
番号 資料名 作者など 年代 数量 所蔵先

1
江戸名所之絵（江戸鳥瞰図）

A bird's-eye view of Edo
鍬形蕙斎/画 1803年（享和3） 1枚 江戸東京博物館

2
江戸城内廓絵図（惣廓御内之図）

Ground plan of the inner bailey of Edo castle
江戸後期 1枚 江戸東京博物館

3
萌葱地葵紋付小紋染羽織

Haori jacket belonging to TOKUGAWA Ieyasu
徳川家康/所用 江戸初期 1領 江戸東京博物館

4

太刀 銘景光

Sword presented to DOI Toshikatsu by the second shōgun,

TOKUGAWA Hidetada

加賀国 景光(初代)/作 南北朝時代 1振 江戸東京博物館

5

梨子地水車紋散蒔絵三葉葵紋金具付糸巻拵

Sword presented to DOI Toshikatsu by the second shōgun,

TOKUGAWA Hidetada

17世紀前半 1点 江戸東京博物館

6
北京内外城地図（清朝の北京地図）

Map of Beijing during the Qing dynasty
趙宏/画 清 1枚 首都博物館

7

明清北京朝陽門城楼模型（朝陽門上の楼閣の模型）

Model of Beijing’s Chaoyangmen gate tower as it appeared

during the Ming and Qing dynasties

1点 首都博物館

8

東直門出土瓦当（軒先を飾る瓦の先端部分）

Roof tile excavated from the site of Beijing’s Dongzhimen

Gate

清 1点 首都博物館

9

正陽門正脊上銀質圧勝宝盒（正陽門に納められた鎮具類）

Silver treasure box from the ridge of the Zhengyangmen

Gate

明 1式 首都博物館

10
獣面緑瑠璃瓦

Green glazed ridge-end roof tile (in form of animal’s head)
清 1点 首都博物館

11
黄瑠璃獣頭

Yellow glazed roof tile with dragon design
清 1点 首都博物館

12
黄瑠璃龍紋瓦当（先端に龍の装飾文様をもつ軒先を飾る瓦）

Yellow glazed eave-end tile with dragon design
清 1点 首都博物館

13

明黄色納紗彩雲金龍紋男単朝袍（雍正帝の礼服）

Yellow garment with embroidered polychrome design of

golden dragon and clouds. Formal robe worn by the

Yongzheng Emperor for state occasions

清 1領 故宮博物院

14
鉄嵌緑松石柄金桃皮鞘腰刀（乾隆帝所有の腰刀）

Imperial sword that belonged to the Qianlong Emperor
清 1振 故宮博物院

15
玄燁行書唐詩軸（康煕帝による書）

Calligraphy by the Kangxi Emperor
康煕帝/書 清 1幅 首都博物館

16

弘暦行書「龍井八咏」詩巻（乾隆帝による詩）

Handscroll containing the ‘Eight Odes to Long Jing’ in semi-

cursive script (written by the Qianlong Emperor)

乾隆帝/書 清 1巻 首都博物館

17
「乾隆八旬万寿慶典図巻」（下巻）

The Qianlong Emperor’s eightieth birthday celebrations
1797年（嘉慶2） 1巻 故宮博物院

18
『万寿盛典』（康煕六旬万寿盛典図）

The Kangxi Emperor’s sixtieth birthday celebrations

王原祁、冷枚ほか/画

朱圭/彫
1717年（康煕56） 1巻 首都博物館

【作品リスト】

　２０１７年２月１８日（土）～４月９日（日）

　東京都江戸東京博物館　１階特別展示室

　[主催]公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館

　　  　　中国文物交流中心、故宮博物院、首都博物館、朝日新聞社

　

　・会期中の展示替えはありません。

　・作品番号は図録番号です。

　　陳列の順序とは一致しない場合があります。

第2章　江戸・北京の都市生活　　Section Two: Urban Life in Edo and Beijing

第1章　江戸・北京の城郭と治世　　Section One: The Fortifications and Government of Edo and Beijing
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番号 資料名 作者など 年代 数量 所蔵先

