








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第45回　祝美―大正期皇室御慶事の品々）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 八稜鏡形鳳凰文ボンボニエ－ル 一点 大正4年（1915） p. 12

2 入目籠形ボンボニエ－ル 一点 p. 12

3 柏葉筥形ボンボニエ－ル 一点 p. 12

4 挿華（桜・橘） 一点 p. 12

6 鳳置物 海野美盛（二代） 一点 大正5年（1916） p. 14

7 双鶏置物 戸島光孚 一点 大正5年（1916） p. 15

8 双鶴置物 塚田秀鏡、黒川義勝 一点 大正4年（1915） p. 15

9 斎田豊作図花瓶 一対 大正4年（1915） p. 16

10 丹鳳朝陽図花瓶 海野勝珉 一対 大正4年（1915） p. 16

11 鳳凰図花瓶
海野美盛（二代）、

海野清
一対 大正6年（1917） p. 17

12 萬歳楽置物 高村光雲、山崎朝雲 一点 大正5年（1916） p. 20

13 網代蔦蒔絵棚 大垣昌訓 一基 大正3年（1914） p. 21

14 東京名勝図・萬歳楽図衝立 島田佳矣（図案）ほか 一基 大正4年（1915） p. 22-27

15 花鳥之図 今尾景年 六曲一双 大正4年（1915） p. 28-29

16 画帖 二帖 大正4年（1915） p. 30-31

17 画帖 一帖 大正3年（1914） p. 32

18 書画帖 四帖 大正4年（1915） p. 33

19 六花形鴛鴦文ボンボニエ－ル 一点 大正5年（1916） p. 34

20 蓬莱雲鶴蒔絵書棚 六角紫水ほか 一基 大正6年（1917） p. 35

21 晴天鶴 山元春挙 三幅対 大正5年（1916） p. 36-37

22 諫鼓鶏置物
鈴木盛久、

平田重光ほか
一点 大正初期（20世紀） p. 37

23 木彫人形「鷺」 一点 大正初期（20世紀） p. 38

24 山水図花瓶 海野勝珉 一対 明治末期～大正初期（20世紀） p. 38

25 八稜鏡形鶴文ボンボニエ－ル 一点 大正8年（1919） p. 39

26 丸形松喰鶴文ボンボニエール 一点 大正8年（1919） p. 39

27 歌蒔絵文台・重硯箱

神坂雪佳（図案）、江馬

長閑（文台）、神坂祐吉

（硯箱）

一具 大正8年（1919） p. 40

28 鹿置物 高村光雲 一点 大正9年（1920） p. 41

29 双鶴に桜梅桃李図 結城素明 三幅対 大正8年（1919） p. 42-43

30 住吉神像置物 天岡均一 一点 大正8年（1919） p. 43

31 箱形雲鶴文ボンボニエール 一点 大正11年（1922） p. 45



32 箱形松唐草文ボンボニエール 一点 大正11年（1922） p. 45

33 箱形梅花散文ボンボニエール 一点 大正14年（1925） p. 45

34 丸形梅花散文ボンボニエール 一点 大正14年（1925） p. 45

35 菊花蒔絵文台・硯箱 船橋舟珉 一具 大正11年（1922） p. 46

36 猿置物 高村光雲 一点 大正12年（1923） p. 47

37 六角箱形松鶴文ボンボニエ－ル 一点 大正13年（1924） p. 50

38 卵形亀甲文ボンボニエ－ル 一点 大正13年（1924） p. 50

39 松樹鷹置物 高村光雲 一点 大正13年（1924） p. 51

40 白馬節会置物 山崎朝雲 一点 大正13年（1924） p. 54

41 加茂競馬置物 山崎朝雲 一点 大正13年（1924） p. 55

42 アテナ像 ジュール・クータン 一点 19世紀末～20世紀初頭 p. 56

43 両殿下御坐像 吉田白嶺 一対 大正13年（1924） p. 57

44 奉祝御成婚花電車絵図 島田佳矣ほか 一帖 大正13年（1924） p. 58-59

45 画帖「瑞彩」 富岡鉄斎ほか 三帖 大正13年（1924） p. 60-64

46 孔雀図 広瀬東畝 対幅 明治41年（1908） p. 65

47 武陵桃源・瀛洲神境 富岡鉄斎 対幅 大正12年（1923） p. 66

48 和暖 竹内栖鳳 六曲一双より右隻 大正13年（1924） p. 68-69

49-1 御飾棚　鳳凰菊文様蒔絵 島田佳矣ほか 一基 昭和3年(1928) p. 74

49-2
彫金花瓶　鶴

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
伊藤正見 一点 昭和3年(1928) p. 75

49-3
鍛金飾壷　五芝ノ意

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
黒川義勝 一点 昭和3年(1928) p. 75

49-4
七宝飾皿　胡俗楽苑

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
稲葉七穂 一面 昭和3年(1928) p. 76

49-5
磁器花瓶　花鳥文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
板谷波山 一点 昭和3年(1928) p. 76

49-6
木彫置物　養蚕天女

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
高村光雲 一点 昭和3年(1928) p. 77

49-7
鋳金置物　龍

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
大島如雲 一点 昭和3年(1928) p. 77

49-8
鋳金飾壷　銀象嵌文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
津田大壽 一点 昭和3年(1928) p. 78

49-9
蒔絵短冊色紙筥　岩濤文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
迎田秋悦 一具 昭和3年(1928) p. 79

49-10
七宝香合　宝相華文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
安藤重兵衛 一点 昭和3年(1928) p. 79

