
出 品 目 録

2017年9月16日［土］—12月3日［日］



前室
1-84 陶磁 猫ニ花細工花瓶 初代 宮川香山 眞葛ミュージアム
2-27 現代作家 origin as a human 髙橋賢悟

展示室１
1-09 七宝 紫陽花図花瓶 並河靖之 清水三年坂美術館
1-23 金工 群鶏図香炉（蟷螂摘） 正阿弥勝義 清水三年坂美術館
1-24 金工 群鶏図香炉（矮鶏摘） 正阿弥勝義 清水三年坂美術館
2-33 現代作家 有線七宝錦蛇革鞄置物「反逆」 春田幸彦
1-79 自在 伊勢海老　 宗義 清水三年坂美術館
1-80 自在 伊勢海老 山崎南海 清水三年坂美術館
2-12 現代作家 自在 鹿の子海老 大竹亮峯
1-40 漆工 羽根蒔絵香合 白山松哉 清水三年坂美術館
2-01 現代作家 ソメイヨシノ 橋本雅也
1-48 木彫・牙彫 吹上菊図文庫 旭 玉山 清水三年坂美術館
1-52 木彫・牙彫 釣瓶に蝦蟇 三代 正直
2-06 現代作家 一刻：皿に秋刀魚 前原冬樹
1-18 七宝 月に時鳥図花瓶 安藤重兵衛
2-36 現代作家 Arcadia 稲崎栄利子

展示室２
1-58 木彫・牙彫 胡瓜 安藤緑山

展示室３：壁面
2-46 現代作家 右心房左心室 山口英紀
2-47 現代作家 往来～丸の内 山口英紀

展示室３：如庵展示ケース
2-03 現代作家 タカサゴユリ 橋本雅也

展示室４：壁面ケース
1-01 七宝 蝶に花の丸唐草文花瓶 並河靖之 清水三年坂美術館
1-03 七宝 蝶に桜図香合 並河靖之
1-04 七宝 花文飾り壺 並河靖之
1-06 七宝 鳳凰龍図花瓶　一対 並河靖之 清水三年坂美術館
1-07 七宝 藤図六面花瓶 並河靖之
1-08 七宝 四季花鳥図飾り箱 並河靖之
1-10 七宝 草花図花瓶 並河靖之 清水三年坂美術館
1-12 七宝 花鳥図飾り壺 並河靖之
1-13 七宝 芙蓉に鴨図花瓶　一対 濤川惣助 清水三年坂美術館
1-14 七宝 舟鷺図皿 濤川惣助
1-15 七宝 波濤鷹図盆 濤川惣助 清水三年坂美術館
1-16 七宝 芦鴨図盆 濤川惣助 清水三年坂美術館
1-17 七宝 龍鳳凰唐草文飾り壺 本多與三郎 清水三年坂美術館
1-19 七宝 綿・桑に繭図花瓶　一対 服部唯三郎
1-36 漆工 沢瀉に茶筌筒蒔絵目録盆 柴田是真
1-37 漆工 木目蒔絵残菜入 柴田是真 清水三年坂美術館
1-38 漆工 古墨形印籠 柴田是真
1-39 漆工 渦文蒔絵香合 白山松哉 清水三年坂美術館
1-41 漆工 藤花蒔絵提箪笥 赤塚自得 清水三年坂美術館
1-42 漆工 四季草花蒔絵提箪笥 赤塚自得 清水三年坂美術館
1-43 漆工 桜花蒔絵文台硯箱 赤塚自得 清水三年坂美術館
1-44 漆工 水辺鴨蒔絵屏風 無銘 清水三年坂美術館
1-45 漆工 紅蜀葵蜂堆朱香合 逸見東洋 清水三年坂美術館
1-46 漆工 黄蜀癸堆朱香合 神崎軒水 清水三年坂美術館
1-47 木彫・牙彫 銀杏鳩図文庫 旭 玉山 清水三年坂美術館
1-49 木彫・牙彫 家鴨図文庫 旭 玉山 清水三年坂美術館
1-50 木彫・牙彫 鶯図手箱 旭 玉山 清水三年坂美術館
1-51 木彫・牙彫 都鳥図硯箱 旭 玉山
1-53 木彫・牙彫 布袋 高村光雲
1-54 木彫・牙彫 元禄美人 石川光明 清水三年坂美術館
1-55 木彫・牙彫 兎 石川光明 清水三年坂美術館
1-56 木彫・牙彫 蔬菜図文庫 野原貞明
1-57 木彫・牙彫 阿呼詠詩 森田藻己 清水三年坂美術館
1-71 木彫・牙彫 柴売 信之　 清水三年坂美術館
1-83 陶磁 崖ニ鷹大花瓶 初代 宮川香山 眞葛ミュージアム
1-85 陶磁 氷窟鴛鴦花瓶 初代 宮川香山 眞葛ミュージアム
1-86 陶磁 菊尽し茶碗 藪 明山 清水三年坂美術館
1-87 陶磁 雀蝶尽し茶碗 精巧山 清水三年坂美術館
1-88 陶磁 花鳥人物図輪花鉢 阪錦山 清水三年坂美術館
1-89 陶磁 宝船図皿 巧山 清水三年坂美術館

