
　新春テーマ展「めでたづくし」　新年を寿ぐ

名称 ふりがな 時代 作者

中諫鼓鳥左松旭右竹月図
なかかんこどりひだりしょうきょく
みぎちくげつず

江戸時代中期 狩野祐清英信

注連縄飾絵黒楽茶碗 しめなわかざりえくろらくちゃわん 江戸時代中期 京都

鶏鳴図蒔絵盃 けいめいずまきえさかずき 江戸時代後期 ―

宝船に扇祇園守紋蒔絵盃
たからぶねにおうぎぎおんまもりもん
まきえさかずき

江戸時代後期 ―

寿字蒔絵盃 じゅじまきえさかずき ― ―

七宝文十二支図蒔絵盃 しっぽうもんじゅうにしずまきえさかずき ― ―

羊図目貫　 ひつじずめぬき 江戸時代 短冊銘「英充」

黒羅紗地陣羽織 くろらしゃじじんばおり 江戸時代末期～明治時代 ―

金箔押桃形兜【復原】 きんぱくおしももなりかぶと 桃山～江戸時代 ―

唐児図 からこず 近代 狩野良信

旭鶴梅鶏図 きょくかくばいけいず 近代 ―

名称 ふりがな 時代 所用者

火縄銃　銘 墨縄 ひなわじゅう　めい　すみなわ 江戸時代初期 初代柳川藩主・立花宗茂

鉄皺革包月輪文最上胴具足
てつしぼかわつつみがちりんもん
もがみどうぐそく

桃山時代 初代柳川藩主・立花宗茂

黒漆塗骨牌鉄繋畳具足・櫃
くろうるしぬりかるたがねつなぎ
たたみぐそく・ひつ

江戸時代初期 ２代柳川藩主・立花忠茂

鉄錆地桜文亀甲鉄繋畳具足
てつさびじさくらもんきっこうがね
つなぎたたみぐそく

江戸時代初期 ３代柳川藩主・立花鑑虎

鉄錆地雲龍文打出二枚胴具足
てつさびじうんりゅうもんうちだし
にまいどうぐそく

江戸時代中期 ４代柳川藩主・立花鑑任

鉄錆地雲龍文打出縦矧両引合胴具足
てつさびじうんりゅうもんうちだし
たてはぎりょうひきあわせどうぐそく

江戸時代中期 ７代柳川藩主・立花鑑通

鉄黒漆塗本小札紺糸威胴丸具足
てつくろうるしぬりほんこざね
こんいとおどしどうまるぐそく

江戸時代後期 ９代柳川藩主・立花鑑賢

鉄黒漆塗萌黄糸素懸威最上胴具足
てつくろうるしぬりもえぎいと
すがけおどしもがみどうぐそく

江戸時代後期
(1859～1860)

