司 平成9年（1997）

【6室】 指定 作品名 作者 時代

74
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

75 この道や行く人なしに秋の暮 矢萩春恵

76 祭 矢萩春恵

77 母 矢萩春恵

78 美 矢萩春恵

79 菩薩 矢萩春恵

80
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

81 麗 矢萩春恵

82 出逢 矢萩春恵

83 野暮 矢萩春恵

84 零零（ゼロゼロ） 矢萩春恵

85 香華 矢萩春恵

86 水 矢萩春恵

87 松竹梅 矢萩春恵

88 鳳 矢萩春恵

89 楽 矢萩春恵

90 月光 矢萩春恵

91 白鶴 矢萩春恵

92 楽中苦苦中楽 矢萩春恵

93 大妙 矢萩春恵

94 笑 矢萩春恵

作品名 作者 時代

95 蒔絵螺鈿ハープ「西遊」 室瀬和美 2004年

96 色絵薄墨墨はじき時計草文鉢 今泉今右衛門 2007年

97 耀彩壺「恒河」 三代徳田八十吉 2003年

【創立者の部
屋・ロビー等】



98 蒔絵割貝飾箱「風」 田口善国 1995年

99 乾漆菊花鉢 増村紀一郎 2004年

100 タモ拭漆嵌荘箱「銀漢」 須田賢治 2010年

101 揺らぐ日々の中に（果樹園ー変位） 橋本真之 2008-2016

102 王と王妃 ヘンリー・ムア 1952-1953

103 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

104 春
アリスティード・マイ
ヨール

1910-1911

105 海景　熱海 杉本博司 平成9年（1997）