19

『老北京三百六十行画冊』（北京の様々な職業に関する画

集）

Illustrated book showing various trades and professions in

清 1冊 首都博物館

20

『唐土名勝図会』

Encyclopedia of Qing dynasty China published in Japan

during the Edo period, describing famous places, history

and customs

岡田玉山ほか/画 1806年（文化3） 6冊 武蔵野文化協会/寄託

21

熈代勝覧（日本橋繁盛絵巻）

The Kidai Shoran (picture scroll depicting the prosperity of

the Nihonbashi district)

1805年（文化2） 1巻
ベルリン国立アジア美

術館

22
四合院模型（二進式）

Model of a Siheyuan or ‘courtyard house’
1点 首都博物館

23

潘家胡同民居廣義窯記帯款磚（「広義窯記」刻印のある磚）

House brick bearing the mark of a kiln in the Pangjia

Hutong district

民国 1点 首都博物館

24

潘家胡同民居后院廊心磚（中庭の回廊に使われた磚）

Brick from the veranda surrounding the inner garden of a

house in the Pangjia Hutong district

民国 1点 首都博物館

25

割長屋・棟割長屋模型

Model of the ‘row houses’ that provided cheap

accommodation for townsmen during the Edo period

三浦宏/製作 2点 三浦宏/所蔵

26

新板 手遊勝手道具づく

Furnishings and implements used by residents of the ‘row

houses’ during the Edo period

胡蜂園盛信/画 1847-52年（弘化4-嘉永5）頃 1点 江戸東京博物館

27

『教草女房形気』より長屋の様子

Illustration from a book showing the well attached to a ‘row

house’

山東京山/作

歌川豊国(三代)/画
1846年（弘化3） 2冊 江戸東京博物館

28
黒木猴（帽子屋の猿看板）

Shop sign in the form of a monkey belonging to a millinery
清 1点 首都博物館

29
剃頭挑子（路上営業の床屋道具）

Equipment used by a street barber
清 1点 首都博物館

30
幌子（両替屋看板）

Shop sign belonging to a money changer
清 1点 首都博物館

31
幌子（酢屋看板）

Shop sign belonging to a vinegar merchant
清 1点 首都博物館

32
当舗幌子（質屋看板）

Shop sign belonging to a pawnshop
清 1点 首都博物館

33
幌子(塩屋看板）

Shop sign belonging to a salt merchant
清 1点 首都博物館

34
幌子(薬屋看板)

Shop sign belonging to a traditional medicine store
清 1点 首都博物館

35
幌子(靴屋看板）

Shop sign belonging to a shoe shop
清 1点 首都博物館

36
回民小吃幌子（イスラム教徒用の軽食店看板）

Shop sign belonging to a halal snack bar
1点 首都博物館

37
銅茶湯壺（お茶売りのやかん）

Jars for hot water and tea
民国 1点 首都博物館

38
面茶壺(面茶売りのやかん)

Jar for selling thick millet gruel
1点 首都博物館

39
貨郎銭箱（行商人が担ぐ銭箱）

Money box carried by itinerant traders
民国 1点 首都博物館

40
波浪手鼓（行商人のでんでん太鼓）

Pellet drum used by haberdashery to attract customers
民国 1点 首都博物館

41
薬鈴（路上で治療する医者が鳴らす鈴）

Bell used by a street doctors to attract customers
清 1点 首都博物館

42
薬箱（路上で治療する医者の手提げ薬箱）

Portable medicine case used by traditional doctors
民国 1点 首都博物館

43
搗薬工具(漢方薬調道具）

Instruments used to mix traditional medicines
民国 1点 首都博物館

44
銅銭(乾隆通宝）

Copper coins (Qianlong Tongbao)
乾隆年間（1736-95年） 2枚 首都博物館
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番号 資料名 作者など 年代 数量 所蔵先

