








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第47回　帝室技芸員と一九〇〇年パリ万国博覧会）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 龍虎図 橋本雅邦 一面 明治32年（1899） p. 12-14

2 四時ノ名勝 川端玉章 四面 明治32年（1899） p. 15-18

3 山霊訶護 高村光雲 一点 明治32年（1899） p. 19-21

4 古代鷹狩置物 石川光明 一点 明治32年（1899） p. 22-23

5 日本貴紳殿舎計画図 伊藤平左衛門 六点（十点の内） 明治32年（1899） p. 24-29

6 太平楽置物 海野勝珉 一点 明治32年（1899） p. 30-31

7 和歌浦図額 香川勝廣 一面 明治32年（1899） p. 32-33

8 石山寺蒔絵文台硯箱 川之邊一朝 一具 明治32年（1899） p. 34-36

9 墨画月夜深林図額 濤川惣助 一面 明治32年（1899） p. 37-38

10 四季花鳥図花瓶 並河靖之 一点 明治32年（1899） p. 39-41

11 瑍白磁彫刻画花瓶 清風與平 一点 明治32年（1899） p. 42-43

13 水中群禽図刺繍額 西村總左衛門 一面 明治32年（1899） p. 47-49

14 大太鼓図織物壁掛 佐々木清七 一枚 明治32年（1899） p. 50-51

16 智仁勇 野口幽谷 三幅対 明治22年頃（1889頃） p. 66-67

17 百鶴図花瓶 加納夏雄 一対 明治23年（1890） p. 68

18 蘭陵王置物 海野勝珉 一点 明治23年（1890） p. 69

19 山路菊蒔絵文台料紙箱硯箱 池田泰真 一具 明治26年（1893） p. 70-71

20 百寿花瓶 鈴木長吉 一対 明治27年（1894） p. 72

21 青華氷梅紋花瓶 宮川香山 一点 明治27年（1894） p. 73

22-1 花鳥図 瀧和亭 三幅対 明治29年（1896） p. 74-75

22-2 三対幅縮図（花鳥図下図） 瀧和亭 三葉 明治29年（1896） p. 75

23 夏冬山水図 橋本雅邦 対幅 明治29年（1896） p. 76

24 春秋山水図 橋本雅邦 対幅 明治34年（1901） p. 77

25 枯木雉子竹水仙葡萄之図 荒木寛畝 一幅 明治36年（1903） p. 78

26 四季草花図刺繍屏風 飯田新七 四曲一隻 明治35年（1902） p. 79-80

27 嵐ノ図天鵞絨友禅壁掛 西村總左衛門 一幅 明治36年（1903） p. 81

28 鳳凰高彫花盛器 香川勝廣 一対 明治38年（1905） p. 82

29 旭彩山桜花瓶 清風與平 一点 明治38年（1905） p. 83

30 青緑山水図 川端玉章 一幅 明治39年（1906） p. 84

31 青緑山水図 川端玉章 一幅 明治39年（1906） p. 84



32 青緑山水図 野口小蘋 一幅 明治39年（1906） p. 85

33-1 桑木地飾棚 伊藤平左衛門 一基 明治40年（1907） p. 86

33-2 鶴亀置物（桑木地飾棚付属棚飾品） 高村光雲・竹内久一 一対 明治40年（1907） p. 90

33-3 鹿鎮子（桑木地飾棚付属棚飾品） 石川光明 一点 明治40年（1907） p. 87

33-4 古今集歌絵画帖（桑木地飾棚付属棚飾品）
川島甚兵衛・

荒木寛畝ほか
一帖 明治40年（1907） p. 87-88

33-5
牡丹折枝印簞笥鏡板

（桑木地飾棚付属棚飾品）
海野勝珉 一点 明治40年（1907） p. 89

33-6 獅子鈕銅印（桑木地飾棚付属棚飾品）
鈴木長吉（鋳造）・

中井敬所（篆刻）
三顆 明治40年（1907） p. 89

33-7 龍青華肉池（桑木地飾棚付属棚飾品） 宮川香山 一点 明治40年（1907） p. 89

33-8 蛇籠千鳥水滴（桑木地飾棚付属棚飾品） 香川勝廣 一点 明治40年（1907） p. 90

33-9 松波蒔絵硯箱（桑木地飾棚付属棚飾品） 白山松哉 一式 明治40年（1907） p. 90

33-10 桜花白磁香炉（桑木地飾棚付属棚飾品） 清風與平 一点 明治40年（1907） p. 91

33-11 双蝶七宝香合（桑木地飾棚付属棚飾品） 濤川惣助 一点 明治40年（1907） p. 91

33-12
古今集蘆手蒔絵香盆

（桑木地飾棚付属棚飾品）
川之邊一朝 一点 明治40年（1907） p. 91

34 草花図綴織壁掛 川島甚兵衛 一面 明治40年代 p. 92-93

35 花鳥之図 今尾景年 六曲一双 大正4年（1915） p. 94-95































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 












