
No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm ） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

46 太刀 銘 安綱 76.2 伯耆 平安時代末期 個人蔵

47 太刀 銘 包平 日向国飫肥藩伊東家 80.9 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

48 太刀 銘 包平 出羽国久保田藩佐竹家 78.7 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

49 太刀 銘 吉包 71.3 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

50 太刀 銘 成高 70.0 備前 平安時代末期 個人蔵

51 太刀 銘 行秀 徳川将軍家 71.8 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

52 太刀 銘 助守 69.5 備前 鎌倉時代初期 個人蔵

53 太刀 銘 重久（古一文字） 69.5 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

54 太刀 銘 則成（古一文字） 71.05 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

55 太刀 銘 信包（一文字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金梨子地葵紋金金貝鞘糸巻太刀拵 70.55 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

56 太刀 銘 吉房 伊予国西条藩松平家 71.3 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

57 太刀 （銘不明） 一文字 70.5 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

58
太刀 銘 一（吉岡一文字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（附）文化拾参年本阿弥光一折紙　　　　　　　　
（附）古鞘

尾張徳川家 76.65 備前 鎌倉時代後期 個人蔵

59 太刀 銘 光忠 出羽国久保田藩佐竹家 74.75 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

60 太刀 銘 長光 安芸国広島藩浅野家 76.8 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

61 太刀 銘 長光 72.95 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

62 短刀 銘 備州長船住景光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正慶元年十月日 29.2 備前 鎌倉時代末期

（1332年） 個人蔵

63 小太刀 銘 真長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
裏に四つ目菱紋の毛彫がある 51.2 備前 鎌倉時代後期 個人蔵

64 太刀 銘 備前国長船住近景
（附）古鞘 徳川将軍家 75.8 備前 鎌倉時代末期 個人蔵

65 太刀 銘 備前国長船住近景　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）黒蠟色鞘揚羽蝶文金具打刀拵 尾張徳川家家老大道寺家 74.3 備前 鎌倉時代末期 個人蔵

66 太刀 銘 国宗（備前） 77.0 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

67 短刀 銘 守家 土佐国土佐藩山内家 25.9 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

68 刀 （折返銘） 雲生 69.1 備前 鎌倉時代後期 刀剣博物館

69 短刀 銘 備州長船兼光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文五年十月日 薩摩国大島津家 29.2 備前 南北朝時代

（1360年） 個人蔵

70 短刀 銘 備［州］長船兼光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文□年二月日 松平頼平子爵家 29.0 備前 南北朝時代 個人蔵

71 太刀 銘 備州長船倫光 73.2 備前 南北朝時代 個人蔵

特別重要刀剣等指定制度五十周年記念

日本刀　珠玉の名品展
会期：令和3年9月25日（土）～12月22日（水）

第1期： 9月25日（土）～10月24日（日）
第2期：10月26日（火）～11月21日（日）
第3期：11月23日（火）～12月22日（水）

刀剣
No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm ） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 太刀 銘 吉家 大島津家→
薩摩藩加治木島津家 70.6 山城 平安時代末期 個人蔵

2 太刀 銘 国綱（粟田口） 67.3 山城 鎌倉時代前期 個人蔵

3 太刀 銘 国吉（粟田口） 75.5 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

4 刀 無銘 粟田口国吉 肥後細川家旧蔵 71.3 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

5 刀 無銘 粟田口国吉 67.1 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

6
短刀 銘 国吉（粟田口）

（附）銀金具朱塗海老鞘合口腰刀拵
　　　小柄・笄　銘　大森秀知（花押）

29.0 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

7 打刀 銘 吉光 尾張徳川家家老成瀬家 58.2 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

8 短刀 銘 吉光（名物鍋島藤四郎）　
（附）古鞘 徳川将軍家 23.2 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

9 短刀 銘 吉光　 安芸国広島藩浅野家 21.8 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

10 太刀 銘 定利 日向国佐土原藩島津家 70.1 山城 鎌倉時代前期 秋水美術館

11 太刀 銘 国行（来） 76.75 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

12 太刀 銘 国俊 69.8 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

13 太刀 無銘 二字国俊 73.45 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

14
太刀 銘 来国俊

（附）貞享元年本阿弥光常折紙
（附）黒蠟色鞘打刀拵

板倉家 74.7 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

15 太刀 銘 来国俊 元内閣総理大臣：
山本権兵衛旧蔵 74.0 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

16 刀 （折返銘） 来国俊
（附）明暦元年本阿弥光温折紙　　　　　　　　　　　 76.2 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

17 短刀 銘 来国俊 27.7 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

18 太刀 銘 来国次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74.1 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

19 脇指 銘 来国長 伊予国松山藩久松家 33.2 山城 南北朝時代 個人蔵

20 脇指 銘 信国（初代） 31.85 山城 南北朝時代 個人蔵

21 刀 無銘 長谷部 71.9 山城 南北朝時代 個人蔵

刀装具
No. 作品名 銘文等 伝来 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 龍図三所物 小柄・笄　銘　紋祐乗　光侶（花押）
目貫　無銘　祐乗 室町時代中期 個人蔵

2 倶利伽羅龍図三所物 小柄・笄　銘　後藤顕乗（花押）　
目貫　無銘　顕乗 江戸時代前期 個人蔵

3 塔山水図鐔 銘 山城国伏見住
金家 筑前国福岡藩黒田家 桃山時代 個人蔵

4 愛宕飛脚図鐔 銘 山城国伏見住
金家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 桃山時代 個人蔵

5 近江八景図鐔 銘 武州住　奈良安親作
八景同作
参考出品：（附）縁頭　銘　安親腰元同作

江戸時代中期 個人蔵

6 寿老人図鐔 銘 安親 江戸時代中期 個人蔵

7 芦葉達磨図小柄 銘 安親 江戸時代中期 個人蔵

8 松樹尾長鳥図大小鐔・縁頭 大小鐔　銘　寿岳斎石黒政美（花押）　　
大小縁頭　銘　石黒政美（花押） 江戸時代後期 個人蔵

9 花鳥図揃金具 小柄・笄・縁頭　銘　石黒政美（花押）　　
目貫　割金短冊銘　石黒・政美（花押）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期 個人蔵

10 恵比寿大黒留守模様図鐔 銘 武陽散人歓笙堂如竹　　　　　　　
（金角印・仲矩） 江戸時代後期 個人蔵

11 四君子図大小鐔
大　銘　依法橋一乗図造
　　　　門人船田一琴義長（花押）　
小　銘　皇都住橋本一至（花押）
　　　　後藤一乗下画

江戸時代末期 個人蔵

※都合により展示品が変更する場合がございますので、ご了承ください。
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アクセス《電車・バスをご利用の場合》
●JR総武線「両国駅」西口 徒歩5分
● 都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出口 徒歩5分
● 都営バス・墨田区内循環バス「旧安田庭園・同愛記念病院」 徒歩1分
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No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

