
番号 指定 作品名 作者名　など 年代 寸法 所蔵者
加州刀 *は旧赤羽刀

1 脇指　銘藤嶋友重  * 藤嶋友重 室町15世紀 長36.8　反0.3 石川県立美術館
2 脇指　銘藤嶋友重  * 藤嶋友重 室町15世紀 長55.3　反1.9 石川県立美術館
3 刀　銘加州藤原住友重 * 藤嶋友重 室町16世紀 長71.4　反2.9 石川県立美術館
4 太刀　銘家次 * 家次 室町14世紀 長74.6　反2.1 石川県立美術館
5 刀　銘家次作 * 家次 室町15世紀 長78.2　反2.7 石川県立美術館
6 脇指　銘加州住藤嶋友重 * 藤嶋友重 江戸17世紀 長50.4　反1.5 石川県立美術館
7 薙刀　銘藤嶋友重 藤嶋友重 江戸17世紀 長36.4　反1.7 石川県立美術館
8 刀　銘家次 * 家次 室町16世紀 長72.1　反2.6 石川県立美術館
9 刀　銘加州藤原住家次 * 家次 室町16世紀 長68.0　反1.5 石川県立美術館

10 刀　銘行光作 * 行光 室町15世紀 長82.5　反3.4 石川県立美術館
11 刀　銘清光 * 清光 室町16世紀 長73.0　反1.9 石川県立美術館
12 刀　銘清光 * 清光 室町16世紀 長70.0　反2.3 石川県立美術館
13 脇指　銘清光 * 清光 室町16世紀 長48.4　反1.1 石川県立美術館
14 脇指　銘清光 * 清光 室町16世紀 長59.1　反2.0 石川県立美術館
15 刀　銘加州藤原清光 * 清光 室町16世紀 長71.5　反1.3 石川県立美術館
16 刀　 （無銘） * 伝 清光 室町16世紀 長74.0　反1.6 石川県立美術館
17 刀　銘加州金澤住藤原清光作 * 清光 江戸17世紀 長68.8　反1.3 石川県立美術館
18 県文 刀　銘越中守藤原高平（花押）

元和七年十二月　日
19 県文 刀　銘賀州住兼若

霊護/寛政庚申仲冬十七/支禦危難子孫
古九谷

20 県文 色絵布袋図平鉢 江戸17世紀 口径32.4　底径18.7　高5.9 石川県立美術館
21 県文 色絵鳳凰図平鉢 江戸17世紀 口径34.3　底径20.3　高6.8 石川県立美術館
22 県文 色絵鶉草花図平鉢        江戸17世紀 口径30.6　底径18.6　高7.0 石川県立美術館
23 県文 色絵鶴かるた文平鉢 江戸17世紀 口径42.9　底径18.5　高9.5 石川県立美術館
24 県文 色絵百花散双鳥図平鉢  江戸17世紀 口径41.8　底径21.0　高11.1 石川県立美術館
25 色絵宝尽鷺文平鉢 江戸17世紀 口径46.6　底径17.5　高11.8 石川県立美術館
26 色絵海老藻文平鉢 江戸17世紀 口径34.0　底径15.2　高8.8 石川県立美術館
27 色絵牡丹文平鉢                                    江戸17世紀 口径31.4　底径15.4　高6.2 石川県立美術館
28 県文 青手桜花散文平鉢        江戸17世紀 口径45.3　底径22.5　高9.3 石川県立美術館
29 県文 青手樹木図平鉢 江戸17世紀 口径45.5　底径17.6　高11.8 石川県立美術館
30 青手葡萄図平鉢 江戸17世紀 口径43.0　底径12.1　高10.2 石川県立美術館
31 青手海浜家屋図平鉢 江戸17世紀 口径32.9　底径18.0　高7.0 石川県立美術館
32 色絵石畳双鳳文平鉢 江戸17世紀 口径41.2　底径14.8　高8.8 石川県立美術館
33 色絵四葉座十字文平鉢 江戸17世紀 口径41.0　底径22.2　高8.3 石川県立美術館
34 青手老松図平鉢 江戸17世紀 口径42.8　底径17.2　高9.7 石川県立美術館
35 青手牡丹図平鉢 江戸17世紀 口径43.1　底径18.4　高10.2 石川県立美術館
36 色絵花鳥図台鉢 江戸17世紀 口径29.4　底径18.2　高11.0 石川県立美術館
37 色絵竹虎図平鉢 江戸17世紀 口径36.1　底径14.1　高8.8 石川県立美術館