45
銀錠

Sycee (silver ingot currency)
清 2点 首都博物館

46

洋風日本風俗画帖

Picture album depicting various professions in the city of

Edo, painted in a Western style

江戸末期 1冊 江戸東京博物館

47

「近世職人絵尽」より合羽屋などの様子

Picture of a rainwear shop and a monkey trainer from

Kinsei shokunin-e zukushi (Illustrations of Various

狩野晏川/画

北尾政美/原画
1890年（明治23） 1巻 江戸東京博物館

48
飛脚の装束

Garments worn by hikyaku courier
1864年（元治1） 1式 江戸東京博物館

49
飛脚箱

Box used by hikyaku courier to carry goods and messages
江戸後期-明治初期 1点 江戸東京博物館

50
行商人の背負い箱

Chest carried by itinerant merchants to hold their wares
江戸時代 1点 江戸東京博物館

51

定斎屋の薬箱

Medicine chest carried by itinerant dealer in traditional

medicines

大正-昭和期 1点 江戸東京博物館

52
権門駕篭

Palanquin used by high-ranking samurai
江戸末期 1挺 江戸東京博物館

53
看板（算盤）

Shop sign belonging to an abacus dealer
明治期 1点 国文学研究資料館

54
看板『御鏡所／御かゝみ所』

Shop sign belonging to a mirror merchant
江戸-明治期 1点 国文学研究資料館

55
蠟燭屋看板

Shop sign belonging to a chandler
江戸-明治期 1点 江戸東京博物館

56
女性婚服（婚礼服）

Wedding robes
民国 1着 首都博物館

57

盆底鞋（満州族の女性靴）

Traditional costume of the Manchurian women (high-

heeled shoes)