22 脇指 銘 長谷部国信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貞治二年□月日 38.0 山城 南北朝時代 

（1363年） 個人蔵

23 短刀 銘
倭　藤原吉光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正中二年二月十三日　　　　　　　　　　　　　　　　
南無八幡大菩薩

水戸徳川家→黒田清隆旧蔵 24.2 大和 鎌倉時代末期 
（1325年） 個人蔵

24 太刀 銘 延吉（龍門） 堀子爵家→犬養木堂旧蔵 68.8 大和 鎌倉時代後期 秋水美術館

25 刀 無銘 当麻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（金象嵌）恐 69.5 大和 鎌倉時代末期 刀剣博物館

26 太刀 銘 包永 68.7 大和 鎌倉時代後期 個人蔵

27 刀 （金象嵌銘） 尻懸則長磨上之　本阿（花押）（光室） 70.4 大和 鎌倉時代末期 刀剣博物館

28 太刀 銘 藤原貞興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金梨子地菊桐紋蒔絵鞘糸巻太刀拵 66.6 大和 鎌倉時代末期 個人蔵

29 太刀 銘 嘉元二二年五月日　中原国宗 出羽国久保田藩佐竹家 76.1 三河 鎌倉時代末期 
（1306年） 秋水美術館

30 太刀 銘 嘉元二二年五月日　中原国宗 70.3 三河 鎌倉時代末期 
（1306年） 個人蔵

31 太刀 銘 国光（新藤五） 73.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

32 太刀 銘 国光（新藤五） 70.5 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

33 短刀 銘 国光（新藤五） 24.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

34 刀 無銘 行光 肥前国鍋島家 69.6 相模 鎌倉時代末期 刀剣博物館

35 脇指 （朱銘） 行光（名物大島行光）　　　　　　　　　　　　　　　
［本］［阿］（花押）（光室）　　　　　　　　　　　　　　　
（附）宝永元年本阿弥光忠折紙

『享保名物帳』編纂時
近江国水口藩主
加藤和泉守嘉矩指料

33.3 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

36 短刀 無銘 行光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）元禄拾五年本阿弥光忠折紙 29.2 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

37 刀 無銘 伝正宗 69.5 相模 鎌倉時代末期乃至 
南北朝時代初期 個人蔵

38 刀 無銘 正宗（名物大垣正宗）
参考出品：（附）黒石目地塗鞘打刀拵 出羽国米沢藩上杉家 63.9 相模 鎌倉時代末期乃至 

南北朝時代初期 個人蔵

39
短刀 （朱銘）［正］［宗］（名物芦屋正宗）　　　　　　　　　　　　　

［本］［阿］［（花押）］（光常）
（附）古鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金沃懸地葵紋散鞘合口短刀拵

薩摩国大島津家 27.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

40 刀 （朱書不明） 伝貞宗 68.7 相模 鎌倉時代末期乃至 
南北朝時代 個人蔵

41 脇指 銘 相模国住人広光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
文和五年二月日 34.3 相模 南北朝時代 

（1356年） 個人蔵

42
太刀 銘 則重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（朱書）不明 
（附）古鞘

徳川将軍家→
大和国郡山藩柳沢家 72.2 越中 鎌倉時代末期 個人蔵

43 刀 無銘 則重 69.9 越中 鎌倉時代末期 佐野美術館

44 刀 無銘 江（名物中川江）
織田信長家臣：中川八郎右衛門→
徳川将軍家→越前松平家→
尾張徳川家→徳川将軍家

67.2 越中 鎌倉時代末期乃至
南北朝時代初期

株式会社
ブレストシーブ

45 脇指 銘 越州住国行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貞治二二年十月日 32.9 越前 南北朝時代 

（1365年） 個人蔵

No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

72 太刀 銘 備州長船住元重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建武元年九月日 77.3 備前 南北朝時代 

（1334年） 個人蔵

73 太刀 銘 備州□□住□重（元重）　　　　　　　　　　　　　　
［         ］年□月日 94.45 備前 鎌倉時代末期乃至 

南北朝時代
株式会社

ブレストシーブ

74 薙刀直し
太刀 銘 備前国長船住長義 75.1 備前 南北朝時代 個人蔵

75 刀 （金象嵌銘） 長義 70.4 備前 南北朝時代 個人蔵

76 短刀 銘 備州長船長義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
応安六年八月日 筑前国福岡藩黒田家 23.4 備前 南北朝時代 

（1373年） 個人蔵

77 刀 銘 備州長船住盛景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永和元年十月日 63.2 備前 南北朝時代 

（1375年） 秋水美術館

78 刀 銘 備前国住長船与三左衛門尉祐定　　　　　　　　
大永三年二月吉日 阿波国徳島藩蜂須賀家 64.6 備前 室町時代後期 

（1523年） 個人蔵

79 太刀 銘 康次（古青江） 筑前国福岡藩黒田家 82.1 備中 鎌倉時代初期 個人蔵

80 太刀 銘 ［弘］次（古青江） 72.0 備中 鎌倉時代前期 個人蔵

81 刀 （金象嵌銘）
備中国万寿住吉次　元和五年八月日磨上之 
二ツ胴土段五寸斬之　中川左平太（花押）
主鍋嶋紀伊守

肥前国小城藩鍋島家 76.1 備中 鎌倉時代末期 個人蔵

82 太刀 銘 備中国住次直作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文六年六月日 69.4 備中 南北朝時代 

（1361年） 個人蔵

83 短刀 銘 備中国住次直作（御家名物大青江）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文五年二月日 加賀国金沢藩前田家 28.6 備中 南北朝時代 

（1360年） 個人蔵

84 太刀 銘 筑州（以下切）（伝左文字） 75.8 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

85 刀 無銘 伝左文字 
（附）古鞘 徳川将軍家→尾張徳川家 69.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

86 短刀 銘 左　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
筑州住 24.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

87 短刀 銘 左 24.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

88 短刀 銘 左安吉 熊本藩士（儒学者）：
元田永孚旧蔵 19.9 筑前 南北朝時代 個人蔵

89 脇指 銘 主長政　吉貞作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正平十三年九月日　　　 37.3 筑前 南北朝時代 

（1358年） 個人蔵

90 太刀 銘 国村 87.8 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

91 太刀 銘 国時 68.4 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

92 短刀 銘 国時 28.65 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

93 太刀 銘 豊後国行平作 75.8 豊後 鎌倉時代初期 個人蔵

94 脇指 銘 国広 38.2 山城 桃山時代 個人蔵

95 刀 銘 伊賀守藤原金道 土佐藩士：谷干城旧蔵 70.2 山城 桃山時代 個人蔵

96 刀 銘 丹波守吉道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
為内藤九郎右衛門代々 77.9 山城 桃山時代 個人蔵

