
平成29（2017）年度収集

収　蔵　品　目　録　　35

福　岡　市　博　物　館





山笠図下絵

　博多祇園山笠を描いた墨絵。明治4（1871）年に一番山笠を務めた福神流魚町中の山笠（標題は「鉄

鏃鎮颶術」）である。櫛田神社には同じ山笠の写真が奉納されており、『博多祇園山笠史談』の口

絵にも掲載されている。この図からは、史上最大規模に達していたとされる当時の山笠の姿をう

かがい知ることができる。（本文 133 頁）





　福岡は大陸に近く、古より今に至るまでアジア各地との交流が盛んに行われてきました。

福岡市博物館は平成 2年 10 月、この地域の特徴をふまえ「対外交流史」を展示テーマとする

歴史民俗博物館として開館しました。

　昭和 58 年 4 月の博物館建設準備室発足以来、多くのみなさまのご協力により、当館では様々

な資料の収集をすすめてきました。その成果として『収蔵品目録』を毎年刊行し、平成 28 年

度までに 151,067 件を掲載しています。本目録では、平成 29 年度の寄贈・寄託・購入資料 2,211

件と、『収蔵品目録 34』に引き続いて平成 28 年度の寄贈資料 2,089 件を、あわせて収録して

います。これらの収集資料は今後、新収蔵品展で一部を公開するほか、様々な展示に活用し

てまいります。

　ここに、貴重な資料をご提供いただきましたみなさまをはじめ、資料収集に際して、ご教示・

ご協力を下さいました関係各位に深くお礼を申し上げますとともに、今後ともより一層のご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

　令和 2年 3月

福岡市博物館長   有 馬   学

は じ め に



＜凡　　　例＞

1． 本目録では、平成29年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入の順に並べ、寄贈資料は家別資料として件数の多い順に配列した。

2． 漢字は基本的に常用漢字を使用した。

3． 記載の文字が不明の場合は□とし、原本通りの時は（例）    とした。

4． 法量の単位は、センチメートル、重さはグラムである。

5． 最右項の番号（例）2017P1234 と記したものは備品番号である。Pは寄贈、Dは寄託、Bは購入の略である。

6． 絵画は、名称、時代、作者、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けた。

7． 古文書（文書）については、原則として名称、時代、差出・作者、宛所、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けたが、

紙幅などの関係から、各文書について、適宜省略した項目もある。

8． 書籍については、時代の項に記したものは基本的に発行年月日である。写しや編集、序文などの区別はそのつど記

した。

9． 民俗資料については、次の凡例を設けた。

　  (1)  生活、生産、交通・交易、社会生活、信仰・年中行事、芸能・娯楽、人の一生、民俗知識、その他という分類項

目を用い、各資料に該当項目を記した。

　  (2)  カタカナ表記を用いた名称は、外来語・地方名等である。なお、通称・形態等の記載を特に必要とするものに関

しては、（　）で記した。

　  (3)  名称、時代、作者（制作地）・使用地・撮影地、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けたが、紙幅な

どの関係から、各資料について適宜省略した項目もある。

　  (4)  備考には、用途等を記した。

10．各資料はおおむね書式を統一したが、資料により若干の異同があり、形態・法量・記録などを省略したものもある。
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〈寄贈資料〉

1. 山本啓湖資料

写真左から 8 掛紙（鯛飯）
 76 掛紙（支那事変五週年　御弁当）
 68 掛紙（上等御弁当　詔書必謹）
 90 掛紙（上等御弁当　この一年旅行は止めだ）

写真左から 45 掛紙（決戦食御弁当）
 46 記（重点輸送強化運動）
 71 掛紙（代用食　愛国弁当）
 91 掛紙（御弁当）

写真左から 34 掛紙（御茶付弁当）
 51 掛紙（かしわ飯）
 52 掛紙（御茶附上等御弁当）
 61 掛紙（御茶附上等御弁当）

384　掛紙（博多名物かしわめし）

寄贈資料　 

（ 1 ）



2. 白水久米利資料（追加分）

3. 廣瀬正榮資料

4. 髙取美智子資料

23　関東奥羽出兵京着御手続書写5　白水某覚書（ロシア国王、蝦夷地調査など）

録音テープ各種

1　東山高取焼仕法記

201　花立

寄贈資料　

（ 2 ）



5. 中島栄二資料

6. 塚本家資料（追加分）

27（2）　書簡写

15　写真　塚本道遠・ハマ夫妻

16　写真　塚本憲甫（3才）と母と兄弟

207　書簡

寄贈資料　 

（ 3 ）



7. 太田隆二資料

39　幔幕

46　柳下鷹小禽図屏風

41　割子弁当箱20　博多祇園山笠西流蔵本町当番法被

寄贈資料　

（ 4 ）



8. 荒巻信子資料（追加分）

9. 浅浦達惠資料

15　某詠草（飛梅ほか）

28　写真（父子・山笠）11　写真（男性集合）

4　仙厓書状（二川氏の批評について）

寄贈資料　 

（ 5 ）



10. 印正俊資料

11. 池田陽一資料

10　幟旗（祝入営　印正司君）

13　風景入通信日付印
（博多築港記念大博覧会）

16　風景入通信日付印
（南鮮及北九州地方防空演習記念）

12　軍服　上衣、 15　週番襷

寄贈資料　

（ 6 ）



12. 山本俊子資料（追加分）

13. 具足師田中家資料（追加分）

2　一張弓之巻（弓製法秘伝書）

8　茶漆塗打刀鞘、 9　茶漆塗脇差鞘

2　絵図1　絵図

1　免許（弓製法秘伝書）（部分）

寄贈資料　 

（ 7 ）



14. 中原直八郎資料

15. 永井彰子資料

1　博多祇園山笠　中洲流水法被

1　四弦琵琶

2　平野國臣書状

寄贈資料　

（ 8 ）



16. 中村利幸資料

17. 清水昭男資料（追加分）

1（1）～（4）　絵葉書（オリンピック東京大会記念）

4　辞令（任陸軍歩兵軍曹）

6（1）～（5）　絵葉書（'64オリンピック東京大会速報5）

寄贈資料　 

（ 9 ）



18. 安松奈津子資料（追加分）

19. 八尋シノブ資料（追加分）

2　和服用コート

3　猿田彦命図

2　竃門神社　玉依姫命

1　鏡台

寄贈資料　

（ 10 ）



20. 二宮健資料（追加分）

21. 福岡印刷株式会社資料

2　遠賀郡木守村百姓藤作像

1　万年自働鋳造機

2　活字母型見本

3　楠木正成像

寄贈資料　 

（ 11 ）



22. 楢﨑さか枝資料

23. 林信博資料（追加分）

3　包紙

1　丸野商報　第六十二号
2　絵葉書「（興津名所）西港の夕釣」

3　20円切手シート
「比婆道後帝釈国定公園」

2　着物1　着物

寄贈資料　

（ 12 ）



24. 浅井孝資料

26. 不破保資料

25. 石橋善弘資料（追加分）

1　『助産医学講義』、 2　陳情書

1　刀　無銘（兼春）

2　脇差　無銘（加州家次）

1　碇石「玄武号」

寄贈資料　 

（ 13 ）



27. 山崎暢子資料（追加分）

28. 丸岡千草資料

29. 博多人形商工業協同組合資料

1　汽車土瓶

1　双鳩図 2　蓮に蟹図

1　夫婦坐像

寄贈資料　

（ 14 ）



30. 蛯子正子資料

32. 波田洋一資料

31. 深川修資料

33. 木村和男資料（追加分）

1　刀　主水正藤原正清

1　黒漆塗桃形兜・白糸威二枚胴具足

1　亀井昭陽二行書

1　伝貝原益軒書（唐古詩）

同右　茎

寄贈資料　 

（ 15 ）



34. 松村直寿資料（追加分）

36. 山本寅雄資料 37. 今坂幸子資料

35. 堺光憲資料

1　算盤

1　福岡市地図

1　ミシン

1　福岡市附近地理模型

寄贈資料　

（ 16 ）



38. 池田善朗資料（追加分）

40. 岩片ハル資料 41. 石井里子資料

39. 青木綜一資料

1　レコード「日本の鉄道」

1　電気ミシン 1　人形「熊野」

1　写真「博多祇園山笠大正15年6番山笠土居流飾り山」

寄贈資料　 

（ 17 ）



〈寄託資料〉

1. 眞武綾子資料（追加分）

2. 眞武淳一資料

3. 清岩寺資料

1　玄洋方　全

1　薬箱

3　花鳥図屏風（左）

3　花鳥図屏風（右）

1　黒田一成像 2　黒田一任像

17、 18　大福万覚帳

寄託資料　

― 18 ―



〈購入資料〉

1. 絵画

2. 歴史資料

1　白衣観音図 2　桜に馬図 3　牛馬図

1　栗山大膳記

4　三夕図

購入資料　 

― 19 ―



〈平成28年度寄贈資料〉

1. 多田洋子資料

2. 金森直治資料

10　福岡日々新聞附録

小鉢各種 土鈴各種

90　チラシ（大阪毎日新聞）

平成28年度寄贈資料　

― 20 ―



＜資　料　解　題＞





〈寄贈資料〉

1. 山本啓湖資料
（寄贈者）山本啓湖
昭和時代の駅弁の掛紙を中心とする資料群。寄贈者の

父が、出張などの際に購入した駅弁の掛紙を収集・保存
したもの。
駅弁の起源は明治10年代とされ、神戸駅（明治10

（1877）年）、宇都宮駅（明治18（1885）年）などの
発祥説がある。明治20年代後半には折箱に掛紙付きの駅
弁が登場し、掛紙には木版や石版で印刷がなされるよう
になった。
本資料群の掛紙は、昭和10年代から50年代の長期にわ

たって収集された。特に、昭和10年代の掛紙は、食料や
輸送に関する戦時標語が印刷されたものがあり、戦時期
のくらしを示すものとして注目される。また、同じ駅で
販売された複数の掛紙が含まれており、駅弁の値段や掛
紙のデザインの変遷をうかがうことができる。

2. 白水久米利資料（追加分）
（寄贈者）白水久米利
平成27年度寄贈の追加分で、白水家に伝来した古文

書のほか、近世中期から明治時代にかけて収集された和
漢の典籍類、近代文書、絵葉書類を中心とした資料であ
る。白水家は元禄期より代々馬取役を勤めた。幕末の当
主・興利は13石3人扶持を受け、櫓奉行と修復奉行を勤
め、維新後は引き続き福岡県関係の業務につき、県知事
として赴任した有栖川宮熾仁親王の巡検も案内した。明
治時代中期には当主・璞は、永和女学校（現 福岡女学
院）の英語教員を務めた。資料の中では幕末の当主が海
外情報を収集をした写本類が中心を占め、明治時代初期
の社会や世相がうかがえる記録類も含まれるなど、貴重
である。

3. 廣瀬正榮資料
（寄贈者）廣瀬靜枝
西区内浜の故・廣瀬正榮氏（1926-2004）が収集した

民間歌謡の録音。同氏は定年退職後に、自宅周辺地域に
伝わる「郷土の古い唄」の採録を始め、福岡市西区、糸
島市、佐賀県脊振山系地域の唄を記録した。「郷土の古
い唄を蘇らせる会」を主催するとともに、録音した唄を
採譜し「古老たちが唄われ 残し賜える 伝承の唄」「畦
道を辿りたずね歩いた 伝承の唄」などにまとめてい

る。
本資料は、そうした収集活動に伴う録音原本およびそ

の複製、公開のための編集済みテープ等である。

4. 髙取美智子資料
（寄贈者）髙取美智子
福岡藩東皿山窯・高取家に伝来した古文書類および陶

器類。
寄贈者は筑前高取焼を始めた高取八蔵重貞の曾孫・

高取藤八（八郎右衛門とも）英勝の家系にあたる。同家
は、享保元（1716）年、早良郡麁原村に東皿山窯が開か
れて以降、明治時代に至るまで同地で活動した。
古文書類には高取焼の由緒を記した「東山高取焼仕法

記」や系譜類、藩や藩士からの注文に関わる書付、茶道
具など焼物を描いた図などが含まれ、東皿山窯の活動が
窺い知れる。陶器類では、明治維新後に衰退した高取焼
の復興に努めた英一英澄の作品が数多く残されている。

5. 中島栄二資料
（寄贈者）中島栄二
明治時代から昭和時代戦後までの書簡を中心とする資

料群。伝来経路は、寄贈者が収集した井手武右衛門関係
書簡、寄贈者の父中島惣吉宛の書簡、寄贈者の妻の実家
に伝来した書簡の三種に大別される。
井手武右衛門（1858-1925）は、筑紫郡筑紫村（現 筑

紫野市）の名望家で、筑紫村助役や御笠銀行取締役をつ
とめ、明治37（1904）年の第9回衆議院議員総選挙に当
選した。井手関係書簡の多くは明治30年代から40年代に
作成されたもので、中央・地方の政治経済に関する内容
である。
本資料群中の中島惣吉宛書簡は、玄洋社社員で運動家

の末永節（1869-1960）からの年賀状。また、寄贈者の
妻は旧福岡藩士の河村家出身であり、玄洋社社員河村武
道（1876-1907）に宛てた画家和田三造（1883-1967）
の書簡も含まれる。

6. 塚本家資料（追加分）
（寄贈者）細木朗子・塚本潔
昭和58、62年度、平成18、19、20年度と5度にわたり

寄贈を受けている、福岡藩医の塚本家資料の追加分で、
寄贈となった資料群は東京在住の塚本哲也氏（故人）
に伝わっていた近現代資料。おもに塚本道遠（農学者）
と、その息子・憲甫（国立がんセンター所長、故人）に
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かかわる辞令、証書、写真など、明治・大正時代の当主
や家族、親類が残したものである。塚本家は代々福岡藩
医（外科）として仕え、近世後期にはオランダ医学も学
び、幕末から明治初年には、福岡藩の西洋近代医学の吸
収に寄与しており、今回は近代以降の同家の活動の内容
がうかがえる。

7. 太田隆二資料
（寄贈者）太田隆二
博多旧蔵本町にあった太田家は、明治元（1868）年か

ら醤油製造業を営み、戦後も、明治町を経て美野島で営
業を続けている。家印は　。本資料群は、主に3代・太
田六郎氏（明治27年生）の時代のもので、明治時代から
戦前期にかけての博多祇園山笠西流蔵本町の法被や放生
会の幕出し道具など、戦災を逃れた博多の年中行事の用
具が含まれる。

8. 荒巻信子資料（追加分）
（寄贈者）前川陽子
平成17年度に寄贈された福岡藩家臣荒巻家の近世文

書類の追加分で、今回は江戸時代後期の当主・行厚と交
流のあった、博多聖福寺住職で文化人であった仙厓の書
跡や和歌類が中心である。ほかに近代の当主が台湾製糖
に勤務した時期の写真類など。このうち仙厓関係の資料
は、後世まで伝えるようにとの行厚の遺書も残るなど、
仙厓と福岡藩士の交流がうかがえる貴重な資料である。

9. 浅浦達惠資料
（寄贈者）浅浦達惠
昭和時代の教育関係資料と写真からなる資料群。寄贈

者の父である安武良雄氏に関係するもの。
安武氏は大正8（1919）年生まれで、皮革工場に勤務

していたが、昭和戦中期に召集された。戦後は福岡市内
に居住し、給油車両の運転手として板付基地に出入りし
たという。
本資料群中の教育関係資料は、大正15年から昭和8

（1933）年までの尋常小学校・高等小学校の修業証書お
よび成績表などである。写真は、昭和10年代から20年代
に撮影されたもので、板付基地内での記念写真や、昭和
24年に櫛田神社で撮影された法被姿の親子写真などが含
まれる。

10. 印正俊資料
（寄贈者）印正俊
寄贈者の家に伝来した大正時代から昭和戦中戦後期の

軍隊関係資料。寄贈者の家は屋号を八百善と称し、料亭
向けの八百屋を営んでいた。当初は馬出（現 東区）に
あったが、昭和初期に箱崎町（同）に移った。
寄贈者の曽祖父である印芳右衛門は、大正5（1916）

年に対馬要塞重砲兵として入営し、同7年に満期除隊と
なった。その子正司は大正10年に生まれ、馬出尋常高等
小学校、福岡商業学校（現 福岡市立福翔高等学校）を
卒業後、昭和17（1942）年に西部第66部隊（小倉）に入
営した。その後は士官候補生となり、昭和18年に少尉、
同20年に中尉に昇進した。
本資料群中には、印芳右衛門が所持した軍隊手牒、

徽章類の他、印正司が使用した陸軍の軍服、水筒、飯盒
や、入営記念の幟旗が含まれる。

11. 池田陽一資料
（寄贈者）池田陽一
昭和6（1931）年から昭和12年にかけての通信日付

印。通信日付印とは、郵便物に捺される日付入りの印を
指す。寄贈者の父が収集したもの。
通信日付印には、通常使用のものと国家的行事の記

念に取扱局と期間を定めて使用する特殊通信日付印があ
る。本資料群中には、日満航空郵便や防空演習を記念す
る特殊通信日付印が含まれる。
昭和時代に入ると、通常の通信日付印に風景等の図

様が使用されるようになった。各地の郵便局で名勝史跡
等の図案・文字を挿入した通信日付印が採用され、次い
で各地における公的行事・催事も図様として使用可能と
なった。これらは風景入通信日付印と呼ばれる。本資料
群は、筥崎宮や昭和11年に開催された博多築港記念大博
覧会を図柄とした風景入通信日付印を含む。

12. 山本俊子資料（追加分）
（寄贈者）青栁陽子
平成26年度に寄贈された、城下町福岡居住の弓師・

山本家資料の追加分。今回は弓師に関する免許や製法
秘伝書で、ほかに刀装具や金具類、印章類がある。山本
家は、天明期ごろから上方で福岡藩と関わりを持ちはじ
め、京都で弓師の修業したのち、天明5（1785）年には9
代福岡藩主黒田斉隆に弓を献上し評判となった。それが
縁で寛政5（1793）年に福岡に移り、10代藩主黒田斉清

大
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にも同11年に弓を献上して褒美を受けている。残存の少
ない江戸時代後期の福岡の武器職人の資料として貴重で
ある。

13. 具足師田中家資料（追加分）
（寄贈者）田中雄助
昭和61年度に寄贈を受けた具足師田中家資料の追加

分。田中家は大和国の甲冑師・岩井氏の一族。岩井氏
は、慶長9（1604）年に福岡藩主黒田家に招かれ福岡に
移って以来、具足師として活動した。江戸時代中期に岩
井氏の中から特に田中源工が8石4人扶持で士籍に入れら
れ、以後、藩祖黒田如水や初代長政の甲冑をはじめとす
る、歴代黒田家の甲冑修復や新製にかかわった。今回の
寄贈は、大和在国時より伝わる古脇差など刀剣、刀装具
が中心で、長政の大水牛脇立兜の修理に使った茶漆の余
りを塗った鞘もある。このほか甲冑修理の際の絵図も含
まれるなど、福岡藩の甲冑師の残した資料として貴重な
もの。

14. 中原直八郎資料
（寄贈者）中原伊都子
博多祇園山笠では7月13日に行われる「集団山見せ」

の際には、各流の山笠に地元の名士が台上がりをするこ
とになっている。本資料群は、寄贈者の夫・中原直八
郎氏（1935-2006）が、平成6（1994）年の集団山見せ
で、博多警察署長として台上がり（中洲流）した際に使
用したもの。水法被や手拭いのほか、たすきや鉄砲など
の用具からなる。

15. 永井彰子資料
（寄贈者）永井彰子
筑前盲僧琵琶の研究家である寄贈者が収集した古文書

と琵琶、盲僧琵琶の調査写真・映像。このうち平野國臣
書状と四弦琵琶は近世の筑前国の盲僧頭であった一丸家
に伝来していた品で、寄贈者が譲り受けた品。また寄贈
者が『福岡県史　文化史料編　盲僧・座頭』関係の調査
の際に、県内外で撮影した写真をまとめた写真帳やその
ネガフイルム、おなじく撮影したビデオなどが含まれ、
現存していた盲僧琵琶の状況を伝えるものとして貴重で
ある。

