
№ 名　　　　　称 作者･所用者･所蔵者など 時代 世紀 期間

1 金箔置紅糸威具足 徳川治行(尾張家9代宗睦嫡子)着用 江戸 18

2 梨子地糸巻太刀拵 江戸 18 A

3 葵紋蒔絵糸巻太刀拵 江戸 17-18 BC

4 白熊毛采配 徳川義直(尾張家初代)所用 江戸 17 A

5 紙采配　輪宝蒔絵柄 徳川綱誠(尾張家3代)所用 江戸 17 BC

6 軍配団扇馬標 松平忠吉(家康4男)所用 桃山 16

7 青貝柄槍拵　黒塗銅鐔付鞘付 江戸 18-19

8 白銀造鳥蒔絵毛抜形太刀拵 徳川義宜(尾張家16代)所用 江戸 19 A

9 葵紋兵庫鎖太刀拵 徳川宗春(尾張家7代)･宗睦(同家9代)所用 江戸 18 BC

10 蠟色塗刀拵 徳川義宜(尾張家16代)所用 江戸 元治元年<1864> A

11 蠟色塗脇指拵 徳川義宜(尾張家16代)所用 江戸 19 A

12 蠟色塗刀拵 徳川義礼(尾張家18代)所用 江戸 19 BC

13 蠟色塗脇指拵 徳川義宜(尾張家16代)所用 江戸 19 BC

14 ⦿ 太刀　銘 光忠 徳川綱吉(5代将軍)下賜･徳川綱誠(尾張家3代)所持 鎌倉 13 A

15 ◎ 太刀　銘 備前国長船住守家　名物 兵庫守家 丸毛長照･徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉 13 BC

16 刀　銘 村正 徳川家康(駿府御分物)所持 室町 16

17 小脇指　銘 江州高木住貞宗 徳川忠長･義直(尾張家初代)所持 南北朝 14 A

18 脇指　無銘 金重 徳川義直(尾張家初代)･徳川慶勝(同家14代)所持 南北朝 14 BC

19 〇 短刀　銘 吉光　名物 庖丁藤四郎 大谷吉継･徳川家康･徳川義直(尾張家初代)所持 鎌倉 13 AB

20 短刀　朱銘 左安吉

伝徳川光友朱銘

本多忠義献上･徳川義直(尾張家初代)･光友(同家2代)･綱

誠(同家3代)･義宜(同家16代)所持

鎌倉 14 C

21 長篠合戦図屏風　八曲一隻 江戸 18-19 A

関ヶ原合戦図屏風　二曲二双の内　第1･2隻 田安徳川家伝来 江戸 19 B

関ヶ原合戦図屏風　二曲二双の内　第3･4隻 田安徳川家伝来 江戸 19 C

23 金土俵空穂　附属　征矢 朝岡平兵衛重政所用 桃山-江戸 16-17 AB

24 重籐弓 徳川宗睦(尾張家9代)所用 江戸 18 AB

征矢　三十二本の内 徳川義宜(尾張家16代)所用 江戸 18

25 長烏帽子形兜 加藤清正着用･紀伊徳川家伝来 桃山 16 C

26 桔梗文銀象嵌鐙 加藤清正所用 桃山 16 C

27 江戸 延宝6年<1678>

【第１展示室】

武家のシンボル　－ 武具･刀剣 －

22

火縄銃 三匁五分筒  銘 以青符鉄三重張 延宝六午年十二月吉日 芝辻小衛清正(花押)　同彦八清元(花押）

 

追加

徳川美術館　名品コレクション展示室

令和２年 6月2３日(火)～9月２2日(火・祝)

凡例：⦿は国宝、◎は重要文化財、〇は重要美術品を示します。

展示期間　Ａ:6月23日(火)～7月21日(火) Ｂ:7月22日(水)～8月25日(火) Ｃ:8月26日(水)～9月22日(火・祝)



№ 名　　　　　称 作者･所用者･所蔵者など 時代 世紀 期間

28 江戸 17

29 象牙葵紋蒔絵羽箒形口薬入 江戸 17-18

30 金粉塗青漆革葵紋付胴乱(早合入) 江戸 18-19

31 籐組胴薬入 江戸 18-19

32 木綿菖蒲文染玉火薬袋(口薬入･早合･火打付) 江戸 18-19

33 火縄立 江戸 17-18

34 火縄差 江戸 17-18

35 唐銅天女文貼付象嵌百目大筒 加藤清正所用･紀伊家家老三浦家伝来 江戸 慶長10年<1605>

36 櫂棹図三所物　銘 程乗(後藤家9代)(花押) 江戸 17

37 高野聖図目貫　無銘 栄乗(後藤家6代) 江戸 17

38 木槿図笄　無銘 光乗 室町 16

39 室町 15-16

40 浪に扇図縁頭･縁 江戸 17

41 江戸 18-19

42 鶴に波図透鉄鐔　銘 忠時作　大小二枚 江戸 18-19

43 江戸 17

44 刀　銘 兼定 徳川義親(尾張家19代)所持 室町 16

45 蠟色塗刀拵(刀 銘 兼定 附属) 徳川義親(尾張家19代)所用 江戸 19

46 本阿弥光忠折紙　元禄拾年丑八月三日(作品番号14　太刀　銘 光忠 附属) 江戸 元禄10年<1697> A

47 本阿弥光温折紙　寛永四年霜月三日(作品番号18　脇指　無銘 金重 附属） 江戸 寛永4年<1627> BC

48 御腰物元帳　二冊の内　乾 江戸 延享2年<1745> A

49 御腰物元帳　六冊の内　第一巻　仁ノ部 江戸 18-19 BC

以上

黄蜀葵図赤銅鐔　銘 尾州住一光堂(印)　大小二枚

葵紋散唐草太刀拵金具

火縄銃 二匁五分筒　台 菊桐紋散蒔絵  筒 人物･唐草文象嵌

酸漿図小柄　銘 紋祐乗(後藤家初代）　光孝(花押)


