
no. 指定 名称 所蔵・備考 時代

1 金銅 菩薩立像 本館蔵 岩田久子氏寄贈 唐時代・8世紀

2 螺鈿 捻花文盆 本館蔵 カザールコレクション 清時代・18～19世紀

3 豆彩 蓮華吉祥文坏　　　（一対） 本館蔵 景徳鎮窯「大清雍正年製」銘 清時代 雍正期・18世紀(1723-1735)

4 青銅金銀錯 走獣雲気文軸頭 本館蔵 前漢時代・紀元前2～1世紀

5 螺鈿 捻花文香合 本館蔵 カザールコレクション「千里」銘 清時代・18～19世紀

6 彫漆 巻子文茶入 本館蔵 カザールコレクション 清時代・18世紀

7 青銅鍍金 龍形器脚 本館蔵 山口コレクション 三国～南北朝時代・3～4世紀

8 翡翠 唐草文盒 本館蔵 田万コレクション 清時代・18～19世紀

9 青銅 辟邪形水滴 本館蔵 山口コレクション 三国時代・3世紀

10 青銅鍍金嵌石 獣面文棒形帯鉤 本館蔵 戦国時代・紀元前4～3世紀

11 青銅金銀錯 渦文棒形帯鉤 本館蔵 後漢時代・2世紀

12 銀 雲気形帯鉤 本館蔵 前漢時代・紀元前2～1世紀

13 青銅鍍金銀 雲気文洗 個人蔵 前漢時代・紀元前2～1世紀

14 青銅鍍金銀 龍文平形帯鉤 本館蔵 春秋～戦国時代・紀元前5～4世紀

15 銀鍍金 獣面龍文帯鉤 本館蔵 戦国時代・紀元前4～3世紀

16 青銅金錯 雲気文面取櫂形帯鉤 本館蔵 春秋～戦国時代・紀元前5～4世紀

17 青銅金銀錯 幾何学文帯鉤 本館蔵 戦国時代・紀元前4～3世紀

18 青銅鍍金 虎形帯鉤 本館蔵 山口コレクション 戦国時代・紀元前4～3世紀

19 青銅 螭文鬼面形帯鉤 本館蔵 戦国時代・紀元前4～3世紀

20 青銅 人物形帯鉤 本館蔵 山口コレクション 前漢時代・紀元前2～1世紀

21 青銅 鍾　　　　　　　　（一対） 本館蔵 前漢～後漢時代初期・紀元前1～紀元1世紀

22 青銅包銀嵌石 獣面文琴形帯鉤 本館蔵 オズワルド・シレン旧蔵 戦国時代・紀元前4～3世紀

23 青銅鍍金銀 獣面文琴形帯鉤 本館蔵 オズワルド・シレン旧蔵 戦国時代・4～3世紀

24 銀嵌石 蝉形帯鉤 本館蔵 オズワルド・シレン旧蔵 前漢時代・紀元前2～1世紀

25 青銅金銀錯 怪鳥捉魚文帯鉤 本館蔵 オズワルド・シレン旧蔵 三国～西晋時代・3～4世紀
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26 青銅 細文地龍連弧文鏡 本館蔵 戦国～前漢時代・紀元前3～2世紀

27 青銅 「尚方」方格規矩四神文鏡 本館蔵 山口コレクション 後漢時代・1～2世紀

28 青銅 「尚方」方格規矩四神文鏡 本館蔵 田万コレクション 後漢時代・1～2世紀

29 青銅 「尚方」方格規矩対鳥文鏡 本館蔵 後漢時代・1～2世紀

30 青銅 四乳虺龍文鏡 個人蔵 後漢時代・1～2世紀

31 青銅 「角王」方格規矩四神文鏡 本館蔵 田万コレクション 後漢時代・1～2世紀

32 青銅 画文帯四神四獣文鏡 本館蔵 山口コレクション 三国時代・3世紀

33 ○ 青銅 呉王伍氏胥図画像鏡 本館蔵 山口コレクション 後漢～三国時代・2～3世紀

34 ◎ 青銅 三角縁四神四獣文鏡
大阪・国分神社蔵

伝 向山茶臼塚古墳出土
三国時代・3世紀

35 ◎ 青銅 「青蓋」盤龍文鏡
大阪・国分神社蔵

伝 向山茶臼塚古墳出土
三国時代・3世紀

36 ◎ 青銅 三角縁四神二獣文鏡
大阪・国分神社蔵

伝 向山茶臼塚古墳出土
三国時代・3世紀

37 ○ 青銅 「宝鼎元年」二神四獣文鏡
本館蔵

伝 浙江省紹興古墓出土
三国時代・呉、宝鼎元年(266)銘

38 ○ 青銅 三角縁四神四獣文鏡
本館蔵 田万コレクション

伝 鳥取県倉吉市(東伯郡杜村)古墳出土
三国時代・3世紀

39 青銅 「黄初三年」五神三獣文鏡
本館蔵

伝 浙江省紹興古墓出土
三国時代・魏、黄初三年(222)銘

40 ○ 青銅 「永徽元年」方格四神文鏡 本館蔵 唐時代・永徽元年(650)銘

41 青銅 双鳳瑞花文八花鏡 本館蔵 田万コレクション 唐時代・8世紀

42 白磁・三彩・緑釉 円壺 本館蔵 田万コレクション 唐時代・7～8世紀

43 銀鍍金透彫 鴛鴦宝相華文簪 本館蔵 唐時代・8世紀

44 三彩 円壷 本館蔵 田万コレクション 唐時代・9世紀

45 緑褐釉 三脚盤 本館蔵 唐時代・8世紀

46 青磁刻花 牡丹文盒 本館蔵 越州窯 五代・10世紀

47 青磁劃花 葡萄唐草文盒 本館蔵 越州窯 五代～北宋時代・10世紀

48 犀角 赤壁図杯 個人蔵 紀州徳川家伝来 清時代・17～18世紀

49 青花 鹿文八角盒 本館蔵 景徳鎮窯「大明嘉靖年製」銘 明時代 嘉靖期・16世紀(1522-1566)
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