16. 中村利幸資料
（寄贈者）中村利幸

寄贈者が購入した昭和39（1964）年の東京オリンピッ
ク関連の絵はがき。
東京オリンピックは、第18回の夏季オリンピックで、

アジア地域で初めて開催された。昭和34年に開催が決定
され、昭和39年10月10日から24日までの会期で各競技が
行われた。
本資料群中の絵はがきは、東京オリンピック資金財

団が発行したオリンピック東京大会記念絵葉書と、毎日
新聞社が発行した大会速報絵葉書である。記念絵葉書
は、亀倉雄策（1915-1997）がデザインした東京オリン
ピックのロゴマークとポスターを絵葉書にしたもの。大
会速報絵葉書は、開会式と水泳、陸上、バレーボール、
体操、マラソンなどの種目での日本人選手の活躍を報じ
る。これらの絵はがきは、小学校などで購入者の募集が
行われた。

17. 清水昭男資料（追加分）
（寄贈者）清水昭男
平成27年度寄贈資料（明治時代～昭和時代の記念章・

記念品類）の追加分。今年度寄贈分は、寄贈者の父清水
健男に関する書類。
清水健男は奈良県に生まれ、早稲田大学を卒業後召

集され日中戦争に従軍、戦後は福岡銀行に勤務した。本
資料群には、昭和7（1932）年3月3日付けの奈良県立奈
良中学校（旧制、現 奈良県立奈良高等学校）の卒業証
書、昭和15年の支那事変従軍記章の授与証と辞令、昭和
18年の勲記が含まれる。
昭和戦前・戦中期の教育・軍隊関係の資料として展示

活用が期待できる。

18. 安松奈津子資料（追加分）
（寄贈者）安松奈津子
平成21、26年度寄贈資料の追加分。本資料群は、博多

織元であった中西家に関連する資料。
中西家は中西久吉が天保11（1840）年に博多織元富屋

の徒弟となって博多織業に関わり始めたとされる。久吉
の三男金三郎（初代）は明治24（1891）年に中西博多織
工場の跡を継ぎ、各地の織物技術を取り入れながら多く
の技術開発を行った。
当資料群は初代金次郎の次女で帆足家に嫁いだフサが

使用した鏡台と、寄贈者が保管していた和装用コートな
どの衣類である。
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19. 八尋シノブ資料（追加分）
（寄贈者）西村順子
平成27年度寄贈資料の追加分。寄贈者の生家（城南区

片江）に保管されていた掛軸。伊勢神宮、竃門神社、庚
申（猿田彦）に関係するもの。片江地区における伊勢講
や庚申講などの行事については詳らかでないが、地域も
しくは家庭の信仰にかかわる資料とみられる。

20. 二宮健資料（追加分）
（寄贈者）二宮健
平成25年寄贈資料の追加分。今回の寄贈は幕末期の福

岡藩御用絵師尾形洞霄の「楠木正成像」や、「遠賀郡木
守村百姓藤作」を顕彰した肖像画など、いずれも福岡藩
に関係する絵画資料が中心である。このほか伝黒田長寛
（後の福岡藩主4代綱政）の和歌も含まれる。いずれも
寄贈者が古美術資料や古文書資料の収集の過程で入手し
たもの。

21. 福岡印刷株式会社資料
（寄贈者）福岡印刷株式会社
自動活字鋳造機と活字の字面をつくる母型からなる資

料群。
寄贈者は明治時代から現在（令和2年3月）に至るまで

福岡市に本社を置く印刷会社である。明治16（1883）年
に大隈活版所として開業し、大正8（1919）年に福岡印
刷株式会社に改組、昭和20（1945）年に西日本印刷株式
会社と改称し、昭和25年に現在の社名に変更した。
自動活字鋳造機は、林栄社が昭和25年に製造したも

の。林栄社は、大正13年に創業した国産活字鋳造機の製
造メーカである。本機はモノタイプと呼ばれる1文字ず
つ鋳造する形式で、福岡印刷株式会社で実際に使用され
た。母型は、金属を流し込み活字を製造する際に用いる
道具。昭和時代戦後の福岡の出版文化を示す資料として
貴重である。

22. 楢﨑さか枝資料
（寄贈者）楢﨑さか枝
旧博多上洲崎町の楢﨑博多絞り店で作られた絞り染め

地の着物および商品包紙断片。同店は昭和20（1945）
年の福岡大空襲により店舗が焼失、廃業しており、その
前年に楢﨑家に嫁いだ寄贈者がこれまで保管していたも
の。筑前絞りとして一括される甘木絞りに比べ、絞り文
様の細かさが特徴である。また、包紙にある楢﨑善平は

楢﨑家7代目当主で、昭和12（1937）年に没している。

23. 林信博資料（追加分）
（寄贈者）林信博
平成28年度寄贈資料の追加分。昭和初期に発行された

釣具値段表（通信販売用カタログ）、釣りの様子を表し
た絵葉書および切手。
寄贈者は現在、北九州市八幡西区の黒崎駅前で時計店

を営む。同地で創業した先々代は、後に先代に店を譲る
と、新たに同区筒井町に釣具店を開いた。本資料群は、
釣具店を開いた先々代が収集し、手元においていたもの
とみられる。

24. 浅井孝資料
（寄贈者）浅井孝
日本助産医学会が出版した『助産医学講義』第1～12

号（4・11号欠）および陳情書からなる。糟屋郡宇美町
炭焼で廃棄されていたものを寄贈者が回収、保存してい
た。『助産医学講義』2号中には、領収書が挟まれてお
り、昭和10（1935）年12月10日に野田タネコという人
物が助産の学習用に本書を購入したことが推測される。
陳情書は、「産婆」を「助産」と改称するよう求めるも
ので、貴族院・衆議院や各官省へ郵送した旨が記されて
いる。

25. 石橋善弘資料（追加分）
（寄贈者）石橋善弘
平成9、17、28年度寄贈資料の追加分。姪浜で商家を

営んでいた石橋家の庭石として用いられていた碇石で、
元は福岡市南湊町（現在の中央区港周辺）の商家にあっ
たものと伝わる。碇石の研究では古くから知られた資料
で「姪浜碇石」（通称「玄武号」）として認知されてき
た。玄武岩の碇石は希少であり、済州島や壱岐産出の可
能性が指摘されている。玄界灘の海上交通の歴史を今に
伝える貴重な資料である。

26. 不破保資料
（寄贈者）不破久ニ根
福岡藩士喜多村家（不破家）に伝来した刀と脇差。
喜多村家は元来不破姓を名乗り、美濃国不破郡岩手村

（岐阜県不破郡垂井町）に住んで土岐氏や斎藤氏などに
仕えていた。喜多村家の祖・不破矢足は竹中半兵衛重治
に仕え、天正6（1578）年、有岡城（兵庫県伊丹市）に
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黒田孝高が幽閉された際、織田家の人質となり羽柴秀吉
に預けられていた松寿丸（後の長政）を匿って助けたこ
とで知られる。この由縁により慶長17（1612）年11月、
矢足の長男正重が黒田家に召し抱えられ、以降、喜多村
姓を名乗った（廃藩後に不破姓に復した）。

27. 山崎暢子資料（追加分）
（寄贈者）山﨑章一朗
平成5年度寄贈資料（大正時代～昭和時代の酒販売方

法と贈答慣習に関する資料）の追加分。寄贈者宅に伝来
した汽車土瓶と福岡市立千代小学校の120周年記念誌。
汽車土瓶とは、駅で販売された茶を入れる容器のこと

で、茶瓶とも呼ばれる。明治22（1889）年に静岡駅で信
楽焼の土瓶に静岡茶を入れ、駅弁とともに売り出された
のが始まりとされる。陶製の汽車土瓶は、昭和30年代頃
からポリ茶瓶に置き換えられて姿を消した。本資料群の
汽車土瓶は陶製で、急須形のものである。
福岡市立千代小学校は、明治20年に開校し、平成19

（2007）年に創立120年を迎えた。これを記念して、同
年に沿革や歴代職員名を収載した記念誌を発行した。

28. 丸岡千草資料
（寄贈者）丸岡千草
本資料群は、寄贈者の祖父・許斐友次郎氏および義理

の祖父・丸岡鑒一氏が収集した美術資料2点からなる。
許斐友次郎氏は、花岡酒造の経営や不二家デパートの創
業などで知られる実業家で、丸岡鑒一氏は医師である。
寄贈資料のうち「双鳩図」は、許斐友次郎氏が収集

したもので、箱には筑前四大画家・斎藤秋圃（1769-
1859）の名が記され、本紙にも秋圃が初期に用いた雅号
が署名されている。また「蓮に蟹図」は、丸岡鑒一氏が
収集したもので、同じく筑前四大画家と謳われる村田東
圃の子・村田香谷（1831-1912）の作である。いずれも
寝室に掛けて愛好されたり、季節に合わせて掛け替えら
れたりしてきたもので、幕末明治の福岡画壇がその後い
かに受容されたかを窺わせる資料であるとともに、近現
代の福岡のくらしを物語る資料でもある。

29. 博多人形商工業協同組合資料
（寄贈者）博多人形商工業協同組合
博多区の祥勝院で毎年12月におこなわれる「人形供

養」に持ち込まれた夫婦の肖像彫刻。像主は不明ながら
裕福な商家の夫婦と見られ、男性像は帯刀して羽織袴の

正装で端座する。小像ながら量感があり、個性的な像主
の顔立ちが写実的に表現されることから幕末期の制作と
考えられる。構造はヒノキ材による寄木造りで挿首。台
座と引き出し付きの厨子が付属する。

30. 蛯子正子資料
（寄贈者）蛯子正子
薩摩藩士和田家伝来の刀。寄贈者の祖母は、鹿児島県

士族・和田矢吉の娘で、長崎県の久松家に嫁ぐ際に守り
刀として持参したもの。
本刀の作者、宮原主水正正清（1670-1730）は、江

戸時代中期の薩摩藩のお抱え刀工。享保6（1721）年正
月、江戸幕府8代将軍徳川吉宗の命により、浜御殿で鍛
刀し、一葉葵紋を許され、同年7月13日、主水正に任じ
られた。

31. 深川修資料
（寄贈者）深川修
寄贈者が父親から譲り受けた、福岡藩の儒学者・亀井

昭陽が書いた二行書。
亀井昭陽は、福岡藩西学問所（甘棠館）の祭酒・亀

井南冥の長男。寛政4（1792）年に家督を継いで祭酒と
なったが、同11年に西学問所が火災に遭って廃止された
後は、城代組として勤仕しながら私塾を開き、日田の私
塾・咸宜園の広瀬淡窓・広瀬旭荘などを育てた。
本資料に昭陽の落款は無いが、「亀井昱印」（昱は昭

陽の諱）と「元鳳」印（元鳳は昭陽の字）が捺されてお
り、昭陽の揮毫と考えられる。

32. 波田洋一資料
（寄贈者）波田洋一
寄贈者宅に伝来した黒漆塗桃形兜・白糸威二枚胴具足

1領。
桃形兜は鉢の正面と両脇に角元が立てられるが、前立

や脇立は付属していない。胴は切付伊予札を菱綴にした
二枚胴で、前胴の左側面に鼻紙入れが付いている。草摺
は7間5段下がりとし、5段目に熊毛が施されている。籠
手や佩楯といった小具足は残されていないが、戦国時代
末期から江戸時代にかけて数多く製作された当世具足の
典型例のひとつと言える。
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33. 木村和男資料（追加分）
（寄贈者）木村和男
平成21年度に寄贈を受けた、福岡藩政に関わる古文

書や絵画資料の追加分。今回は3代藩主黒田光之の時代
に、儒学はもとより『黒田家譜』や『筑前国続風土記』
などの編纂で藩に仕えた、学者貝原益軒（1630-1714）
の書跡として伝わった唐古詩1幅。

34. 松村直寿資料（追加分）
（寄贈者）松村直寿
平成28年度寄贈資料（商家の近代文書・道具・写真）

の追加分。松村久寿資料（平成23年寄贈資料、広田弘毅
一行書）とも関連する資料である。松村家は江戸時代か
ら福岡部で蝋燭を取り扱った商家で、明治時代以降陶器
商や洋品店に転じた。今年度寄贈分は、大正～昭和時代
に使用された算盤である。裏面に「呈　福岡貯蓄銀行」
と刻まれる。
福岡貯蓄銀行という名称の銀行は、大正時代と昭和

戦中期に存在した。前者は大正10（1921）年新設で、
大正13年に安田貯蓄銀行に合併された。後者は昭和16
（1941）年に嘉穂貯蓄銀行、筑豊貯蓄銀行、三池貯蓄
銀行が合併して成立したもので、昭和20年に嘉穂銀行、
十七銀行、筑邦銀行と合併して福岡銀行となった。

35. 堺光憲資料
（寄贈者）堺光憲
寄贈者宅に伝来した福岡地方の立体地図。福岡在住の

寄贈者の叔父から土産として贈られたもの。
立体地図は石膏製。福岡市の市街地を中心に円形に地

図を切り出し、縁は古鏡のような装飾を施す。海と陸地
の間、陸地内の山間部が立体的に表現される。河川・海
洋部、山間部、市街地がそれぞれ水色、緑色、赤色に彩
色され、地名と鉄道・航路が描かれた。裏面には福岡市
の概要や観光名所が印刷された貼紙がある。
製作者・製作年代は不明である。裏面の紹介文は、福

岡市の東端を昭和15（1940）年に合併された箱崎（現 
東区）とし、鉄道交通網に昭和17年に西日本鉄道に統合
された福博電車の記載がある。ここから、昭和15年から
昭和17年の間に製作されたと考えられる。

36. 山本寅雄資料
（寄贈者）山本寅雄
寄贈者宅に伝来した昭和21（1946）年発行の福岡市の

地図。
発行者は地元出版社の同潤社。多色刷りで、戦災地

域を赤色であらわす。鉄道、路面電車、学校、寺院に加
え、占領軍事務所やダンスホールが地図記号で表示され
る。凡例と主要な地名にはローマ字が付けられた。地図
の裏面には、道案内に使用する簡単な英会話が印刷され
ており、日本人だけでなく、占領軍関係者の購入も想定
した地図となっている。
終戦直後の福岡市の地図として、展示等での活用が期

待される。

37. 今坂幸子資料
（寄贈者）今坂幸子
寄贈者の父が使用した足踏み式ミシン。シンガー社が

大正2（1913）年にアメリカ合衆国ニュージャージー州
のエリザベス工場で製造したもの。
シンガー社は1851年に創立された縫製機械会社であ

る。同社のミシンは高品質で知られ、世界各地で使用さ
れた。日本では明治時代中頃に販売店が開設され、国内
で購入が可能になった。
寄贈者の父は昭和時代に西戸崎（現 東区）で洋裁店

を営んでおり、第2次世界大戦後は縫製したシャツを近
隣の米軍基地（キャンプハカタ）に納入したという。
昭和時代の福岡の人の営みを示す資料として活用が期

待できる。

38. 池田善朗資料（追加分）
（寄贈者）池田善朗
平成21年度（SPレコード、8ミリフィルム）、25年

度（鉄道関係資料）、26年度（写真アルバム、鉄道乗車
券）寄贈資料の追加分。
今年度分は、日本ビクター（現 JVC・ケンウッド・

ホールディングス株式会社）が製造したレコード「日本
の鉄道」である。鉄道研究家の鷹司平通（1923-1966）
が監修した鉄道に関する音源集で、昭和34（1959）年
1月30日から8月26日にかけて録音されたもの。A面に
は、駅の立ち売りの声、明治時代の列車の走行音、大正
時代から昭和時代初期にかけて製造された8620型蒸気機
関車の走行音などが収録される。B面には、東京の地下
鉄の停車音、ディーゼル車の車内音、新幹線こだまの車
内音・すれ違い音などが収録された。
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39. 青木綜一資料
（寄贈者）青木綜一
博多祇園山笠の飾り山の写真。標題「天慶治国光」

（表）、「猛威麾瓢風」（見送り）から、大正15
（1926）年の6番山笠土居流のものと分かる。同年の当
番町は西方寺前町。寄贈者が博多に移り住み、大黒流古
門戸町から山笠に出るようになった頃、西方寺前町在住
の親類から譲られたもの。

40. 岩片ハル資料
（寄贈者）岩片隆
アメリカのシンガー社製のミシン15K71型。大正4

（1915）年にスコットランドのクライドバンク工場で
生産された電動ミシンで、本体にスフィンクスの図柄
があしらわれているのが特徴。昭和6（1931）年、寄贈
者の祖父・鈴木義隆氏が、娘（寄贈者の母）・ハル氏
（1914-2017、早良区百道出身）のために東京銀座に
あったシンガーミシンの代理店で購入したもの。平成27
（2015）年頃までハル氏が使用し、家族の洋服などをつ
くっていたという。

41. 石井里子資料
（寄贈者）石井里子
寄贈者が平成元年頃に百貨店の外商から購入した博

多人形師白水八郎（1908-1972）の作品「熊野」。白水
は明治41（1908）年に博多下小山町（現 博多区上呉服
町）の博多人形師の白水家に生まれ、昭和41（1966）年
に小島與一や原田嘉平らとともに博多人形師として初め
て福岡県無形文化財技術保持者に認定された。住吉神社
の能楽殿に通うなど能楽好きで知られ、能人形を得意と
した。淡彩を施す上品な作風に定評があり、本作品にも
そうした特徴がよく表れている。

〈寄託資料〉

1. 眞武綾子資料（追加分）
（寄託者）眞武綾子
宗像郡曲村（現 宗像市曲・自由ヶ丘）に居住した医

家・眞武家に伝来した古文書および書画類。平成23年度
寄託資料の追加分。
資料は、①江戸時代後期から昭和戦前期にかけての

文書資料、②江戸時代後期から昭和時代にかけての書画
類、③刀剣類、④重箱などの什器類からなる。①の文書
資料は、薬の調合法を記した「玄洋方 全」や、明治20
～30年代の大福万覚帳など地域医療を担った医師として
の活動が窺える資料の他、明治10～17年の地券、昭和時
代戦前期に献金等により贈られた感謝状などが数多く残
されている。

2. 眞武淳一資料
（寄託者）眞武淳一
宗像郡曲村（現 宗像市曲・自由ヶ丘）の在村医・眞

武家に伝来した薬箱および書籍・絵画類。
資料は、①薬箱、②吉益東洞撰「類聚方」、③花鳥図

屏風（六曲一双）、④達磨図からなる。①薬箱は、眞武
家で実際に使用されていたもので、101種類の生薬を入
れる紙袋が五段に分けて収められているもので、宗像郡
の地域医療を担った眞武家の活動の一端を知り得る資料
である。

3. 清岩寺資料
（寄託者）北﨑勝洋（清岩寺住職）
福岡藩家老の三奈木黒田家の初代当主黒田一成と、2

代一任の肖像画。黒田一成は、黒田官兵衛孝高（如水）
を助けた加藤氏の出身で、如水の子・黒田長政のもと
関ヶ原合戦で戦功をあげた後、初代福岡藩主となった長
政と2代忠之のもとで藩政の重きをなした。2代一任は
一成の外孫で養子となり島原の陣に参加した後、家老と
して忠之と3代光之に仕えた。同家は長政より下座郡三
奈木（現 朝倉市）を中心に知行地を与えられ、三奈木
には別邸もあり家臣団も居住した（最終的には1万6千石
余）。清岩寺は三奈木にある同家菩提寺で、長く両者の
肖像が保存されていた。資料中の一成像は福岡市博物館
の昭和58年度寄贈・三奈木黒田家資料の中の「睡鴎斎休
江宗印居士像」の原本であり重要な資料である。

資料解題　 
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〈平成 28 年度寄贈資料〉

1. 多田洋子資料
（寄贈者）多田洋子・多田安子
平成28年度に寄贈された、明治時代から昭和時代の新

聞を中心とする資料群。新聞は、多田勇（1857-1910）
とその子勇雄（1882-1966）が購読・収集したもの。資
料群のうち、新聞については『平成28（2016）年度収集
収蔵品目録34』（福岡市博物館、2019年）に掲載した。
今回は、新聞以外の資料に関する目録を掲載する。内訳
は新聞附録と広告類、その他である。
新聞附録は、通常の日刊新聞に加えて発行されるもの

で、ニュースの他、新年の特集や地図などがある。本資
料群中には、明治30（1897）年発行された福岡日日新聞
の号外が含まれる。広告は、昭和30年代後半の新聞に折
り込まれたチラシが多い。内容は、商店の特売、映画館
の公開スケジュールなどである。

