








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第62回　若梅に撫子－旧高松宮家と伝来の品々）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1ー1 殿下御肖像 三木辰夫 一面 昭和31年（1956） p. 14

1ー2 殿下御頭像
ハンス・ヨルク・

リンバック
一点 昭和31年（1956） p. 14

1ー3 妃殿下御肖像 ローズマリー・コイル 一面 1950年代 p. 18

1ー4 妃殿下博多人形 西頭哲三郎（初代） 一点 昭和56年（1981） p. 18

2 御命名書 明治天皇 二枚 明治38年（1905） p. 20

3 犬張子 一対 明治38年（1905） p. 21

4 檜兜 一点 明治38年（1905） p. 22

5 天盃 一点 明治38年（1905） p. 23

6 青漆塗御菓子文庫 一合 明治末期（20世紀初頭） p. 23

7 示高松宮 大正天皇 一巻 大正2年頃（1913頃） p. 24

8 殿下御染筆御扇子 宣仁親王殿下 一点 大正3年（1914） p. 25

9 高松宮御成年奉祝詠進歌色紙帖 一帖 昭和11年（1936） p. 27-28

10 大勲位菊花大綬章（殿下御佩用） 一組 大正14年（1925） p. 29

11－1 ボンボニエール　丸形梅花散文　 一点 大正14年（1925） p. 26

11－2 ボンボニエール　箱形梅花散文　 一点 大正14年（1925） p. 26

12 ローブ・デコルテ 一点 昭和5年（1930） p. 33

13 勲一等宝冠章（妃殿下御佩用） 一組 昭和5年（1930） p. 32

14 黒地乱菊模様振袖 一点 昭和5年頃（1930頃） p. 42-43

15ー1 ボンボニエール　洲浜形松波文 一点 昭和5年（1930） p. 35

15ー2 ボンボニエール　櫃形 一点 昭和5年（1930） p. 35

16 高松宮御成婚奉祝詠進歌色紙帖 一帖 昭和12年（1937） p. 36-37

17 御成婚記念メダル 大蔵省造幣局 一点 昭和5年（1930） p. 39

18 スキーヤー形文鎮 朝倉文夫 一点 昭和5年（1930） p. 38

19 納戸地虞美人草模様振袖 一点 昭和5年頃（1930頃） p. 44-45

20 紫地牡丹に檜扇模様振袖 一点 昭和5年頃（1930頃） p. 45

21 黒地梅に鳩模様振袖 一点 昭和5年頃（1930頃） p. 46-47

22 象牙菊花蒔絵扇子 一点 昭和前期（20世紀前半） p. 47

23 松に鶴図扇子 一点 昭和5年頃（1930頃） p. 47

24 御旅行用御紋付象牙御化粧セット 一式 20世紀 p. 52

25 御旅行用御紋付鼈甲御化粧セット 一式 昭和5年頃（1930頃） p. 52



26ー1 ヴィクトリア大綬章（殿下御佩用） 一組 1930年 p. 53

26ー2 レジョン・ドヌール大綬章（殿下御佩用） 一組 1930年 p. 53

27 大礼服トレーン 一点 1930年頃 p. 54-55

28 羽扇子 一点 1930年頃 p. 56

29 妃殿下御肖像 ヴァンダイク 一面 1930年 p. 55

30 薔薇模様ボレロ 一点 1930年頃 p. 56

31 ハンドバッグ ガラード 一点 1930年頃 p. 57

32 白磁植物文花瓶 セーヴル国立製陶所 一点 1930年 p. 58-59

33 海洋生物文噴水電燈 セーヴル国立製陶所 一点 1930年 p. 59-60

34 ムラーノ・グラス花瓶 M.V.Mカッペリン工房 一点 1930年頃 p. 61

35ー1 ボンボニエール　柄鏡箱形すみれ文 一点 昭和6年（1931） p. 62

35ー2 ボンボニエール　地球儀形 一点 昭和6年（1931） p. 62