97 刀 銘 越中守正俊 70.7 山城 桃山時代 個人蔵

No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

98 脇指 銘 越中守正俊 43.2 山城 桃山時代 個人蔵

99 刀 銘 井上真改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（菊紋）延宝二年八月日 71.0 摂津 江戸時代前期 

（1674年） 個人蔵

100 刀 銘 摂州住藤原助広 76.8 摂津 江戸時代初期 個人蔵

101 刀 銘 津田越前守助広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寛文十二年八月日 75.7 摂津 江戸時代前期 

（1672年） 個人蔵

102 刀 銘
津田越前守助広
延宝三年二月日
井上真改
延宝三年二月日

大坂城代青山家 72.6 摂津 江戸時代前期 
（1675年）

一般財団法人
刀剣ワールド財団

103 刀 銘　 多々良氏長幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
於摂津国作之 土佐藩士：谷干城旧蔵 62.2 摂津 江戸時代中期 個人蔵

104 短刀 銘 繁慶 29.6 武蔵 桃山時代 個人蔵

105 刀 銘 以南蛮鉄於武州江戸越前康継 78.8 武蔵 桃山時代 個人蔵

106 脇指 銘 越前国康継　本多飛騨守所持内
志し貞宗のうつしなんはんかね　　　　　　　　　

（附）腰笛巻塗、下黒蠟色鞘脇指拵
37.2 武蔵 桃山時代 個人蔵

107 刀 銘 長曽祢興里入道乕徹 肥前国鍋島家 73.8 武蔵 江戸時代前期 個人蔵

108
脇指 銘 同作彫之　長曽祢 里　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　貳ツ胴截断 山野加右衛門永久（花押） 
（金象嵌）三ツ胴截断 胴一者数度 此劔号一二三      　　 
　　　　山野勘十郎永成（花押）

44.2 武蔵 江戸時代前期 個人蔵

109 刀 銘
出羽国住人大慶庄司直胤（花押） 
彫よしたね 
野も山も照さぬ月はなけれども 
海にやふかく陰やどるらん

72.7 武蔵 江戸時代末期 個人蔵

110 大小 銘 源清麿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉永元年八月日

大：68.4 
小：48.2 武蔵 江戸時代末期 

（1848年） 個人蔵

111 脇指 銘 本大和住人駿府住後紀州於和歌山九郎三郎重国作之
元和八年戌六月吉日　都筑藤一指之 39.3 紀伊 江戸時代初期 

（1622年） 個人蔵

112 刀 銘 肥前国忠吉 74.3 肥前 桃山時代 個人蔵

113 刀 銘 （一葉葵紋）宮原主水正藤原朝臣正清
享保九年二月

薩摩藩主島津継豊→
近衛左大臣家久 77.1 薩摩 江戸時代中期 

（1724年） 個人蔵

114 刀 銘 （一葉葵紋）玉置主馬首藤原朝臣一平安代
享保九年於薩刕給黎郡作之

薩摩藩主島津継豊→
近衛左大臣家久 75.35 薩摩 江戸時代中期 

（1724年） 個人蔵

刀装
No. 作品名 　　　　 伝来 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 金梨子地葵紋散金銀蒔絵鞘糸巻太刀拵 江戸時代初期 個人蔵

2 金梨子地五三桐紋散蒔絵鞘糸巻太刀拵 御三卿：田安徳川家 江戸時代初期 個人蔵

3 蝶鮫青漆塗鞘大小拵
大の小柄・笄　銘　程乗（花押） 
大小鐔　銘　後藤光晃（花押） 
大小縁頭　銘　野村正芳（花押）

御三卿：一橋徳川家 江戸時代後期 個人蔵

4 黒石目地塗小刻鞘大小拵
（宮田信清一作金具）

大小小柄・大小割笄・大小縁　銘　宮田信清（花押） 
（附）黒蠟色大小替鞘 
（附）黒石目地塗小刻切鐺小さ刀替鞘

江戸時代末期 個人蔵

5 桐紋螺鈿合口腰刀拵 豊臣秀吉所用→
大和国郡山藩柳沢家伝来 桃山時代 個人蔵
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No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm ） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

46 太刀 銘 安綱 76.2 伯耆 平安時代末期 個人蔵

47 太刀 銘 包平 日向国飫肥藩伊東家 80.9 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

48 太刀 銘 包平 出羽国久保田藩佐竹家 78.7 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

49 太刀 銘 吉包 71.3 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

50 太刀 銘 成高 70.0 備前 平安時代末期 個人蔵

51 太刀 銘 行秀 徳川将軍家 71.8 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

52 太刀 銘 助守 69.5 備前 鎌倉時代初期 個人蔵

53 太刀 銘 重久（古一文字） 69.5 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

54 太刀 銘 則成（古一文字） 71.05 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

55 太刀 銘 信包（一文字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金梨子地葵紋金金貝鞘糸巻太刀拵 70.55 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

56 太刀 銘 吉房 伊予国西条藩松平家 71.3 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

57 太刀 （銘不明） 一文字 70.5 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

58
太刀 銘 一（吉岡一文字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（附）文化拾参年本阿弥光一折紙　　　　　　　　
（附）古鞘

尾張徳川家 76.65 備前 鎌倉時代後期 個人蔵

59 太刀 銘 光忠 出羽国久保田藩佐竹家 74.75 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

60 太刀 銘 長光 安芸国広島藩浅野家 76.8 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

61 太刀 銘 長光 72.95 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

62 短刀 銘 備州長船住景光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正慶元年十月日 29.2 備前 鎌倉時代末期

（1332年） 個人蔵

63 小太刀 銘 真長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
裏に四つ目菱紋の毛彫がある 51.2 備前 鎌倉時代後期 個人蔵

64 太刀 銘 備前国長船住近景
（附）古鞘 徳川将軍家 75.8 備前 鎌倉時代末期 個人蔵

65 太刀 銘 備前国長船住近景　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）黒蠟色鞘揚羽蝶文金具打刀拵 尾張徳川家家老大道寺家 74.3 備前 鎌倉時代末期 個人蔵

66 太刀 銘 国宗（備前） 77.0 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

67 短刀 銘 守家 土佐国土佐藩山内家 25.9 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

68 刀 （折返銘） 雲生 69.1 備前 鎌倉時代後期 刀剣博物館

69 短刀 銘 備州長船兼光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文五年十月日 薩摩国大島津家 29.2 備前 南北朝時代

（1360年） 個人蔵

70 短刀 銘 備［州］長船兼光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文□年二月日 松平頼平子爵家 29.0 備前 南北朝時代 個人蔵

