








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第26回　宮中の調度－棚と棚飾り）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 松竹梅蒔絵棚 一基 江戸時代（18世紀） p. 9-11

2 近江八景蒔絵棚 一基 江戸時代（18世紀） p. 12-14

3 四季耕作図蒔絵棚 古満巨柳 一基 江戸時代（18世紀） p. 15-17

4 菊花紋散蒔絵厨子棚 一基 江戸時代（18～19世紀） p. 18

5 菊花紋散蒔絵黒棚 一基 江戸時代（18～19世紀） p. 19

6 扇流蒔絵棚 一基 江戸時代末期～明治初期（19世紀） p. 20-22

7 菊山水蒔絵棚 一基 江戸時代末期～明治初期（19世紀） p. 23

8 流水松竹梅蒔絵冠棚 一基 江戸時代（18～19世紀） p. 24

9 海辺松桜蒔絵冠棚 一基 江戸時代末期～明治（19世紀） p. 25

10 菊花散蒔絵十種香道具 一件 江戸時代（18世紀） p. 26

11 忍草蒔絵短冊箱 一点 江戸時代（18世紀） p. 27

12 菊花折枝蒔絵文箱 一点 江戸時代（18～19世紀） p. 27

13 鳳凰唐草春草蒔絵棚
新井半十郎・

川之邊一朝ほか
一基 明治14年（1881） p. 28-29

14 四季草花蒔絵棚 佐々木高保 一基 明治28年（1895） p. 31-32

15 秋草流水蒔絵螺鈿棚 川之邊一朝 一基 明治28年（1895） p. 33

16 菊蒔絵螺鈿棚 川之邊一朝ほか 一基 明治36年（1903） p. 34-35

17 山水筏流蒔絵棚 一基 明治時代（19世紀） p. 36

18 桑木地飾棚 伊藤平左衛門 一基 明治40年（1907） p. 37

19-1 鶴亀置物（桑木磁飾棚付属棚飾り）
高村光雲・

竹内久一
一対 明治40年（1907） p. 38

19-2 桜花白磁香炉（桑木磁飾棚付属棚飾り） 清風與平 一点 明治40年（1907） p. 38

19-3 双蝶七宝香合（桑木磁飾棚付属棚飾り） 濤川惣助 一点 明治40年（1907） p. 38

19-4
古今集蘆手蒔絵香盆

（桑木磁飾棚付属棚飾り）
川之邊一朝 一点 明治40年（1907） p. 38

19-5
牡丹折枝印箪笥鏡板

（桑木磁飾棚付属棚飾り）
海野勝珉 一点 明治40年（1907） p. 39

19-6 獅子鈕銅印（桑木磁飾棚付属棚飾り）
鈴木長吉・

中井敬所
三顆 明治40年（1907） p. 39

19-7 龍青華肉池（桑木磁飾棚付属棚飾り） 宮川香山 一点 明治40年（1907） p. 39

19-8 松波蒔絵硯箱（桑木磁飾棚付属棚飾り） 白山松哉 一点 明治40年（1907） p. 40

19-9 蛇篭千鳥水滴（桑木磁飾棚付属棚飾り） 香川勝廣 一点 明治40年（1907） p. 40

19-10 鹿鎮子（桑木磁飾棚付属棚飾り） 石川光明 一点 明治40年（1907） p. 40

19-11 古今集歌絵畫帖（桑木磁飾棚付属棚飾り）
川島甚兵衛・

荒木寛畝ほか
一帖 明治40年（1907） p. 40

20 若松菊山水蒔絵棚 一基 明治時代（19～20世紀） p. 41



21 網代蔦蒔絵棚 大垣昌訓 一基 大正3年（1914） p. 42-43

22 楼閣山水木彫堆黒棚 一基 明治～大正（19～20世紀） p. 44

23 桑木地透彫棚 前田南齊 一基 大正4年（1915） p. 45

24 舞楽蒔絵棚 西村彦兵衛 一基 昭和3年（1928） p. 46-48

25 牡丹螺鈿棚 五十嵐三次 一基 昭和8年（1933） p. 49

26-1
胡俗楽苑七宝飾皿

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）
稲葉七穂 一点 昭和3年（1928） p. 54

26-2
藤菖蒲螺鈿軸盆

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）
豊川楊溪 一点 昭和3年（1928） p. 55

26-3
玳瑁化粧具箱・化粧道具

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）

森田佳鳳・

江崎栄造
一件 昭和3年（1928） p. 56

26-4 褥（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り） 山鹿清華 十二点 昭和3年（1928） p. 63-65

26-5
春秋刺繍写真立

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）

渡邊松華・

黒田橘邨
一対 昭和3年（1928） p. 57

26-6
宝相華磁器香炉

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）
石野龍山 一点 昭和3年（1928） p. 58

26-7
双鳥堆朱香合

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）
堆朱楊成 一点 昭和3年（1928） p. 58

26-8
撫子蒔絵香盆

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）
鶴田和三郎 一点 昭和3年（1928） p. 58

26-9
初音蘆手絵裁縫箱・裁縫道具

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）

島田佳矣・

木内半古ほか
一件 昭和3年（1928） p. 59-60

26-10
玳瑁文房具箱・文房具

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）

島田佳矣・江崎栄造・安

藤重壽
一件 昭和3年（1928） p. 61

26-11
化粧道具

（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り）

島田佳矣・

岩城倉之助ほか
一件 昭和3年（1928） p. 62

26-12 褥（鳳凰菊蒔絵螺鈿飾棚付属棚飾り） 山鹿清華 十点 昭和3年（1928） p. 66-67



































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・各展覧会図録中，作品名や作者，制作年などの表記は，図録発行当時のものです。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録の著作権はすべて宮内庁に属し，本ファイルを改変，再配

布するなどの行為は有償・無償を問わずできません。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録（PDF ファイル）に掲載された文章や図版を利用する場合

は，書籍と同様に出典を明記してください。また，図版を出版・放送・ウェブサイト・

研究資料などに使用する場合は，宮内庁ホームページに記載している「三の丸尚蔵館収

蔵作品等の写真使用について」のとおり手続きを行ってください。なお，図版を営利目

的の販売品や広告，また個人的な目的等で使用することはできません。 

 