2. 金森直治資料
（寄贈者）金森直治
名古屋市在住の釣り史研究家・金森直治氏が30年以上

にわたり収集した釣り・魚に関するコレクション。これ
らは特別展「釣道楽の世界」への出品を機に寄贈に到っ
たもの。前号に掲載した絵葉書等の印刷物、箸置き、布
もの以外に、魚をモチーフとする日用品類及び計量関係
資料がある。
中でも、魚をモチーフとする日用品類は、国内各地に

限らず世界中で製作されたもので、その造形は多岐にわ
たる。
本目録においては前号で未掲載であった食器類やイン

テリア、日用雑貨、玩具等を含む日用品と計量関係の資
料を掲載した。
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＜寄　贈　資　料＞





1. 山本啓湖資料
〈資料内訳〉
近代資料（包装紙） ………………… 612 件 665 点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 封筒（昭和10年代箸袋　弁当　
レッテル等）

（昭和時代） 不明 封筒　鉛筆書 8.0×21.5 1通 2~97入り 2017P1

2 掛紙（御飯　毎月一日興亜奉公
日）

昭和14～17年 白木屋ホテル（宇都
宮駅）

印刷 14.6×15.2 1枚 2017P2

3 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 白木屋ホテル（宇都
宮駅）

色刷 14.3×15.0 1枚 「米は一日にして稔らず今
は戦時節米報国」　30銭

2017P3

4 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 三立軒（大宮駅） 色刷　印 14.0×15.8 1枚 30銭 2017P4

5 掛紙（御茶付弁当） 昭和戦中期 東華軒（熱海駅） 色刷　印 15.7×12.6 1枚 45銭 2017P5

6 掛紙（お茶つき弁当） 昭和戦中期 桃中軒（沼津駅） 色刷　印 17.8×12.7 1枚 上部欠　　45銭 2017P6

7 掛紙（まくのうち御弁当） （昭和16年） 東海軒（静岡駅） 色刷　印 18.8×17.2 1枚 国民精神総動員・消費節
約・廃品還元　50銭

2017P7

8 掛紙（鯛飯） （昭和17年） 東海軒（静岡駅） 色刷　印 18.0×13.0 1枚 30銭 2017P8

9 掛紙（幕の内御弁当） （昭和17年） 東海軒（静岡駅） 色刷　印 18.7×17.0 1枚 50銭 2017P9

10 掛紙（御弁当） （昭和15年） 松浦弥兵衛（名古屋
駅）

印刷　印 14.4×14.3 1枚 「国民精神総動員」「仰ぐ
聖地に輝く紀元　紀元
二千六百年」　30銭

2017P10

11 掛紙（御弁当　百七十億貯蓄絶
対完遂）

（昭和17年） 松浦弥兵衛（名古屋
駅）

印刷　印 14.2×15.2 1枚 大東亜戦争第二年　40銭 2017P11

12 掛紙（御弁当　戦地偲んで感謝
の節米）

（昭和17年） 小川活三（大垣駅） 印刷　印 14.6×14.4 1枚 30銭 2017P12

13 掛紙（御弁当　戦地偲んで感謝
の節米）

（昭和16年） 井筒屋商店（米原駅）印刷　印 14.6×14.4 1枚 30銭 2017P13

14 掛紙（SANDWICH） （昭和16年） 加藤利恵（米原駅） 印刷　印 17.9×12.6 1枚 30銭 2017P14

15 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 南洋軒（草津駅） 印刷　印 12.2×13.0 1枚 40銭 2017P15

16 掛紙（御弁当） （昭和18年） 荻乃家（大津駅） 色刷　印 12.2×13.0 1枚 30銭 2017P16

17 掛紙（御弁当　総力戦一人一人
がみな戦士）

（昭和16年） 水了軒（大阪駅） 印刷　印 13.1×13.2 1枚 30銭 2017P17

18 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 まねき（姫路駅） 色刷 12.3×13.0 1枚 30銭 2017P18

19 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 まねき（姫路駅） 色刷　印 12.3×13.2 1枚 30銭 2017P19

20 掛紙（御弁当　健康進軍） 昭和戦中期 まねき（姫路駅） 色刷 12.6×13.1 1枚 30銭 2017P20

21 掛紙（御弁当　乗降は一降り二
乗りで順序よく）

昭和戦中期 まねき（姫路駅） 色刷　印 12.3×13.1 1枚 十月十四日ハ鉄道記念日　
10銭

2017P21

22 掛紙（御弁当　欲しかりません
勝つまでは）

昭和戦中期 まねき（姫路駅） 色刷　印 12.4×13.2 1枚 30銭 2017P22

23 掛紙（御弁当　感謝でいたゞき
工夫で節米）

昭和戦中期 まねき（姫路駅） 色刷　印 12.6×13.2 1枚 30銭 2017P23

24 掛紙（お茶付御弁当） 昭和戦中期 三好野本店（岡山駅）色刷　印 14.1×10.0 1枚 45銭 2017P24

25 掛紙（一億一心御弁当） 昭和戦中期 三好野本店（岡山駅）色刷　印 13.0×11.6 2枚 45銭 2017P25
～26
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

26 掛紙（お茶付御弁当　お互ひに
節米に協力致しませう）

昭和戦中期 三好野本店（岡山駅）色刷　印 14.9×10.3 2枚 45銭 2017P27
～28

27 掛紙（興亜新秩序建設お結弁当）昭和戦中期 喜久屋（尾道駅） 色刷　印 16.1×19.8 1枚 30銭 2017P29

28 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 浜吉商店（糸﨑駅） 色刷　印 12.7×13.1 1枚 「お互ひに節米に協力致し
ませう」　30銭

2017P30

29 掛紙（お茶付弁当　生かせ国鉄
銃後の兵器）

昭和戦中期 羽田別邸（広島駅） 印刷 14.6×12.5 1枚 40銭 2017P31

30 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 広島駅弁当株式会社 印刷　印 12.3×7.3 1枚 45銭 2017P32

31 掛紙（ひろしま羽田別荘） 昭和戦中期 羽田別荘 印刷　朱印 12.9×21.3 1枚 広島鉄道局の朱印有 2017P33

32 掛紙（国策弁当　食糧報国） 昭和戦中期 羽田別荘（広島駅） 色刷 19.3×14.7 1枚 「お互ひ、節米に協力しま
せう」　30銭

2017P34

33 掛紙（御茶付弁当　青年徒歩旅
行　広島鉄道局）

昭和戦中期 羽田別荘 色刷 17.8×12.4 1枚 45銭 2017P35

34 掛紙（御茶付弁当） 昭和戦中期 羽田別荘（広島駅） 色刷 15.8×12.2 1枚 「防諜」「混雑に付き海，山，
温泉等の旅行は控へませ
う　この際急がぬ旅行は
控へませう」　40銭

2017P36

35 掛紙（お茶付御弁当） （昭和15年） 錦水軒 色刷　印 14.8×11.7 1枚 岩国　45銭 2017P37

36 掛紙（特製御弁当） （昭和16年） かしべ（小郡駅） 色刷　印 15.0×9.7 1枚 45銭 2017P38

37 掛紙（お茶附御弁当） 昭和戦中期 株式会社下関駅弁当 印刷　印 14.5×9.9 1枚 40銭 2017P39

38 掛紙（お茶付弁当　お互ひ・節
米に協力しませう）

（昭和16年） 浜吉（下関駅） 色刷　朱印 14.0×9.6 1枚 45銭 2017P40

39 掛紙（御弁当　国民精神総動員）（昭和16年） 高松松涛軒（高松駅
及び連絡船）

色刷　印 12.6×12.6 1枚 30銭 2017P41

40 掛紙（御茶附上等御弁当　軍事
は語るな）

昭和戦中期 石蔵屋（門司駅） 印刷　印 13.0×9.1 1枚 45銭 2017P42

41 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 石蔵屋（門司駅） 色刷 14.2×10.0 1枚 40銭 2017P43

42 掛紙（御茶附上等御弁当） 昭和戦中期 石蔵屋（門司駅） 色刷　朱印 13.2×9.4 1枚 45銭 2017P44

43 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 社団法人鉄道構内営
業中央会門司支部

印刷 13.2×9.4 1枚 40銭 2017P45

44 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 社団法人鉄道構内営
業中央会門司支部

印刷　印 13.2×9.5 1枚 40銭 2017P46

45 掛紙（決戦食御弁当） 昭和戦中期 社団法人鉄道構内営
業中央会門司支部

印刷　印 13.1×9.5 1枚 「一億戦闘配置に着かう　
輸送力は兵器だ　私する
な輸送力」　20銭

2017P47

46 記（重点輸送強化運動） 昭和戦中期 社団法人鉄道構内営
業中央会門司支部

印刷 13.4×9.6 1枚 40銭 2017P48

47 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 佳楽（小倉駅） 印刷　印 10.5×9.4 1枚 45銭 2017P49

48 掛紙（御茶付御弁当） 昭和戦中期 佳楽（小倉駅） 印刷　印 13.5×9.7 1枚 45銭 2017P50

49 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 真養亭（折尾） 印刷 15.2×10.6 1枚 45銭 2017P51

50 掛紙（かしわ飯） 昭和戦中期 筑紫軒（折尾駅） 印刷 14.1×9.6 1枚 「飯一粒も国家の資源　お
互に粗末にせぬ様に致し
ませう」　25銭

2017P52
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51 掛紙（かしわ飯） 昭和戦中期 筑紫軒（折尾駅） 印刷　朱印 14.5×9.9 1枚 朱印「本日は肉なし日」
と有　「飯一粒も国家の資
源　お互に粗末にせぬ様
に致しませう」　25銭

2017P53

52 掛紙（御茶附上等御弁当） （昭和16年） 寿軒（博多駅） 印刷　印 13.3×9.4 1枚 45銭 2017P54

53 包紙（創立三十五周年祝賀） 昭和戦中期 九州高等女学校 色刷 25.3×25.3 1枚 2017P55

54 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 坂口（大牟田駅） 色刷 10.4×9.8 1枚 2017P56

55 掛紙（御茶附上等御弁当） 昭和戦中期 北九州鉄道構内営業
有限会社行橋営業所

印刷 12.8×9.2 1枚 45銭 2017P57

56 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 滋養亭（行橋駅） 印刷　印 10.3×9.4 1枚 「お互に御飯を粗末にせぬ
やう致しませう」　御茶付
45銭

2017P58

57 掛紙（上等御弁当　奉祝建国祭
紀元二千六百年）

昭和戦中期 東洋軒（直方駅） 色刷　印 12.9×12.8 1枚 30銭 2017P59

58 掛紙（かしわ飯） 昭和戦中期 光和軒（鳥栖駅） 印刷　印 14.5×9.9 1枚 「御互に御飯を粗末にせぬ
様に致しませう」

2017P60

59 掛紙（御弁当） （昭和26年） 九州中央鉄道構内営
業有限会社鳥栖営業
所

色刷　印 16.8×15.2 1枚 外食券　70円 2017P61

60 掛紙（御弁当） （昭和27年） 九州中央鉄道構内営
業有限会社鳥栖営業
所

色刷　印 17.7×15.2 1枚 外食券　70円 2017P62

61 掛紙（御茶附上等御弁当） 昭和戦中期 新玉（佐賀駅） 色刷 13.1×9.5 1枚 45銭 2017P63

62 掛紙（御茶附上等御弁当） 昭和戦中期 新玉（佐賀駅） 印刷 13.0×9.4 1枚 「米一粒も国家の資源　粗
末にせぬ様に致しませう」　
45銭

2017P64

63 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 常磐軒（肥前山口駅）色刷 12.9×12.5 1枚 30銭 2017P65

64 掛紙（御弁当） （昭和20年代～
30年代）

諫早鉄道構内営業有
限会社

色刷　印 15.7×17.8 1枚 70円 2017P66

65 掛紙（御茶附上等御弁当） 昭和戦中期 音羽家（熊本駅） 印刷 12.8×9.4 1枚 45銭 2017P67

66 掛紙（鰻めし） 昭和戦中期 辰巳屋（熊本駅） 印刷 13.5×10.3 1枚 50銭 2017P68

67 掛紙（料理弁当） 昭和戦中期 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本営業所

色刷 16.8×11.5 1枚 2017P69

68 掛紙（上等御弁当　詔書必謹）（昭和18年） 熊本鉄道構内営業有
限会社

印刷 13.2×9.2 1枚 30銭 2017P70

69 掛紙（上等御弁当　重点輸送の
確保　防空陣の完璧）

昭和戦中期 熊本鉄道構内営業有
限会社

印刷　印 13.1×9.3 1枚 「春だ護れ！国土の空を　
国の動脈を」　40銭

2017P71

70 掛紙（御弁当　私するな輸送力）昭和戦中期 熊本営業所 印刷　印 12.3×6.6 1枚 40銭 2017P72

71 掛紙（代用食　愛国弁当） 昭和戦中期 熊本営業所 印刷　印 13.2×9.5 1枚 20銭 2017P73

72 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 山笑軒（立野駅） 色刷　印 12.9×13.0 1枚 45銭 2017P74

73 掛紙（上等御弁当） （昭和16年） 松葉家（中津駅） 印刷　印 13.0×12.6 1枚 45銭 2017P75

74 掛紙（御茶附弁当） （昭和16年） 松葉屋（中津駅） 色刷　印 15.1×10.5 1枚 45銭 2017P76

75 掛紙（御茶付上等御弁当） 昭和戦中期 大分鉄道構内営業有
限会社中津営業所

印刷 12.8×9.5 1枚 45銭 2017P77
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76 掛紙（支那事変五週年　御弁当）（昭和17年） 大分鉄道構内営業有
限会社別府営業所

印刷　印 13.4×9.2 1枚 「支那事変五週年」　40銭 2017P78

77 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 別府軒（別府駅） 印刷 13.2×9.6 1枚 「お互に御飯を粗末にせぬ
やう致しませう」　40銭

2017P79

78 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 別府軒（別府駅） 印刷　印 13.1×9.2 1枚 「一億国民挙て節米　敬米
感謝で御奉公」　40銭

2017P80

79 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 別府軒（別府駅） 印刷　印 10.5×9.6 1枚 30銭 2017P81

80 掛紙（御茶付御弁当） 昭和戦中期 梅乃家（大分駅） 印刷 13.0×9.2 1枚 45銭 2017P82

81 掛紙（上等御弁当　輝く戦果に
感謝の貯蓄）

昭和戦中期 大分鉄道構内営業有
限会社

印刷 13.1×9.2 1枚 40銭 2017P83

82 掛紙（御弁当　鉄道開設七十年
記念）

昭和戦中期 大分鉄道構内営業有
限会社

印刷 13.5×9.4 1枚 40銭 2017P84

83 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 梅乃家（大分駅） 印刷 10.7×9.9 1枚 30銭 2017P85

84 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 福寿亭（延岡駅） 印刷 11.8×12.8 1枚 「米一粒も国家の資源　粗
末にせぬ様に致しませう」　
40銭

2017P86

85 掛紙（支那事変五週年　御弁当）昭和戦中期 宮崎鉄道構内営業有
限会社

印刷 13.2×9.3 1枚 40銭 2017P87

86 掛紙（上等御弁当） 昭和戦中期 都城駅水間弁当部 印刷　印 13.0×13.0 1枚 40銭 2017P88

87 掛紙（試売　御茶附上等御弁当）昭和戦中期 水間弁当部（都城駅）印刷 13.4×9.7 1枚 「米一粒も国家の資源　粗
末にせぬ様に致しませう」　
45銭

2017P89

88 掛紙（試売　御茶附上等御弁当）昭和戦中期 水間弁当部（都城駅）印刷 13.4×9.4 1枚 「米一粒も国家の資源　粗
末にせぬ様に致しませう」　
45銭

2017P90

89 掛紙（御弁当　がんばらう） 昭和戦中期 鹿児島鉄道構内営業
所

印刷　印 13.3×9.5 1枚 40銭 2017P91

90 掛紙（上等御弁当　この一年旅
行は止めだ）

昭和戦中期 不明 印刷 12.6×6.6 1枚 40銭 2017P92

91 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 不明 印刷 13.3×9.2 1枚 「輸送力は兵器だ！！私す
るな輸送力」　40銭

2017P93

92 包紙（護るぞ皆決死） 昭和戦中期 不明 印刷 18.6×13.5 1枚 2017P94

93 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 不明 印刷 12.9×9.2 1枚 2017P95

94 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 不明 印刷 8.7×6.2 1枚 金40銭 2017P96

95 掛紙（御弁当） 昭和戦中期 日本食堂株式会社 印刷 9.4×6.0 1枚 45銭 2017P97

96 掛紙（御飯　国策に協力　節米
励行）

昭和戦中期 不明 印刷 13.0×14.9 1枚 2017P98

97 記（お願ひ） 昭和戦中期 全国鉄道構内営業中
央会

印刷 9.4×6.4 1枚 「事故防止のためお買ひも
のはすべて車窓からお願
ひすることになりました」　
上部欠

2017P99

98 掛紙（御弁当） （昭和時代） 伯養軒青森支店（青
森駅）

色刷　印 26.0×26.0 1枚 200円 2017P100

99 掛紙（名物帆立 めし） （昭和時代） 伯養軒青森支店 色刷 18.1×17.9 1枚 500円 2017P101
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100 掛紙（八戸小唄寿司） （昭和48年） 吉田屋（八戸駅前） 色刷　印 21.1×20.8 1枚 250円 2017P102

101 掛紙（特製とりめし） 村井松月堂（盛岡駅）色刷　印 23.9×24.1 1枚 200円 2017P103

102 掛紙（みちのくの香　南部季節
弁当）

昭和30年代～40
年代ヵ

村井松月堂（盛岡駅）色刷　印 19.5×19.5 1枚 200円 2017P104

103 掛紙（磯の風味　あわび飯） （昭和53年） 博愛舎（大船渡線気
仙沼駅）

色刷　印 22.9×21.2 1枚 500円 2017P105

104 掛紙（大館名物鶏樽めし） （昭和45～51年）花善（大館駅） 色刷　印 18.5×22.5 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P106

105 掛紙（みちのくの味　名物椎茸
めし）

（昭和45～51年）ネモト（能代市） 色刷　印 24.2×24.9 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P107

106 掛紙（特製御弁当） 昭和40年代～50
年代ヵ

新鉄構内営業株式会
社太平食堂（鶴岡駅）

色刷　印 25.6×25.8 1枚 300円 2017P108

107 掛紙（特製御弁当） （昭和45～51年）河村弁当部（酒田駅）色刷　印 25.3×25.5 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P109

108 掛紙（会津弁当） （昭和時代） 会津若松伯養軒 色刷　印 8.3×23.0 1枚 500円 2017P110

109 掛紙（那須野寿し） （昭和48年） 高木弁当株式会社（東
北本線黒磯駅）

色刷　印 18.9×15.0 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P111

110 掛紙（くろいそ風味九尾 めし）（昭和時代） フタバ食品株式会社
フタバ九尾弁当部（黒
磯駅）

色刷 19.4×17.8 1枚 500円 2017P112

111 掛紙（お弁当） （昭和47年） 日本食堂（東京駅） 色刷　印 24.8×20.2 1枚 鉄道百年記念　DISCOV-
ER JAPAN　200円

2017P113

112 ナプキン（市ヶ谷会館） （昭和時代） （市ヶ谷会館） 紙製　印刷 30.0×29.4 1枚 2017P114

113 ナプキン（Seiyoken） （昭和時代） （Seiyoken) 紙製　印刷 25.1×25.1 1枚 2017P115

114 掛紙（うなぎ御飯） （昭和時代） 帝国ホテル列車食堂
株式会社（東京）

色刷 13.0×15.9 1枚 列車内調整　780円 2017P116

115 掛紙（シウマイ） （昭和40年） 崎陽軒（横浜駅） 色刷　印 23.2×40.0 1枚 2017P117

116 掛紙（うなぎお弁当） （昭和42年） 崎陽軒（横浜駅） 色刷　印 25.2×35.8 1枚 200円 2017P118

117 掛紙（シウマイ御弁当） （昭和42年） 崎陽軒（横浜駅） 色刷　印 21.9×16.7 1枚 150円 2017P119

118 掛紙（シウマイ御弁当） （昭和43年） 崎陽軒（横浜駅） 色刷　印 25.0×17.0 1枚 200円 2017P120

119 掛紙（横浜名物シウマイ） （昭和40年） 崎陽軒（横浜駅） 色刷　印 11.2×14.5 2枚 200円 2017P121
～122

120 箸袋 （昭和時代） 崎陽軒（横浜駅） 印刷 17.1×2.6 1枚 2017P123

121 掛紙（大船名物鯵乃押寿し） （昭和41年） 大船軒（大船駅） 色刷　印 23.2×21.0 1枚 100円 2017P124

122 掛紙（御弁当） （昭和時代） 山崎（直江津駅） 印刷　印 9.9×7.7 1枚 2017P125

123 掛紙（特殊御料理） （昭和24年） 富山ホテル支店（富
山駅）

色刷　印 13.3×9.1 1枚 2017P126

124 掛紙（福井名物鯛寿し） （昭和時代） 番匠本店（福井駅） 色刷　印 25.8×25.5 1枚 100円 2017P127

125 掛紙（特殊御弁当） （昭和27年） 番匠（福井駅） 色刷　印 13.7×13.7 1枚 2017P128

126 掛紙（鯛寿し） （昭和28年） 番匠本店（福井駅） 色刷　印 17.1×14.1 1枚 2017P129

127 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 多かの（今庄駅） 印刷　印 16.7×16.3 2枚 2017P130
～131
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128 掛紙（御飯） （昭和時代） 多かの（今庄駅） 印刷 15.2×15.5 1枚 破れ有 2017P132