71 太刀 銘 備州長船倫光 73.2 備前 南北朝時代 個人蔵

特別重要刀剣等指定制度五十周年記念

日本刀　珠玉の名品展
会期：令和3年9月25日（土）～12月22日（水）

第1期： 9月25日（土）～10月24日（日）
第2期：10月26日（火）～11月21日（日）
第3期：11月23日（火）～12月22日（水）

刀剣
No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm ） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 太刀 銘 吉家 大島津家→
薩摩藩加治木島津家 70.6 山城 平安時代末期 個人蔵

2 太刀 銘 国綱（粟田口） 67.3 山城 鎌倉時代前期 個人蔵

3 太刀 銘 国吉（粟田口） 75.5 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

4 刀 無銘 粟田口国吉 肥後細川家旧蔵 71.3 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

5 刀 無銘 粟田口国吉 67.1 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

6
短刀 銘 国吉（粟田口）

（附）銀金具朱塗海老鞘合口腰刀拵
　　　小柄・笄　銘　大森秀知（花押）

29.0 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

7 打刀 銘 吉光 尾張徳川家家老成瀬家 58.2 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

8 短刀 銘 吉光（名物鍋島藤四郎）　
（附）古鞘 徳川将軍家 23.2 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

9 短刀 銘 吉光　 安芸国広島藩浅野家 21.8 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

10 太刀 銘 定利 日向国佐土原藩島津家 70.1 山城 鎌倉時代前期 秋水美術館

11 太刀 銘 国行（来） 76.75 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

12 太刀 銘 国俊 69.8 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

13 太刀 無銘 二字国俊 73.45 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

14
太刀 銘 来国俊

（附）貞享元年本阿弥光常折紙
（附）黒蠟色鞘打刀拵

板倉家 74.7 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

15 太刀 銘 来国俊 元内閣総理大臣：
山本権兵衛旧蔵 74.0 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

16 刀 （折返銘） 来国俊
（附）明暦元年本阿弥光温折紙　　　　　　　　　　　 76.2 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

17 短刀 銘 来国俊 27.7 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

18 太刀 銘 来国次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74.1 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

19 脇指 銘 来国長 伊予国松山藩久松家 33.2 山城 南北朝時代 個人蔵

20 脇指 銘 信国（初代） 31.85 山城 南北朝時代 個人蔵

21 刀 無銘 長谷部 71.9 山城 南北朝時代 個人蔵

刀装具
No. 作品名 銘文等 伝来 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 龍図三所物 小柄・笄　銘　紋祐乗　光侶（花押）
目貫　無銘　祐乗 室町時代中期 個人蔵

2 倶利伽羅龍図三所物 小柄・笄　銘　後藤顕乗（花押）　
目貫　無銘　顕乗 江戸時代前期 個人蔵

3 塔山水図鐔 銘 山城国伏見住
金家 筑前国福岡藩黒田家 桃山時代 個人蔵

4 愛宕飛脚図鐔 銘 山城国伏見住
金家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 桃山時代 個人蔵

5 近江八景図鐔 銘 武州住　奈良安親作
八景同作
参考出品：（附）縁頭　銘　安親腰元同作

江戸時代中期 個人蔵

6 寿老人図鐔 銘 安親 江戸時代中期 個人蔵

7 芦葉達磨図小柄 銘 安親 江戸時代中期 個人蔵

8 松樹尾長鳥図大小鐔・縁頭 大小鐔　銘　寿岳斎石黒政美（花押）　　
大小縁頭　銘　石黒政美（花押） 江戸時代後期 個人蔵

9 花鳥図揃金具 小柄・笄・縁頭　銘　石黒政美（花押）　　
目貫　割金短冊銘　石黒・政美（花押）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期 個人蔵

10 恵比寿大黒留守模様図鐔 銘 武陽散人歓笙堂如竹　　　　　　　
（金角印・仲矩） 江戸時代後期 個人蔵

11 四君子図大小鐔
大　銘　依法橋一乗図造
　　　　門人船田一琴義長（花押）　
小　銘　皇都住橋本一至（花押）
　　　　後藤一乗下画

江戸時代末期 個人蔵

※都合により展示品が変更する場合がございますので、ご了承ください。
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アクセス《電車・バスをご利用の場合》
●JR総武線「両国駅」西口 徒歩5分
● 都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出口 徒歩5分
● 都営バス・墨田区内循環バス「旧安田庭園・同愛記念病院」 徒歩1分

- 3 -

〒130-0015　東京都墨田区横網1-12-9　TEL 03-6284-1000　
https://www.touken.or.jp



No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

22 脇指 銘 長谷部国信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貞治二年□月日 38.0 山城 南北朝時代 

（1363年） 個人蔵

23 短刀 銘
倭　藤原吉光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正中二年二月十三日　　　　　　　　　　　　　　　　
南無八幡大菩薩

水戸徳川家→黒田清隆旧蔵 24.2 大和 鎌倉時代末期 
（1325年） 個人蔵

24 太刀 銘 延吉（龍門） 堀子爵家→犬養木堂旧蔵 68.8 大和 鎌倉時代後期 秋水美術館

25 刀 無銘 当麻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（金象嵌）恐 69.5 大和 鎌倉時代末期 刀剣博物館

26 太刀 銘 包永 68.7 大和 鎌倉時代後期 個人蔵

27 刀 （金象嵌銘） 尻懸則長磨上之　本阿（花押）（光室） 70.4 大和 鎌倉時代末期 刀剣博物館

28 太刀 銘 藤原貞興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金梨子地菊桐紋蒔絵鞘糸巻太刀拵 66.6 大和 鎌倉時代末期 個人蔵

29 太刀 銘 嘉元二二年五月日　中原国宗 出羽国久保田藩佐竹家 76.1 三河 鎌倉時代末期 
（1306年） 秋水美術館

30 太刀 銘 嘉元二二年五月日　中原国宗 70.3 三河 鎌倉時代末期 
（1306年） 個人蔵

31 太刀 銘 国光（新藤五） 73.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

32 太刀 銘 国光（新藤五） 70.5 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

33 短刀 銘 国光（新藤五） 24.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

34 刀 無銘 行光 肥前国鍋島家 69.6 相模 鎌倉時代末期 刀剣博物館

35 脇指 （朱銘） 行光（名物大島行光）　　　　　　　　　　　　　　　
［本］［阿］（花押）（光室）　　　　　　　　　　　　　　　
（附）宝永元年本阿弥光忠折紙

『享保名物帳』編纂時
近江国水口藩主
加藤和泉守嘉矩指料

33.3 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

36 短刀 無銘 行光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）元禄拾五年本阿弥光忠折紙 29.2 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