※　表記のないものは個人蔵　　
※※表記のないものは全期間展示

図録番号 ジャンル 作品名 作者 所蔵※ 展示期間 ※※



展示室４：特設ケース
1-59 木彫・牙彫 トマト 安藤緑山 清水三年坂美術館
1-61 木彫・牙彫 パイナップル、バナナ 安藤緑山 清水三年坂美術館
1-62 木彫・牙彫 玉蜀黍 安藤緑山 清水三年坂美術館
1-63 木彫・牙彫 焼き栗 安藤緑山 清水三年坂美術館
1-64 木彫・牙彫 松竹梅 安藤緑山 清水三年坂美術館
1-65 木彫・牙彫 松茸、しめじ 安藤緑山
1-66 木彫・牙彫 葡萄 安藤緑山
1-67 木彫・牙彫 柿 安藤緑山
1-68 木彫・牙彫 兜虫と南瓜 安藤緑山
1-69 木彫・牙彫 干柿 安藤緑山
1-70 木彫・牙彫 干鱈に鼠 安藤緑山 清水三年坂美術館

展示室５
1-72 自在 蛇 明珍 清水三年坂美術館
2-31 現代作家 自在蛇骨格 満田晴穂
1-73 自在 鍬形 高瀬好山 清水三年坂美術館
1-74 自在 十二種昆虫 高瀬好山 三井記念美術館
2-32 現代作家 自在十二種昆虫 満田晴穂
1-75 自在 飛鶴吊香炉 高瀬好山
1-76 自在 鯉 高瀬好山
1-77 自在 蜂 宗義 清水三年坂美術館
1-78 自在 蝶 宗義 清水三年坂美術館
1-81 自在 龍 穐山竹林斎 清水三年坂美術館
1-82 自在 蛇 正一 清水三年坂美術館
1-20 金工 雪華文鞘合口拵 加納夏雄 清水三年坂美術館
1-21 金工 秋月図巻煙草入 加納夏雄 清水三年坂美術館
1-22 金工 ぶんぶく形鉄瓶 加納夏雄 / 名越弥五郎 清水三年坂美術館
1-25 金工 古瓦鳩香炉 正阿弥勝義 清水三年坂美術館
1-26 金工 松竹梅香炉 正阿弥勝義 清水三年坂美術館
1-27 金工 蝶図花瓶 正阿弥勝義 清水三年坂美術館
1-28 金工 瓢に蜂花瓶 正阿弥勝義 清水三年坂美術館
1-29 金工 棕櫚草花図花瓶　一対 海野勝珉 清水三年坂美術館
1-30 金工 瓢形一輪生 山田宗美 清水三年坂美術館
1-31 金工 菊尽香炉 雪峰英友 清水三年坂美術館
1-32 金工 蘭陵王置物 高川盛次 清水三年坂美術館
1-33 金工 鐘楼形時計 無銘 清水三年坂美術館
1-34 金工 龍に紅葉狩図大皿 駒井 清水三年坂美術館
1-35 金工 象嵌銅香炉 宗金堂 清水三年坂美術館
1-91 刺繍絵画 瀑布図刺繍額 十二代 西村總左衛門 清水三年坂美術館 9/16-10/29
1-92 刺繍絵画 獅子図刺繍額 制作：四代 飯田新七（髙島屋）