清 1足 首都博物館

58

金鏨蓮花紋金指甲套（金製爪カバー）

Gold fingernail protectors with incised design of lotus

flowers

清 2点 首都博物館

59
化粧道具箱

Dressing table with mirror, for holding necklaces
清 1点 首都博物館

60

京綉嬰戯紋鏡布（北京刺繡の鏡カバー）

Mirror cover, decorated with a scene of children playing,

embroidered in the Beijing style

清 1枚 首都博物館

61
男子上衣（男性用の上衣）

Man’s outer wear
清 1枚 首都博物館

62
男子長褲（男性用ズボン）

Man's trousers
民国 1枚 首都博物館

63
千層底鞋（男性用布靴）

Man's textile shoes
1足 首都博物館

64
瓜皮帽（男性用帽子）

Man's hat for casual wear
清 1個 首都博物館

65

青色納紗雲鶴紋方補単褂（文官の正装）

Unlined jacket of dark blue sha gauze with cloud and crane

design in counted-stitch-embroidery within the square

badges

清 1着 首都博物館

66

黄玉刻詩扳指（乾隆帝御題詩を刻む指輪）

Yellow jade thumb ring engraved with a poem by the

Qianlong Emperor

清 1点 首都博物館

67
綉花小件（花を刺繡した指輪入れ）

Ring container with embroidered floral decoration
清 1点 首都博物館

68
京綉荷包（腰に堤げる北京刺繡の巾着）

Pouch embroidered in the Beijing style
清 1点 首都博物館

69
耳暖（耳当て）

Earmuffs
清 1対 首都博物館
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70

京綉福寿瓜瓞綿綿銭袋（吉祥模様を刺繡した小銭入）

Purse decorated with symbols for happiness, longevity and

endowment with many dutiful descendants. Embroidered in

the Beijing style

清 1点 首都博物館

71
綉花荷包（花鳥を刺繡した小物入）

Pouch embroidered with floral pattern
清 1点 首都博物館

72

納綉雲紋金“明察秋毫”眼鏡套（文字刺繡の眼鏡入れ）

Spectacle-case with cloud design in counted-stitch-

embroidery

清 1点 首都博物館

73
綉花拍子（虎と花を刺繡した叩き道具）

Beater with flower and tiger decoration in embroidery
清 1本 首都博物館

74
染分麻地水辺風景鶴模様帷子

Woman’s kimono belonging to a townsperson of Edo
18世紀 1枚 江戸東京博物館

75

燕南天蒔絵印篭

Inro (pill box) decorated with swallow and nandina design

in maki-e lacquer

羊遊斎/作 江戸後期 1点 江戸東京博物館

76

大絞り革腰差し煙草入れ 亀甲崩し

Pipe case and tobacco pouch with catch in the form of an

elephant

浄益/留具作

羊遊斎/きせる筒作
江戸後期 1点 江戸東京博物館

77

葡萄手金唐革腰差し煙草入れ

Pipe case and tobacco pouch made of embossed leather

with gold pattern

江戸中期 1点 江戸東京博物館

78

赤羅紗登り龍文刺繡筥迫

Embroidered pocket tissue case (hakoseko)  in red woolen

cloth decorated with design of a rising dragon

江戸時代 1点 江戸東京博物館

79

白ビロード地牡丹模様筥迫

Pocket tissue case (hakoseko) in white velvet decorated

with design of peonies

江戸後期-末期 1点 江戸東京博物館

80
漢装婦嬰図（赤子を抱く漢族の女性）

Portrait of a woman and child in Han dress
清 1幅 首都博物館

81

抓周用品一組(子供の将来を占う道具）

Fortune-telling kit (when a child reached its first birthday, it

would be offered this tray and the object it selected would

foretell its future)

民国 1式 首都博物館

82

銀鎖（「長命百歳」御守）

Silver chain (amulet worn in the hope of reaching the age

of 100)

民国 1点 首都博物館

83
虎頭帽

Child’s hat (tiger)
民国 1個 首都博物館

84
童帽（子供の帽子）

Child's hat (children)
民国 1個 首都博物館

85
虎頭鞋（虎の子供靴）

Child's shoes (tiger)
民国 1足 首都博物館

86
童靴（子供靴）

Child's boots
民国 1足 首都博物館

87
圍嘴（よだれかけ）

Child's bib
民国 1枚 首都博物館

88
綿袍(子供用綿入れ）

Child's quilted robe (blue)
民国 1枚 首都博物館

89
風筝（燕を模した凧）

Kite in the form of a flying swallow
1点 首都博物館

90
風筝綫軸(糸巻き)

Reel for kite string
民国 1点 首都博物館

91
空竹（中国のコマ）

Chinese yoyo
1式 首都博物館

92
太平鼓

‘Fan’ drum
清 1点 首都博物館

93

人間一生入用勘定

Woodblock print showing all the main events of a lifetime

and the amount of money required for each, dating from the

Edo period

江戸後期 1枚 江戸東京博物館
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94

浅黄平絹地宝尽文摺箔産着

Clothes for a newborn child of a samurai family during the

Edo period

1817年（文化14） 1枚 江戸東京博物館

95

婦人一代鑑 喰初の図

Colored print showing the Okuizome ceremony (when a

child eats solid food for the first time)

歌川国貞（初代）/画 1843年（天保14） 1枚 江戸東京博物館

96
食い初め膳・椀

Miniature eating utensils for the Okuizome ceremony
大正期 1式 江戸東京博物館

97

『絵本物見岡』より宮参りの様子

Illustration depicting the Miya-mairi ceremony, when a

child is first taken to visit the shrine of the local tutelary

鳥居清長/著・画 1785年（天明5） 1冊 江戸東京博物館

98
頭剃り

Illustration depicting a child having its head shaved
喜多川歌麿/画 寛政年間（1789-1801年） 1枚 江戸東京博物館

