
　　　　　　      伝統工藝×コンテンポラリーアート　中川衛 + 舘鼻則孝展

　　　　　　     Heel-less Shoes Downtown 10月5日（水）まで

           ●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。

            ・都合により出品作品が変更になることがあります。

【1室】 指定 　作品名 作者 時代

1 鷺図 梁楷 中国　南宋時代　13世紀

2 遊漁図 伝 范安仁 中国　南宋時代　13世紀

3 花籠図 伝 銭選 中国　南宋～元時代　13世紀

4 花鳥図 伝 銭選 中国　南宋～元時代　13世紀

5 〇 石菖図 子庭祖柏 中国　元時代　14世紀

6 青磁大壺 郊壇官窯 中国　南宋時代　12～13世紀

7 黒釉弁口龍耳瓶 中国　隋～唐時代　7世紀

8 青花瓜草文盤 景徳鎮窯 中国　元時代　14世紀

9 青花黄彩花果文盤 景徳鎮窯 中国　明時代　正徳年間（1506～21）

10 五彩魚藻文壺 景徳鎮窯 中国　明時代　嘉靖年間（1522～66）

11 青花楼閣人物文壺 景徳鎮窯 中国　明時代　嘉靖年間（1522～66）

12 青花瑞花文瓶 景徳鎮窯 中国  清時代  乾隆年間（1736～95）

13 夾彩花唐草文管耳瓶 景徳鎮窯 中国  清時代  乾隆年間（1736～95）

14 竹林七賢人図屏風 久隅守景 江戸時代　17世紀

【2室】 指定 　作品名 作者 時代

20 鳥蒔絵平文阿古陀形香炉 鎌倉時代　13世紀

21 蝶蒔絵八角小箱 桃山時代　16世紀

22 ◎ 花唐草七曜万時花クルス文螺鈿箱 桃山時代　16世紀

23 ◎ 湯女図 江戸時代17世紀初期

24 機織図屏風 江戸時代17世紀初期

25 大江山物語（12枚揃のうち） 菱川師宣 江戸時代天和～貞亭（1681～88）頃

26 ● 色絵藤花文茶壺 野々村仁清 江戸時代　17世紀

27 ◎ 洋人奏楽図屏風 桃山時代　16世紀

【3室】 指定 　作品名 作者 時代

28 士女遊楽図屏風 江戸時代　17世紀

29 舞妓図 江戸時代　17世紀

30 立美人図 壊月堂安度 江戸時代　18世紀

31 化粧美人図 西川祐信 江戸時代　18世紀

32 柳下腰掛美人図 宮川長春 江戸時代　18世紀

33 男女図 磯田湖龍斎 江戸時代　18世紀

34 ◎ 婦女風俗十二ヵ月図 勝川春章 江戸時代　18世紀

35 ◎ 雪月花図 勝川春章 江戸時代　18世紀

36 ◎ 二美人図 葛飾北斎 江戸時代　19世紀初期

開館４０周年記念名品展　第2部　　出品目録　

                     会期　2022年9月1日（木）～10月25日（日）　　ＭＯＡ美術館



【4室】 指定 　作品名 作者 時代

37 ◎ 阿弥陀如来及両脇侍坐像 平安時代　12世紀

38 ○ 変形怪獣鏡 中国  春秋～戦国時代  前5～前4世紀

39 ○ 三虺文鏡 中国  春秋～戦国時代  前5～前4世紀

40 羽状獣文地四山文鏡 中国  戦国時代  前4～前3世紀

41 ◎ 三角縁獣文帯四神二獣鏡 古墳時代　4世紀

42 ◎ 三角縁獣文帯三神三獣鏡 古墳時代　4世紀

43 ◎ 三角縁獣文帯四神四獣鏡 古墳時代　4世紀

44 ○ 飛禽狻猊鏡 中国  隋時代  6世紀

45 ○ 鸚鵡宝相華八花鏡 中国  唐時代  8世紀

46 ○ 双鸞宝相華八花鏡 中国  唐時代  8世紀

47 ○ 一葉観音像 伝  月壺 中国　元時代　13世紀

48 出山釈迦像 中国　元時代　13世紀

49 楊柳観音像 朝鮮  高麗時代  14世紀

50 ◎ 阿弥陀三尊像 高麗時代 　13～14世紀

【5室】 指定 　作品名 作者 時代

51 饕餮文觚 中国  商時代  前13～前11世紀

52 饕餮文觚 中国  商時代  前13～前11世紀

53 虁鳳蝉文鼎 中国  商時代  前13～前11世紀

54 饕餮文爵 中国  西時代  前10～前8世紀

55 饕餮文百乳盂 中国  商時代  前13～前11世紀

56 虎形竊曲文簋 中国  西時代  前10～前8世紀

57 蟠螭文盥缶 中国  春秋～戦国時代  前5～前4世紀

58 加彩馬俑 中国  北魏時代  6世紀

59 加彩騎馬人物俑 中国  前漢時代　前2～前1世紀

60 加彩馬俑 中国  唐時代  8世紀

61 加彩女子俑 中国  唐時代  8世紀

62 青磁天鶏壺 越州窯 中国  南朝時代  6世紀

63 ウォーターフォール 千住　博 平成9年（1997）

【6室】中川衛 + 舘鼻則孝展 Heel-less Shoes Downtown

指定 　作品名 作者 時代 所蔵

64 象嵌朧銀花器「南島の朝」 中川　衛 2020年 個人蔵

65 象嵌朧銀花器「チェックと市松」 中川　衛 2020年 個人蔵

66 象嵌朧銀花器「水きらら」 中川　衛 2013年 金沢卯辰山工芸工房

67 Heel-less Shoes Downtown Ⅰ
中川　衛
舘鼻則孝

2022年 個人蔵

68 Heel-less Shoes Downtown Ⅱ
中川　衛
舘鼻則孝

2022年 個人蔵

69 Heel-less Shoes 舘鼻則孝 2021年 個人蔵

70 Floating World Series （Raven） 舘鼻則孝 2014年 個人蔵

71 Floating World Series 舘鼻則孝 2021年 個人蔵

72
Descending Painting Seriesb
(yellow thunder, blue cloud)

舘鼻則孝 2019年 個人蔵

【創立者の部屋・ロビー等】



指定 　作品名 作者 時代 所蔵

73 花籃　銘 つるむすび 飯塚琅玕斎 1952年頃

74 金沙釉蕗葉彫刻花瓶 板谷波山

75 晴白練上壺 松井康成 1989年

76 色絵銀彩角鉢 前田正博 2009年

77 南鐐花器「海風」 大角幸枝 1997年

78 蒔絵割貝飾箱 田口善国 1995年

79 乾漆割貝蒔絵飾箱　銀碧 小椋範彦 2011年

80 蒔絵螺鈿ハープ「西遊」 室瀬和美 2004年

81 朧銀横筋文花器 奥山峰石 平成29年（2017）頃

82 ミルフィオーリ碗
エジプトまたは地中海東海岸地方
１世紀

83 ガラス小瓶 松井康成 地中海東海岸地方  １～3世紀

84 王と王妃 ヘンリー・ムア 1952-1953年

85 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

86 春
アリスティード・マイ
ヨール

1910-1911年

87 海景　熱海 杉本博司 1997年


