
泰巖歴史美術館　展示品目録

資料名 員数 成立年代

1階　信長の生涯

刀　銘 左衛門尉藤原氏房 １口 永禄13年4月吉日

3階　信長の時代

織田信長・織田信忠肖像 １幅 江戸後期ヵ

織田信長書状（上杉輝虎宛）【複製】 １幅 （永禄11年）7月29日

織田信長朱印状（久我家宛）【複製】 １幅 永禄11年10月20日

織田信長朱印状（滝川一益宛）【複製】 １幅 （天正3年ヵ）7月23日

織田信長朱印状（林与一宛）【複製】 １幅 天正4年10月29日

織田信長黒印状（佐久間信盛宛）【複製】 １幅 （天正5年）10月12日

織田信長朱印状 １幅 （天正6年）4月3日

織田信長朱印状（塩川伯耆守宛）【複製】 １幅 （天正年間）11月3日

織田信長朱印状（大石長門守宛）【複製】 １幅 （天正年間）3月22日

織田信長黒印状（松井友閑宛）【複製】 １幅 （天正6～9年ヵ）11月3日

織田信長黒印状（織田信忠宛）【複製】 １幅 （天正4～9年）11月14日

織田信秀判物（神主兵部少輔宛）【複製】 １幅 天文9年12月

織田信忠判物（鳴海助右衛門宛） １幅 天正3年12月

織田秀信書状（某社祝師宛） １幅 （慶長年間ヵ）11月27日

前田利家肖像 １幅 江戸末期

池田恒興肖像【複製】 １幅 寛永19年10月

柴田勝家・丹羽長秀・豊臣秀吉連署折紙（はにう百姓中宛）【複製】 １幅 （永禄12～13年）6月22日

羽柴秀吉知行宛行状 １幅 天正8年9月21日

丹羽長秀書状（賀茂別雷神社氏人２名宛） １幅 （元亀4年）5月18日

柴田勝家書状（玉井遠江守宛） １幅 （天正11年）閏正月2日

豊臣秀吉肖像 １幅 江戸時代

豊臣家奉行人連署状（山岡如軒宛） １幅 （安土桃山期）12月18日

豊臣秀吉朱印状（宇喜多家宿老５名宛） １幅 （天正13年）6月8日

豊臣秀吉書状（おね〔北政所〕宛） １幅 安土桃山時代

徳川家康肖像 １幅 江戸後期ヵ

織田信雄・徳川家康連署定書（篠木庄三郷宛） １幅 天正12年4月1日

上杉謙信肖像【複製】 １幅 江戸前期

上杉謙信書状（梶原政景宛） １幅 （永禄13年）正月26日

上杉謙信書状（能登畠山氏宿老中宛）【複製】 １幅 （元亀2年）3月20日

武田信玄肖像 １幅 江戸時代

武田信玄書状（織田信長宛）【複製】 １幅 （元亀年間ヵ）7月14日

武田信玄書状（佐竹義重宛） １幅 （元亀2年ヵ）8月16日

今川義元書状（三条西実澄宛） １幅 （弘治元年）閏10月29日

朝倉義景判物（大染院宛） １幅 永禄元年8月24日

浅井長政書状（多賀大社社家衆宛） １幅 （年未詳）10日24日

本願寺顕如肖像 １幅 元和9年10月11日

足利義昭御内書（宮修理亮宛） １幅 （天正年間）3月14日

明智秀満書状（河上掃部助宛）【複製】 １幅 （天正年間）8月13日



明智秀満書状（河上掃部助宛）【複製】 １幅 （天正年間）9月1日

明智秀満書状（河上掃部 他１名宛）【複製】 １幅 （天正年間）9月14日

明智光秀判物（井尻助大夫宛）【複製】 １幅 天正8年9月9日

明智光秀書状（小畠永明宛）【複製】 １幅 （天正4年）6月13日