99

風俗東之錦 町家の袴着

Illustration depicting the Hakama-gi ceremony when a boy

in his fifth year wears hakama trousers for the first time

鳥居清長/画 18世紀後半 1枚 江戸東京博物館

100

金漆神位（竈神の牌位）

Memorial tablet dedicated to the tutelary deities of the

hearth

清 1点 首都博物館

101
圧勝銭（魔除けや幸福祈願の銭）

New year’s gifts
清 5枚 首都博物館

102

彩絵門神

The guardian god of gateways. Talisman to ward off evil

spirits that were pasted on the gateposts during the new

year celebrations

清 1対 首都博物館

103

過新年図(正月用吉祥画）

A picture of the new year celebrations that was displayed

during the lunar new year

清 1枚 首都博物館

104

天中五毒献瑞図(端午の節句に掛ける絵）

Picture of the ‘Day of Five Poisons’. Displayed during the

boy’s festival, it was believed to avert the poison of the five

creatures portrayed in the picture

清 1幅 首都博物館

105
五毒肚兜（端午の節句用腹掛）

Child’s Haragake apron (tiger)
清 1枚 首都博物館

106
鍾馗像

Portrait of Zhong Kui (who was said to ward off evil beings)
清 1幅 首都博物館

107
兎児爺（中秋節に供える人形）

Clay doll displayed during the mid-autumn festival
1体 首都博物館

108

中秋拝月図

Picture depicting moon viewing during the mid-autumn

festival

清 1枚 首都博物館

109

九九重陽登高図

It was traditionally thought lucky to climb to a high place

during the festival held on the ninth day of the ninth month

according to the lunar calendar. This picture depicts this

event

清 1枚 首都博物館

110

「十二ケ月絵巻」より正月の風景

View of New Year’s celebrations from ‘Picture Scroll of the

12 Months’

英一蜂/画 江戸中期 1巻 江戸東京博物館

111

風流十二節 雛祭

Colored print depicting the Hinamatsuri festival (doll

festival)

礒田湖龍斎/画 安永年間（1772-80年）頃 1枚 江戸東京博物館

112

雛人形（享保雛）

Hina dolls (Kyoho-bina), displayed during the Hinamatsuri

festival (doll festival)

江戸中期 2体 江戸東京博物館

113

「名所江戸百景」水道橋駿河台

Colored print depicting the carp streamer that are raised

during the boy’s festival

歌川広重/画 1857年（安政4） 1枚 江戸東京博物館

114
五節句の内 夕見ぬ月

Colored print depicting the boy’s festival
歌川国芳/画 江戸後期 1枚 江戸東京博物館
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115
鍾馗図

Picture of Shōki (Zhong kui)
鈴木守一/画 江戸末期-明治中期 1幅 江戸東京博物館

116
子宝五節遊 七夕

Colored print depicting the Tanabata (Star Festival) festival
鳥居清長/画 寛政年間（1789-1801年） 1枚 江戸東京博物館

117
風流五節句之内 重陽

Colored print depicting the chrysanthemum festival
歌川国貞（初代）/画 1843年（天保14）頃 1枚 江戸東京博物館

118

十二月ノ内　重陽後の月宴

Colored print depicting the chrysanthemum festival held on

the ninth day of the ninth month

歌川豊国（三代）/画 1854年（安政1） 3枚続 江戸東京博物館

119

殿試巻（科挙の最終試験答案）

Answer from the final test of the Imperial examination

(Chinese higher civil service examinations)

乾隆年間（1736-95年） 1点 首都博物館

120
夾帯(科挙受験のカンニングペーパー)

Crib sheet used during the Imperial examination
清 1巻 首都博物館

121
閙学童図（学習中に騒ぐ学童）

Disruptive children during lessons
清 1枚 首都博物館

122
猫式端石硯

Ink stone in the shape of a cat
清 1点 首都博物館

123
白玉老人水呈(白玉の水滴）

White jade water dropper in the shape of an old man
清 1点 首都博物館

124

斗彩嬰戯図印盒（印肉入れ）

Porcelain container for a vermilion seal inkpad with design

of playing children

乾隆年間（1736-95年） 1合 首都博物館

125
乾隆御筆

Writing brush used by the Qianlong Emperor
清 1本 首都博物館

126

乾隆御墨

Ink cakes for daily use that belonged to the Qianlong

Emperor

乾隆年間（1736-95年） 1式 首都博物館

127
『絵本栄家種』より寺子屋の風景

Illustration depicting a ‘temple school’
勝川春潮/画 1790年（寛政2） 1冊 江戸東京博物館

128

「近世職人絵尽」より寺子屋の様子

Depiction of a ‘temple school’ from ‘Kinsei shokunin

ezukushi’ (Pictures of Modern Craftsmen)

狩野晏川/画

北尾政美/原画
1890年（明治23） 1巻 江戸東京博物館

129
実語教童子教

Textbook on morals that was used in a ‘temple school’
1783年（天明3） 1冊 江戸東京博物館

130
商売往来

Textbook on trade that was used in a ‘temple school’
1818年（文政1） 1冊 江戸東京博物館

131

聖代御江戸往来

Textbook on the geography of Edo that was used in a

‘temple school’

