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宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第42回　福やござれ―寿ぎの美・新春に集う）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 旭日双鶴松竹梅図 荒木寛畝、野口小蘋 三幅対 明治27年（1894） p. 10-11

2 旭日双鶴図 納富介次郎 一幅 明治27年（1894） p. 12

3 旭松岩上鶴図 川端玉章 対幅 明治期（19世紀） p. 13

4 松鶴延齢図 今尾景年 対幅 大正13年（1924） p. 14

5 双鶴 塚田秀鏡、黒川義勝 一点 大正4年（1915） p. 15

6 双鶴 江崎栄造・江崎栄一 一点 昭和36年（1961） p. 16

7 鶴巣籠手焙 五代清水六兵衞 一点 昭和8年（1933） p. 16

8 岩上鶴亀 加藤龍雄か 一点 大正13年頃（1924頃） p. 17

9 松竹梅鶴亀図 瀧和亭 三幅対 明治33年（1900） p. 18-19

10 岩上亀 加藤龍雄か 一点 大正14年頃（1925頃） p. 20

11 群亀 中川寿雄か 一点 明治期（20世紀） p. 21

12 鶴亀 高村光雲、竹内久一 一対 明治40年（1907） p. 20-21

13-1 亀甲文卵形ボンボニエール 一点 大正13年（1924） p. 22

13-2 亀置物形ボンボニエール 一点 大正期（20世紀） p. 22

13-3 双鶴文亀甲形ボンボニエール 一点 昭和9年（1934） p. 22

13-4 双鶴付菊花形ボンボニエール 一点 昭和34年（1959） p. 22

14 海老蒔絵印籠 小原春翠 一点 明治期（20世紀） p. 23

15 聖寿偕老之図 吉田百僊 一幅 大正14年（1925） p. 24

16 海老図（「漆画帖」のうち） 柴田是真 一帖 明治14年（1881） p. 25

17 伊勢海老 正封勲造 一点 昭和25年（1950） p. 26

18 唐子遊図屏風 狩野探幽 六曲一双 江戸時代（17世紀） p. 28-29

19 唐子象乗 三代原舟月 一点 明治期（19世紀） p. 30

20 唐子遊 和田光石 一点 昭和3年（1928） p. 31

21 百布袋之図 河鍋暁雲 一幅 明治27年（1894） p. 33

22 百福之図 藤井松林 一幅 明治22年（1889） p. 34-35

23 百福之図 一幅 明治期（19世紀） p. 36

24 百寿花瓶 鈴木長吉 一対 明治27年（1894） p. 37

25 寿老人松鶴竹亀図 野口幽谷 三幅対 明治22年（1889） p. 38-40

26 寿老人鶴亀図 橋本雅邦 三幅対 明治期（19世紀末～20世紀） p. 41

27 苫船に寿老人 一点 大正期（20世紀） p. 42-43



28 寿老人 一点 大正4年頃（1915頃） p. 43

29 七福神 一点 大正8年頃（1919頃） p. 44-45

30 布袋 一点 明治期（19世紀） p. 46

31 大黒天駄馬を曳く 一点 大正期（20世紀） p. 47

32 根付　宝船 一点 明治期（19世紀） p. 48

33 宝船「長崎丸」 江崎栄造 一点 大正5年（1916） p. 49-51

34-1 宝船形ボンボニエール 一点 昭和前期（20世紀） p. 52

34-2 小槌形ボンボニエール 一点 大正期（20世紀） p. 52

34-3 鳳凰文小槌形ボンボニエール 一点 昭和前期（20世紀） p. 52











































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 