刺繍：加藤達之助 清水三年坂美術館 10/31-12/3
1-93 刺繍絵画 鷹に鴉図刺繍額 無銘 清水三年坂美術館 10/31-12/3
1-94 刺繍絵画 粟穂に鶉図刺繍額 無銘 清水三年坂美術館 9/16-10/29
1-95 刺繍絵画 大工図刺繍額 昇竜 清水三年坂美術館 9/16-10/29
1-97 刺繍絵画 べニスの月天鵞絨友禅額 制作：四代 飯田新七(髙島屋）  

下絵：竹内栖鳳 清水三年坂美術館 10/31-12/3

展示室６
2-42 現代作家 Map of the World (Dedicated 

to Unknown Embroiderers) 青山 悟
2-43 現代作家 Light and Patterns 1 青山 悟 高橋コレクション
2-44 現代作家 Light and Patterns 2 青山 悟
2-45 現代作家 Light and Patterns 3 青山 悟

展示室７
1-90 刺繍絵画 老松に桐鳳凰図刺繍屏風 二代 田中利七 清水三年坂美術館 9/16-10/29
1-96 刺繍絵画 月に塔図天鵞絨友禅軸 十二代 西村總左衛門 清水三年坂美術館 10/31-12/3
2-02 現代作家 キク 橋本雅也 高橋コレクション
2-04 現代作家 ダッチアイリス 橋本雅也
2-05 現代作家 一刻：刀 前原冬樹
2-07 現代作家 一刻：空き缶、ピラカンサ 前原冬樹
2-08 現代作家 一刻：有刺鉄線 前原冬樹
2-09 現代作家 しかみ改 加藤巍山
2-10 現代作家 恋塚 加藤巍山
2-11 現代作家 飛翔 大竹亮峯
2-13 現代作家 自在 眼鏡饅頭蟹 大竹亮峯
2-14 現代作家 勝虫 大竹亮峯
2-15 現代作家 Python xxx 佐野 藍
2-16 現代作家 ピンクドラゴン 佐野 藍
2-17 現代作家 夏の記憶 更谷富造
2-18 現代作家 独歩 更谷富造
2-19 現代作家 遊景 更谷富造
2-20 現代作家 火鳥 更谷富造

※　表記のないものは個人蔵　　
※※表記のないものは全期間展示
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三井記念美術館案内図

国宝 雪松図と花鳥―美術館でバードウォッチング―

2017 年 12 月 9 日（土）―2018 年 2 月 4 日（日）
　　　　　休館日　月曜日（但し 12 月 25 日、1 月 8 日、1 月 29 日は開館）。
　　　　　　　　　年末年始 12 月 28 日（木）―1 月 3 日（水）休館、1 月 9 日（火）、28 日（日）休館。

※国宝 雪松図屏風　1 月 4 日（木）―2 月 4 日（日）展示

2-21 現代作家 実（みのり） 更谷富造
2-22 現代作家 流刻 本郷真也
2-23 現代作家 暁 本郷真也
2-24 現代作家 柿に雀蜂 本郷真也
2-25 現代作家 葉に蟷螂 本郷真也
2-26 現代作家 flower funeral: cattle 髙橋賢悟
2-28 現代作家 flower funeral: french bulldog 髙橋賢悟
2-29 現代作家 綿毛蒲公英 鈴木祥太
2-30 現代作家 桜 鈴木祥太
2-34 現代作家 盛上七宝鰐革財布置物

「無駄死に、無駄口、無駄遣い」 春田幸彦

2-35 現代作家 有線七宝錦蛇革財布置物
「無駄死に、無駄口、無駄遣い」 春田幸彦

2-37 現代作家 まほろば 稲崎栄利子
2-38 現代作家 雄鳥 稲崎栄利子
2-39 現代作家 Water 臼井良平

2-40 現代作家
Untitled (Soda crushed, Blue cap bottle)
 From the series “PET”
(Portrait of Encountered Things)

臼井良平

2-41 現代作家 Water 臼井良平
1-02、1-05、1-11、1-60 は当館では展示されません。

※　表記のないものは個人蔵　　
※※表記のないものは全期間展示

図録番号 ジャンル 作品名 作者 所蔵※ 展示期間 ※※