129 掛紙（御料理弁当） （昭和時代） 多かの（今庄駅） 色刷　印 16.5×16.3 1枚 2017P133

130 箸袋 （昭和時代） 嘉寿美館（岐阜駅） 色刷 21.1×3.0 1枚 2017P134

131 掛紙（岐阜名産　元祖鮎寿司）（昭和時代） 嘉寿美館（岐阜駅・
岐阜羽島駅）

色刷 26.8×19.7 1枚 200円 2017P135

132 掛紙（名物鯛めし） （昭和40年） 東華軒（熱海駅） 色刷　印 22.4×22.4 1枚 100円 2017P136

133 掛紙（名物小鯵押寿司） （昭和41年） 東華軒（熱海駅） 色刷　印 20.9×22.0 1枚 100円 2017P137

134 掛紙（焼ブタ） （昭和28年） 東海軒（静岡駅） 印刷　印 14.6×10.3 1枚 2017P138

135 掛紙（代用食御弁当） （昭和時代） 東海軒（静岡駅） 印刷　印 7.6×5.8 1枚 2017P139

136 掛紙（まくのうち弁当） （昭和50年） 東海軒（静岡駅） 色刷　印 22.5×20.2 1枚 400円 2017P140

137 掛紙（特製まくのうち） （昭和45～51年）東海軒（静岡駅・金
谷駅）

色刷　印 26.0×19.2 1枚 DISCOVER JAPAN　
200円

2017P141

138 掛紙（うなぎめし） （昭和43年） 東海軒（静岡市） 色刷　印 18.0×14.8 1枚 250円 2017P142

139 掛紙（浜名湖名産うなぎ蒲焼）（昭和時代） 自笑亭（浜松駅） 印刷 14.2×9.1 1枚 2017P143

140 掛紙（浜名湖名産うなぎ蒲焼）（昭和23年） 自笑亭（浜松駅） 印刷　朱印 14.2×9.1 2枚 2017P144
～145

141 掛紙（浜松名物シウマイ） （昭和23年） 神屋商店（浜松駅） 印刷　印 9.5×6.3 1枚 2017P146

142 掛紙（御弁当） （昭和40年） 松浦商店（名古屋駅）色刷　印 17.5×25.5 1枚 150円 2017P147

143 掛紙（特製お弁当） （昭和53年） 松浦商店（名古屋駅）色刷　印 21.5×25.2 1枚 一枚のキップから　500
円

2017P148

144 箸袋 （昭和時代） 松浦商店（名古屋駅）色刷 19.0×2.5 1枚 2017P149

145 掛紙（高級柿煉羊羹） （昭和22年） 名古屋駅鉄道弘済会 印刷　印 11.0×3.2 1枚 森佐納入 2017P150

146 掛紙（熱田名物きよめ餅） （昭和時代） きよめ餅本家（名古
屋）

色刷 22.5×25.4 1枚 2017P151

147 掛紙（サンドウイツチ） （昭和時代） 玉屋商店（大垣駅） 印刷　印 10.6×7.2 1枚 2017P152

148 掛紙（御飯） （昭和時代） 南洋軒（東海道線草
津駅）

印刷 15.0×18.1 1枚 2017P153

149 掛紙（御折詰） （昭和時代） 南洋軒（東海道線草
津駅）

印刷 13.6×6.4 1枚 200円 2017P154

150 掛紙（東海道五十三次・草津）（昭和時代） 不明 色刷 19.4×19.5 1枚 2017P155

151 掛紙（御弁当） （1967年） 井筒屋商店（米原駅）色刷　印 23.5×23.6 1枚 国際観光年　200円 2017P156

152 掛紙（鱒寿し） （昭和時代） 井筒屋商店（米原駅）色刷　印 26.6×23.5 1枚 200円 2017P157

153 掛紙（料理弁当） （昭和時代） 井筒屋商店（米原駅）印刷 12.6×6.0 1枚 2017P158

154 掛紙（コロッケ） （昭和時代） 井筒屋商店（米原駅）印刷 14.7×8.6 1枚 2017P159

155 掛紙（洋食弁当） （昭和時代） 井筒屋商店（米原駅）印刷　印 14.7×17.6 1枚 2017P160

156 掛紙（ハムサラダ） （昭和時代） 加藤商店（米原駅） 印刷 10.5×6.2 1枚 2017P161

157 掛紙（サンドウィッチ） （昭和27年） 加藤商店（米原駅） 印刷　印 17.1×10.8 1枚 2017P162

158 掛紙（外食券御弁当） （昭和時代） 萩乃家（京都駅） 色刷　印 17.7×15.2 1枚 2017P163

159 掛紙（御弁当） （昭和31年） 萩の家（京都駅） 色刷　印 15.4×15.1 1枚 100円 2017P164
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160 掛紙（まくの内弁当） （昭和時代） 萩の家（京都駅）　東
海車販株式会社

色刷　印 19.2×26.3 1枚 150円 2017P165

161 掛紙（御弁当） （昭和時代） 萩の家（京都駅）　 色刷　印 25.5×25.6 1枚 200円 2017P166

162 掛紙（御弁当） （昭和時代） 塩荘（敦賀駅） 色刷　印 14.8×14.8 1枚 2017P167

163 掛紙（御飯） （昭和時代） 塩荘（敦賀駅） 印刷 15.0×15.2 1枚 2017P168

164 掛紙（御弁当） （昭和28年） 塩荘（敦賀駅） 色刷　印 13.2×13.7 2枚 2017P169
～170

165 掛紙（敦賀名物鯛鮓） （昭和28年） 塩荘（敦賀駅） 色刷　印 17.3×9.5 1枚 2017P171

166 掛紙（御弁当） （昭和時代） 塩荘（敦賀駅） 色刷　印 15.2×15.2 1枚 2017P172

167 掛紙（御飯） （昭和時代） 塩荘（敦賀駅） 印刷 15.0×15.0 1枚 箸袋付 2017P173

168 掛紙（但馬名物かにずし） （昭和時代） たで川（豊岡駅・城
崎駅）

ビニール製 26.6×24.4 1枚 300円 2017P174

169 掛紙（御料理） （昭和時代） 川喜（宗右衛門町） 色刷 19.5×27.0 1枚 2017P175

170 掛紙（大阪名物小鯛雀寿司） （昭和30年） 水了軒（大阪駅） 色刷　印 26.8×35.0 1枚 200円 2017P176

171 掛紙（大阪名物小鯛すし） （昭和40年） 水了軒 色刷　印 19.5×20.3 1枚 2017P177

172 掛紙（うなぎめし） （昭和40年） 東海車販株式会社　
水了軒（新大阪駅）

色刷　印 19.1×14.0 1枚 200円 2017P178

173 掛紙（お弁当） （昭和41年） 水了軒（大阪駅・新
大阪駅）

色刷　印 25.5×18.0 1枚 150円 2017P179

174 掛紙（助六すし） （昭和45年） 水了軒（大阪駅・新
大阪駅）

色刷　印 21.0×15.4 1枚 120円 2017P180

175 掛紙（お弁当） （昭和47年） 水了軒（大阪駅・新
大阪駅）

色刷　印 24.8×18.2 1枚 200円 2017P181

176 掛紙（大阪寿し） （昭和47年） 水了軒（大阪駅・新
大阪駅）

色刷　印 22.0×16.4 1枚 200円 2017P182

177 掛紙（浪花弁当） （昭和50年） 水了軒（新大阪駅・
大阪駅）

色刷　印 24.8×24.8 1枚 500円 2017P183

178 掛紙（うなぎめし） （昭和52年） 水了軒（大阪駅・新
大阪駅）

色刷　印 19.6×14.2 1枚 600円 2017P184

179 掛紙（鯛すし） （昭和53年） 水了軒（大阪駅・新
大阪駅）

色刷　印 17.5×22.5 2枚 600円 2017P185
～186

180 掛紙（うなぎめし　香物） （昭和時代） 水了軒（大阪駅・新
大阪駅）

色刷 7.4×8.6 1枚 2017P187

181 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 阪急百貨店食堂部 色刷 16.0×28.7 1枚 2017P188

182 掛紙（洋風弁当） （昭和時代） 阪急百貨店食品部 色刷 16.0×28.9 1枚 2017P189

183 掛紙（外食券御弁当） （昭和20年代～
30年代）

淡路屋（神戸駅） 色刷　印 15.0×17.4 1枚 100円 2017P190

184 掛紙（外食券御弁当） （昭和20年代～
30年代）

淡路屋（神戸駅） 色刷　印 15.5×17.3 1枚 100円 2017P191

185 掛紙（謹製御寿司） （昭和時代） 淡路屋（神戸駅） 色刷　印 21.5×21.5 1枚 150円 2017P192

186 掛紙（外食券　御寿し） （昭和20年代～
30年代）

まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 19.4×16.3 1枚 100円 2017P193
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187 掛紙（外食券御弁当） （昭和20年代～
30年代）

まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.0×17.8 2枚 100円 2017P194
～195

188 掛紙（外食券御弁当） （昭和20年代～
30年代）

まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.2×17.8 1枚 100円 2017P196

189 掛紙（特製御弁当） （昭和20年代～
30年代）

まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.1×15.1 1枚 外食券　100円 2017P197

190 掛紙（御弁当） （昭和33年） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印　ペ
ン書

16.9×18.2 1枚 ペン書「33.11」と有　
100円

2017P198

191 掛紙（特製幕の内御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 16.8×19.6 1枚 100円 2017P199

192 掛紙（特製幕の内御弁当） （昭和40年） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 21.8×21.1 1枚 150円 2017P200

193 掛紙（御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 16.8×19.5 1枚 100円 2017P201

194 掛紙（御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.3×20.8 1枚 150円 2017P202

195 掛紙（外食券御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.2×15.2 1枚 播磨総社二十一年目三ツ
山大祭記念

2017P203

196 掛紙（外食券御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 14.8×15.2 1枚 2017P204

197 掛紙（外食券御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.2×15.2 1枚 2017P205

198 掛紙（おいしいビタミン入り御
飯）

（昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

印刷 17.4×19.0 1枚 2017P206

199 記 （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

印刷 12.0×4.0 1枚 「毎度ありがとう存じま
す、本品の調理につきま
しては充分に注意いたし
ておりますが事項柄なる
べくお早くお召上り下さ
い」

2017P207

200 掛紙（御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 17.0×19.5 2枚 100円 2017P208
～209

201 掛紙（特製幕の内御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.9×22.7 1枚 100円 2017P210

202 掛紙（特製お弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 23.0×23.0 1枚 2017P211

203 掛紙（姫路名物あなご寿司弁当）（昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 15.0×25.7 1枚 250円 2017P212

204 掛紙（特製御弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 14.9×15.2 1枚 貼紙有 2017P213

205 掛紙（お弁当） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

印刷　朱印 9.2×6.5 1枚 2017P214

206 掛紙（おべんとう） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

印刷　朱印 9.2×6.5 1枚 2017P215

207 掛紙（御寿司） （昭和時代） まねき食品株式会社
（姫路駅）

色刷　印 17.2×12.0 1枚 2017P216
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208 掛紙（幕の内討入弁当） （昭和50年） エノキ（相生駅・播
州赤穂駅）

色刷　印 29.7×29.7 1枚 400円 2017P217

209 掛紙（播磨風土記弁当） （昭和51年） エノキ（相生駅・播
州赤穂駅）

色刷　印 19.0×33.0 1枚 500円 2017P218

210 掛紙（御弁当） （昭和時代） エビスヤ（上郡駅） 色刷 15.0×15.0 1枚 楊枝入付 2017P219

211 記（飛鳥鍋のたべ方） （昭和時代） 橿原観光ホテル 印刷 12.0×8.4 1枚 2017P220

212 記（名物飛鳥鍋の話） （昭和時代） 橿原観光ホテル 印刷 15.0×21.8 1枚 2017P221

213 掛紙（御料理） （昭和時代） 橿原三業組合 色刷 21.1×25.4 1枚 2017P222

214 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） あしべ（紀伊田辺駅）色刷　印 24.1×24.2 1枚 2017P223

215 掛紙（紀の川名物鮎の笹寿司）（昭和時代） 堺屋旅館寿し部（和
歌山・橋本市）

色刷 25.6×31.0 1枚 2017P224

216 掛紙（鳥取名物元祖かに寿し）（昭和時代） アベ鳥取堂 色刷 17.0×23.8 1枚 2017P225

217 掛紙（鳥取名産かに寿し） （昭和時代） 鳥取吉野寿し 色刷 24.3×24.1 1枚 2017P226

218 掛紙（日本海名産かに粕漬） （昭和時代） 株式会社みやげ山海
（松江市）

色刷 28.8×29.0 1枚 2017P227

219 掛紙（御飯） （昭和時代） 長尾精陽軒（石見大
田駅）

印刷 19.4×19.4 1枚 2017P228

220 掛紙（御弁当） （昭和時代） 長尾精陽軒（石見大
田駅）

色刷　印 19.3×19.4 1枚 150円 2017P229

221 掛紙（山陰名産松葉かにずし）（昭和時代） ピリ軒（浜田駅） 色刷　印 24.2×24.0 2枚 300円 2017P230
～231

222 掛紙（山陰名物かに寿し） （昭和時代） 阿知波嘉淑軒（石見
益田駅）

色刷　印 24.9×18.5 2枚 2017P232
～233

223 掛紙（御飯） （昭和時代） 阿知波嘉淑軒（石見
益田駅）

色刷 19.7×19.7 1枚 2017P234

224 掛紙（御弁当） （昭和時代） 阿知波嘉淑軒（石見
益田駅）

色刷　印 21.4×21.2 1枚 150円 2017P235

225 外箱（山陰名物特製かに寿し）（昭和時代） 阿知波嘉淑軒（益田
駅）

色刷　印 17.2×29.2 1枚 500円 2017P236

226 掛紙（山陰の小京都津和野名物
かしわめし）

（昭和時代） くぼた仕出店（津和
野）

色刷　印 26.2×24.8 1枚 250円 2017P237

227 掛紙（特製御弁当） （昭和28年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 15.6×17.8 2枚 2017P238
～239

228 掛紙（幕の内弁当） （昭和29年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 18.1×18.0 1枚 2017P240

229 掛紙（特製御弁当） （昭和30年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 15.6×17.0 1枚 100円 2017P241

230 掛紙（特製御弁当） （昭和31年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 15.6×18.1 1枚 100円 2017P242

231 掛紙（特製御弁当） （昭和31年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 18.2×18.2 1枚 100円 2017P243

232 掛紙（鉄道開通84周年　鉄道
記念日10月14日）

（昭和31年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 15.4×19.0 1枚 100円 2017P244

233 掛紙（特製御弁当） （昭和31年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 15.4×19.2 1枚 100円 2017P245

234 掛紙（特製鯖寿し） （昭和32年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 18.0×18.2 1枚 「外食券引換定価百円」 2017P246

235 掛紙（特製幕の内弁当） （昭和32年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 19.2×26.4 1枚 100円 2017P247
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236 掛紙（備前うなぎ） （昭和33年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 20.8×20.8 1枚 2017P248

237 掛紙（特製御弁当） （昭和33年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 17.4×18.2 1枚 100円 2017P249

238 掛紙（特製御弁当） （昭和37年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 20.2×20.2 1枚 150円 2017P250

239 掛紙（岡山名物祭ずし） （昭和47年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 26.0×20.8 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P251

240 掛紙（弁当） （昭和38年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 20.2×20.1 1枚 150円 2017P252

241 掛紙（特製御弁当） （昭和38年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 17.3×17.9 1枚 100円 2017P253

242 外箱（味よしべんとう） （昭和49年） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 19.0×25.8 1枚 2017P254

243 掛紙（御飯） （昭和時代） 三好野本店（岡山駅）印刷 15.1×18.1 1枚 2017P255

244 掛紙（特製御弁当） （昭和時代） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 17.6×18.2 1枚 100円 2017P256

245 掛紙（特製御弁当） （昭和時代） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 15.3×17.8 1枚 100円 2017P257

246 掛紙（特製幕の内弁当） （昭和時代） 三好野本店（岡山駅）色刷　印 15.8×18.0 1枚 2017P258

247 掛紙（折詰御料理） （昭和52年） 株式会社三好野本店）色刷　印 17.5×25.7 1枚 2017P259

248 掛紙（銘菓　吉備団子） （昭和時代） 広栄堂本店 色刷 19.7×27.1 1枚 2017P260

249 掛紙（瀬戸内海名産ままかりの
酢漬　二番）

（昭和時代） 不明（岡山ヵ） 色刷 22.2×22.2 1枚 2017P261

250 箸袋 （昭和時代） 鶴形屋（倉敷駅） 色刷 20.5×2.5 1枚 2017P262

251 掛紙（特製御弁当） 1970年 鶴形屋（倉敷駅） 色刷　印 25.0×25.0 1枚 日本万国博覧会　200円 2017P263

252 掛紙（御弁当） （昭和時代） 鞆甚本店（福山駅） 色刷　印 15.2×15.2 1枚 2017P264

253 箸袋 （昭和時代） 喜久屋（尾道駅） 印刷 19.7×2.5 1枚 2017P265

254 掛紙（国鉄周遊指定地特製弁当）（昭和45～51年）喜久屋（尾道駅） 色刷　印 26.2×25.9 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P266

255 掛紙（特別外食券弁当） （昭和時代） 浜吉（糸崎駅） 印刷 8.7×5.3 1枚 2017P267

256 掛紙（サンドウイツチ） （昭和時代） 浜吉商店（糸崎駅） 色刷　印 21.2×20.5 1枚 2017P268

257 掛紙（外食弁当お寿司） （昭和27年） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 16.0×10.2 1枚 貼紙有 2017P269

258 掛紙（御飯） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷 21.4×21.6 1枚 2017P270

259 掛紙（かきめし） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 19.6×15.2 1枚 100円 2017P271

260 掛紙（御飯　業務用米使用） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社
（広島駅）

印刷 17.0×15.7 1枚 2017P272

261 掛紙（御寿司） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 17.8×15.4 1枚 80円 2017P273

262 掛紙（御弁当） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 17.5×17.5 1枚 100円 2017P274

263 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 21.8×21.8 1枚 150円 2017P275

264 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 19.4×19.1 1枚 150円 2017P276

265 掛紙（お弁当） 1967年 広島駅弁当株式会社 色刷　印 21.1×21.1 2枚 国際観光年　200円 2017P277
～278

266 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 24.8×25.0 2枚 200円 2017P279
～280

267 外箱（広島名物しゃもじ寿司）（昭和47年） 広島駅弁当株式会社 色刷　印　ペ
ン書

35.5×18.5 1枚 DISCVOER JAPAN　
250円

2017P281
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268 掛紙（お弁当） 1973年 広島駅弁当株式会社 色刷　印 21.0×21.0 1枚 謹賀新年　DISCOVER 
JAPAN　300円