柴田勝家書状（丹羽長秀ヵ宛）【複製】 １幅 （天正10年6月）

柴田勝家書状（粟屋五郎左衛門尉宛）【複製】 １幅 （天正10年）6月10日

織田信長判物（富田寺内宛）【複製】 １通 永禄2年12月16日

織田信長朱印状（佐久間信盛宛）【複製】 １通 元亀2年12月

織田信長黒印状（吉村安美 他１名宛）【複製】 １通 （天正元年）4月15日

織田信長朱印状（吉村安美 他２名宛）【複製】 １通 天正2年12月9日

織田信長黒印状（市橋長利宛） 【複製】 １通 （天正元年）4月15日

織田信雄判物（佐々隼人佐宛） １通 天正10年7月14日

織田信孝判物（田中虎宛） １幅 天正10年6月10日

織田信孝黒印状（岡野屋七郎宛） １通 天正10年12月

武田二十四将図 １枚 江戸時代

武田勝頼書状 １幅 （天正3年）7月5日

武田勝頼朱印状 １幅 天正3年4月1日

武田家朱印状 １幅 元亀3年2月23日

武田家朱印状 １幅 （永禄11年）12月17日

武田信玄感状 １通 永禄9年3月晦日

武田晴信感状 １幅 天文24年7月19日

武田信虎書状 １幅 （大永年間ヵ）8月13日

大坂城天守瓦 １点 安土桃山～江戸前期

懸鏡 １点 慶長12年11月

大坂夏の陣図屏風 六曲一双 江戸後期

長久手合戦図屏風 六曲一隻 江戸後期

南蛮船図屏風 二曲一隻 江戸前期

緋羅紗陣羽織 １領 安土桃山時代ヵ

刀　無銘　大磨上　伝長光 １口 鎌倉末期

太刀　銘「宗吉作」 １口 鎌倉初期

刑部梨子地一引三星紋金金具衛府太刀拵 １口 江戸後期

短刀　銘「来国光」 １口 鎌倉時代

黒漆葵紋蒔絵鞘合口拵 １口 江戸前期

短刀　銘「来国光」 １口 鎌倉時代

金平目地鞘合口短刀拵 １口 江戸前期

太刀　銘「来国光」 １口 鎌倉時代

金梨地葵紋蒔絵糸巻太刀拵 １口 江戸時代

短刀　銘「吉光」 １口 鎌倉末期

小太刀　銘「正信作」 １口 南北朝時代

金平目地鞘橘紋金具細太刀拵 １口 江戸前期

刀　無銘（延寿派作） １口 南北朝時代

刀　奥州国分若林住山城大掾藤原国包 １口 寛永10年8月

4階　合戦の時代

ミニ企画展 武田信玄生誕500年記念　戦国大名武田氏三代



黒小刻秋草蒔絵打刀拵 １口 江戸時代

短筒　無銘（伝國友） １挺

馬上筒　無銘 １挺

伝来型火縄銃　無銘　木更津五三 １挺

マラッカ銃 １挺

國友林右衛門重當 １挺

四十八士筒　銘 道元家忠 １挺

弘化三年丙午猛夏吉辰　江州國友源右衛門　充胤 １挺

巻張　摂州住國友弥兵衛尉 １挺

中筒　無銘（堺筒系統） １挺

無銘 １挺

判読不明　江州日野製 １挺

薩摩筒　無銘 １挺

摂州住嶌谷喜八郎重堯作 １挺

二重巻張　國友藤兵衛重當 １挺

国友九兵衛　緑寿 １挺

江州日野和田太一郎重正 １挺

無銘 １挺

堺筒　無銘（是嶌谷系） １挺

陸奥信夫住宍戸義高作 １挺

金小札白糸威両引合胴具足 １領 江戸前期

紺糸威本小札腹巻具足 １領 万延元年11月

金漆本小札二枚胴具足 １領 江戸初期

豊臣秀吉着用　孔雀羽装陣羽織 １領 安土桃山時代

豊臣秀吉着用　白練絹陣羽織 １領 安土桃山時代

錆地塗縦矧二枚胴童具足（藤堂家伝来） １領 江戸後期ヵ