37 刀 無銘 伝正宗 69.5 相模 鎌倉時代末期乃至 
南北朝時代初期 個人蔵

38 刀 無銘 正宗（名物大垣正宗）
参考出品：（附）黒石目地塗鞘打刀拵 出羽国米沢藩上杉家 63.9 相模 鎌倉時代末期乃至 

南北朝時代初期 個人蔵

39
短刀 （朱銘）［正］［宗］（名物芦屋正宗）　　　　　　　　　　　　　

［本］［阿］［（花押）］（光常）
（附）古鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金沃懸地葵紋散鞘合口短刀拵

薩摩国大島津家 27.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

40 刀 （朱書不明） 伝貞宗 68.7 相模 鎌倉時代末期乃至 
南北朝時代 個人蔵

41 脇指 銘 相模国住人広光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
文和五年二月日 34.3 相模 南北朝時代 

（1356年） 個人蔵

42
太刀 銘 則重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（朱書）不明 
（附）古鞘

徳川将軍家→
大和国郡山藩柳沢家 72.2 越中 鎌倉時代末期 個人蔵

43 刀 無銘 則重 69.9 越中 鎌倉時代末期 佐野美術館

44 刀 無銘 江（名物中川江）
織田信長家臣：中川八郎右衛門→
徳川将軍家→越前松平家→
尾張徳川家→徳川将軍家

67.2 越中 鎌倉時代末期乃至
南北朝時代初期

株式会社
ブレストシーブ

45 脇指 銘 越州住国行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貞治二二年十月日 32.9 越前 南北朝時代 

（1365年） 個人蔵

No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

72 太刀 銘 備州長船住元重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建武元年九月日 77.3 備前 南北朝時代 

（1334年） 個人蔵

73 太刀 銘 備州□□住□重（元重）　　　　　　　　　　　　　　
［         ］年□月日 94.45 備前 鎌倉時代末期乃至 

南北朝時代
株式会社

ブレストシーブ

74 薙刀直し
太刀 銘 備前国長船住長義 75.1 備前 南北朝時代 個人蔵

75 刀 （金象嵌銘） 長義 70.4 備前 南北朝時代 個人蔵

76 短刀 銘 備州長船長義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
応安六年八月日 筑前国福岡藩黒田家 23.4 備前 南北朝時代 

（1373年） 個人蔵

77 刀 銘 備州長船住盛景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永和元年十月日 63.2 備前 南北朝時代 

（1375年） 秋水美術館

78 刀 銘 備前国住長船与三左衛門尉祐定　　　　　　　　
大永三年二月吉日 阿波国徳島藩蜂須賀家 64.6 備前 室町時代後期 

（1523年） 個人蔵

79 太刀 銘 康次（古青江） 筑前国福岡藩黒田家 82.1 備中 鎌倉時代初期 個人蔵

80 太刀 銘 ［弘］次（古青江） 72.0 備中 鎌倉時代前期 個人蔵

81 刀 （金象嵌銘）
備中国万寿住吉次　元和五年八月日磨上之 
二ツ胴土段五寸斬之　中川左平太（花押）
主鍋嶋紀伊守

肥前国小城藩鍋島家 76.1 備中 鎌倉時代末期 個人蔵

82 太刀 銘 備中国住次直作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文六年六月日 69.4 備中 南北朝時代 

（1361年） 個人蔵

83 短刀 銘 備中国住次直作（御家名物大青江）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文五年二月日 加賀国金沢藩前田家 28.6 備中 南北朝時代 

（1360年） 個人蔵

84 太刀 銘 筑州（以下切）（伝左文字） 75.8 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

85 刀 無銘 伝左文字 
（附）古鞘 徳川将軍家→尾張徳川家 69.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

86 短刀 銘 左　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
筑州住 24.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

87 短刀 銘 左 24.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

88 短刀 銘 左安吉 熊本藩士（儒学者）：
元田永孚旧蔵 19.9 筑前 南北朝時代 個人蔵

89 脇指 銘 主長政　吉貞作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正平十三年九月日　　　 37.3 筑前 南北朝時代 

（1358年） 個人蔵

90 太刀 銘 国村 87.8 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

91 太刀 銘 国時 68.4 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

92 短刀 銘 国時 28.65 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

93 太刀 銘 豊後国行平作 75.8 豊後 鎌倉時代初期 個人蔵

94 脇指 銘 国広 38.2 山城 桃山時代 個人蔵

95 刀 銘 伊賀守藤原金道 土佐藩士：谷干城旧蔵 70.2 山城 桃山時代 個人蔵

96 刀 銘 丹波守吉道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
為内藤九郎右衛門代々 77.9 山城 桃山時代 個人蔵

97 刀 銘 越中守正俊 70.7 山城 桃山時代 個人蔵

No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

98 脇指 銘 越中守正俊 43.2 山城 桃山時代 個人蔵

99 刀 銘 井上真改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（菊紋）延宝二年八月日 71.0 摂津 江戸時代前期 

（1674年） 個人蔵

100 刀 銘 摂州住藤原助広 76.8 摂津 江戸時代初期 個人蔵

101 刀 銘 津田越前守助広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寛文十二年八月日 75.7 摂津 江戸時代前期 

（1672年） 個人蔵

102 刀 銘
津田越前守助広
延宝三年二月日
井上真改
延宝三年二月日

大坂城代青山家 72.6 摂津 江戸時代前期 
（1675年）

一般財団法人
刀剣ワールド財団

103 刀 銘　 多々良氏長幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
於摂津国作之 土佐藩士：谷干城旧蔵 62.2 摂津 江戸時代中期 個人蔵

104 短刀 銘 繁慶 29.6 武蔵 桃山時代 個人蔵

105 刀 銘 以南蛮鉄於武州江戸越前康継 78.8 武蔵 桃山時代 個人蔵

106 脇指 銘 越前国康継　本多飛騨守所持内
志し貞宗のうつしなんはんかね　　　　　　　　　

（附）腰笛巻塗、下黒蠟色鞘脇指拵
37.2 武蔵 桃山時代 個人蔵

107 刀 銘 長曽祢興里入道乕徹 肥前国鍋島家 73.8 武蔵 江戸時代前期 個人蔵

108
脇指 銘 同作彫之　長曽祢 里　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　貳ツ胴截断 山野加右衛門永久（花押） 
（金象嵌）三ツ胴截断 胴一者数度 此劔号一二三      　　 
　　　　山野勘十郎永成（花押）

