
 

 
 

2020 10/30 fri. - 12/6 sun. 

 ●：国宝 ◎：重要文化財  展示期間：前期 10/30～11/15、後期 11/17～12/6 

プロローグ 

001 銅扁額「泉屋博古」  西園寺公望筆 昭和前期か（20 世紀前半） 

002 一行書「泉屋博古」 西園寺公望筆 大正～昭和時代（20 世紀前半） 

  泉屋博古 青銅器・鏡鑑編 

 第 1 展示室 青銅器名品選 
1 夔神鼓  商後期（前 12-11 世紀） 8 楚公   鐘（大） 西周後期（前 8 世紀） 

2 饕餮文瓿形卣  商後期（前 12-11 世紀） 9 虎 鎛  西周前期（前 11-10 世紀） 

3 鳳柱斝  商後期（前 11 世紀） 10 餮文方座簋（小鈴付） 西周前期（前 11-10 世紀） 

4 鼎父己尊  商後期（前 11 世紀） 11 螭文方炉  春秋前期（前 8 世紀） 

5 象文兕觥  商後期（前 11 世紀） 12 鎮墓獣  戦国前期（前 5-4 世紀） 

6 鴟鴞卣  商後期（前 12-11 世紀） 13 螭文   春秋中期（前 7 世紀） 

7 饕餮文方罍  商後期（前 11 世紀）    

 第 2 展示室 青銅器の種類 ～豪華な道具たち～ 
1 虘 鐘  西周中期（前 9 世紀） 23 三角雲文卮 戦国中期（前 4 世紀） 

2 楚公   鐘（中） 西周後期（前 8 世紀） 24 竊曲文四足匜 西周後期（前 9-8 世紀） 

3 者𣱼𣱼鐘  戦国前期（前 5 世紀） 25 螭文三足匜 春秋前期（前 8 世紀） 

4 蟠螭文鉦  戦国前期（前 5 世紀） 26 蛙蛇文盤  春秋前期（前 8 世紀） 

5 蟠螭文錞于  戦国前期（前 5 世紀） 27 饕餮文鼎  商後期（前 12-11 世紀） 

6   羌 鐘  戦国前期（前 5 世紀） 28 戲 伯 鬲 西周後期（前 9-8 世紀） 

7 亞   觚  商後期（前 11 世紀） 29 大史友甗  西周前期（前 11-10 世紀） 

8 亞 丙 爵 商後期（前 12-11 世紀） 30 蝉 文 俎 商後期（前 12 世紀） 

9 饕餮文斝  商後期（前 13-12 世紀） 31 螭 文 甗 春秋中期（前 7 世紀） 

10 饕餮文瓿  商後期（前 12-11 世紀） 32 蟠螭文甑  戦国前期（前 5 世紀） 

11 三犠首尊  商後期（前 12 世紀） 33 斜格乳文簋 商後期（前 12-11 世紀） 

12 饕餮亀文壷  商後期（前 12 世紀） 34 直文方座簋 西周中期（前 10-9 世紀） 

13 鴟 鴞 卣 商後期（前 12-11 世紀） 35 鱗 文 簋 西周後期（前 9-8 世紀） 

14 筒 形 卣 商後期（前 12-11 世紀） 36 象鼻螭文簠 春秋前期（前 8 世紀） 

15 父 丁 罍 商後期（前 12-11 世紀） 37 環 耳 豆 戦国前期（前 5 世紀） 

16    兕 觥 西周前期（前 11-10 世紀） 38 円渦文敦  戦国前期（前 5 世紀） 

17 見卣 西周前期（前 11-10 世紀） 39 蝉文弓形器 商後期（前 12 -11 世紀） 

18 父 戊 尊 西周前期（前 11-10 世紀） 40 戈 商後期（前 13-11 世紀） 

19 竊曲文四足盉 西周後期（前 9-8 世紀） 41 亞 長 戚 商後期（前 11 世紀） 

20 変形夔文方壷 西周後期（前 9-8 世紀） 42 剣 戦国前期（前 5-4 世紀） 

21 鳥蓋瓠壷  戦国前期（前 5 世紀） 43 琴形帯鈎  戦国中期（前 5-4 世紀） 

22 円渦文缶  春秋後期（前 6-5 世紀）    

泉 屋 博 古  
 
 