2017P282

269 掛紙（御飯） 昭和48年 広島駅弁当株式会社 色刷　ペン書 20.8×20.8 1枚 ペン書「48.1.9」と有 2017P283

270 掛紙（お弁当） （昭和45～51年）広島駅弁当株式会社 色刷　印 25.8×25.8 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P284

271 外箱（広島名物しゃもじ寿司）（昭和45～51年）広島駅弁当株式会社 色刷　印 18.7×23.5 1枚 DISCOVER JAPAN 2017P285

272 掛紙（御飯） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷 21.1×22.0 1枚 2017P286

273 掛紙（内海名産あなごめし） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 21.3×21.2 1枚 150円 2017P287

274 掛紙（御飯） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷 21.0×20.8 1枚 2017P288

275 掛紙（広島名物かきめし） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 20.8×21.0 1枚 200円 2017P289

276 掛紙（御飯） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷 21.8×21.4 1枚 2017P290

277 掛紙（御弁当） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 26.0×26.0 2枚 500円 2017P291
～292

278 掛紙（御弁当） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 18.2×14.9 1枚 2017P293

279 掛紙（都々逸） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 印刷 18.7×18.0 2枚 2017P294
～295

280 掛紙（御弁当） （昭和時代） 広島駅弁当株式会社 色刷　印 17.8×15.0 1枚 2017P296

281 掛紙（御料理弁当） （昭和26年） 錦水軒（岩国駅） 色刷　印 12.5×9.4 1枚 2017P297

282 掛紙（外食券御弁当） （昭和30年） 錦水軒（岩国駅） 色刷　印 13.4×20.9 1枚 100円 2017P298

283 掛紙（御弁当） （昭和32年） 錦水軒（岩国駅） 色刷　印　ペ
ン書

13.4×20.7 1枚 2017P299

284 掛紙（御弁当） （昭和時代） 錦水軒（岩国駅） 色刷　印 14.2×20.8 1枚 100円 2017P300

285 掛紙（御弁当） （昭和時代） 錦水軒（岩国駅） 色刷　印 17.3×17.1 1枚 100円 2017P301

286 掛紙（御弁当） （昭和時代） 錦水軒（岩国駅） 色刷 16.4×15.3 1枚 2017P302

287 掛紙（御弁当） （昭和時代） 錦水軒（岩国駅） 色刷　印 16.4×13.4 1枚 2017P303

288 箸袋 （昭和時代） 水了軒（柳井駅） 印刷 22.1×2.1 1枚 2017P304

289 掛紙（御料理弁当） （昭和時代） 水了軒（柳井駅） 印刷 13.6×10.0 1枚 2017P305

290 掛紙（御弁当） （昭和28年） 水了軒（柳井駅） 色刷　印 15.7×13.5 1枚 2017P306

291 掛紙（御料理） （昭和時代） 水了軒（柳井駅） 色刷　印 13.0×12.3 1枚 2017P307

292 掛紙（幕の内お弁当） （昭和時代） 水了軒（柳井駅） 色刷　印 25.1×25.1 1枚 200円 2017P308

293 掛紙（御べんとう） （昭和時代） 徳山駅弁当株式会社 色刷　印 19.4×19.4 1枚 100円 2017P309

294 掛紙（御飯） （昭和時代） 徳山駅弁当株式会社 色刷 17.8×19.8 1枚 2017P310

295 掛紙（お弁当） （昭和時代） 国鉄中国車内販売株
式会社（徳山駅）

色刷　印 25.8×25.8 1枚 200円 2017P311

296 掛紙（山口県・徳山駅お弁当）（昭和時代） 徳山駅弁当株式会社 色刷　印 25.5×25.5 1枚 400円 2017P312

297 掛紙（お弁当） （昭和52～53年）徳山駅弁当株式会社 色刷　印 25.4×25.6 1枚 一枚のキップから　500
円

2017P313

298 箸袋 （昭和時代） 徳山駅弁当株式会社 印刷 20.2×3.0 1枚 楊枝付 2017P314

299 箸袋 （昭和時代） 木村寿軒（三田尻駅）色刷 18.8×2.1 1枚 2017P315
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300 掛紙（御弁当） （昭和37年） 木村寿軒（三田尻駅）色刷　印 19.0×18.2 1枚 100円 2017P316

301 掛紙（御弁当） （昭和時代） 木村寿軒（防府駅） 色刷　印 21.2×21.2 1枚 200円 2017P317

302 掛紙（幕の内御弁当） （昭和20年代～
30年代）

小郡駅弁当株式会社 色刷　印 25.2×22.2 1枚 100円 2017P318

303 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印 24.1×24.3 1枚 100円 2017P319

304 記（紅鱒について） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷 10.5×15.0 1枚 2017P320

305 掛紙（御弁当） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印 15.0×17.8 1枚 100円 2017P321

306 掛紙（お弁当） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印 24.1×24.1 1枚 200円 2017P322

307 掛紙（お弁当） （昭和47年） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印　ペ
ン書

25.4×25.5 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P323

308 箸袋 （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 印刷 19.7×2.4 1枚 2017P324

309 掛紙（小郡名物鱒すし） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印 24.0×24.1 1枚 150円 2017P325

310 掛紙（幕の内御弁当） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印 25.1×22.0 1枚 100円 2017P326

311 掛紙（特製御弁当） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印 13.3×17.4 1枚 2017P327

312 掛紙（特製御弁当） （昭和時代） 小郡駅弁当株式会社 色刷　印 14.4×17.7 1枚 2017P328

313 掛紙（御べんとう） （昭和時代） 鬼笑亭（厚狭駅） 色刷　印 13.6×19.4 1枚 100円 2017P329

314 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 下関駅弁 色刷　印 24.4×24.2 1枚 2017P330

315 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 下関駅弁 色刷　印 24.3×24.5 1枚 2017P331

316 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 下関駅弁 色刷　印 24.2×24.2 1枚 100円 2017P332

317 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 下関駅弁 色刷　印 24.1×24.1 1枚 100円 2017P333

318 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 下関駅弁 色刷　印 24.1×24.4 1枚 100円 2017P334

319 掛紙（まくの内御弁当） （昭和時代） 下関駅弁 色刷　印 23.0×23.8 1枚 100円 2017P335

320 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 20.6×15.4 1枚 100円 2017P336

321 掛紙（御弁当） （昭和時代） 下関駅弁 色刷　印 15.0×17.8 1枚 100円 2017P337

322 掛紙（おべんとう） （昭和47年） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 27.3×27.6 1枚 鉄道開業百年　DISCOV-
ER JAPAN　300円

2017P338

323 掛紙（お弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 25.8×26.2 1枚 200円 2017P339

324 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷 26.1×26.0 1枚 400円 2017P340

325 掛紙（賀正　おべんとう） （昭和45～51年）下関駅弁当株式会社 色刷　印 25.8×26.1 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P341

326 掛紙（お弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 26.0×25.4 1枚 200円 2017P342

327 掛紙（御弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 26.1×26.0 1枚 200円 2017P343

328 掛紙（御飯） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 印刷 24.0×24.2 1枚 2017P344

329 掛紙（特製お好み弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 25.7×25.3 1枚 300円 2017P345

330 掛紙（お弁当） （昭和45～51年）下関駅弁当株式会社 色刷　印 25.8×25.8 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P346

331 掛紙（御寿司） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 21.4×21.0 1枚 80円 2017P347

332 掛紙（御料理弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 17.4×14.8 1枚 10円 2017P348
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333 掛紙（サンドウィチ） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 印刷 16.2×14.0 1枚 破れ有 2017P349

334 掛紙（御外食券弁当） 昭和26年 下関駅弁当株式会社 色刷　印　ペ
ン書

12.8×9.0 1枚 2017P350

335 掛紙（サンドウィチ） 昭和29年 下関駅弁当株式会社 印刷　ペン書 16.5×14.5 1枚 破れ有　ペン書「29/7/6
上り準急」と有

2017P351

336 掛紙（御弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 14.8×17.4 1枚 2017P352

337 掛紙（御弁当） （昭和時代） 下関駅弁当株式会社 色刷　印 14.4×16.8 1枚 2017P353

338 掛紙（関門名物　銘菓東行饅頭）（昭和時代） 広島地方国鉄傷友会
菓子部

色刷 9.6×5.7 1枚 2017P354

339 包紙（下関名産　御かまぼこ）（昭和時代） 広田蒲鉾店 ビニール製 20.8×15.0 1枚 2017P355

340 掛紙（御料理） （昭和38年） 高松駅弁当株式会社 色刷　印 23.5×23.0 1枚 2017P356

341 掛紙（オリーブ薫る小豆島お弁
当）

（昭和時代） 小豆島バス直営弁当
部

印刷 26.7×16.7 1枚 2017P357

342 掛紙（幕の内弁当） 昭和32年 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 24.2×24.4 1枚 ペン書「32.2.2」と有　
100円

2017P358

343 掛紙（玄海鯛すし） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 20.5×20.5 1枚 100円 2017P359

344 掛紙（御寿司） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 20.8×20.8 1枚 2017P360

345 掛紙（謹製御弁当） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 28.5×19.7 1枚 200円 2017P361

346 掛紙（玄海ちらし鯛すし） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 22.6×22.6 1枚 150円 2017P362

347 掛紙（お弁当） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 27.1×19.5 1枚 150円 2017P363

348 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 24.1×24.3 1枚 2017P364

349 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（門司駅）

色刷　印 19.5×26.8 1枚 EXPO’70　200円 2017P365

350 掛紙（外食券美味御弁当） （昭和時代） 門司駅構内営業株式
会社

色刷　印 15.2×10.4 2枚 2017P366
～367

351 掛紙（幕の内弁当） （昭和20年代～
30年代）

門司駅構内営業株式
会社

色刷　印 24.2×24.4 1枚 100円 2017P368

352 掛紙（幕の内弁当） （昭和20年代～
30年代）

門司駅構内営業株式
会社

色刷　印 24.3×24.3 1枚 100円 2017P369

353 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 佳楽（小倉駅） 色刷　印 26.1×17.8 1枚 100円 2017P370

354 掛紙（門司名物　鯛すし） （昭和時代） 門司駅構内営業株式
会社

色刷　印 20.6×20.6 1枚 100円 2017P371

355 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 門司駅構内営業株式
会社

色刷　印 21.0×20.2 1枚 2017P372

356 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 門司駅構内営業株式
会社

色刷　印 21.0×18.0 1枚 2017P373

357 掛紙（まくの内お弁当） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（小倉駅）

色刷　印 24.1×24.4 1枚 100円 2017P374
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358 掛紙（うなぎめし） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社（小倉駅）

色刷　印 17.0×28.0 1枚 500円 2017P375

359 掛紙（お弁当） （昭和39年） 北九州駅弁当株式会
社（小倉駅）

色刷　印 27.2×19.6 1枚 150円 2017P376

360 掛紙（名物あなごちらしすし）（昭和41年） 北九州駅弁当株式会
社（小倉駅）

色刷　印 24.0×16.0 1枚 150円 2017P377

361 掛紙（名物あなごちらしすし）（昭和41年） 北九州駅弁当株式会
社

色刷　印 28.3×16.9 2枚 350円 2017P378
～379

362 掛紙（おべんとう） （昭和45～51年）北九州駅弁当株式会
社

色刷　印 26.7×27.7 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P380

363 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 北九州駅弁当株式会
社

色刷　印 24.7×24.7 1枚 400円 2017P381

364 掛紙（御弁当） （昭和時代） 小松商店（行橋駅） 色刷　印 19.5×30.1 1枚 200円 2017P382

365 掛紙（御弁当） （昭和時代） 株式会社東筑軒 色刷 25.8×25.9 1枚 2017P383

366 掛紙（御弁当） （昭和時代） 東筑鉄道構内営業有
限会社折尾営業所

色刷　印 15.0×18.3 1枚 2017P384

367 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 東筑軒（折尾駅） 色刷　印 24.4×24.6 1枚 100円 2017P385

368 掛紙（折尾名物かしわめし） （昭和時代） 折尾駅構内営業所 色刷　印 17.5×18.4 1枚 2017P386

369 掛紙（御弁当） （昭和時代） 折尾駅構内営業所 色刷　印 15.6×17.0 1枚 2017P387

370 掛紙（御弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷 24.2×24.4 1枚 2017P388

371 掛紙（はかた名物幕の内弁当）（昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印 24.2×24.4 1枚 100円 2017P389

372 掛紙（御弁当） （昭和32年） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　ペン書 24.4×24.4 2枚 370と同じ　ペン書「昭
和32年1月7日初売に際し
て」と有

2017P390
～391

373 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 24.1×24.2 1枚 100円 2017P392

374 掛紙（御弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印 26.0×26.2 1枚 150円 2017P393

375 掛紙（うなぎ弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 20.2×20.2 2枚 150円・200円 2017P394
～395

376 掛紙（御弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 26.0×26.1 1枚 150円 2017P396

377 掛紙（博多幕の内おべんとう）（昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 27.2×19.7 1枚 150円 2017P397

378 掛紙（にぎり御寿司） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印 25.8×19.4 1枚 100円 2017P398

379 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷 全長17.2　
全幅20.3

1枚 100円 2017P399
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380 掛紙（御弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 20.8×20.8 2枚 100円 2017P400
～401

381 掛紙（博多おべんとう） （昭和47年） 博多鉄道構内有限会
社寿軒（博多駅）

色刷　印 20.8×29.5 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P402

382 掛紙（博多幕の内おべんとう）（昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 27.3×20.1 2枚 150円 2017P403
～404

383 おてふき （昭和時代） はかた寿軒 ビニール製 8.1×4.9 1枚 2017P405

384 掛紙（博多名物かしわめし） （昭和45～51年）博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 19.5×27.0 3枚 DISCOVER JAPAN　
200円

2017P406
～408

385 掛紙（博多の味幕の内弁当） （昭和45～51年）博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 27.1×19.7 3枚 DISCOVER JAPAN　
200円

2017P409
～411

386 掛紙（博多おべんとう） （昭和47年） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印　ペ
ン書

20.7×29.7 1枚 ペン書「新ビル移転作業
夕食に」と有　DISCOV-
ER JAPAN　300円

2017P412

387 掛紙（博多名物かしわめし） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 21.0×25.0 1枚 300円 2017P413

388 掛紙（うなぎ弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 20.2×20.2 1枚 200円 2017P414

389 掛紙（幕の内お弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 26.5×19.5 1枚 200円 2017P415

390 掛紙（はかた名物博多おべんと
う）

（昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 28.0×19.5 1枚 200円 2017P416

391 掛紙（はかた名物幕の内弁当）（昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 24.1×24.1 1枚 100円 2017P417

392 掛紙（博多名物かしわめし） （昭和50年） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 24.5×24.5 2枚 400円 2017P418
～419

393 掛紙（おべんとう） （昭和51年） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 24.6×24.6 1枚 400円 2017P420

394 掛紙（博多おべんとう） （昭和49年） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 20.5×28.7 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P421

395 掛紙（博多おべんとう） （昭和51年） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 26.0×26.1 2枚 500円 2017P422
～423

396 掛紙（博多名物かしわめし） （昭和48年） 博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 19.4×27.0 1枚 DISCOVER JAPAN　
200円

2017P424

397 掛紙（博多おべんとう） （昭和45～51年）博多鉄道構内営業有
限会社寿軒（博多駅）

色刷　印 23.0×29.2 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P425

398 掛紙（にぎり御寿司） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印 25.2×19.2 1枚 100円 2017P426

399 掛紙（まくの内弁当） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所（博
多駅）

色刷　印 24.0×24.0 1枚 2017P427
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400 掛紙（折詰うなぎ） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社

印刷 11.7×8.5 1枚 2017P428

401 掛紙（特製幕の内弁当） （昭和28年） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印　ペ
ン書

21.0×17.8 1枚 2017P429

402 掛紙（かしわ飯） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印 19.1×17.6 1枚 2017P430

403 掛紙（かしわ飯） （昭和時代） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印 18.6×17.8 2枚 2017P431
～432

404 掛紙（はかた名物幕の内弁当）（昭和29年） 博多鉄道構内営業有
限会社博多営業所

色刷　印 24.4×24.7 1枚 2017P433

405 記（割烹しげ松） （昭和時代） しげ松（博多呉服町
交 点）

色刷 7.4×3.4 1枚 2017P434

406 掛紙（折詰・仕出　幕内弁当）（昭和時代） 中屋（東中洲） 印刷 20.0×17.8 1枚 2017P435

407 掛紙（かしわめし） （昭和時代） とりひろ本店（福岡
市）

色刷　印 26.8×25.8 1枚 2017P436

408 掛紙（岡女堂） （昭和時代） 岡女堂（福岡市ヵ） 色刷 19.8×27.2 1枚 山笠　西島伊佐雄原画 2017P437

409 掛紙（助六寿司） （昭和45年） 中央軒（鳥栖駅・二
日市駅）

色刷　印 25.2×18.4 1枚 150円 2017P438

410 掛紙（特製おべんとう） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅・二
日市駅）

色刷　印 27.0×27.2 1枚 300円 2017P439

411 掛紙（特製お弁当） （昭和46年） 中央軒（鳥栖駅・二
日市駅）

色刷　印 27.5×27.5 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P440

412 掛紙（おべんとう） （昭和49年） 中央軒（鳥栖駅・二
日市駅）

色刷　印 24.8×25.0 1枚 DISCOVER JAPAN　
400円

2017P441

413 掛紙（幕の内弁当） （昭和20年代～
30年代）

中央軒（久留米駅） 色刷 24.2×24.4 1枚 100円 2017P442

414 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 中央軒（久留米駅） 色刷　印 24.2×24.0 1枚 100円 2017P443

415 掛紙（御弁当） （昭和時代） 中央軒（久留米駅） 色刷　印 27.1×19.8 2枚 150円 2017P444
～445

416 掛紙（おべんとう） （昭和45～51年）中央軒（久留米駅） 色刷　印 24.6×24.8 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P446

417 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 中央軒（久留米駅） 色刷　印 29.0×28.7 1枚 300円 2017P447

418 掛紙（まくの内お弁当） （昭和時代） 中央軒（久留米駅） 色刷　印 27.0×19.4 1枚 150円 2017P448

419 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 中央軒（久留米駅） 色刷 24.1×24.2 1枚 100円 2017P449

420 掛紙（御弁当） （昭和時代） 中央軒久留米営業所 色刷 15.5×18.0 1枚 2017P450

421 包紙（祝　開校20周年　陸上
自衛隊幹部候補生学校）

（昭和時代） パークサイド 色刷 21.3×30.2 1枚 久留米市 2017P451

422 掛紙（幕の内御弁当） （昭和32年） 中央軒（大牟田駅） 色刷　印 24.0×24.2 1枚 100円 2017P452

423 掛紙（まくの内弁当） （昭和33年） 中央軒（大牟田駅） 色刷　印 24.2×24.2 1枚 100円 2017P453

424 掛紙（おべんとう） （昭和45～51年）中央軒（大牟田駅） 色刷　印 25.9×25.9 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P454

425 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 中央軒（大牟田駅） 色刷　印 28.8×19.4 1枚 200円 2017P455
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426 掛紙（お寿し） （昭和時代） 九州中央鉄道構内営
業有限会社鳥栖営業
所

色刷　印 17.7×15.4 1枚 2017P456

427 掛紙（御べんとう） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 19.3×19.5 1枚 100円 2017P457

428 掛紙（上等御弁当） （昭和時代） 有限会社　中央軒（鳥
栖駅）

色刷　印 19.7×19.7 1枚 150円 2017P458

429 掛紙（御弁当） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 27.2×19.6 1枚 150円 2017P459

430 掛紙（お弁当） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 27.2×19.6 1枚 150円 2017P460

431 掛紙（御寿司） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 19.6×19.6 1枚 80円 2017P461

432 掛紙（かしわめし） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷 21.2×21.2 1枚 80円 2017P462

433 掛紙（謹製御寿し） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 20.3×20.3 1枚 80円 2017P463

434 掛紙（謹製おべんとう） （昭和43年） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 28.2×19.5 1枚 200円 2017P464

435 掛紙（サンドウィッチ） （昭和26年） 鳥栖駅構内営業所 色刷　印 16.5×18.7 1枚 2017P465

436 掛紙（謹製おべんとう） （昭和42年） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 27.8×19.5 1枚 200円 2017P466