1779年（安永8） 1冊 江戸東京博物館

132
天神机

Desk that was used in a ‘temple school’
1812年（文化9） 1脚 江戸東京博物館

133
昌平坂学問所惣絵図

Diagram of an educational facility for samurai
寛政-文化年間（1789-1817年）1舗 江戸東京博物館

134
『鸚鵡返文武二道』より学問に励む武士たち

Illustration of samurai devoting themselves to study

恋川春町/作

北尾政美/画
1789年（寛政1） 1冊 江戸東京博物館

135
登科録

List of those who passed an exam set by the shogunate
1865年（慶応1）以降 1冊 江戸東京博物館

136

甲寅廷試稿

Collection of model answers for an exam set by the

shogunate

大田南畝/著

寧靜居某/写
1852年（嘉永5） 1冊 江戸東京博物館

137
闘蟋蟀図（コオロギを闘わせる子供）

Children enjoying cricket fighting
清 1幅 首都博物館

138
蛐蛐蓋罐（コオロギ飼育容器）

Pottery jar for rearing crickets
清 1口 首都博物館

139
闘蛐蛐工具（コオロギ飼育用の道具）

Utensils used in cricket rearing
3点 首都博物館

140
鳥籠

Bird Cage
民国 1点 首都博物館

141
粉彩鳥食罐（鳥の飼料入）

Food bowl for bird
清 1点 首都博物館
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142
鴿子哨（鳩笛）

Dove flute
2点 首都博物館

143
毛猴娶親（婚礼行列毛猿人形）

Set of dolls depicting a wedding procession
1点 首都博物館

144
鼻煙壺

Snuff Bottles
清 4点 首都博物館

145
琺瑯水煙袋（水キセル）

Water pipe
民国 1点 首都博物館

146
旱烟煙管（刻み煙草用キセル）

Pipe for shredded tobacco
1本 首都博物館

147
煙草盒

Tobacco container
清 1点 首都博物館

148
煙草入

Tobacco pouch
清 1点 首都博物館

149

京劇衣装(臨潼山の武将装束）

Costume for Beijing opera (the general’s armor costume

from the play‘Lin tong shan’)

民国 1着 首都博物館

150

京劇故事挑頭

Pictures depicting the theatrical origins that were used to

decorate the interior of a theater

清 4枚 首都博物館

151-1
劇本『三国志』

Script for the play‘Romance of the Three Kingdoms’
民国 1冊 首都博物館

151-2
劇本『臨潼山』

Script for the play‘Lin tong shan’
民国 1冊 首都博物館

152
京都三慶班脚本

Scripts used by the Sanqing Beijing opera troupe
清 2冊 首都博物館

153
摔跤図（中国相撲図巻）

Picture scroll depicting Chinese shuai jiao wrestling
清 1巻 首都博物館

154
東都名所二丁町芝居繁栄之図

Colored print depicting the theater district of Edo
歌川広重/画 天保年間（1830-1843年） 3枚続 江戸東京博物館

155
芝居大繁昌之図

Colored print depicting the interior of a theater
歌川豊国/画 1815-42年（文化12-天保13） 3枚続 江戸東京博物館

156

『東都花日千両　戯場之部』より

歌舞伎の裏方

Illustrations depicting kabuki theater stagehands

天明老人/撰

歌川豊国（三代）/画
1853年（嘉永6） 1冊 江戸東京博物館

157
『戯場訓蒙図彙』

Book explaining many of facts concerning kabuki theater

式亭三馬/著

勝川春英・歌川豊国/画
1803年（享和3） 5冊 江戸東京博物館

158

助六所縁江戸桜

Colored print depicting popular characters from kabuki

theater

歌川豊国/画 1811年（文化8） 3枚続 江戸東京博物館

159

土俵軍配意匠煙草盆

Tabakobon (tobacco tray) in the form of a sumo wrestling

ring and umpire’s fan

珉雪斎久甫/銘 江戸後期 1点 江戸東京博物館

160
勧進大相撲土俵入之図

Colored print depicting sumo wresters entering the ring
歌川国貞(初代)/画 弘化年間（1844-48年） 3枚続 江戸東京博物館