＃ 住 友 コ レ ク シ ョ ン の 原 点  

 

開 館 6 0 周 年 記 念 名 品 展 Ⅱ  



第 3 展示室 神秘のデザイン―中国青銅器の文様― 
1 犧首方尊  商後期（前 11 世紀） 11 方 彝 西周前期（前 11-10 世紀） 

2 平 底 爵 商中期（前 14-13 世紀） 12 鴟 鴞 尊 商後期（前 13-12 世紀） 

3 饕餮文觚  商中期（前 14-13 世紀） 13 戈 卣 商後期（前 12-11 世紀） 

4 饕餮文爵  商後期（前 13-12 世紀） 14 虎鴞兕觥  商後期（前 13-12 世紀） 

5 饕餮文尊  商後期（前 13-12 世紀） 15 鳥 文 卣 西周前期（前 10-9 世紀） 

6 饕餮文瓿  商後期（前 13-12 世紀） 16 鳥 文 尊 西周中期（前 10-9 世紀） 

7 三犠首尊  商後期（前 12-11 世紀） 17 井 季 卣 西周中期（前 10 世紀） 

8 饕餮文瓿  商後期（前 12-11 世紀） 18 饕餮文有蓋瓿 商後期（前 11 世紀） 

9 父 己 尊 商後期（前 12-11 世紀） 19 日 癸 罍 西周前期（前 11-10 世紀） 

10 三犠首亀文尊 商後期（前 12-11 世紀） 20 鬲父乙盉  西周前期（前 11-10 世紀） 

第 3 展示室 特別展示 金文―中国古代の文字― 
21 亜𡩜𡩜夫鼎  商後期（前 12-11 世紀） 26 井仁𡚬𡚬鐘  西周後期（前 9-8 世紀） 

22 宰 椃 角 商後期（前 11 世紀） 27 虢叔旅鐘  西周後期（前 9-8 世紀） 

23 匽侯旨鼎  西周前期（前 11 世紀） 28  羌 鐘 戦国前期（前 5 世紀） 

24 彔  簋 西周中期（前 10 世紀） 29 廿六年詔八斤権 秦（前 3 世紀） 

25 競  卣 西周中期（前 10 世紀）    

第 4 展示室 青銅文化の展開 ～文化が産むもの、文化を産むもの～ 
1 金錯螭文鐘 秦（前 3 世紀） 28 四螭文鏡  戦国後期（前 3 世紀） 

2 提 梁 壷 前漢（前 2-1 世紀） 29 蟠螭文鏡  戦国末～秦（前 3 世紀） 

3 銅錯文壺  前漢（前 3-2 世紀） 30 連弧縁三螭文鏡 前漢前期（前 2 世紀） 

4 羽 文 盦 前漢（前 1-後 1 世紀） 31 草葉文鏡  前漢中期（前 1 世紀） 

5 鍍 金 鈁 前漢（前 2-1 世紀） 32 星雲文鏡  前漢中期（前 1 世紀） 

6 高 脚 盂 南北朝（5-6 世紀） 33 連弧文清白鏡 前漢中期（前 1 世紀） 

7 獣 脚 鐎 南北朝（5-6 世紀） 34 方格規矩四神鏡 前漢後期（前 1 世紀） 

8 金銀錯獣形尊 北宋（9-11 世紀） 35 鍍金方格規矩渦雲文鏡 前漢後期（前 1 世紀） 

9 金銀錯獣形尊 北宋（9-11 世紀） 36 細線獣帯鏡 後漢前期（1 世紀） 

10 四蛙銅鼓  六朝（6 世紀） 37 盤龍座獣帯鏡 後漢前期（1 世紀） 

11 鍍金舎利椁 唐・乾元年間（758-760） 38 内行花文鏡 後漢前期（1 世紀） 

12 鍍金舎利棺 唐・乾元年間（758-760） 39 四神文鏡  後漢中後期（2-3 世紀） 

13 獣面文壷  清（19 世紀） 40 神人龍虎画像鏡 後漢中期（1-2 世紀） 

14 獅子耳長頸瓶 明（15-17 世紀） 41 神仙禽獣画像鏡 後漢後期（2-3 世紀） 