437 掛紙（幕の内御弁当） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 24.5×24.2 1枚 100円 2017P467

438 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 印刷　印 21.0×18.1 1枚 2017P468

439 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 中央軒（鳥栖駅） 色刷　印 21.2×18.0 1枚 2017P469

440 掛紙（お寿司） （昭和28年） 中央軒 色刷　印 17.5×15.8 1枚 佐賀紙器納 2017P470

441 掛紙（御寿司） （昭和時代） 九州中央鉄道構内営
業有限会社鳥栖営業
所

色刷 17.8×16.1 1枚 2017P471

442 掛紙（サンドウィッチ） （昭和25年） 九州中央鉄道構内営
業有限会社鳥栖営業
所

色刷　印 16.4×18.7 1枚 2017P472

443 掛紙（幕の内弁当） （昭和20年代～
30年代）

あら玉（佐賀駅） 色刷　印 24.2×24.4 1枚 佐賀県産業大博覧会　
100円

2017P473

444 掛紙（幕の内弁当） （昭和31年） あら玉（佐賀駅） 色刷　印 24.2×24.2 1枚 100円 2017P474

445 掛紙（幕の内弁当） （昭和31年） あら玉（佐賀駅） 色刷　印 24.2×24.4 3枚 100円 2017P475
～477

446 掛紙（御弁当） （昭和時代） あら玉（佐賀駅） 色刷　印 15.4×17.9 1枚 2017P478

447 掛紙（御弁当） （昭和28年） あら玉（佐賀駅） 印刷　印　ペ
ン書

15.5×18.0 1枚 ペン書「28.11.9」と有 2017P479

448 掛紙（外食券御寿司） （昭和時代） 常磐軒（肥前山口駅）色刷　印 18.5×17.0 1枚 2017P480

449 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 常磐軒（肥前山口駅）色刷　印 24.2×24.3 2枚 100円 2017P481
～482

450 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 常磐軒（肥前山口駅）色刷　印 24.4×24.2 1枚 100円 2017P483

451 掛紙（佐賀名物『むつの蒲焼』）（昭和時代） 株式会社　常磐軒（肥
前山口駅）

色刷 8.8×15.2 1枚 2017P484

452 箸袋 （昭和時代） 常磐軒（肥前山口駅）色刷　印 19.1×3.0 1枚 2017P485

453 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 常磐軒（肥前山口駅）色刷　印 24.1×24.4 2枚 100円 2017P486～
487

454 掛紙（御弁当） （昭和時代） 常磐軒（肥前山口駅）色刷　印 26.4×19.4 1枚 200円 2017P488
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455 掛紙（御弁当） （昭和時代） ときわけん（肥前山
口駅）

色刷　印 25.3×19.4 1枚 150円 2017P489

456 掛紙（幕の内御弁当） （昭和時代） 常磐軒（肥前山口駅）色刷　印 27.8×27.6 1枚 500円 2017P490

457 掛紙（外食券御寿司） （昭和時代） 松寿軒（早岐駅） 色刷 17.7×15.6 1枚 2017P491

458 掛紙（幕の内弁当） （昭和時代） 松寿軒（早岐駅） 色刷 24.2×24.1 1枚 100円 2017P492

459 掛紙（御弁当） （昭和時代） 松寿軒（早岐駅） 色刷 18.2×17.4 1枚 2017P493

460 掛紙（お弁当） （昭和38年） 日本食堂（長崎駅） 色刷　印 25.9×25.9 1枚 100円 2017P494

461 掛紙（うなぎ御飯） （昭和47年） 日本食堂（長崎駅） 色刷　印 21.3×15.9 1枚 DISCOVER JAPAN　
450円

2017P495

462 掛紙（特製折詰弁当） （昭和時代） 日本食堂（長崎駅） 色刷　印 26.0×26.0 2枚 200円 2017P496
～497

463 掛紙（幕の内お弁当） （昭和時代） 日本食堂（長崎駅） 色刷　印 26.0×26.2 1枚 製造日時のラベル有　
500円

2017P498

464 掛紙（お結び弁当） （昭和時代） 諫早鉄道構内営業有
限会社（諫早駅）

色刷　印 24.3×24.3 1枚 100円 2017P499

465 掛紙（南蛮弁当） （昭和時代） 諫早鉄道構内営業有
限会社中村家（諫早
駅）

色刷　印 28.0×28.0 2枚 400円 2017P500
～501

466 掛紙（御好み弁当） （昭和20年代～
30年代）

松僖軒 色刷 24.1×24.4 1枚 100円 2017P502

467 掛紙（謹製御弁当） （昭和時代） 松僖軒松尾（佐世保
駅）

色刷　印 27.5×20.0 1枚 150円 2017P503

468 掛紙（御弁当） （昭和時代） 松寿軒（佐世保駅） 色刷 21.2×16.5 1枚 2017P504

469 掛紙（あなごめし） （昭和時代） 松屋（佐世保駅） 色刷 26.7×16.3 1枚 2017P505

470 掛紙（御弁当） （昭和時代） 三平食堂（壱岐郷ノ
浦）

色刷 25.1×25.1 1枚 2017P506

471 掛紙（御弁当） （昭和時代） 諫早鉄道構内営業有
限会社

印刷 15.6×17.8 1枚 楊枝入付 2017P507

472 掛紙（御弁当） （昭和時代） 諫早鉄道構内営業有
限会社

色刷　印 15.4×17.2 1枚 2017P508

473 掛紙（御弁当） （昭和時代） 諫早鉄道構内営業有
限会社

色刷 15.3×18.0 1枚 元旦 2017P509

474 掛紙（くまもとの味　鰻 めし）（昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家（熊本
駅）

色刷　印 13.2×10.8 1枚 200円 2017P510

475 掛紙（名物くまもとの味　特製
鰻めし）

（昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家（熊本
駅）

色刷　印 12.8×10.8 2枚 300円 2017P511
～512

476 掛紙（名物くまもとの味　特製
鰻めし）

（昭和時代） 熊鉄弁当有限会社音
羽家（熊本駅）

色刷　印 12.9×10.7 1枚 600円 2017P513

477 掛紙（御寿司） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家（熊本
駅）

色刷　印 26.5×19.2 1枚 200円 2017P514
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478 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家（熊本
駅）

色刷　印 19.5×26.3 1枚 200円 2017P515

479 掛紙（特製鰻めし） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家（熊本
駅）

ビニール製 17.0×13.0 1枚 2017P516

480 掛紙（幕の内御弁当） （昭和33年） 熊本鉄道構内営業有
限会社八代支店（八
代駅）

色刷　印 23.8×24.2 1枚 100円 2017P517

481 掛紙（御弁当） （昭和時代） 熊本鉄道構内営業有
限会社八代支店（八
代駅）

色刷　印 27.2×19.8 1枚 150円 2017P518

482 掛紙（幕の内おべんとう） （昭和52～53年）みずあらい（八代・
水俣）

色刷　印 25.8×25.8 1枚 一枚のキップから　500
円

2017P519

483 箸袋 （昭和時代） みずあらい 印刷 21.0×2.8 1枚 2017P520

484 掛紙（幕の内御弁当） （昭和20年代～
30年代）

熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 26.7×19.2 1枚 100円 2017P521

485 掛紙（幕の内御弁当） （昭和20年代～
30年代）

熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 26.4×19.2 1枚 100円 2017P522

486 掛紙（幕の内御弁当） （昭和20年代～
30年代）

熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 26.7×19.5 1枚 100円 2017P523

487 掛紙（祝熊本駅新築　幕之内御
弁当）

（昭和33年ヵ） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 26.8×19.4 1枚 100円 2017P524

488 掛紙（お弁当） （昭和時代） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 25.5×36.2 1枚 150円 2017P525

489 掛紙（特上お好べんとう） （昭和時代） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 18.9×26.5 1枚 150円 2017P526

490 掛紙（お弁当） （昭和時代） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 26.6×19.4 1枚 150円 2017P527

491 掛紙（お弁当） （昭和時代） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 26.8×19.0 1枚 150円 2017P528

492 掛紙（お弁当） （昭和時代） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 25.6×35.7 1枚 貼紙「時節柄早目にお召
上り下さい」有　150円

2017P529

493 掛紙（上等御弁当） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家

色刷　印 19.1×26.6 2枚 200円 2017P530
～531

494 掛紙（上等お弁当） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家

色刷　印 18.2×25.7 1枚 10月1日国鉄ダイヤ全面
大改正　200円

2017P532

495 掛紙（特製お弁当） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家

色刷　印 25.8×25.8 1枚 300円 2017P533
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496 掛紙（おべんとう） （昭和45～51年）熊鉄弁当有限会社音
羽家

色刷　印 29.7×22.8 2枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P534
～535

497 掛紙（おべんとう） （昭和45～51年）熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家

色刷　印 24.7×25.6 3枚 DISCOVER JAPAN　
400円

2017P536
～538

498 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家

色刷　印 25.5×25.5 1枚 400円 2017P539

499 掛紙（うなぎ弁当） （昭和時代） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本支店音羽
家

色刷　印 17.9×17.9 1枚 150円 2017P540

500 掛紙（御料理弁当） （昭和25年） 熊本鉄道構内営業有
限会社熊本営業所

印刷　印 12.7×8.7 1枚 2017P541

501 掛紙（かしわめし） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社熊
本支店音羽家

色刷　印 26.5×18.8 1枚 150円 2017P542

502 掛紙（おべんとう） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社音
羽家

色刷　印 29.1×21.3 1枚 500円 2017P543

503 箸袋 （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社 印刷 16.7×2.6 1枚 2017P544

504 掛紙（人吉名物鮎すし） （昭和時代） やまぐち（人吉駅） 色刷　印 30.1×30.1 1枚 250円 2017P545

505 掛紙（鮎すし） （昭和51年） やまぐち（人吉駅） 色刷　印 10.0×21.0 1枚 400円 2017P546

506 掛紙（ふる里の味栗めし） （昭和51年） やまぐち（人吉駅） 色刷　印 28.6×28.6 2枚 450円 2017P547
～548

507 掛紙（お弁当） （昭和時代） たく（阿蘇駅） 色刷　印 19.8×26.0 1枚 150円 2017P549

508 掛紙（鮎すし） （昭和時代） 熊鉄弁当有限会社人
吉支店やまぐち（人
吉駅）

ビニール製 23.8×10.8 1枚 2017P550

509 掛紙（お弁当） （昭和40年） 大分鉄道構内営業有
限会社大分営業所（大
分駅）

色刷　印 27.1×19.7 1枚 150円 2017P551

510 掛紙（幕の内弁当） （昭和33年） 大分鉄道構内営業有
限会社中津営業所（中
津駅）

色刷　印 24.0×24.2 1枚 100円 2017P552

511 掛紙（うなぎ丼） （昭和33年） 大分鉄道構内営業有
限会社中津営業所

色刷　印 8.5×12.0 1枚 150円 2017P553

512 掛紙（まくの内御弁当） （昭和37年） 大分鉄道構内有限会
社中津営業所）

色刷　印 24.1×24.3 1枚 2017P554

513 掛紙（お弁当） （昭和42年） 大分鉄道構内営業有
限会社松葉屋（中津
駅）

色刷　印 26.8×19.4 1枚 150円 2017P555

514 掛紙（お弁当） （昭和44年） 大分鉄道構内営業有
限会社松葉屋（中津
駅）

色刷　印 25.6×19.5 1枚 200円 2017P556

515 掛紙（お弁当） （昭和43年） 大分鉄道構内営業有
限会社宇佐営業所柳
家（宇佐駅）

色刷　印 28.0×19.4 1枚 200円 2017P557

516 掛紙（幕の内御弁当） （昭和20年代～
30年代）

大分鉄道構内営業有
限会社別府営業所（別
府駅）

色刷　印 23.8×24.0 1枚 100円 2017P558
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517 掛紙（御弁当） 昭和30年代～40
年代ヵ

大分鉄道構内営業有
限会社別府営業所（別
府駅）

色刷　印 27.2×19.6 1枚 150円 2017P559

518 掛紙（おべんとう） 昭和40年代ヵ 大分鉄道構内営業有
限会社別府営業所（別
府駅）

色刷　印 19.4×27.2 1枚 貼紙「時節がらなるべく
お早くお召し上り下さい」
有　200円

2017P560

519 掛紙（おすし） （昭和52年） 梅の家別府支店（別
府駅）

色刷　印 23.7×24.2 1枚 一枚のキップから　300
円

2017P561

520 掛紙（お弁当） （昭和39年） 大分鉄道構内営業有
限会社梅乃家（大分
駅）

色刷　印 27.4×19.7 1枚 150円 2017P562

521 掛紙（特製弁当） （昭和43年） 大分鉄道構内営業有
限会社大分営業所梅
の家（大分駅）

色刷　印 28.5×19.5 1枚 200円 2017P563

522 掛紙（楽しい旅路　お弁当） （昭和46年） 大分鉄道構内営業有
限会社大分営業所（大
分駅）

色刷　印 20.5×29.5 3枚 300円 2017P564
～566

523 掛紙（うなぎ飯） （昭和52年） 梅の家大分本店（大
分駅）

色刷　印 19.7×20.4 1枚 700円 2017P567

524 掛紙（まくの内御弁当） （昭和20年代～
30年代）

大分鉄道構内営業有
限会社梅乃家（大分
駅）

色刷　印 23.8×23.8 1枚 100円 2017P568

525 掛紙（おべんとう） 昭和40年代ヵ 大分鉄道構内営業有
限会社大分営業所　
梅の家（大分駅）

色刷　印 28.4×19.4 1枚 200円 2017P569

526 掛紙（謹製幕の内御好み弁当）（昭和33年） 大分鉄道構内営業有
限会社三咲屋（日田
駅）

色刷　印 24.1×24.1 1枚 100円 2017P570

527 掛紙（特製御寿司） （昭和39年） 大分鉄道構内営業有
限会社三咲屋（日田
駅）

色刷　印 22.5×15.5 1枚 100円 2017P571

528 掛紙（幕の内御べんとう） （昭和20年代～
30年代）

日田駅弁当調理所三
咲屋

色刷　印 24.4×24.4 1枚 100円 2017P572

529 掛紙（お弁当） 昭和30年代～40
年代ヵ

大分鉄道構内営業有
限会社日田営業所三
咲屋（日田駅）

色刷　印 26.7×20.0 1枚 150円 2017P573

530 掛紙（お弁当） （昭和40年） 大分鉄道構内営業有
限会社日田営業所三
咲屋（日田駅）

色刷　印 26.5×19.5 1枚 150円 2017P574

531 掛紙（水郷日田名物鮎すし） （昭和40年） 大分鉄道構内営業有
限会社日田営業所三
咲屋

色刷　印 34.5×36.5 4枚 200円 2017P575
～578

532 掛紙（お弁当） （昭和45年） 大分鉄道構内営業有
限会社日田営業所　
三咲屋（日田駅）

色刷　印 26.7×19.8 1枚 DISCOVER JAPAN　
200円

2017P579

533 掛紙（謹製お弁当） （昭和51年） 梅の家（日田駅） 色刷　印 30.2×21.0 1枚 500円 2017P580

534 掛紙（謹製お弁当） （昭和52年） 梅の家（日田駅） 色刷　印 30.2×21.2 2枚 日田営業所（三咲屋）　一
枚のキップから　500円

2017P581
～582
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535 掛紙（謹製お弁当） （昭和53年） 梅の家（日田駅） 色刷　印 30.0×21.0 1枚 一枚のキップから　500
円

2017P583

536 外箱（水郷日田名物鮎すし） （昭和53年） 梅の家日田営業所（三
咲屋）

色刷 12.6×23.6 1枚 いい日旅立ち　700円 2017P584

537 箸袋 （昭和時代） 大分鉄道構内営業有
限会社

印刷 20.7×3.0 1枚 2017P585

538 包紙（梅の家） （昭和時代） 梅の家 色刷 36.0×39.0 1枚 2017P586

539 包紙（日田名産盆地饅頭） （昭和時代） 大分鉄道構内営業有
限会社日田営業所

印刷 12.5×6.7 2枚 中央部破れ　30円 2017P587
～588

540 掛紙（幕の内弁当） （昭和20年代～
30年代）

大分鉄道構内営業有
限会社豊後竹田営業
所

色刷　印 24.3×24.5 1枚 100円 2017P589

541 掛紙（おべんとう） （昭和49年） 梅の家豊後竹田営業
所蓬莱家

色刷　印 21.0×29.4 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P590

542 掛紙（特製おべんとう） （昭和51年） 梅の家豊後竹田営業
所蓬莱家

色刷　印 26.0×26.0 1枚 500円 2017P591

543 掛紙（水郷延岡名物鮎すし） （昭和46年） 大分鉄道構内営業有
限会社延岡営業所杉
の家

色刷　印 36.8×36.0 1枚 250円 2017P592

544 掛紙（幕の内御弁当） （昭和20年代～
30年代）

都城駅構内営業株式
会社

色刷　印 24.2×24.2 1枚 100円 2017P593

545 掛紙（上等御弁当） 昭和30年代～40
年代ヵ

株式会社みづま（都
城駅）

色刷　印 25.9×25.9 1枚 150円 2017P594

546 掛紙（まくのうちお弁当） 昭和30年代～40
年代ヵ

都城駅構内営業株式
会社みづま

色刷　印 25.8×25.8 1枚 150円 2017P595

547 箸袋 （昭和時代） みづま本店（都城駅）色刷 20.9×3.0 1枚 2017P596

548 掛紙（おべんとう） （昭和45～51年）みづま本店（都城駅）色刷　印 26.0×26.0 1枚 貼紙「お願い！！時節柄
なるべく早目にお召し上
り下さい」有　DISCOV-
ER JAPAN　400円

2017P597

549 掛紙（謹製御料理弁当） （昭和48年） 出水駅構内営業株式
会社松栄軒（出水駅）

色刷　印 26.0×26.0 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P598

550 掛紙（御弁当） （昭和時代） 出水駅構内営業株式
会社松栄軒（出水駅）

色刷　印 26.0×26.0 1枚 2017P599

551 掛紙（お弁当） （昭和時代） 出水駅構内営業株式
会社松栄軒（出水駅）

色刷　印 25.8×25.8 1枚 2017P600

552 掛紙（御料理弁当） （昭和時代） 鹿児島鉄道構内営業
有限会社出水営業所

色刷 13.1×10.2 1枚 2017P601

553 掛紙（おまんぢゆう） （昭和時代） 鹿児島鉄道構内営業
有限会社出水営業所

印刷 11.9×4.8 1枚 2017P602

554 掛紙（謹製幕の内弁当） （昭和45～51年）川内駅鉄道構内営業
株式会社

色刷　印 28.7×29.2 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P603

555 箸袋 （昭和時代） 川内駅鉄道構内営業
株式会社

印刷 17.5×2.8 1枚 2017P604

556 掛紙（お料理べんとう） （昭和45～51年）わたなべ（かごしま
市）

色刷　印 28.1×28.4 1枚 DISCOVER JAPAN　
300円

2017P605
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557 箸袋 （昭和時代） わたなべ（鹿児島） 色刷 21.6×3.0 1枚 2017P606

