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展示室１　富貴の花
展示
番号 指定 名称 員数 作者 時代 旧蔵

1 獅子牡丹蒔絵硯箱　 1合 江戸時代・18世紀 北三井家

2 堆朱牡丹尾長鳥香合 1合 明時代・15世紀 室町三井家

3 堆黒牡丹唐草文合子 1合 南宋時代・13世紀 北三井家

4 孔雀卵香合　了々斎好 1合 江戸時代・19世紀 北三井家

5 青磁浮牡丹文不遊環耳付花入 1口 南宋～元時代・13 ～ 14世紀 北三井家

6 名物裂帖 1冊 江戸時代・18 ～ 19世紀成立 北三井家

7 染付獅子牡丹文稜花鉢 1口 永樂保全 江戸時代・弘化 4年（1847）頃
～嘉永 7年（1854） 室町三井家

8 白磁花鳥文皿 1枚 宋時代・12世紀 室町三井家

9 古瀬戸肩衝茶入　銘後藤 1口 桃山時代・16世紀 新町三井家

10 黒大棗　利休在判 1口 桃山時代・16世紀 北三井家

11 交趾写牡丹唐草文尊形花入 1口 永樂得全 明治時代・19世紀 北三井家

12 牡丹蒔絵太鼓胴 1口 江戸時代・19世紀 北三井家

13 牡丹唐草蒔絵螺鈿笛筒 1管 笛筒：江戸時代・19世紀 北三井家

展示室２　瑞鳥のすがた
14 重要文化財 玳皮盞　鸞天目 1口 南宋時代・12 ～ 13世紀 室町三井家

展示室３　長寿と多子
15 高砂図 1幅 （伝）狩野元信 桃山～江戸時代・16 ～ 17世紀 室町三井家

16 黒楽兎彫文茶碗 1口 樂旦入 江戸時代・19世紀 北三井家

展示室４　長寿と多子
17 双鶴図 1幅 円山応挙 江戸時代・寛政 4年（1792） 室町三井家

18 朝日鶴亀松竹梅鶯書画軸 1幅 三井高福ほか 明治18年（1885） 北三井家

19 紫交趾写蓬莱山舟形香炉  乾山写竜田川絵箱入 1口 永樂得全 明治40年（1907） 北三井家

20 蓬莱山・竹に鶏図 3幅対 円山応挙 江戸時代・寛政 2年（1790） 北三井家

21 松樹双鶴図 1幅 沈南蘋 清時代・18世紀 北三井家

22 藤花独猫図 1幅 沈南蘋 清時代・18世紀 北三井家

23 麝香猫図 1幅 （伝）徽宗 明時代・16 ～ 17世紀 北三井家

24 国宝 雪松図屏風 6曲 1双 円山応挙 江戸時代・18世紀 北三井家

25 堆朱乗鶴仙人図桃形料紙箱 1合 清時代・17 ～ 19世紀 室町三井家

26 天禄青藜墨 1挺 明～清時代・17世紀 室町三井家

27 百老図円墨 1挺 明時代・16 ～ 17世紀 室町三井家

28 郭子儀祝賀図 1幅 円山応挙 江戸時代・安永 4年（1775） 北三井家

29 双鹿過澗図 1幅 沈南蘋 清時代・18世紀 北三井家

30 枇杷寿帯図 1幅 沈南蘋 清時代・18世紀 北三井家

31 白鸚鵡図 1幅 沈南蘋 清時代・18世紀 北三井家

32 栗鼠瓜図 1幅 沈南蘋 清時代・乾隆15年（1750） 北三井家

33 萬暦染付写唐子龍図四方食籠 1合 永樂保全 江戸時代・文政10年
～天保 4年（1827-43） 室町三井家

34 百子図円墨 1挺 明時代・17世紀 室町三井家

35 存星龍果菜図六角盆 1枚 明時代・万暦17年（1589） 室町三井家

36 蓮に小禽図 1幅 三井高興 江戸時代・宝暦 9年（1759） 室町三井家

37 蓮燕図 1幅 （伝）牧谿 南宋時代・13世紀 新町三井家

38 柘榴図 1幅 （伝）牧谿 南宋時代・13世紀 新町三井家



展示室５　瑞鳥のすがた
展示
番号 指定 名称 員数 作者 時代 旧蔵

39 朱塗螺鈿菊鳳凰文四稜盆 1 枚 清時代・17 〜 18世紀 室町三井家
40 鳳凰蒔絵太鼓胴 1 口 江戸時代・19世紀 北三井家
41 交趾写龍鳳文杓立 1 口 江戸時代・19世紀 北三井家
42 赤地金襴手鳳凰文天目 1 口 永樂和全 明治時代・19世紀 北三井家
43 赤地金襴手花唐草文鉢　 1 口 永樂和全 明治 4 年（1871）頃 室町三井家