15 金銀錯螭梁盉 清（19 世紀） 42 連弧四葉文鏡 後漢中後期（2-3 世紀） 

16 金銀錯環帯文方壺 清（19 世紀） 43 獣 首 鏡 後漢後期（2-3 世紀） 

17 瓦當唐草文長方水盤 明（15-17 世紀） 44 環状乳神獣鏡 後漢後期（2-3 世紀） 

18 波頭文鼎形香炉 明（1426-1435） 45 建安廿二年重列神獣鏡 後漢・建安 22 年（217） 

19 七宝舟形釣花入 明（15-16 世紀） 46 対置式神獣鏡 呉・黄武 4 年（225） 

20 方格規矩四神鏡 新（1 世紀） 47 同向式神獣鏡 呉・永安元年（258） 

21 重列神獣鏡 後漢後期（2-3 世紀） 48 三角縁三神五獣鏡 三国（3 世紀） 

22 双鸞瑞花八花鏡 盛唐（8 世紀） 49 三角縁四神四獣鏡 三国（3 世紀） 

23 螭首文方鏡 春秋末戦国初（前 5 世紀） 50 三角縁三神二獣鏡 古墳前期（3-4 世紀） 

24 有舌螭文鏡 戦国前期（前 5 世紀） 51 霊山団華鏡 初唐（7 世紀） 

25 透彫対鳳文鏡 戦国中期（前 4 世紀） 52 仁寿狻猊鏡 隋～初唐（7 世紀） 

26 四葉文鏡  戦国後期（前 4 世紀） 53 海獣葡萄鏡 初唐（7 世紀） 

27 五山地文鏡 戦国後期（前 3 世紀） 54 舞鳳狻猊八稜鏡 盛唐（7-8 世紀） 



      

55 貼銀鍍金舞鳳狻猊八稜鏡 盛唐（8 世紀） ◎66 四獣形鏡 4 面 古墳中期（5 世紀） 

56 宝相華八稜鏡 盛唐（8 世紀） 67 三角縁二神二獣鏡 三国（3 世紀） 

57 双鸞双禽八稜鏡 盛唐（7-8 世紀） 68 六神像鏡  古墳前期（4 世紀） 

58 貼銀鍍金双鸞走獣八花鏡 盛唐（8 世紀） 69 六獣形鏡  古墳前期（4 世紀） 

59 月兎八稜鏡 中唐（8-9 世紀） 70 捩 文 鏡 古墳前期（4 世紀） 

60 瑞花文八花鏡 中唐（8 世紀） 71 仿製三角縁三神三獣鏡 古墳前期（4 世紀） 

61 雲山瑞花文鏡 中唐（8 世紀） 72 仿製方格規矩獣文鏡 古墳前期（4 世紀） 

62 童児喜游鏡 北宋（10-11 世紀） 73 鼉 龍 鏡 古墳前期（4 世紀） 

◎63 三角縁四神四獣鏡 三国（3 世紀） 74 六鈴獣形鏡 古墳中～後期（5 世紀） 

◎64 画文帯同向式神獣鏡 三国（3 世紀） 75 青銅祭器鋳型 商後期（前 11 世紀） 

◎65 仿製画文帯神獣鏡 古墳前期（4 世紀） 76 四山字文鏡鋳型 戦国後期（前 3 世紀） 

特別出陳 石函 中唐（8 世紀） ＊青銅器館ロビーに展示中 
 

泉屋博古 書画・工芸編 

第 5 展示室                              ＊展示室内での撮影はご遠慮ください。

第１章 文房具 
◎特別出陳 葆光彩磁珍果文花瓶 板谷波山 日本 大正 6 年（1917）  

1 虎卣  中国 商時代（前 11 世紀）  

2～55 （別紙 館内マップ裏面参照）    

第２章 中国書画                                       展示替え 

◎1 安晩帖 八大山人  中国 清・康煕 33 年 (1694) 前後期で頁替 

◎2 黄山八勝画冊 石濤  中国 清（17 世紀） 前後期で頁替 

3 山水画冊 龔賢  中国 清（17 世紀） 前後期で頁替 

◎4 盧山観瀑図 石濤  中国 清（17-18 世紀）  

5 竹石図 馮可宗  中国 明・崇禎 13 年 (1640)  