36 大三島図 松岡映丘 一面 昭和7年（1932） p. 64

37 和歌懐紙 宣仁親王殿下 一幅 大正15年（1926） p. 66

38 偉勲丕績 宣仁親王殿下 一幅 昭和4年（1929） p. 66

39 和歌懐紙 喜久子妃殿下 一幅 昭和9年（1934） p. 67

40ー1 宮家御紋散蒔絵文箱 一合 昭和17年（1942） p. 79

40ー2 若梅撫子文蒔絵文箱 一合 昭和17年（1942） p. 79

41 むつの御旅 中川紀元 一帖 昭和24年（1949） p. 70-71

42 第十一回国体明石庭球大会 川西英 一面 昭和31年（1956） p. 72

43ー1 菖蒲 喜久子妃殿下 一面 昭和10年頃（1935頃） p. 68-69

43ー2 吹上御所にて 喜久子妃殿下 一面 昭和37年（1962） p. 68-69

43ー3 富士乃図 喜久子妃殿下 一幅 昭和45年（1970） p. 68-69

44ー1 三峰窯　志野風茶碗　銘　梅花 宣仁親王殿下 一点 昭和33年（1958） p. 74

44ー2 三峰窯　飴釉茶碗　銘　山里 宣仁親王殿下 一点 昭和38年（1963） p. 74

44ー3 三峰窯　瑠璃釉茶碗　銘　老松 宣仁親王殿下 一点 昭和40年（1965） p. 75

44ー4 三峰窯　伊羅保茶碗　銘　夏乃夜 宣仁親王殿下 一点 昭和49年（1974） p. 75

44ー5 三峰窯　白磁紅葉文花瓶 喜久子妃殿下 一点 昭和42年（1967） p. 76

44ー6 三峰窯　鉄絵灰釉雀置物 喜久子妃殿下 一点 昭和49年（1974） p. 76

44ー7 三峰窯　俎皿　銘　橋姫、江南 喜久子妃殿下 六点 昭和51年（1976） p. 77

45ー1 三峰窯　渦茶碗 加藤土師萌 一点 昭和26年（1951） p. 78

45ー2 三峰窯　鉄絵貝香合 加藤土師萌 一点 昭和38年（1963） p. 78



45ー3 三峰窯　瑠璃釉陶硯 加藤土師萌 一点 昭和40年（1965） p. 78

46ー1 ボンボニエール　菊花形双鶴若梅撫子文 一点 昭和30年（1955） p. 80

46ー2 ボンボニエール　丸形若梅に撫子文 一点 昭和55年（1980） p. 80

47 修学院焼ふくべ形香炉 一点 江戸時代中期（18世紀前半） p. 82

48 瓢形丁子風炉 一点 江戸後期（18～19世紀） p. 83

49 歌蒔絵重硯箱 一具 江戸後期（18～19世紀） p. 84

50 有栖川御流筆 十本
江戸末期～明治期

（19～20世紀初頭）
p. 86-87

51 色絵四季草花図食器 幹山伝七 一式のうち 明治前期（19世紀） p. 88-89

52 有栖川宮家御紋付花盛器 クリストフル 一点 19世紀 p. 90

53 紅カットグラス洗面用器
ヴァル・サン・

ランベール
一式 20世紀 p. 91

54 色ガラス香水入 モーゼル 一式 20世紀 p. 91

55 雍熙帖 山名貫義ほか 一帖 明治33年（1900） p. 92-93

56 鶏の図 川村清雄 一面 明治～大正期（20世紀） p. 94

57 御紋付七宝鶏に秋草図花瓶 濤川惣助 一対 明治期（20世紀初頭） p. 95

58 宝玉七宝 鳳凰形香炉 梶佐太郎 一点 明治～大正期（20世紀） p. 96

59 菊に鶴蒔絵提重 一組 大正6年頃（1917頃） p. 85

60 藤花蒔絵提重 一組 大正7年頃（1918頃） p. 85

61 赫夜姫昇天 野口光彦 一点 昭和28年（1953） p. 96





















































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 