44.2 武蔵 江戸時代前期 個人蔵

109 刀 銘
出羽国住人大慶庄司直胤（花押） 
彫よしたね 
野も山も照さぬ月はなけれども 
海にやふかく陰やどるらん

72.7 武蔵 江戸時代末期 個人蔵

110 大小 銘 源清麿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉永元年八月日

大：68.4 
小：48.2 武蔵 江戸時代末期 

（1848年） 個人蔵

111 脇指 銘 本大和住人駿府住後紀州於和歌山九郎三郎重国作之
元和八年戌六月吉日　都筑藤一指之 39.3 紀伊 江戸時代初期 

（1622年） 個人蔵

112 刀 銘 肥前国忠吉 74.3 肥前 桃山時代 個人蔵

113 刀 銘 （一葉葵紋）宮原主水正藤原朝臣正清
享保九年二月

薩摩藩主島津継豊→
近衛左大臣家久 77.1 薩摩 江戸時代中期 

（1724年） 個人蔵

114 刀 銘 （一葉葵紋）玉置主馬首藤原朝臣一平安代
享保九年於薩刕給黎郡作之

薩摩藩主島津継豊→
近衛左大臣家久 75.35 薩摩 江戸時代中期 

（1724年） 個人蔵

刀装
No. 作品名 　　　　 伝来 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 金梨子地葵紋散金銀蒔絵鞘糸巻太刀拵 江戸時代初期 個人蔵

2 金梨子地五三桐紋散蒔絵鞘糸巻太刀拵 御三卿：田安徳川家 江戸時代初期 個人蔵

3 蝶鮫青漆塗鞘大小拵
大の小柄・笄　銘　程乗（花押） 
大小鐔　銘　後藤光晃（花押） 
大小縁頭　銘　野村正芳（花押）

御三卿：一橋徳川家 江戸時代後期 個人蔵

4 黒石目地塗小刻鞘大小拵
（宮田信清一作金具）

大小小柄・大小割笄・大小縁　銘　宮田信清（花押） 
（附）黒蠟色大小替鞘 
（附）黒石目地塗小刻切鐺小さ刀替鞘

江戸時代末期 個人蔵

5 桐紋螺鈿合口腰刀拵 豊臣秀吉所用→
大和国郡山藩柳沢家伝来 桃山時代 個人蔵

- 2 - - 5 - - 4 -



No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

22 脇指 銘 長谷部国信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貞治二年□月日 38.0 山城 南北朝時代 

（1363年） 個人蔵

23 短刀 銘
倭　藤原吉光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正中二年二月十三日　　　　　　　　　　　　　　　　
南無八幡大菩薩

水戸徳川家→黒田清隆旧蔵 24.2 大和 鎌倉時代末期 
（1325年） 個人蔵

24 太刀 銘 延吉（龍門） 堀子爵家→犬養木堂旧蔵 68.8 大和 鎌倉時代後期 秋水美術館

25 刀 無銘 当麻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（金象嵌）恐 69.5 大和 鎌倉時代末期 刀剣博物館

26 太刀 銘 包永 68.7 大和 鎌倉時代後期 個人蔵

27 刀 （金象嵌銘） 尻懸則長磨上之　本阿（花押）（光室） 70.4 大和 鎌倉時代末期 刀剣博物館

28 太刀 銘 藤原貞興　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金梨子地菊桐紋蒔絵鞘糸巻太刀拵 66.6 大和 鎌倉時代末期 個人蔵

29 太刀 銘 嘉元二二年五月日　中原国宗 出羽国久保田藩佐竹家 76.1 三河 鎌倉時代末期 
（1306年） 秋水美術館

30 太刀 銘 嘉元二二年五月日　中原国宗 70.3 三河 鎌倉時代末期 
（1306年） 個人蔵

31 太刀 銘 国光（新藤五） 73.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

32 太刀 銘 国光（新藤五） 70.5 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

33 短刀 銘 国光（新藤五） 24.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

34 刀 無銘 行光 肥前国鍋島家 69.6 相模 鎌倉時代末期 刀剣博物館

35 脇指 （朱銘） 行光（名物大島行光）　　　　　　　　　　　　　　　
［本］［阿］（花押）（光室）　　　　　　　　　　　　　　　
（附）宝永元年本阿弥光忠折紙

『享保名物帳』編纂時
近江国水口藩主
加藤和泉守嘉矩指料

33.3 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

36 短刀 無銘 行光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）元禄拾五年本阿弥光忠折紙 29.2 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

37 刀 無銘 伝正宗 69.5 相模 鎌倉時代末期乃至 
南北朝時代初期 個人蔵

38 刀 無銘 正宗（名物大垣正宗）
参考出品：（附）黒石目地塗鞘打刀拵 出羽国米沢藩上杉家 63.9 相模 鎌倉時代末期乃至 

南北朝時代初期 個人蔵

39
短刀 （朱銘）［正］［宗］（名物芦屋正宗）　　　　　　　　　　　　　

［本］［阿］［（花押）］（光常）
（附）古鞘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金沃懸地葵紋散鞘合口短刀拵

薩摩国大島津家 27.4 相模 鎌倉時代末期 個人蔵

40 刀 （朱書不明） 伝貞宗 68.7 相模 鎌倉時代末期乃至 
南北朝時代 個人蔵

41 脇指 銘 相模国住人広光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
文和五年二月日 34.3 相模 南北朝時代 

（1356年） 個人蔵

42
太刀 銘 則重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（朱書）不明 
（附）古鞘

徳川将軍家→
大和国郡山藩柳沢家 72.2 越中 鎌倉時代末期 個人蔵

43 刀 無銘 則重 69.9 越中 鎌倉時代末期 佐野美術館

44 刀 無銘 江（名物中川江）
織田信長家臣：中川八郎右衛門→
徳川将軍家→越前松平家→
尾張徳川家→徳川将軍家

67.2 越中 鎌倉時代末期乃至
南北朝時代初期

株式会社
ブレストシーブ

45 脇指 銘 越州住国行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貞治二二年十月日 32.9 越前 南北朝時代 

（1365年） 個人蔵

No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

72 太刀 銘 備州長船住元重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建武元年九月日 77.3 備前 南北朝時代 

（1334年） 個人蔵

73 太刀 銘 備州□□住□重（元重）　　　　　　　　　　　　　　
［         ］年□月日 94.45 備前 鎌倉時代末期乃至 

南北朝時代
株式会社

ブレストシーブ

74 薙刀直し
太刀 銘 備前国長船住長義 75.1 備前 南北朝時代 個人蔵

75 刀 （金象嵌銘） 長義 70.4 備前 南北朝時代 個人蔵

76 短刀 銘 備州長船長義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
応安六年八月日 筑前国福岡藩黒田家 23.4 備前 南北朝時代 

（1373年） 個人蔵

77 刀 銘 備州長船住盛景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永和元年十月日 63.2 備前 南北朝時代 