558 掛紙（御弁当） （昭和時代） 不明 色刷 26.1×26.1 1枚 2017P607

559 掛紙（御弁当） （昭和時代） 寿軒 色刷 25.1×25.2 2枚 2017P608～
609

560 掛紙（寿司八） （昭和時代） 寿司八 色刷 27.0×39.4 1枚 2017P610

561 掛紙（おべんとう） （昭和時代） わたなべ 色刷　印 26.5×28.7 2枚 150円 2017P611
～612

562 掛紙（おべんとう） （昭和44年） わたなべ 色刷　印 26.0×27.0 1枚 200円 2017P613

563 包紙（御漬物） （昭和時代） 不明 色刷 9.1×9.8 1枚 2017P614

564 掛紙（お弁当） （昭和33年） 白浜食堂（白浜口駅）色刷　印 17.9×19.7 1枚 2017P615

565 包紙（伊勢名産　志ぐれ煮） （昭和時代） 貝義本舗 色刷 16.8×16.7 1枚 2017P616

566 掛紙（寿司　三国屋） （昭和時代） 三国屋 色刷 27.3×28.2 1枚 2017P617

567 包紙（志ぐれ煮） （昭和時代） 総本家新之助貝新 色刷 17.4×17.0 1枚 2017P618

568 包紙（寿司　新天政） （昭和時代） 新天政 色刷 25.3×39.2 1枚 2017P619

569 包紙（養老昆布本舗） （昭和時代） 養老昆布本舗 色刷 25.7×38.4 1枚 2017P620

570 記（時節柄早目にお召り上り下
さい）

（昭和時代） 不明 印刷 12.7×3.8 1枚 2017P621

571 掛紙（寿丸） （昭和時代） 寿丸 色刷 27.0×39.0 1枚 2017P622

572 掛紙（名代松前寿司） （昭和時代） うを佐 色刷 17.6×6.5 1枚 2017P623

573 掛紙（松前寿司） （昭和時代） 寿司八 色刷 17.6×6.4 1枚 2017P624

574 掛紙（小鯛雀寿司） （昭和時代） 寿司八 色刷 17.3×6.5 1枚 2017P625

575 記 （昭和時代） 不明 印刷 8.7×4.5 1枚 「材料並に調理には充分吟
味致して居りますが時節
柄成る可く早く御召し上
りください」

2017P626

576 掛紙（御膳鮨　名物石松ずし）（昭和時代） 鉄炮家 色刷 17.9×19.5 1枚 2017P627

577 掛紙（松前寿司） （昭和時代） 春駒 色刷 18.2×6.4 1枚 2017P628

578 記（旅の新生活運動週間） （昭和時代） 九州国鉄営業会 印刷 8.5×6.5 1枚 2017P629

579 掛紙（恵比須寿司） （昭和時代） 恵比須寿司 印刷 27.2×39.4 1枚 2017P630

580 掛紙（浪花名代小鯛雀寿司） （昭和時代） ていすし　全日本空
輸

印刷 17.2×12.9 1枚 2017P631

581 掛紙（おりづめ） （昭和時代） 観光食堂鳥はる 色刷 25.5×25.4 2枚 2017P632～
633

582 包紙（特製珍味まっかりの酢漬）（昭和時代） 網惣 色刷 20.0×19.7 1枚 2017P634

583 ナプキン（御弁当） （昭和時代） やまき 印刷 19.7×19.4 1枚 2017P635

584 包紙（高級仕出し　やまき） （昭和時代） やまき 印刷 25.5×23.0 1枚 2017P636

585 包紙（かに粕漬） （昭和時代） マルヨ 色刷 29.6×31.0 1枚 厚生大臣賞受賞　第五回
観光土産品審査

2017P637

586 包紙 （昭和時代） 不明 印刷 25.0×25.0 2枚 2017P638
～639

587 掛紙（御料理） （昭和時代） みつまど 色刷 23.9×23.9 1枚 2017P640
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588 掛紙（御弁当） （昭和時代） みはらし亭 色刷 24.2×24.4 1枚 富士五湖河口湖 2017P641

589 包紙（寿） （昭和時代） 不明 色刷 18.8×25.8 1枚 2017P642

590 包紙（寿） （昭和時代） 不明 色刷 21.8×30.3 1枚 2017P643

591 包紙（寿） （昭和時代） 不明 色刷 21.8×30.8 1枚 2017P644

592 掛紙（特製珍味まっかりの酢漬）（昭和時代） 網惣 色刷 23.2×23.1 1枚 2017P645

593 掛紙（おべんとう） （昭和48年） おさふね 色刷　印 25.7×26.5 1枚 2017P646

594 ナプキン（中華料理　喜楽） （昭和時代） （喜楽） 紙製　印刷 24.8×25.0 1枚 2017P647

595 掛紙（特製御料理弁当） （昭和時代） 日本食堂 色刷　ペン書 12.0×8.9 1枚 ペン書「9.28」と有 2017P648

596 掛紙（折詰弁当） （昭和時代） 日本食堂株式会社 印刷 10.8×5.5 1枚 2017P649

597 掛紙（料理弁当） （昭和時代） 日本食堂 印刷　朱印 9.5×6.2 1枚 2017P650

598 包紙（銘菓栗饅頭） （昭和時代） 鉄道弘済会 印刷 13.5×6.3 1枚 2017P651

599 包紙（朝の薫） （昭和時代） 旅館大倉 印刷 19.6×7.5 1枚 森下仁丹製造歯ブラシの
掛紙

2017P652

600 掛紙（御弁当） （昭和時代） 関急産業食品部 色刷 21.8×36.7 1枚 2017P653

601 特急かもめ号列車食堂御案内 昭和28年8月発
行

日本食堂 色刷 14.7×28.5 1枚 2017P654

602 かなざわ情緒 （昭和時代） 金沢市商工課　金沢
観光協会

色刷 12.6×26.2 1枚 民謡紹介 2017P655

603 しおり（山中温泉河鹿荘） （昭和時代） 河鹿荘 色刷　鉄　紐 全長16.8　
幅5.3

1枚 2017P656

604 記（加賀山中温泉観光ホテル河
鹿荘）

（昭和時代） 河鹿荘 色刷 6.8×10.8 1枚 2017P657

605 ラベル（野村証券） （昭和時代） 野村証券 色刷 5.4×8.6 1枚 2017P658

606 門司トンネル博のしおり 昭和33年 門司市役所内世界貿
易産業大博覧会事務
局

色刷 18.6×25.8 1部 2017P659

607 ラベル（福岡銀行） （昭和時代） 福岡銀行 色刷 4.8×5.4 1枚 2017P660

608 ラベル（Bank OF FUKUOKA）（昭和時代） 福岡銀行 色刷 4.8×5.4 1枚 2017P661

609 ラベル（橋山三賞堂印房） （昭和時代） 橋山三賞堂印房（福
岡市柳橋電停前）

色刷 3.2×5.5 1枚 2017P662

610 ラベル（橋山不動産） （昭和時代） 橋山不動産（福岡市
柳橋電停前）

色刷 3.2×5.5 1枚 2017P663

611 ラベル（蟻） （昭和時代） 蟻（博多東中洲人形
町）

色刷 5.3×8.3 1枚 2017P664

612 ラベル（松竹食堂） （昭和時代） 松竹食堂（佐賀市） 色刷 5.4×3.7 1枚 2017P665
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2. 白水久米利資料（追加分）
〈資料内訳〉
歴史資料……………………………… 379 件 596 点

番号 名称 時代
作成

（差出→宛所）
品質・形状
（丁数）

法量 員数 備考 備品番号

1 〔覚〕（井戸新築のため人夫の夫
仕高）

（江戸時代）6月 林直之 墨書　折紙 12.2×32.7 1枚 朱印「林」あり 2017P666

2 〔書付〕（城代組白水平三郎江御
武具櫓奉行助勤ニ付銀子三枚被
下候事）

（江戸時代）亥12月 城代組　白水平三
郎あて

墨書　切紙 15.7×24.7 1枚 2017P667

3 〔漢詩集〕※41首 （江戸時代） 不明 墨書　横帳（8丁） 12.0×17.0 1冊 1丁目表に染みあり 2017P668

4 御用書写 （江戸時代） 不明 墨書　横帳（10丁）12.5×33.3 1冊 2017P669

5 白水某覚書（ロシア国王、蝦夷
地調査など）

万延元年9月 白水某 墨書　竪帳（17丁）24.5×16.5 1冊 2017P670

6 算法麓逕表術書 （江戸時代） 不明 墨書　竪帳（16丁）24.0×16.7 1冊 11丁目裏より最後ま
で染みあり

2017P671

7 望海楼會稿　南溟詩集 明和壬辰8月序 南筑勝輔国伯宣編
輯　亀井南冥他

墨書　竪帳（39丁）25.0×17.5 1冊 2017P672

8 目安裏判 元文3年4月2日 和泉守・山城守・
大和守・河内守

墨書　竪帳（52丁）24.5×16.3 1冊 蔵書印あり 2017P673

9 〔書付〕（立花采女、明石権右衛
門、吉□十次郎ら御政体を誹謗
す）

（江戸時代後期） 不明 墨書　切紙（2枚
継）

16.0×55.0 1枚 2017P674

10 君子訓　巻上 （江戸時代） 大休山麓白水写 墨書　竪帳（23丁）4.5×17.3 1冊 蔵書印あり 2017P675

11 〔書付〕（鐘馗について） （江戸時代） 白水氏 墨書　竪帳（9丁） 23.8×16.4 1冊 2017P676

12 論語俚講　巻之二 （江戸時代後期） 白水典利 墨書　竪帳（22丁）24.5×16.5 1冊 蔵書印3つあり 2017P677

13 要用留書（旅費など） 明治4年4月6日 不明 墨書　横帳（4丁） 12.2×33.0 1冊 2017P678

14 画題　村田□□（秀冬）集（植物、
羅馬人、池大利ガモ一湖、仲人
ララソフなど）

（江戸時代～近代） 不明 墨書　竪帳（12丁）24.4×17.0 1冊 2017P679

15 覚（借入金とその返済金や利子
を記した帳簿）

（江戸時代） 不明 墨書　横帳（6丁） 12.5×33.8 1冊 2017P680

16 御稽古道具之覚 慶応4年7月 豊嶋理左衛門・二
宮甚兵衛

墨書　横帳（4丁） 12.2×33.3 1冊 2017P681

17 旅中日記・諸事覚（旅日記） 明治2年4月23日～
6月

白水 墨書　横帳（16丁）12.5×33.0 1冊 合冊 2017P682

18 辰十一月六日東京発足　総督様
御守衛人数宿陣所割・辰十一月
三日東京発足　穂波様御人数宿
陣所割

（慶応4年）11月6日 不明 墨書　横帳（8丁） 12.0×33.2 1冊 合冊 2017P683

19 関東奥羽出兵京着御手続書写 （慶応4年） 御勘定所 墨書　竪帳（9丁） 25.0×17.0 1冊 2017P684

20 御賄御仕法見積書（献立、出先
弁当、火鉢や行燈など料金の見
積）

（江戸時代）辰10月 大塚嘉右衛門→筑
州様　御財事方御
役人中様

墨書　竪帳（7丁） 24.8×17.3 1冊 表紙に「不用」とあ
り

2017P685

21 現銭御通 明治10年 松屋店→白水様 墨書　横半帳（10
丁）

12.2×16.8 1冊 印あり 2017P686

22 御布先配達覚（原田・平等寺等
への送付数の書上）

（江戸時代～近代） 不明 墨書　横帳（3丁） 12.5×33.2 1冊 2017P687

23 関東奥羽出兵京着御手続書写 （慶応4年） 御勘定所 墨書　竪帳（6丁） 24.4×17.2 1冊 19と同じ 2017P688
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24 黒田年譜　下　従光之公斉清公
迄　従明暦元年文化十年迄

嘉永2年初夏写 山下白水 墨書　竪帳（100
丁）

24.2×16.7 1冊 蔵書印あり 2017P689

25 要用日ニ須（西欧列強の国旗や
地理情報のメモ）

（江戸時代後期） 白水ヵ 墨書　横半帳（7
丁）

16.0×12.1 1冊 2017P690

26 絵葉書「感謝しつつ伸びゆく玉
屋」

近代 玉屋 印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P691

27 絵葉書「福岡市下西町電車通　
新築第一銀行福岡支店」

近代 不明 印刷　葉書 9.0×13.9 1枚 2017P692

28 絵葉書「東亜勧業博覧会　電気
館」

1927年 不明 印刷　葉書 8.9×14.0 1枚 2017P693

29 絵葉書「東亜勧業博覧会　工芸
館」

1927年 不明 印刷　葉書 8.9×14.0 1枚 2017P694

30 絵葉書「東亜勧業博覧会　中の
島から見た本館」

1927年 不明 印刷　葉書 8.9×13.9 1枚 2017P695

31 絵葉書「東亜勧業博覧会案内図」1927年 福岡市主催東亜勧
業博覧会協賛会発
行

印刷　葉書 8.5×14.1 1枚 2017P696

32 絵葉書「福博名勝　大濠公園」 昭和時代戦前期 TANAKA 印刷　葉書 9.0×13.9 1枚 2017P697

33 絵葉書「東亜勧業博覧会　機械
館」

1927年 不明 印刷　葉書 8.8×14.1 1枚 2017P698

34 絵葉書「（二）警固小学校新築
校舎内部」

近代 不明 印刷　葉書 9.2×14.1 1枚 2017P699

35 絵葉書「福岡百景　西公園より
見たる玄界の夕照」

近代 不明 印刷　葉書 8.9×13.9 1枚 2017P700

36 絵葉書「福岡名所　油山観音本
堂」

近代 不明 印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P701

37 絵葉書「福岡百景　福岡第
二十四連隊裏門」

近代 不明 印刷　葉書 8.9×13.9 1枚 シミあり 2017P702

38 絵葉書「福岡農学校（其一）本
館正面」

近代 不明 印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P703

39 絵葉書「飛行第四大隊飛行前の
壮観」

近代 不明 印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P704

40 絵葉書「博多っ児の意気天を衝
く！追山の壮観」

近代 Taisho Hato Brand　
Made in Wakayama

印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P705

41 絵葉書「博多ノ誇リ　祇園追山
の盛観」

近代 不明 印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P706

42 絵葉書「博多っ児の意気天を衝
く！追山の壮観」

近代 Taisho Hato Brand　
Made in Wakayama

印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P707

43 絵葉書「博多っ児の意気天を衝
く！追山の壮観」

近代 Taisho Hato Brand　
Made in Wakayama

印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P708

44 絵葉書「博多祇園一番山笠　中
土居町」

近代 不明 印刷　葉書 9.0×14.0 1枚 2017P709

45 絵葉書「東亜勧業博覧会　本館」1927年 福岡市主催東亜勧
業博覧会協賛会発
行

印刷　葉書（2枚
継）

9.0×28.3 1枚 2017P710

46 絵葉書「福岡農学校　蔬菜実習」近代 不明 印刷　葉書 9.0×14.3 1枚 2017P711

47 〔宿割帳断簡〕（京屋・大和屋・
春台屋・唐津屋など）

（江戸時代後期） 不明 墨書　折紙 13.0×34.7 1枚 横帳の断簡 2017P712

48 名子誓紙（六次女房以下79人）（江戸時代） 不明 墨書　横帳（3丁） 12.3×36.0 1冊 綴紐無、「死人」等朱
筆訂正あり

2017P713
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49 書状断簡（安否伺い、菓子・墨・
人形送付の連絡）

（江戸時代）7月4日 白水平三郎→白水
七太郎

墨書　切紙 16.2×38.7 1通 2017P714

50 菅像辯（断簡） （江戸時代） 不明 墨書　一紙（10枚）24.0×16.0 1組 写本の断簡、白水の
印あり

2017P715

51 〔書状下書〕（明日札留、明十四
日三宅土佐守様戸塚御立など）

（江戸時代） 不明 墨書　切紙（2枚
継）

15.5×48.5 1通 2017P716

52 〔旅日記断簡〕（船賃、刀・脇差
の代金など書上）

（江戸時代） 不明 墨書　横帳（1丁） 12.0×31.0 1冊 2017P717

53 〔書付〕（杉山久助・喜多村佐市
ら人名書上）

（江戸時代） 不明 墨書　切紙 13.5×18.0 1枚 2017P718

54 〔書状断簡〕（庄屋江も重畳申談）（江戸時代） 不明 墨書　切紙 15.0×13.0 1通 2017P719

55 〔書付〕（兵隊宿陣所について）（江戸時代後期） 不明 墨書　切紙 12.0×33.0 1枚 横帳の断簡 2017P720

56 〔断簡〕（右旅宿博多市小路町上
綱屋勘右衛門ほか）

（江戸時代）申二月 不明 墨書　切紙 23.5×16.0 1枚 2017P721

57 指引分（賃銭書上ヵ） （江戸時代） 不明 墨書　切紙 15.2×38.5 1枚 2017P722

58 〔献立表〕（吸物、三つ物など）（江戸時代） 不明 墨書　折紙断簡 23.0×20.0 1枚 2017P723

59 〔手習い〕 （江戸時代～近代） 不明 墨書　切紙 26.5×29.5 1枚 2017P724

60 〔宿割帳断簡〕（京都大徳寺塔頭
など銃士396人）

（江戸時代後期） 不明 墨書　横帳（2丁） 12.5×32.7 1組 綴紐無 2017P725

61 〔和歌〕「よを離れ谷かけに住て」（江戸時代～近代） 不明 墨書　一紙 31.0×23.0 1枚 2017P726

62 〔和歌〕「谷での隠棲を詠む」 （江戸時代～近代） 不明 墨書　一紙 23.5×31.0 1枚 2017P727

63 〔称誉書上〕（長崎警備、参勤交
代御供、江戸詰など）

寛政6～文久2年 不明 墨書　横帳（5丁） 12.0×33.0 1冊 前欠、綴紐無 2017P728

64 〔宿割帳断簡〕（京都大徳寺塔頭
など銃士）

（江戸時代後期） 不明 墨書　横帳（4丁） 12.5×18.0 1冊 断簡、綴紐無 2017P729

65 〔旅日記断簡〕（船賃など書上）（江戸時代） 不明 墨書　横帳（2丁） 12.0×21.0 1冊 断簡、綴紐無 2017P730

66 〔議案書〕（第4～7号、有給郡
吏員退隠料・郡有財産・郡会の
権限・追加予算）

明治33年6月11日　
提出

福岡県早良郡長　
岩崎恭行

印刷　書冊断簡（7
枚）

22.3×15.0 1冊 2017P731

67 〔大宰府博覧会出品目録ヵ〕（許
斐氏蔵　三池典太ほか）

（明治時代） 不明 木版墨摺　書冊断
簡（1枚）

18.2×30.7 1冊 2017P732

68 〔断簡〕「右聞届候」 明治2年2月19日 白水平三郎 墨書　一紙 23.7×16.0 1枚 帳面の一部ヵ 2017P733

69 〔書付〕（代銀書上） （江戸時代） 不明 墨書　横帳断簡（1
丁）

14.6×15.0 1枚 2017P734

70 〔書付〕（29日、金1歩2朱、大
宮様・岩倉様）

（江戸時代後期）29
日

不明 墨書　切紙 23.5×16.0 1枚 2017P735

71 〔旅日記断簡〕（4月1日赤間出
立）

（江戸時代） 不明 墨書　横帳断簡（2
丁）

12.0×31.2 1枚 2017P736

72 〔書状断簡〕「猶其御地愈御安全
御越年被成・・・」

（江戸時代） 不明 墨書　切紙 16.0×7.0 1枚 2017P737

73 受取証（小河久四郎殿よりの2
通、高原鎌七郎よりの2通受取、
県庁へ提出する）

明治9年10月10日 染原夘三郎→白水
興利殿

墨書　罫紙 24.2×33.0 1通 2017P738

74 証書類割判帳 明治5年3月13日 白水平三郎→庶務
課学校掛御中

墨書　竪帳（6丁） 24.5×15.5 1冊 2017P739

75 貢祖領収証之儀ニ付伺 明治9年10月、明治
9年1月16日

白水興利→福岡県
令渡邊清殿

墨書　罫紙（2枚） 24.2×32.3 1通 2017P740
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76 御届（菜種について） 明治10年1月13日 阿志岐村保長　平
山専三郎→三小区
扱所恩中