加賀蒔絵
38 県文 蒔絵住吉図硯箱 京都・五十嵐派 室町16世紀 幅18.5　奥行22.1　高3.8 石川県立美術館
39 蒔絵籬に秋草図箱（重文　古今集　清輔本箱） 五十嵐派 江戸17世紀 幅16.7　奥行26.2　高4.3 個人蔵
40 蒔絵竹垣に秋草図硯箱 五十嵐派 江戸17世紀 幅17.8　奥行20.0　高3.0 個人蔵
41 梨地十種香箱 五十嵐派 江戸17世紀 幅18.7　奥行20.9　高17.0 個人蔵
42 蒔絵十二支図硯箱 五十嵐不尽 江戸17世紀 幅16.8　奥行18.2　高4.3 石川県立美術館
43 県文 蒔絵螺鈿秋月野景図硯箱 伝 五十嵐道甫 江戸17世紀 幅22.3　奥行24.3　高4.5 石川県立美術館
44 蒔絵十二律箱 五十嵐派 江戸17世紀 幅17.9　奥行16.3　高4.0 石川県立美術館
45 県文 蒔絵菊慈童図薬籠箱 伝 五十嵐道甫 江戸17世紀 幅22.4　奥行16.6　高15.9 石川県立美術館
46 蒔絵和漢両景図硯箱 五十嵐派 江戸17世紀 幅23.8　奥行25.6　高5.2 石川県立美術館
47 蒔絵巌浪図硯箱 五十嵐派 江戸17世紀 幅22.8　奥行24.3　高5.2 個人蔵
48 蒔絵淀の槌車図硯箱 伝 清水九兵衛 江戸17世紀 幅22.6　奥行24.6　高4.6 石川県立美術館
49 重文 蒔絵和歌の浦図見台 伝 清水九兵衛 江戸17世紀 幅37.6　奥行26.0　高50.0 石川県立美術館
50 県文 蒔絵亀図鞍・鐙 伝 清水九兵衛 江戸17世紀 幅39.0　奥行40.0　高27.4 石川県立美術館
51 蒔絵波に千鳥図硯箱 伝 清水九兵衛 江戸17世紀 幅19.5　奥行22.0　高4.5 個人蔵

初代 大樋長左衛門
52 飴釉赤茶碗 初代 大樋長左衛門 江戸17世紀 口径9.5  底径5.8   高8.4 石川県立美術館
53 飴釉蟹五角香合 初代 大樋長左衛門 江戸17世紀 幅5.3     奥行4.9　 高4.9 石川県立美術館
54 飴釉獅子香炉 初代 大樋長左衛門 江戸17世紀 幅16.0　 奥行9.5　 高11.1 石川県立美術館
55 県文 飴釉烏香炉 初代 大樋長左衛門 江戸17世紀 幅42.8　 奥行16.0  高16.8 石川県立美術館

初代 宮崎寒雉
56 段々釜 初代 宮崎寒雉 江戸17～18世紀 口径10.3　胴径23.3　高20.2 石川県立美術館
57 福寿海尾垂釜 初代 宮崎寒雉 江戸17～18世紀 口径14.0　胴径28.3　高18.2 石川県立美術館
58 県文 葫蘆様釜  初代 宮崎寒雉 江戸17～18世紀 口径11.7　胴径26.5　高17.5 天徳院

加賀友禅
59 友禅宝船文のれん 江戸18世紀 縦150.1  横86.7 石川県立美術館
60 友禅鳳凰麒麟文羽織 江戸18世紀 幅130.3  高118.0 個人蔵
61 友禅亀上仙人図 江戸18世紀 縦95.5　 横30.9 石川県立美術館
62 友禅群鶴松竹図 江戸18世紀 縦93.0　 横35.5 石川県立美術館

加賀象嵌鐙
63 銀象嵌水車文鐙　銘加州住勝國作 勝國 天和元年(1681) 幅13.0　奥行30.0　高23.2 石川県立美術館
64 銀象嵌牡丹文鐙　銘加刕金沢住小市三良右衛門尉作 小市三良右衛門 江戸17世紀 幅12.7　奥行28.5　高24.2 石川県立美術館
65 銀象嵌花筏文鐙　銘金沢住永次作 小市永次 江戸18世紀 幅12.7　奥行28.5　高24.2 石川県立美術館
66 銀象嵌丁字散文鐙　銘加州金沢住氏政作 氏政 江戸18世紀 幅13.0　奥行26.5　高25.3 石川県立美術館
67 銀象嵌丸紋に紗綾形繋鐙　銘加州住氏賢作 勝木氏賢 江戸18世紀 幅13.2　奥行29.5　高24.0 石川県立美術館
68 銀真鍮象嵌唐獅子牡丹文鐙　銘加州住盛平作 盛平 江戸18世紀 幅13.2　奥行28.4　高25.1 石川県立美術館

初代 辻村兼若 元和7年（1621） 長69.1　反1.1 石川県立美術館

三代 辻村兼若 江戸17世紀 長72.0　反1.4 石川県立美術館

企画展「いしかわの工芸  歴史の厚み  ～加州刀と加賀の工芸～」
2020年9月12日（土）～10月18日（日）　主催：石川県立美術館