44 祥瑞写芋頭水指 1 口 永樂保全 江戸時代・弘化 4 年頃
〜嘉永 7 年（1847頃〜 54） 北三井家

45 祥瑞写松竹梅図平茶碗 1 口 永樂保全 江戸時代・文政10年
〜天保 4 年（1827-43） 室町三井家

46 阿蘭陀花鳥文猪口 3 客 17世紀 室町三井家
47 鶉図 1 幅 土佐光起 江戸時代・17世紀 室町三井家
48 色絵雉子香炉 2 口 永樂妙全 明治〜大正時代・20世紀 新町三井家
49 真鶴羽箒　前後軒園中鶴羽 1 本 飛来一閑 明治時代・19世紀 北三井家
50 色絵鶏香合 1 合 野々村仁清 江戸時代・17世紀 北三井家
51 東都手遊図 1 幅 源琦 江戸時代・天明 6 年（1786） 浅野家
52 百鳥図額 1 面 国井応文 江戸〜明治時代・19世紀 北三井家
53 桜雉子蒔絵文台 1 基 江戸時代・18世紀 新町三井家
54 桜雉子蒔絵硯箱 1 合 江戸時代・18世紀 新町三井家
55 宝相華文蒔絵二重手箱 1 合 象彦（西村彦兵衛）製 明治〜昭和時代・19 〜 20世紀 北三井家

展示室６　縁起もの香合
56 黒丸寿老人香合 1 合 蓋：三井高福

身：黒田正玄 大正〜昭和時代初期・20世紀 北三井家

57 琵琶香合 1 合 時代・制作地不詳 北三井家
58 桐木地鳳凰絵振々香合 1 合 駒沢利斎 昭和 3 年（1928） 北三井家
59 鴛鴦香合 1 合 江戸時代・18世紀 北三井家
60 紫交趾写鴨香合 1 合 江戸時代・19世紀 北三井家
61 交趾金花鳥香合 1 合 明時代・17世紀 室町三井家
62 交趾黄鹿香合 1 合 明時代・17世紀 北三井家
63 彫漆花松虫香合 1 合 明時代・17世紀 室町三井家
64 螺鈿柘榴香合 1 合 18 〜 19世紀 室町三井家

展示室７　福神来臨
65 七福神図 1 幅 狩野養信 江戸時代・19世紀 北三井家

66 布袋図 1 幅 画：（伝）梁楷
賛：（伝）華国子文 15 〜 17世紀 北三井家

67 布袋図 1 幅 （伝）寂室元光 室町時代・14世紀 新町三井家
68 布袋図 1 幅 三井高房 江戸時代・18世紀 北三井家
69 寿老人図 1 幅 （伝）秋月等観 室町時代・15 〜 16世紀 北三井家
70 寿老人置物 1 躯 永樂正全 大正〜昭和時代・20世紀 新町三井家

71 大黒天図（三井高利遺品　頭巾・十徳・足袋箱蓋） 1合のうち
1口 （伝）尾形光琳 江戸時代・17 〜 18世紀 北三井家

72 恵比寿・大黒図 2 幅対 三井高房 江戸時代・延享元年（1744） 北三井家
73 恵比寿・大黒図 2 幅対 三井高福 明治 5 年（1872年） 三井文庫所蔵
74 大黒図寄合描 1 幅 三井高祐ほか 江戸〜明治時代・19 〜 20世紀 北三井家
75 大黒図 1 幅 円山応挙 江戸時代・安永10年（1781） 新町三井家
76 福禄寿・天保九如図 3 幅対 円山応挙 江戸時代・寛政2年（1790） 北三井家
77 蛭子鯛釣図 1 幅 三井高福 江戸〜明治時代・19世紀 北三井家
78 花色地桐鳳凰模様狩衣 1 領 江戸時代・19世紀 北三井家
79 刺繍七賢人模様厚板唐織 1 領 明治時代・19世紀 北三井家
80 重要文化財 翁（白色尉） 1 面 （伝）日光 室町時代・14 〜 16世紀 北三井家
81 重要文化財 三番叟（黒色尉） 1 面 （伝）日光 江戸時代・17 〜 18世紀 北三井家
82 重要文化財 小尉（小牛尉） 1 面 （伝）小牛 室町時代・14 〜 16世紀 北三井家
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＊�開催内容を変更する場合がありますので、最新の情報は、当館ホームページまたはハローダイヤル（050-5541-8600）にて
ご確認ください。

【次回展覧会のご案内】

三井家のおひなさま
特集展示　近年の寄贈品―絵画・工芸・人形など―

2023年2月11日（土・祝）〜4月2日（日）
休館日　月曜日、2月26日(日)