（1375年） 秋水美術館

78 刀 銘 備前国住長船与三左衛門尉祐定　　　　　　　　
大永三年二月吉日 阿波国徳島藩蜂須賀家 64.6 備前 室町時代後期 

（1523年） 個人蔵

79 太刀 銘 康次（古青江） 筑前国福岡藩黒田家 82.1 備中 鎌倉時代初期 個人蔵

80 太刀 銘 ［弘］次（古青江） 72.0 備中 鎌倉時代前期 個人蔵

81 刀 （金象嵌銘）
備中国万寿住吉次　元和五年八月日磨上之 
二ツ胴土段五寸斬之　中川左平太（花押）
主鍋嶋紀伊守

肥前国小城藩鍋島家 76.1 備中 鎌倉時代末期 個人蔵

82 太刀 銘 備中国住次直作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文六年六月日 69.4 備中 南北朝時代 

（1361年） 個人蔵

83 短刀 銘 備中国住次直作（御家名物大青江）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文五年二月日 加賀国金沢藩前田家 28.6 備中 南北朝時代 

（1360年） 個人蔵

84 太刀 銘 筑州（以下切）（伝左文字） 75.8 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

85 刀 無銘 伝左文字 
（附）古鞘 徳川将軍家→尾張徳川家 69.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

86 短刀 銘 左　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
筑州住 24.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

87 短刀 銘 左 24.6 筑前 南北朝時代前期 個人蔵

88 短刀 銘 左安吉 熊本藩士（儒学者）：
元田永孚旧蔵 19.9 筑前 南北朝時代 個人蔵

89 脇指 銘 主長政　吉貞作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正平十三年九月日　　　 37.3 筑前 南北朝時代 

（1358年） 個人蔵

90 太刀 銘 国村 87.8 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

91 太刀 銘 国時 68.4 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

92 短刀 銘 国時 28.65 肥後 鎌倉時代末期 個人蔵

93 太刀 銘 豊後国行平作 75.8 豊後 鎌倉時代初期 個人蔵

94 脇指 銘 国広 38.2 山城 桃山時代 個人蔵

95 刀 銘 伊賀守藤原金道 土佐藩士：谷干城旧蔵 70.2 山城 桃山時代 個人蔵

96 刀 銘 丹波守吉道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
為内藤九郎右衛門代々 77.9 山城 桃山時代 個人蔵

97 刀 銘 越中守正俊 70.7 山城 桃山時代 個人蔵

No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

98 脇指 銘 越中守正俊 43.2 山城 桃山時代 個人蔵

99 刀 銘 井上真改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（菊紋）延宝二年八月日 71.0 摂津 江戸時代前期 

（1674年） 個人蔵

100 刀 銘 摂州住藤原助広 76.8 摂津 江戸時代初期 個人蔵

101 刀 銘 津田越前守助広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寛文十二年八月日 75.7 摂津 江戸時代前期 

（1672年） 個人蔵

102 刀 銘
津田越前守助広
延宝三年二月日
井上真改
延宝三年二月日

大坂城代青山家 72.6 摂津 江戸時代前期 
（1675年）

一般財団法人
刀剣ワールド財団

103 刀 銘　 多々良氏長幸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
於摂津国作之 土佐藩士：谷干城旧蔵 62.2 摂津 江戸時代中期 個人蔵

104 短刀 銘 繁慶 29.6 武蔵 桃山時代 個人蔵

105 刀 銘 以南蛮鉄於武州江戸越前康継 78.8 武蔵 桃山時代 個人蔵

106 脇指 銘 越前国康継　本多飛騨守所持内
志し貞宗のうつしなんはんかね　　　　　　　　　

（附）腰笛巻塗、下黒蠟色鞘脇指拵
37.2 武蔵 桃山時代 個人蔵

107 刀 銘 長曽祢興里入道乕徹 肥前国鍋島家 73.8 武蔵 江戸時代前期 個人蔵

108
脇指 銘 同作彫之　長曽祢 里　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　貳ツ胴截断 山野加右衛門永久（花押） 
（金象嵌）三ツ胴截断 胴一者数度 此劔号一二三      　　 
　　　　山野勘十郎永成（花押）

44.2 武蔵 江戸時代前期 個人蔵

109 刀 銘
出羽国住人大慶庄司直胤（花押） 
彫よしたね 
野も山も照さぬ月はなけれども 
海にやふかく陰やどるらん

72.7 武蔵 江戸時代末期 個人蔵

110 大小 銘 源清麿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
嘉永元年八月日

大：68.4 
小：48.2 武蔵 江戸時代末期 

（1848年） 個人蔵

111 脇指 銘 本大和住人駿府住後紀州於和歌山九郎三郎重国作之
元和八年戌六月吉日　都筑藤一指之 39.3 紀伊 江戸時代初期 

（1622年） 個人蔵

112 刀 銘 肥前国忠吉 74.3 肥前 桃山時代 個人蔵

113 刀 銘 （一葉葵紋）宮原主水正藤原朝臣正清
享保九年二月

薩摩藩主島津継豊→
近衛左大臣家久 77.1 薩摩 江戸時代中期 

（1724年） 個人蔵

114 刀 銘 （一葉葵紋）玉置主馬首藤原朝臣一平安代
享保九年於薩刕給黎郡作之

薩摩藩主島津継豊→
近衛左大臣家久 75.35 薩摩 江戸時代中期 

（1724年） 個人蔵

刀装
No. 作品名 　　　　 伝来 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 金梨子地葵紋散金銀蒔絵鞘糸巻太刀拵 江戸時代初期 個人蔵

2 金梨子地五三桐紋散蒔絵鞘糸巻太刀拵 御三卿：田安徳川家 江戸時代初期 個人蔵

3 蝶鮫青漆塗鞘大小拵
大の小柄・笄　銘　程乗（花押） 
大小鐔　銘　後藤光晃（花押） 
大小縁頭　銘　野村正芳（花押）

御三卿：一橋徳川家 江戸時代後期 個人蔵

4 黒石目地塗小刻鞘大小拵
（宮田信清一作金具）

大小小柄・大小割笄・大小縁　銘　宮田信清（花押） 
（附）黒蠟色大小替鞘 
（附）黒石目地塗小刻切鐺小さ刀替鞘

江戸時代末期 個人蔵

5 桐紋螺鈿合口腰刀拵 豊臣秀吉所用→
大和国郡山藩柳沢家伝来 桃山時代 個人蔵
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No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm ） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

46 太刀 銘 安綱 76.2 伯耆 平安時代末期 個人蔵

47 太刀 銘 包平 日向国飫肥藩伊東家 80.9 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

48 太刀 銘 包平 出羽国久保田藩佐竹家 78.7 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

49 太刀 銘 吉包 71.3 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

50 太刀 銘 成高 70.0 備前 平安時代末期 個人蔵

51 太刀 銘 行秀 徳川将軍家 71.8 備前 平安時代末期乃至
鎌倉時代初期 個人蔵

52 太刀 銘 助守 69.5 備前 鎌倉時代初期 個人蔵

53 太刀 銘 重久（古一文字） 69.5 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

54 太刀 銘 則成（古一文字） 71.05 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

55 太刀 銘 信包（一文字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）金梨子地葵紋金金貝鞘糸巻太刀拵 70.55 備前 鎌倉時代前期 個人蔵