6 草書 睡起即事詩 許友  中国 明～清（17 世紀）  

7 春景山水図 張瑞図  中国 明・崇禎元年 (1628)  

8 山水図 邵弥  中国 明・崇禎 4 年(1631)  

9 報恩寺図 石渓  中国 清・康煕 2 年 (1663)  

◎10 黄山図巻 石濤  中国 清・康煕 38 年(1699)  

11 花卉雑画巻 徐渭  中国 明・万暦 19 年(1591)  

12 江山無尽図巻 漸江  中国 清・順治 18 年(1661) 10/30～11/15 

13 竹岸蘆浦図巻 漸江  中国 清・順治 9 年(1652) 11/17～12/6 

14 秋景山水図巻 呉歴  中国 清・康煕 32 年 (1693)  

第３章 仏教美術 

◎1 鍍金 弥勒仏立像  中国 北魏・太和 22 年（498）  

2 鍍金 龍首錫杖  中国 唐～宋（9-10 世紀）  

3 仏伝図浮彫 「誕生」  ガンダーラ (2-3 世紀)  

4 石槨 銘「南栢林弘願和尚身槨」  中国 唐（8 世紀）  

5 鍍金 観音菩薩立像  中国 雲南大理国（12 世紀）  

6 鍍金 楊柳観音菩薩立像  中国 隋（6 世紀）  

7 鍍金 花弁供養天人像  中国 北斉（6 世紀）  

◎8 水月観音像 徐九方  朝鮮 高麗・至治 3年/忠粛王 10年（1323）  



     

9 銀象嵌蒲柳水禽文浄瓶  朝鮮 高麗（13 世紀）  

10 木彫 毘沙門天立像  日本 鎌倉（13 世紀）  

11 毘沙門天白描画帖  日本 鎌倉（13 世紀）  

●12 線刻仏諸尊鏡像(瑞花鳳凰八稜鏡)  日本 平安（12 世紀）  

第４章 日本書画 

◎1 布袋図 
画：黙庵霊淵  

賛：月江正印 
日本 南北朝（14 世紀）  

2 観瀑図 長吉 日本 室町（15 世紀）  

3 山水図 伝 周文 日本 室町（15-16 世紀）  

4 漁樵問答図 雪舟 日本 室町（15 世紀）  

5 海棠目白図 伊藤若冲 日本 江戸（18 世紀） 展示替え 

6 日吉山王祭礼図屏風 海北友雪 日本 江戸（17 世紀） 10/30～11/15 

7 二条城行幸図屏風  日本 江戸（17 世紀） 11/17～12/6 

◎8 佐竹本三十六歌仙絵切 源信明  
詞：伝後京極良経  

絵：伝藤原信実 
日本 鎌倉（13 世紀）  

◎9 上畳本三十六歌仙絵切 藤原兼輔 
詞：伝藤原為家  

絵：伝藤原信実 
日本 鎌倉（13 世紀） 10/30～11/15 

10 端白切（大弐三位集断簡） 伝 藤原行成 日本 平安（11 世紀） 10/30～11/15 

11 中色紙 伝 藤原公任 日本 平安（12 世紀） 10/30～11/15 

12 石山切（貫之集巻下断簡） 藤原定信 日本 平安（12 世紀） 11/17～12/6 

13 白河切（後撰集巻第六断簡） 伝 西行 日本 平安（12 世紀） 11/17～12/6 

14 竹取物語絵巻  日本 江戸（17 世紀） 10/30～11/15 

◎15 是害房絵巻  日本 南北朝（14 世紀） 10/30～11/15 

16 十便十宜帖 十時梅厓 日本 江戸・寛政 13 年（1801） 11/17～12/6 

17 蔬菜図巻 呉春 日本 江戸（18 世紀） 11/17～12/6 

18 四季山水図巻 日根対山 日本 江戸・安政 6 年（1859） 11/17～12/6 

第５章 茶の湯道具 

1 白鶴香合 仁清 日本 江戸（17 世紀）  

2 黄天目茶碗  銘 鷰  中国 元（14 世紀）  

●3 秋野牧牛図 伝 閻次平 中国 南宋（13 世紀）  

4 青磁筍花入  中国 南宋（13 世紀）  

5 色絵龍田川水指 仁清 日本 江戸（17 世紀）  

6 唐物鶴の子茶入 銘 漱芳  中国 元（14 世紀）  

7 椿蒔絵棗 原羊遊斎 日本 江戸（19 世紀） 展示替え 

8 小井戸茶碗  銘 筑波山  朝鮮 李朝（16 世紀） 10/30～11/15 

9 紅葉呉器茶碗  朝鮮 李朝（16 世紀） 11/17～12/6 

10 茶壺 銘山陰  中国 元～明（14-15 世紀）  

エピローグ 

003 泉屋博古館青銅器館 小角亨、日建設計 日本 昭和 45 年（1970） 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