161
驢馬浅草観世奥山ニ於て興行仕候

Leaflet advertising the exhibition of an imported donkey
1841年（天保12） 1枚 江戸東京博物館

162

篭細工(浪花細工人一田庄七郎)

A giant statue of the Chinese hero, Guan Yu, made of

plaited bamboo that was exhibited in a sideshow

歌川国貞（初代）/画 1819年（文政2） 1枚 江戸東京博物館

163

鶉会之図屛風

Illustrated folding screen decorated with picture of a quail

crying competition

18世紀後半 2曲1隻 江戸東京博物館

164

東都名所　道灌山虫聞之図

Colored print depicting a place famous for enjoying the

sound of insects

歌川広重/画 1839-42年（天保10-13） 1枚 江戸東京博物館

165
夜商内六夏撰（虫売り）

Colored print of a street stall selling insects
歌川豊国（三代）/画 1847-52年（弘化4-嘉永5） 1枚 江戸東京博物館
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166
山水図軸

Hanging picture scroll depicting a landscape
王翬/画 康煕年間(1662-1722年) 1幅 首都博物館

167
張照像図軸（張得天の肖像）

Portrait of Zhang Zhao (Qing dynasty)
焦秉貞/画 1726年（雍正4） 1幅 首都博物館

168
渓山雪霽図軸

Picture of snowy landscape
李世倬/画 清 1幅 首都博物館

169
墨筆花鳥図軸

Hanging scroll with picture of birds and flowers
朱耷(八大山人)/画 清 1幅 首都博物館

170
梅花図軸

Hanging scroll with picture of plum blossom
羅聘/画 清 1幅 首都博物館

171
墨竹図軸

Hanging scroll with ink-painting of bamboo
鄭燮(鄭板橋）/画 清 1幅 首都博物館

172
芝鹿図軸

Hanging scroll with picture of deer
沈銓/画　 1740年（乾隆5） 1幅 首都博物館

173

古今画藪後八種

Art manual describing traditional Chinese painting

techniques

宋紫石/著・画 1771年（明和8） 8冊 江戸東京博物館

174
粉彩人物故事図瓶

Bottle decorated with picture story
雍正年間（1723-35年） 1口 首都博物館

175

青花折枝花果紋蒜頭瓶

Garlic-head’ vase with blue and white decoration of flowers

and fruit

乾隆年間（1736-95年） 1口 首都博物館

176
釉裏紅福禄紋四方瓶

Square vase with felicitous pattern in underglaze copper
乾隆年間（1736-95年） 1口 首都博物館

177

窯変釉石榴尊

Vase in the form of a pomegranate-shaped zun (ancient

bronze wine vessel)

乾隆年間（1736-95年） 1口 首都博物館

178

青花御窯廠図瓷板

Porcelain tabletop with picture of the Imperial Jingdezhen

Kiln

道光年間（1821-50年） 1枚 首都博物館

179

銅胎画琺瑯雲龍紋多穆壺（ポット）

Cloisonne pot with design of clouds and dragons. Modeled

on the container used by Mongols and Tibetans to carry

water, etc.

乾隆年間（1736-95年） 1口 首都博物館

180
藍地番蓮紋香炉

Incense burner
清 1口 首都博物館

181

朱漆山水人物雲式盒（蓋付の箱）

Small lidded box in lacquer with relief carving of figures in a

landscape

清 1合 首都博物館

182

木彫八仙如意

Ruyi (ceremonial sceptre) made of fragrant wood and

carved with design of the ‘Eight Immortals’

清　 1本 首都博物館

183

青白玉綿綿瓜瓞御制詩洗（乾隆帝の詩を刻む筆洗）

Writing brush washer in grey-white jade engraved with a

poem by the Qianlong Emperor (meaning fertility and

prosperity)

乾隆年間（1736-95年） 1点 首都博物館

184

青玉牽牛花水呈（朝顔形の水滴）

Water container of celadon jade carved in the shape of

morning glories

清 1点 首都博物館

185
博爾済特式彩綉地蔵経（経文や図像を刺繡で表した地蔵経

本）
乾隆年間（1736-95年） 1帖 首都博物館
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