49-11
蒔絵香盆　岩に浪

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
戸島光孚 一枚 昭和3年(1928) p. 79

49-12
彫金写真立　桜・菊

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
清水亀蔵、鈴木美彦 一対 昭和3年(1928) p. 80

49-13
鋳金花瓶　千鳥文

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
香取秀真 一点 昭和3年(1928) p. 80

49-14
蒔絵硯筥　菊文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
赤塚自得 一合 昭和3年(1928) p. 81

49-15
蒔絵手筥　瑞鳥霊獣文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
六角紫水 一合 昭和3年(1928) p. 81

49-16
玳瑁装身具　鴛鴦菊花文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）

森田佳鳳(図案)・

江崎榮造(製作)
一具 昭和3年(1928) p. 82



49-17
彫金洋式文房具

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）

千頭庸哉(図案)・

山川孝次(製作)
一具 昭和3年(1928) p. 83

49-18
螺鈿軸盆　藤花菖蒲文様

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
豊川楊溪 一点 昭和3年(1928) p. 83

49-19
現代風俗絵巻

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
松岡映丘ほか 一巻 昭和3年(1928) p. 84-86

49-20
染織繍組器褥

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
山鹿清華 一式のうち 昭和3年(1928) p. 87

49-21
二曲御屏風　各種工芸扇面色紙

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
島田佳矣ほか 二曲一双 昭和3年(1928) p. 88-91

50-1 御飾棚　鶴桐文様蒔絵 島田佳矣ほか 一基 p. 92

50-2
鍛金飾壷　唐華文様

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
藤本萬作 一点 昭和3年（1928） p. 93

50-3
磁器花瓶　果実文様

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
中村秋塘 一点 昭和3年（1928） p. 93

50-4
木彫置物　童

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
山崎朝雲 一点 昭和3年（1928） p. 94

50-5
鋳金花瓶　南天燭文様

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
佐々木象堂 一点 昭和3年（1928） p. 94

50-6
磁器飾壷　錦彩花卉

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
伊東陶山（二代） 一点 昭和3年（1928） p. 95

50-7
七宝飾壷　唐花文様

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
安藤重壽 一点 昭和3年（1928） p. 95

50-8
蒔絵硯筥　梅花芦手絵

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
植松包美 一合 昭和3年（1928） p. 96

50-9
蒔絵色紙短冊筥　若松に雲雀、菊に鶉

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
由木尾雪雄 一具 昭和3年（1928） p. 96

50-10
牙彫置物　唐子遊

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
和田光石 一点 昭和3年（1928） p. 97

50-11
錦綾帖　染織百五種

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
龍村平蔵 一帖 昭和3年（1928） p. 97-99

50-12
彫金帖鎮　兎

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
桂　光春 一点 昭和3年（1928） p. 100

50-13
彫金花瓶　群蝶

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
船越春珉 一点 昭和3年（1928） p. 100

50-14
刺繍写真立　春・秋

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
渡邊松華、黒田橘邨 一対 昭和3年（1928） p. 101

50-15
磁器香炉　宝相華文様

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
石野龍山 一点 昭和3年（1928） p. 101

50-16
堆朱香合　双鳥

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
堆朱楊成（二十代） 一合 昭和3年（1928） p. 101

50-17
蒔絵香盆　撫子花文様

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
鶴田和三郎（二代） 一枚 昭和3年（1928） p. 101

50-18
裁縫筥並ﾆ道具

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）

島田佳矣、

木内半古ほか
一具 昭和3年（1928） p. 102

50-19
化粧筥並ﾆ道具

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）

島田佳矣、

岩城倉之助ほか
一具 昭和3年（1928） p. 103

50-20
洋式文房具

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
島田佳矣ほか 一具 昭和3年（1928） p. 104

50-21
蒔絵手筥　菊花に鶺鴒文様

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
辻村松華 一合 昭和3年（1928） p. 104

50-22
染織繍組器褥

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
山鹿清華 一式のうち 昭和3年（1928） p. 105

50-23
二曲御屏風　各種工芸扇面色紙

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品のうち）
島田佳矣ほか 二曲一双 昭和3年（1928） p. 106-109 

51 太陽の暦石の文鎮 一点 1923頃 p. 110

52 宝相華文胡蘆瓶 一対 中国・明時代（15～16世紀） p. 110

53 切子硝子花瓶
ヴァル・サン・ランベー

ル・ガラス工場
一点 1923頃 p. 111

54 赤切子硝子花盛器

ヴァル・サン・ランベー

ル・ガラス工場、ユベー

ル・フアルジュ（デザイ

ン）

一点 1923頃 p. 111



55 玻璃飾壷

オレフォッシュ・ガラス

工場、エードヴァルド・

ハルド（デザイン）

一点 1923頃 p. 112

56 菊銀杏文花瓶

国立セーブル製陶所、

C・ピアン（絵付デザイ

ン）

一対 1908 p. 112

57 双鶴置物形ボンボニエ－ル 一点 p. 113

58 菊花形鳳凰文ボンボニエ－ル 一点 p. 113

59 朝陽鳴鳳之図 小室翠雲 六曲一双 大正14年（1925） p. 114-115

60 鳳凰之図 結城素明 対幅 大正14年（1925） p. 116

61 琵琶湖・富士図 山元春挙 対幅 大正14年（1925） p. 117

62 智仁勇 山元春挙 対幅 大正14年（1925） p. 118-119

63 ゴブラン織暖炉前衝立 国立ゴブラン製作所 一基 1918 p. 120







































































































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 






