  



 

第１章 文房具  

 
 

2 騎驢文人香炉 中国 清（18-19 世紀） 29 鍍金獅子形鎮子 中国 六朝（5-6 世紀） 

3 翡翠鉄鉢形筆洗            中国 清（18 世紀） 30 紫檀象嵌印材台 中国 清（19 世紀） 

4 瑪瑙枯樹上鷹図鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 31 鶏血石印 二顆           中国 清（17-20 世紀） 

5 色絵米芾揮毫図鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 32 翡翠印 中国 清（17-20 世紀） 

6 硝子黄地赤斑文入鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 33 葡萄唐草文脚杯 中国 唐（8 世紀） 

7 拾錦手蝦蟇仙人形鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 34 染付乗船人物図鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 

8 青交趾八卦福寿文鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 35 拾錦手唐婦人形鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 

9 紫金玉瓢箪形鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 36 紫釉龍鳳彫鼻煙壺       中国 清（19-20 世紀） 

10 堆朱唐子採蓮彫鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 37 硝子黄地雨龍彫鼻煙壺 中国 清（19-20 世紀） 

11 海鼠釉丸形水盤 中国 清（19 世紀） 38 石彫山水図硯屏 中国 清（18 世紀） 

12 七宝獅子宝相華文長方盆    中国 明（17 世紀） 39 螭龍彫硯  中国 清（18 世紀） 

13 捻竹茶合           中国 明（17 世紀） 40 豆紅筆洗 中国 清（19 世紀） 

14 紫泥宝珠式茶銚（萬豊順記型） 中国 明末清初（17 世紀） 41 紅花緑葉竹林人物図筆管        中国 明（17 世紀） 

15 白高麗茶碗 中国 清（18-19 世紀） 42 白玉船置物 中国 清（18 世紀） 

16 白玉盃托 中国 清（19 世紀） 43 程君房龍文墨 中国 明（17 世紀） 

17 金銀象嵌鼎形香炉 中国 清（17-18 世紀） 44 白玉墨床 中国 清（19 世紀） 

18 金錯花鳥文鉄小瓶 中国 明（15 世紀） 45 燈光凍印材 中国 清（17-20 世紀） 

19 宣和博古図録 亦政堂版 中国 清（18 世紀） 46 紫檀桃花文印材台 中国 清（19 世紀） 

20 嵌玉一角獣形鎮子 中国 前漢（前 1 世紀） 47 白玉合子 中国 清（19 世紀） 

21 鍍金双獣形鎮子 中国 前漢（前 1 世紀） 48 桑名鉄城刻 
鍍金銅印「泉屋秘玩」      

日本 大正 7 年（1918） 

22 怪石（太湖石）  49 桑名鉄城刻 
鍍金銅印「泉屋秘蔵」      

日本 大正 7 年（1918） 

23 鍍金魁星像 中国 明（17 世紀） 50 桑名鉄城刻 
鍍金銅印「泉屋清玩」      

日本 大正 7 年（1918） 

24 白玉香炉 中国 清（18 世紀） 51 乾隆鮮紅手瓢形花瓶 中国 清（18 世紀） 

25 林間宴遊図筆筒           中国 清（19 世紀） 52 村田香谷画 三浦竹泉作  
泉屋茶寮茗碗 

日本 明治（20 世紀） 

26 象牙嵌玉筆管 中国 明末清初（17 世紀） 53 古錫舟形茶托 日本 明治（20 世紀） 

27 羽箒 中国 清（19 世紀） 54 七宝紅水晶入如意 中国 清（18 世紀） 

28 方氏墨譜 中国 清（17-20 世紀） 55 象牙柄白毛払子  中国 明末清初（17 世紀） 

 