56 太刀 銘 吉房 伊予国西条藩松平家 71.3 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

57 太刀 （銘不明） 一文字 70.5 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

58
太刀 銘 一（吉岡一文字）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（附）文化拾参年本阿弥光一折紙　　　　　　　　
（附）古鞘

尾張徳川家 76.65 備前 鎌倉時代後期 個人蔵

59 太刀 銘 光忠 出羽国久保田藩佐竹家 74.75 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

60 太刀 銘 長光 安芸国広島藩浅野家 76.8 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

61 太刀 銘 長光 72.95 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

62 短刀 銘 備州長船住景光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
正慶元年十月日 29.2 備前 鎌倉時代末期

（1332年） 個人蔵

63 小太刀 銘 真長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
裏に四つ目菱紋の毛彫がある 51.2 備前 鎌倉時代後期 個人蔵

64 太刀 銘 備前国長船住近景
（附）古鞘 徳川将軍家 75.8 備前 鎌倉時代末期 個人蔵

65 太刀 銘 備前国長船住近景　　　　　　　　　　　　　　　　　
（附）黒蠟色鞘揚羽蝶文金具打刀拵 尾張徳川家家老大道寺家 74.3 備前 鎌倉時代末期 個人蔵

66 太刀 銘 国宗（備前） 77.0 備前 鎌倉時代中後期 個人蔵

67 短刀 銘 守家 土佐国土佐藩山内家 25.9 備前 鎌倉時代中期 個人蔵

68 刀 （折返銘） 雲生 69.1 備前 鎌倉時代後期 刀剣博物館

69 短刀 銘 備州長船兼光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文五年十月日 薩摩国大島津家 29.2 備前 南北朝時代

（1360年） 個人蔵

70 短刀 銘 備［州］長船兼光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
延文□年二月日 松平頼平子爵家 29.0 備前 南北朝時代 個人蔵

71 太刀 銘 備州長船倫光 73.2 備前 南北朝時代 個人蔵

特別重要刀剣等指定制度五十周年記念

日本刀　珠玉の名品展
会期：令和3年9月25日（土）～12月22日（水）

第1期： 9月25日（土）～10月24日（日）
第2期：10月26日（火）～11月21日（日）
第3期：11月23日（火）～12月22日（水）

刀剣
No. 種別 銘文等 伝来 刃長（cm ） 国 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 太刀 銘 吉家 大島津家→
薩摩藩加治木島津家 70.6 山城 平安時代末期 個人蔵

2 太刀 銘 国綱（粟田口） 67.3 山城 鎌倉時代前期 個人蔵

3 太刀 銘 国吉（粟田口） 75.5 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

4 刀 無銘 粟田口国吉 肥後細川家旧蔵 71.3 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

5 刀 無銘 粟田口国吉 67.1 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

6
短刀 銘 国吉（粟田口）

（附）銀金具朱塗海老鞘合口腰刀拵
　　　小柄・笄　銘　大森秀知（花押）

29.0 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

7 打刀 銘 吉光 尾張徳川家家老成瀬家 58.2 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

8 短刀 銘 吉光（名物鍋島藤四郎）　
（附）古鞘 徳川将軍家 23.2 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

9 短刀 銘 吉光　 安芸国広島藩浅野家 21.8 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

10 太刀 銘 定利 日向国佐土原藩島津家 70.1 山城 鎌倉時代前期 秋水美術館

11 太刀 銘 国行（来） 76.75 山城 鎌倉時代中期 個人蔵

12 太刀 銘 国俊 69.8 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

13 太刀 無銘 二字国俊 73.45 山城 鎌倉時代中後期 個人蔵

14
太刀 銘 来国俊

（附）貞享元年本阿弥光常折紙
（附）黒蠟色鞘打刀拵

板倉家 74.7 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

15 太刀 銘 来国俊 元内閣総理大臣：
山本権兵衛旧蔵 74.0 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

16 刀 （折返銘） 来国俊
（附）明暦元年本阿弥光温折紙　　　　　　　　　　　 76.2 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

17 短刀 銘 来国俊 27.7 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

18 太刀 銘 来国次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74.1 山城 鎌倉時代末期 個人蔵

19 脇指 銘 来国長 伊予国松山藩久松家 33.2 山城 南北朝時代 個人蔵

20 脇指 銘 信国（初代） 31.85 山城 南北朝時代 個人蔵

21 刀 無銘 長谷部 71.9 山城 南北朝時代 個人蔵

刀装具
No. 作品名 銘文等 伝来 時代 所蔵 1期 2期 3期

1 龍図三所物 小柄・笄　銘　紋祐乗　光侶（花押）
目貫　無銘　祐乗 室町時代中期 個人蔵

2 倶利伽羅龍図三所物 小柄・笄　銘　後藤顕乗（花押）　
目貫　無銘　顕乗 江戸時代前期 個人蔵

3 塔山水図鐔 銘 山城国伏見住
金家 筑前国福岡藩黒田家 桃山時代 個人蔵

4 愛宕飛脚図鐔 銘 山城国伏見住
金家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 桃山時代 個人蔵

5 近江八景図鐔 銘 武州住　奈良安親作
八景同作
参考出品：（附）縁頭　銘　安親腰元同作

江戸時代中期 個人蔵

6 寿老人図鐔 銘 安親 江戸時代中期 個人蔵

7 芦葉達磨図小柄 銘 安親 江戸時代中期 個人蔵

8 松樹尾長鳥図大小鐔・縁頭 大小鐔　銘　寿岳斎石黒政美（花押）　　
大小縁頭　銘　石黒政美（花押） 江戸時代後期 個人蔵

9 花鳥図揃金具 小柄・笄・縁頭　銘　石黒政美（花押）　　
目貫　割金短冊銘　石黒・政美（花押）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期 個人蔵

10 恵比寿大黒留守模様図鐔 銘 武陽散人歓笙堂如竹　　　　　　　
（金角印・仲矩） 江戸時代後期 個人蔵

11 四君子図大小鐔
大　銘　依法橋一乗図造
　　　　門人船田一琴義長（花押）　
小　銘　皇都住橋本一至（花押）
　　　　後藤一乗下画

江戸時代末期 個人蔵

※都合により展示品が変更する場合がございますので、ご了承ください。
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アクセス《電車・バスをご利用の場合》
●JR総武線「両国駅」西口 徒歩5分
● 都営地下鉄大江戸線「両国駅」A1出口 徒歩5分
● 都営バス・墨田区内循環バス「旧安田庭園・同愛記念病院」 徒歩1分
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〒130-0015　東京都墨田区横網1-12-9　TEL 03-6284-1000　
https://www.touken.or.jp


