








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第32回　明治の宮中デザイン―和中洋の融和の美を求めて）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 花鳥模様花瓶 作者不詳 一点 明治初期（19世紀） p. 9

2 菊貼付香炉 十二代沈壽官 一点 明治26年（1893） p. 10

3 草花文花瓶 幹山伝七 一対 明治中期（19世紀） p. 11

6 天鵞絨友禅染芦に群鴨図衝立 三代飯田新七 一基 明治44年（1911） p. 14

7 天鵞絨友禅染風景図衝立 杉田幸五郎 一基 明治36年（1903） p. 15

8 天鵞絨友禅染春景図衝立 杉田幸五郎 一対 明治36年（1903） p. 16-17

9 寰宇無双図額 濤川惣助 一点 明治20年代後半 p. 17

10 銅鼎形花瓶 秦蔵六 一点 明治11年（1878） p. 18

11 黄銅彝形香爐 秦蔵六 一点 明治15年（1882） p. 19

12 銅鼎形雲龍文香爐 嘉幸 一点 明治22年頃（1889頃） p. 19

13 花唐草象嵌花盛器 金沢銅器会社 一点（六点のうち） 明治24年（1891） p. 20-21

14 銀鳳凰高彫花盛器 香川勝廣 一対 明治38年（1905） p. 22

18 蘭亭画帖 一帖（一二図） 中国・清朝（18世紀後半以降） p. 27-30

19 春江洗馬図 永井香浦 一幅 明治16年頃（1883頃） p. 32

20 梅花書屋之図 田能村直入 一幅 明治17年（1884） p. 31

21 西王母図 厳島虹石 一幅 明治30年（1897） p. 32

22 紫檀彫刻松竹梅文飾棚 作者不詳 一基 明治35年頃（1902頃） p. 33

23 茶葉末釉管耳瓶 一点 中国・清朝（18世紀） p. 36

24 霽紅釉花瓶 一点 中国・清朝（18～19世紀） p. 37

25 景徳窯博古磁花瓶 一対 中国・清朝（19世紀） p. 38-39

26 白磁雲文彫花瓶 五代高橋道八 一点 明治後期（19～20世紀） p. 37

42 蝋燭立火舎 イギリス 十二点 19世紀後期 p. 48

43 燭台 作者不詳 二点 明治期（19世紀） p. 49

44 汽船型置時計 ドイツ 一点 19世紀後期 p. 50

45 水雷艇型置時計 フランス 一点 19世紀後期 p. 50

46 風船型置時計 フランス 一点 19世紀後期 p. 51

47 崇元寺石門 山本芳翠 一点 明治20～22年（1887～89） p. 52

48 縦縞に草花文様衝立 三代飯田新七 一基 明治44年（1911） p. 54

49 縦縞に花輪リボン文様衝立 小林義雄 一基 明治44年（1911） p. 54

50 唐花錦華鳥文花盛器 濤川惣助 一対 明治22年頃（1889頃） p. 56



51 藍地花鳥図花瓶 七宝会社 一対 明治22年（1889） p. 56

52 赤枝珊瑚樹鉢植置物 作者不詳 一点 明治30年（1897） p. 56-57

53 藤に牡丹図 荒木寛畝 一点 明治17年（1884） p. 58

54 水仙図 野口幽谷 一点 明治17年（1884） p. 58

55 鶏に蟷螂図 渡辺小華 一点 明治17年（1884） p. 58

56 菊折枝文燭台 作者不詳 一点 明治期（19～20世紀） p. 59

57 菊花型燭台 作者不詳 一対 明治期（19世紀） p. 60

58 燭台 作者不詳 一対 明治期（19世紀） p. 60-61

59 菊蒔絵螺鈿棚 川之邊一朝ほか 一基 明治36年（1903） p. 62-63

60 水晶玉蟠龍置物 作者不詳 一組 明治前期（19世紀） p. 62-64

61 諫鼓形香爐 山尾次吉 一点 明治33年（1900） p. 65

62 神龍呈瑞 中川義實ほか 一組 明治33年（1900） p. 65-66

65 鬼国窯舞楽図花活用置物台 作者不詳 一点 明治10年（1877） p. 71

66 銀岩上鶺鴒置物用置物台 前田香雪ほか 一点 明治27年（1894） p. 72

67 花鳥之図 杉谷雪樵 一幅 明治20年代 p. 73

68 群猿之図 川端玉章 一幅 明治23年頃（1890頃） p. 74

69 百布袋之図 河鍋暁雲 一幅 明治27年（1894） p. 78

70 緑竹図 野口小蘋 一幅 明治27年（1894） p. 76-77

71 山水図 橋本雅邦 一幅 明治30年代 p. 79































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 