鉄六十二間筋兜（毛利家伝来） １頭

金小札朱糸威橘紋二枚胴具足（井伊家伝来） １領 江戸初期

鉄黒漆六十二間筋兜　鉄錆地藍韋威五枚胴具足 １領 江戸後期ヵ

樋側縫延胸取二枚胴具足 １領

鉄黒漆萌黄糸威二枚胴具足 １領

武野紹鷗書状 １幅 （戦国時代）23日

武野紹鷗書状（岡本右衛門尉宛） １幅 （戦国時代）7月2日

千利休一書注文 １幅 （天正年間）2月5日

千利休書状（古田織部宛） １幅 （天正14～19年）正月23日

千利休書状（浅野長政宛） １幅 （安土桃山期）29日

千利休書状（松山式部宛） １幅 （天正年間）9月29日

千利休書状（伊勢屋立阿弥宛） １幅 （天正19年）閏正月11日

古田織部書状（曲直瀬玄朔宛） １幅 （慶長年間）3月22日

小堀遠州竹花入添状（長兵衛宛） １幅 （江戸前期）

小堀遠州竹花入 １点 江戸前期

武野紹鷗肖像 １幅 （近代）

千利休肖像 １幅 （近代）

５階　信長と茶の湯



古天明釜 １口 江戸時代

古芦屋　雲龍窯（利休・薬師院所持） １口 安土桃山時代

小雲龍窯（辻与次郎作） １口 安土桃山時代

阿弥陀堂釜（辻与次郎作） １口 安土桃山時代ヵ

南蛮平水指 １口 安土桃山時代

唐津辰砂瓢型水指 １口 江戸前期

織部在判　茶桶水指 １口 安土桃山時代

利休在判　独楽大香合 １口 安土桃山時代

杯　薩摩　鶴亀松竹彫 １口 江戸時代

刷毛目茶碗　銘「白浪」 １口 戦国～安土桃山時代ヵ

高麗茶碗　銘「あらき」 １口 安土桃山～江戸前期

天目茶碗 １口 安土桃山～江戸前期

黄釉天目茶碗 １口 安土桃山～江戸前期

波に千鳥図屏風（長谷川等哲筆） 六曲一隻 江戸前期

四季花鳥図屏風（狩野元信筆） 六曲一双 弘治3年頃

緑釉盞平茶碗  「天心」印 １口 北宋時代

黒楽茶碗　銘「西窓」（長次郎作） １口 安土桃山時代

抱沢瀉一文字三ツ星紋黒小中次 １口 戦国～安土桃山時代ヵ

井戸香炉　 １口 戦国～安土桃山時代ヵ

膳所耳付茶入　銘「張良」 １口 江戸時代

志野織部　草花文茶入 １口 江戸時代

古瀬戸赤楽大海茶入 １口 江戸時代

菊桐蒔絵小棗 １口 江戸時代

高台寺蒔絵中棗 １口 江戸時代

高台寺蒔絵大棗 １口 江戸時代

四方香合 １口 江戸時代

菊置上蛤香合 １口 江戸時代

蒲生氏郷竹茶杓 １本 安土桃山時代

織田有楽斎竹茶杓 １本 安土桃山～江戸前期

古田織部竹茶杓 １本 安土桃山～江戸前期

千利休竹茶杓 １本 安土桃山時代

千利休虫喰茶杓 １本 安土桃山時代

織田有楽斎竹節無茶杓 １本 安土桃山時代

細川三斎（忠興）竹茶杓 １本 安土桃山～江戸前期

武野紹鷗竹茶杓 １本 戦国時代

武野紹鷗竹茶杓 １本 戦国時代

小堀遠州竹茶杓　銘「とまや」 １本 安土桃山～江戸前期

黒楽筒茶碗　銘「松」（長次郎作） １口 安土桃山時代

尼焼黒楽筒茶碗 １口 安土桃山～江戸前期

飴釉茶碗 　銘「朝焼」 １口 江戸前期

大井戸茶碗　銘「昔高麗」 １口 安土桃山～江戸前期

黒織部沓形茶碗 １口 江戸時代

黒織部茶碗 １口 江戸時代

※所蔵はすべて「一般財団法人 太陽コレクション」です 2021年7月6日現在


