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67 （作品 82） 古染付花鳥文一閑人火入 古染付花鳥文一閑人香炉

104 （作品 125）　青磁双耳三足香炉 青磁双耳三足火入

155

（作品 16）
（左） 蓋裏　朱漆書
「本阿弥肩衝／長ケ四寸弐分／指渡弐寸壱分／口壱寸四分／延寶五年
巳三月竹腰宗謙山城守／為遺物献上」

「本阿弥肩衝／長サ四寸貮分／指渡貮寸壱分／口壱寸四分／延寶五年
巳三月竹腰宗謙山城守／為遺物指上」

（作品 23）
（右） 内箱 （桐） 蓋表　墨書　小堀宗中筆

（右） 内箱 （桐） 蓋表　墨書　小堀政房筆

（作品 24）
（右） 外箱 （桐） 蓋裏　墨書
（左） 中箱 （桐） 蓋表　墨書
（下） 内箱 （桐） 蓋表　彫銘　小堀宗甫筆

（右） 仕覆箱 （桐） 蓋裏　墨書　片桐石州貞昌筆
（左） 中箱 （檜） 蓋表　墨書
（下） 内箱 （櫟 ・ 紫檀剥分） 蓋表　彫銘　小堀遠州政一筆

156 （作品 94） 内箱 （溜塗） 蓋表　金粉字形 中箱 （溜塗） 蓋表　金粉字形

177 （作品 17） 内箱 （桐） 蓋裏　貼紙　墨書 内箱 （桐） 蓋表　墨書　精中宗室 （玄々斎　裏千家十一代） 筆

180 （作品 23） 『尾張家茶器目録』 『尾張家御茶器目録』

181
（作品 26） 伝来
荒木村重 ・ 千利休 ・ 徳川家康 ・ 徳川義直 （尾張家初代） 所用

伝来
千利休 ・ 荒木村重 ・ 北向道陳 ・ 徳川家康 ・ 徳川義直 （尾張家初代） 所
用

199
( 作品 74） 蓋裏　貼紙　墨書
「瑞龍院様ゟ （中略） 箱ハ残ル」 

「瑞龍院様ゟ （中略） 箱ハ残ル／浅黄／内和巾上々／有之候」 

200 （作品 76）
伝来
徳川家康 ・ 徳川義直 （尾張家初代） 所用

201

（作品 76） 『山上宗二記』 『玩貨名物記』 『古今名物類聚』 に所収される。 『玩貨名物記』 『古今名物類聚』 に所収される。

（作品 78）
胴下部に三か所付けられた別造りの如意形脚は実際には浮いており、 装
飾である。  

→削除

202 （作品 82） 古染付花鳥文一閑人火入 古染付花鳥文一閑人香炉

205 （作品 91） 樂吉右左衛門　＊ 2 箇所 樂吉左衛門

206
（作品 94）
中箱 （溜塗） 蓋表　金粉字形
「芋頭水指／珠光／紹鷗所持／但名物記ニハ大芋頭ト在之」

「芋頭水指／珠光／紹鷗／所持／但名物記ニハ大芋頭ト有之」

213
（作品 110） 尾張家では、 長板や台子で柄杓と火箸を立てる杓建として用
いられた

尾張家では、 長板や台子で柄杓と火箸を立てる杓立として用いられた

214 （作品 113） コバルト顔料で丸文や菱文 ・ 横筋文を描き、 コバルト顔料と黄釉 ・ 紫釉で丸文や菱文 ・ 横筋文を描き、

216
（作品 117） 斎田記念本版 斎田記念館本版

（作品 117） 『毛利家所載名物記』 『毛利家書載名物記』

217 （作品 120） 蓋裏　貼紙　墨書 「橋姫茶壺／ （後略）」 蓋裏　貼紙　墨書 「橋姫御壺／ （後略）」 

218

（作品 123）　青磁鉄班文炷空入 青磁鉄斑文炷空入

（作品 123） 元時代 ・ 十四世紀頃から鉄班文を 元時代 ・ 十四世紀頃から鉄斑文を

（作品 123） 龍泉窯の青磁鉄班文技法は 龍泉窯の青磁鉄斑文技法は

219

（作品 125） 青磁双耳三足香炉 青磁双耳三足火入

（作品 125） 轆轤仕上げを施した香炉である。 轆轤仕上げを施した火入である。

（作品 125）
中国古代の青銅器の一種である煮沸器 「鬲」 を象った香炉である。

本来は、中国古代の青銅器の一種である煮沸器 「鬲」 を象った香炉である。

223
（作品 140）
添状に 「友鶴御陶　壱／ （中略） ／御大切ニ被　遊候旨幡野／ （後略）」

添状に 「友鶴御陶　壱／ （中略） ／御太切ニ被　遊候旨幡野／ （後略）」

227 （作品 152） 高台接地面をを除き 高台接地面を除き

229
（作品 159）
日本には江戸時代中期から後期にかけて舶載された作品ではないかと考
える。

日本には江戸時代前期に舶載された作品ではないかと考える。

232 （作品 170）蔵帳には「白手」と表現されるが具体的な製作地は不明である。 蔵帳には 「白手」 と表現される。

下記の箇所に誤りがございました。 お詫びして訂正いたします。

「殿さまとやきもの―尾張徳川家の名品―」図録正誤表
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233
177　慶安四年上御数寄御道具 ・ 二御数寄御道具 ・ 御手御道具帳
（上御数寄御道具　二御数寄御道具　御手道具　慶安四年夘三月吉日）

177　慶安四年上御数寄御道具 ・ 二御数寄御道具 ・ 御手御道具帳
（慶安四年夘三月吉日　上御数寄道具　二御数寄道具　御手道具）

234
178　元禄二年上御数寄御道具 ・ 中御数寄御道具帳
（元禄貮年巳 （ねの） 八月　上御数竒御道具　中御数竒道具）

178　元禄二年上御数寄御道具 ・ 中御数寄御道具帳
（元禄貮年巳 （みの） 八月　上御数竒御道具　中御数竒道具）

244 103　塩釉藍彩印花貼付人物文手付水指 （「阿蘭陀焼手付水指」） 103　塩釉藍彩印花貼付人物文手付水指 （「阿蘭陀焼手附水指」）

245
123　青磁鉄班文烓空入 123　青磁鉄斑文烓空入

125　青磁双耳三足香炉 125　青磁双耳三足火入

247

178　元禄二年上御数寄御道具 ・ 中御数寄御道具帳
（元禄貮年巳八月　上御数竒御道具　中御数竒道具）

178　元禄二年上御数寄御道具 ・ 中御数寄御道具帳
（元禄貮年巳八月　上御数竒道具　中御数竒道具）

179　正徳四年六月　上御数寄御道具帳
（正徳四年午六月　上御数寄道具）

179　正徳四年　上御数寄御道具帳
（正徳四年午六月　上御数寄道具）

180　名古屋御数寄屋方御道具帳　壹 （上御数寄御道具） 九冊のうち　日
本　十八世紀末期－十九世紀

180　御数寄屋方御道具帳　壹 （上御数寄御道具） 九冊のうち　日本　江
戸　十八世紀末期－十九世紀

254 82　Pair of Incense Burners with Figurines 82　Pair of Incense Burners with Figurines
Kosometsuke type

252 128　Incense Burner wih Figurines 128　Incense Burner wih Figurines
Kosometsuke type