12代柳川藩主・立花鑑寛

　新春テーマ展「めでたづくし」　愛
め

でたきもの

名称 ふりがな 時代 作者

竹取物語 たけとりものがたり ― ―

伊勢物語 いせものがたり ― ―

住吉物語 すみよしものがたり ― ―

修学寺八景 しゅうがくじはっけい ― ―

　新春テーマ展「めでたづくし」　鶴亀

染付松竹梅鶴亀碗　 そめつけしょうちくばいつるかめわん 江戸時代後期 ―

染付鶴唐草文煎茶碗 そめつけつるからくさもんせんちゃわん 近代 京都

鶴丸透鐔　 つるまるすかしつば 江戸時代 ―

瑞亀図笄　 ずいきずこうがい 江戸時代 ―

亀図蒔絵盃 かめずまきえさかずき 江戸時代末期～明治時代 ―

紺地花菱亀甲に桐飛雲文厚板
こんじはなびしきっこうにきりひうんもん
あついた

江戸時代後期 ―

立花家史料館　全展示作品リスト　2014.12.27～2015.4.12

　平常展示「歴代の武具甲冑～戦の時代～／～泰平の時代へ～」



　新春テーマ展「めでたづくし」　七福神－布袋と恵比寿－

名称 ふりがな 時代 作者

楽布袋香合　 らくほていこうごう 江戸時代中期 ―

梨地布袋図蒔絵香合 なしじほていずまきえこうごう 江戸時代後期 ―

布袋図目貫　 ほていずめぬき 江戸時代 ―

恵比寿釣図小柄　　 えびすつりずこづか 江戸時代初期 ―

恵比須図 えびすず 近代 島村菅尾

　新春テーマ展「めでたづくし」　龍虎

龍虎図屏風 りゅうこずびょうぶ 江戸時代 ―

雲龍図目貫　　 うんりゅうずめぬき 江戸時代 ―

猛虎図二所物（目貫・小柄）　 もうこずふたところもの　めぬき・こづか 江戸時代初期
小柄:後藤祐乘
目貫:後藤光昌

 新春テーマ展「めでたづくし」　松竹梅

山水図 しゅじふじにちょうもようふくさ 大正6年(1917)頃 松藤山風

松葉文薄茶器 まつばもんうすちゃき ― ―

染付松図香合 そめつけまつずこうごう 江戸時代 ―

竹図 もえぎじさくらかなぐどうじめ 江戸時代中期～後期 画・賛　皆川淇園

染付竹垣文鉢 そめつけたけがきもんはち 江戸時代末期～明治時代 ―

こぼれ梅図笄　 こぼれうめずこうがい 江戸時代中期
金象嵌銘 祐乘作
彫銘 光昌

梅に鶯図蒔絵盃 うめにうぐいすずまきえさかずき 江戸時代中期 古満巨柳

一行書「紅梅帯零香」 いちぎょうしょ　こうばいれいかをおびる 明治41年(1908) 12代柳川藩主立花鑑寛

 新春テーマ展「めでたづくし」　一富士二鷹三茄子

富岳図 ふがくず 近代 平野五岳

杜若文押絵懐中物入 かきつばたもんおしえかいちゅうものいれ 江戸時代末期～明治時代 ―

茄子透鐔 なすすかしつば 桃山時代 ―

旭鷹図 きょくおうず 江戸時代後期～明治時代 吉沢雪庵

　平常展示「姫さまの婚礼調度」

名称 ふりがな 時代 所用者

緋羅紗地挟箱掛 ひらしゃはさみばこかけ 江戸時代後期 12代藩主・鑑寛正室 純姫

唐草葵紋蒔絵挟箱 からくさあおいもんまきえはさみばこ 江戸時代後期 12代藩主・鑑寛正室 純姫

葵紋蒔絵長持 あおいもんまきえながもち 江戸時代中期 12代藩主・鑑寛正室 純姫

梅唐草祇園守紋蒔絵女乗物
うめからくさぎおんまもりもんまきえ
おんなのりもの

江戸時代後期 －

　平常展示「立花家の雛と雛調度／立花家伝来の人形」

名称 ふりがな 時代 作者

有職雛 ゆうそくびな 江戸時代後期 －

牡丹唐草蒔絵雛調度 ぼたんからくさまきえひなちょうど 江戸時代後期 江戸七澤屋製

芥子雛段飾り けしびなだんかざり 江戸時代後期 江戸七澤屋製

賀茂人形 かもにんぎょう 江戸時代後期 －

賀茂人形 起き上がり／裸坊 かもにんぎょう　おきあがり／はだかぼう 江戸時代後期 －

賀茂人形｢七福神｣・起き上がり かもにんぎょう しちふくじん おきあがり 江戸時代後期 －

御所人形 ごしょにんぎょう 江戸時代中期～後期 －

御所人形 ごしょにんぎょう 江戸時代後期～明治時代 －

裸嵯峨人形 はだかさがにんぎょう 江戸時代中期 －

雛調度 ひなちょうど 江戸時代中期 －