墨書　罫紙 24.7×32.5 1通 2017P741

77 〔書付〕「福岡県七等出仕兼七等
判事」

（明治時代） 不明 墨書　一紙 24.7×33.2 1通 2017P742

78 〔包紙〕 （明治時代） 白水興利→嶋田逸
平殿

墨書　一紙 24.1×31.5 1枚 封に「白水」の朱印 2017P743

79 官林抱付之諸木苗御仕立ニ付申
出及び回答文（申し出は期限後
であったので返納）

明治10年1月22～
25日

第八大区区長→地
理科→八大区納所
→三小区扱所

墨書　罫紙（2枚） 24.8×32.2 1通 「第八大区調所」の罫
紙使用

2017P744

80 〔質問書〕（区会・村会が盛んに
行われていない問題について答
議を乞う）

（明治時代） 扱所→各員 墨書　一紙 24.2×16.2 1通 2017P745

81 記（下落した米価相応の賃金と
するよう大工らに対して村吏が
説得することを乞う）

（明治時代） 不明 墨書　罫紙 240.×32.0 1枚 2017P746

82 〔書付〕（学校運営に関するメモ、
裏面は旅人死去について）

（明治時代） 不明 墨書　一紙 23.8×26.0 1枚 2017P747

83 〔村会議事録〕（白木原、乙金ほ
か、社倉米、善行孝心の者など）

（明治時代） 不明 墨書　一紙（2枚） 24.5×32.8 1枚 2017P748

84 囲米不致村（筒井村、吉松村、
畑詰村ほか）

（明治時代）11月24
日申出

不明 墨書　罫紙 24.8×32.5 1通 2017P749

85 〔申立書〕（茶種受下代金上納の
件）

明治10年1月11日 三小区扱所（朱印）
→調所御中

墨書　罫紙 25.0×32.0 1通 2017P750

86 〔記〕（県庁仕夫・出張荷物持運
夫ほか賃金一覧）

明治9年10月 野上 墨書　一紙 24.5×30.7 1枚 2017P751

87 〔書付〕（熊本鎮静ニ付台兵久留
米ニ今日来るほか）

明治10年） 不明 墨書　罫紙 24.0×32.5 1枚 「福岡県」の罫紙使用 2017P752

88 〔申達〕（三角茂一に毒虫・水腫
の薬を与える）

明治9年10月13日 八大区壱小区戸長
白水興利→新野保
殿

墨書　罫紙 24.0×31.8 1通 2017P753

89 発議（小区合併に付以後常松村
に扱所を転移する）

（明治時代） 山家・天山・栗田
其外十ヶ村あて

墨書　罫紙 24.3×18.0 1通 2017P754

90 〔書付〕（白木原村、瓦田村、井
相田村ほかの有禄・無禄者につ
いて）

（明治時代） 不明 墨書　罫紙（3枚） 24.5×31.8 1組 朱筆訂正あり 2017P755

91 下大利村惣代選挙投票之数 （明治時代） 不明 墨書　罫紙 24.2×31.8 1枚 2017P756

92 〔願書〕（9月分半額の月給受け
取りについて）

（明治時代） 不明 墨書　罫紙 23.8×21.0 1通 2017P757

93 〔報告書〕（瀬里喜市抱山改正入
費について）

（明治時代）11月22
日

白水興利→新野保
殿

墨書　罫紙 23.8×32.1 1通 2017P758

94 〔書付〕（改印、地券委任、土木、
地券書替、社倉米、学校新築な
ど）

（明治時代） 不明 墨書　罫紙 24.4×32.8 1枚 2017P759

95 〔書付〕（11月18日付の御布告
と当小区での実情について）

（明治時代）11月18
日

不明 墨書　罫紙 24.2×30.0 1枚 2017P760

96 〔呼出状と辞令の写〕（第八大区
三小区戸長に任ず）

明治9年12月6日 福岡県→第八大区
一小区戸長白水興
利

墨書　罫紙 24.2×32.8 1通 2017P761

97 〔下書〕（白水興利の署名と和歌）（明治時代） 戸長　白水興利（朱
印）

墨書　罫紙 24.7×32.6 1枚 2017P762
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98 〔書付〕「竹□小判波鶴」 （江戸時代） 不明 墨書　一紙 15.7×33.0 1枚 うっすらと押印あり 2017P763

99 献立 江戸時代～（明治
時代）

不明 墨書　切紙（2枚
継）

18.0×34.6 1枚 2017P764

100 〔断簡〕「松本源六」 （江戸時代） 不明 墨書　切紙 24.0×12.3 1枚 破損大、綴紐無 2017P765

101 〔忌日覚〕（祖父母・父母・妻・
嫡子ほか）

（江戸時代） 不明 墨書　書冊断簡
（12丁）

22.5×12. 1組 2017P766

102 〔手習い〕 （明治時代） 長尾尋常高等小学
校第四学年高等科
第一学年　白水興
利

墨書　一紙 32.0×24.5 3枚 一枚が高等小学校第
四学年時のもの 
残り二枚が高等小学
校高等科第一学年時
のもの

2017P767
～769

103 〔借銀算用書上写〕 文政4～5年12月 原斎右衛門→白水
茂七殿

墨書　竪帳断簡（2
丁）

24.0×16.0 1組 綴紐無 2017P770

104 福岡県三科雑誌　第三号（表紙
のみ）

（明治時代） 第五課印行 印刷　一紙 19.0×13.5 1枚 2017P771

105 〔落書〕（習字の練習） （江戸時代～近代） 不明 墨書　断簡（14枚）30.0×22.5 1組 2017P772

106 安政丙辰盆俄おどり軍書講談・
需時放言　俗に夢もの語といふ

（安政3年）9月6日 大坂堂島堺屋庄次
郎

墨書　竪帳（14丁）24.3×16.9 1冊 蔵書印「白水氏蔵
書」、表紙に朱筆「初
偏十八」

2017P773

107 長政公御遺状 江戸時代後期写 原氏分 墨書　竪帳（38丁）24.3×16.6 1冊 蔵書印「白水」、裏表
紙に「原氏分」

2017P774

108 〔播州多可郡黒田村御塔調記〕 （江戸時代後期） 文左衛門 墨書　竪帳（9丁） 24.5×16.3 1冊 2017P775

109 〔福岡藩役高定〕 文化11年7月下旬 白水茂七 墨書　竪帳（28丁）24.2×16.7 1冊 表紙破損 2017P776

110 黒田年譜　上　従高政公忠之公
迄　従永正五年承応三年迄

嘉永2年4月写 大休山下白水所蔵 墨書　竪帳（68丁）24.2×16.9 1冊 蔵書印「北筑谷白水
氏」

2017P777

111 一聞問答　巻五 天保7年申正月 〔白水氏〕 墨書　竪帳（63丁）24.3×16.7 1冊 蔵書印「白水氏蔵
書」、表紙に朱筆「初
偏十九」

2017P778

112 浦賀防禦激祢上書　一編二編 天保13寅2月 大橋順蔵 墨書　竪帳（51丁）24.5×17.0 1冊 2017P779

113 〔幕末海外情報他風聞書〕 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（12丁）24.5×17.0 1冊 2017P780

114 易学必読 （江戸時代後期） 新井白蛾著、白水
義利写

墨書　竪帳（48丁）24.5×16.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P781

115 高橋紹運公碑銘 寛政6年7月27日 八世孫従五位下出
雲守種周建

墨書　竪帳（7丁） 24.0×16.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P782

116 心得下書 文政10年2～6月 津田源次郎ほか 墨書　竪帳（9丁） 24.7×16.5 1冊 2017P783

117 紀仙台女敵討事 天保14年8月上旬 拙速軒松影散人→
白水氏

墨書　竪帳（5丁） 24.5×16.2 1冊 蔵書印「白水」 2017P784

118 〔幾何図解〕 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（5丁） 24.0×16.0 1冊 2017P785

119 嘉永癸丑集（漢詩集） 嘉永6～7年 白水興利 墨書　竪帳（3丁） 24.7×16.5 1冊 2017P786

120 義士伝　中（義士伝実記　巻之
四～六）

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（49丁）24.7×17.3 1冊 蔵書印「白水」 2017P787

121 大学俚講　全 （江戸時代後期）季
秋霜降吉日

白水氏 墨書　竪帳（47丁）24.5×17.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P788

122 〔問答集〕（家譜と夢幻物語の違
い、古典籍の内容について）

天保6未初夏 拙速軒先生答、南
栴山人問

墨書　竪帳（46丁）25.0×17.0 1冊 2017P789

123 旧例引近御触、目附方心得貫書 万延2戌年 不明 墨書　竪帳（21丁）25.0×17.4 1冊 2017P790

124 玩古雑録　上 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（122
丁）

24.5×17.0 1冊 2017P791
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125 文久二亥歳聞書　三（薩英戦争
ほか）

文久3年 白水 艾 墨書　竪帳（41丁）24.7×16.5 1冊 10丁目に挿入文書あ
り、表紙に朱筆「二
偏三十二」

2017P792

126 真当流抜刀術秘伝書 安政5年午6月10日 新野忠三郎能保（花
押）→白水平三郎

墨書　竪帳（5丁） 26.4×19.3 1冊 2017P793

127 病症伝・崇障伝 （江戸時代後期） 白水義利蔵 墨書　竪帳（19丁）24.8×17.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P794

128 義子伝実記　下（巻之七・八）（江戸時代後期） 小笹白水 墨書　竪帳（46丁
〈墨付45丁〉）

24.5×17.2 1冊 2017P795

129 与亜米利加条約・魯西亜人クシ
ユタン遺文之和解・唐国騒乱
記・陶梅江文和解

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（14丁）24.2×16.4 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「初編十三」

2017P796

130 〔和歌集〕 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（11丁）24.0×15.9 1冊 2017P797

131 義士伝実記　上冊（巻之一～三）文政3年6月上旬長
崎於神崎写之也

白水氏（花押） 墨書　竪帳（57丁）25.0×17.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P798

132 彼杵駅・大村駅（長崎警備関係）弘化3年6月 不明 墨書　竪帳（60丁）24.0×16.0 1冊 2017P799

133 嘉永六年公儀御触之写 嘉永6年7月 不明 墨書　竪帳（5丁） 24.5×16.1 1冊 2017P800

134 木曽桟道翁の碑 文政12年巳丑秋8月 美濃友左坊・東都
三清堂書之

木版墨摺　書綴（2
丁）

24.5×17.2 1冊 2017P801

135 〔書付〕（官員選挙、大監察のこ
と）

（明治時代） 不明 墨書　書冊断簡（1
丁）

24.2×15.4 1枚 135・145・173・205
は一連ヵ

2017P802

136 大秘伝安陪立剣道口伝書 安政4年丁巳年仲冬
写之

休岳樵夫子裕（朱
印）

墨書　竪帳（35丁）24.3×17.0 1冊 2017P803

137 永代御定御軍法 弘化2年2月20日 不明 墨書　竪帳（17丁）23.0×15.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P804

138 與虎闘者伝・屁暮台詩・世暮久
零賦士（ペリー来航以降の世情
を風刺）

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（9丁） 24.4×16.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P805

139 井伊家軍法 江戸時代後期写　
原本・慶長元年9月
11日

曲渕宗立斎・菅沼
雲仙斎ほか

墨書　竪帳（30丁）24.2×16.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P806

140 安政二年初冬雑記（アメリカ献
上品、彗星之説、細川公家中申
渡ほか）

安政2年初冬 休岳樵家（朱印） 墨書　竪帳（26丁）24.7×16.9 1冊 2017P807

141 撰文（醉翁亭記・欧陽永叔、兵
陽樓記・范仲淹ほか）

（明治時代） 不明 印刷　竪帳（34丁）24.5×17.0 1冊 蔵書印あり 2017P808

142 車僧（謡曲） （江戸時代後期） 白水氏 墨書　竪帳（8丁） 23.5×16.2 1冊 2017P809

143 土蛛　現在鷹・鵺・舎利・野守 天保14年10月吉日
（後筆）

浪人谷　住人也（後
筆）

木版墨摺・墨書　
竪帳（38丁）

22.5×16.3 1冊 2017P810

144 〔書付〕（文武振興、勧農ほか）（江戸時代後期） 不明 墨書　書冊断簡（5
丁）

24.0×16.0 1組 断簡、綴紐無 2017P811

145 〔書付〕（政庁の意味など） （明治時代） 不明 墨書　書冊断簡（1
丁）

24.5×15.5 1枚 135・145・173・205
は一連ヵ

2017P812

146 郡浦江達書写 天保13年ほか 不明 墨書　竪帳（54丁）24.5×16.8 1冊 27丁ウラに貼紙あり 2017P813

147 入官第一義（孔子に対する問答）（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（6丁） 24.0×16.5 1冊 蔵書印「白水」、虫損
大

2017P814

148 一聞問答　巻九（赤飯、庚申、
亀井南冥のことなど）

（江戸時代後期） 白水 墨書　竪帳（46丁）25.0×17.5 1冊 2017P815

149 方鑑秘伝集 天保12年丑年季春
日、安政3年12月東
都旅館において写
す

松浦琴鶴著述　観
濤閣蔵板　白水氏
写

墨書　竪帳（48丁）24.×16. 1冊 2017P816

寄贈資料　2. 白水久米利資料（追加分）

― 42 ―



番号 名称 時代
作成

（差出→宛所）
品質・形状
（丁数）

法量 員数 備考 備品番号

150 拾玉続智恵海　上下 （江戸時代後期） 休岳草堂蔵 墨書　竪帳（27丁）24.1×16.8 1冊 蔵書印「白水」 2017P817

151 太政官日誌第（11～16巻合冊） 慶応4年戊辰4～5月 御用書物所　村上
勘兵衛・井上治兵
衛

木版　竪帳（90丁）22.5×15.4 1冊 合冊 2017P818

152 鎬言集 安政5戌午正月仲七
写之畢

休岳麓白水氏深蔵 墨書　竪帳（68丁）24.5×17.0 1冊 2017P819

153 篤信御戒条目 一世財用記 原本・宝永6年4月
20日

原本・貝原篤信 墨書　竪帳（18丁）24.5×17.0 1冊 2017P820

154 風炉長板六段・炉長板三段　〆
九段（茶書）

（近代）遼東半島還
付之年夏6月

埜山陳民写 墨書　竪帳（5丁） 24.5×16.0 1冊 5丁目に挿入文書あり 2017P821

155 算法麓逕裏術書 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（12丁）24.0×17.0 1冊 2017P822

156 八卦口訣一名元用弁 （江戸時代後期） 白水義利蔵 墨書　竪帳（25丁）24.2×16.8 1冊 蔵書印「白水」 2017P823

157 篁陽舎白水義利雑文草稿 嘉永4年 白水義利 墨書　竪帳（19丁）24.4×16.9 1冊 2017P824

158 詩歌雑集 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（65丁）21.0×13.5 1冊 蔵書印「北筑谷白水
氏」、文末朱印抹消

2017P825

159 〔英米露との条約写〕 安政2乙夘年8月 墨書　竪帳（23丁）24.5×17.2 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「二偏一」

2017P826

160 勤用法則秘書 （江戸時代後期） 白水書蔵 墨書　竪帳（40丁）24.6×16.4 1冊 「白水書蔵」とあり 2017P827

161 〔書付〕（知恩院用人阿波助のこ
と、製銃所のことなど）

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（5丁） 25.0×16.5 1冊 161・169は一連ヵ 2017P828

162 為勢自得天真流免許七巻之手附 安政4年正月 休岳麓白水興利深
蔵

墨書　竪帳（41丁）24.6×16.9 1冊 蔵書印「白水」 2017P829

163 軍中必携　巻之二　火技編 江戸時代後期～（明
治時代）

不明 墨書　竪帳（25丁）24.0×16.3 1冊 蔵書印「白水氏蔵書」 2017P830

164 軍中必携　巻之三　戦略編 江戸時代後期～（明
治時代）

不明 墨書　竪帳（33丁）24.4×16.8 1冊 蔵書印「白水氏蔵書」 2017P831

165 服忌令問答（天書・懐中抄など
の写し）

元禄8年7月上旬 時重 墨書　竪帳（53丁）21.1×14.7 1冊 2017P832

166 こそだてわさん （江戸時代後期） 白水義利蔵 墨書　竪帳（16丁）24.8×16.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P833

167 烈女政碑・高野大師画賛・夜須
郡孝民記

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（10丁）24.5×15.7 1冊 蔵書印「白水」 2017P834

168 太政官日誌（第18号） 明治4年4月5日 御用御書物所　和
泉屋市兵衛・須原
屋茂兵衛

木版墨摺　竪帳
（33丁）

22.2×15.0 1冊 表紙に朱印 2017P835

169 〔書付〕（知恩院用人阿波助一件）明治2年1月2日 不明 墨書　書冊断簡（1
丁）

24.5×16.7 1枚 161・169は一連ヵ 2017P836

170 安陪立剣道　口伝書 安政4年仲秋写之 原本・奥山正好　
写・休岳樵夫子裕
（朱印）

墨書　竪帳（40丁）24.2×17.0 1冊 裏表紙に墨書「共五」 2017P837

171 論語俚講　巻之一 弘化5年孟春写之 老圓堂蔵本　白水
写

墨書　竪帳（54丁）24.4×16.4 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に墨書「二冊之内」

2017P838

172 石砲備用巻 寛延4年9月 西川勘兵衛→西川
伝左衛門

墨書　竪帳（22丁）24.3×17.8 1冊 天和3年山崎安信の序
文あり

2017P839

173 〔書付〕（政庁の運営、御入費の
運用について）

（明治時代） 不明 墨書　書冊断簡（1
丁）

24.5×15.5 1枚 135・145・173・205
は一連ヵ

2017P840

174 水戸公海防　十五箇条 （江戸時代後期）9
日晩景認

不明 墨書　竪帳（16丁）24.3×16.7 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「初編八」

2017P841

175 〔書付〕（今津開墾、東京□住ふ
体裁）

（明治時代） 不明 墨書　一紙 23.5×15.0 1枚 2017P842
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176 御序御壁書写 （江戸時代後期） 白水義利蔵 墨書　竪帳（11丁）24.5×16.0 1冊 2017P843

177 〔衣服に関する規定〕 （明治時代） 不明 墨書　書綴（4丁） 24.5×16.5 1綴 2017P844

178 安陪立剣道　百首 （江戸時代後期） 大休山下白水興利
深蔵

墨書　竪帳（16丁）24.×16.9 1冊 2017P845

179 莊年京都遊（和歌集、※末尾に
黒田孝高、光之・仙厓等の記述
もあり）

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（56丁）25.0×16.5 1冊 2017P846

180 一聞問答　七　附天保東国見聞
自誌

天保8年 不明 墨書　竪帳（63丁）24.8×18.0 1冊 2017P847

181 羽衣・籠太鼓・鱗形 天保13年8吉日写之 白水蔵本 墨書　竪帳（21丁）24.0×16.6 1冊 蔵書印「谷白水」 2017P848

182 公裁一件 寛保2年4月 京都書肆櫨屋儀兵
衛所持　紫溟休岳
草堂

墨書　竪帳（41丁）24.2×16.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P849

183 覚（御一新以来の変化への要望）（明治時代） 不明 墨書　書綴（2丁） 25.0×16.6 1綴 2017P850

184 〔書付〕（後藤又兵衛子孫の談話
聞書）

天保9年4月28日 不明 墨書　竪帳（3丁） 24.0×16.0 1冊 2017P851

185 通俗筭法　木集 文化14年9月上旬改
之

白水茂七分（花押）墨書　竪帳（20丁）24.1×16.6 1冊 2017P852

186 〔京都風聞〕（アメリカ一件ほか）安政5年 不明 墨書　竪帳（2丁） 24.6×15.0 1冊 2017P853

187 〔漢詩集〕 （江戸時代後期） 大休山下野夫白水
茂七（ 艾モヒツ）

墨書　竪帳（10丁）24.8×16.8 1冊 2017P854

188 諸集貴妻自集 （江戸時代後期） 篁陽舎 墨書　竪帳（7丁） 24.2×16.2 1冊 2017P855

189 〔由緒書下書〕 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（14丁）24.0×16.5 1冊 紙背を使用　訂正多
数

2017P856

190 君子訓　下 天保13年孟秋新刻　
嘉永3年3月2日写

貝原篤信著　大休
山下白水所蔵

墨書　竪帳（31丁）24.4×17.5 1冊 蔵書印「白水」「北筑
谷白水氏」、虫損

2017P857

191 算法麓逕　表 （江戸時代後期） 久間太六修文編集　
白水蔵

墨書　竪帳（20丁）24.0×16.7 1冊 表紙に印あり 2017P858

192 鎬言集　天 安政4丁巳年極月写 休山下白水氏（朱
印）

墨書　竪帳（83丁）24.5×17.4 1冊 2017P859

193 松菴遺書　全 （江戸時代後期） 草香江南休岳樵夫
蔵（朱印）

墨書　竪帳（65丁）24.0×16.4 1冊 蔵書印「白水」 2017P860

194 永蔵・御銀蔵御法書 （江戸時代後期） 白水書蔵 墨書　竪帳（35丁）24.5×16.5 1冊 2017P861

195 水府黄門御格言ほか （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（23丁）24.1×16.7 1冊 蔵書印「白水」、表
紙に朱筆「初編
十十一」、虫損

2017P862

196 安政元年十一月施行ノ詔書・同
十二月造砲ノ詔書　元珍尺牘

安政元年11・12月 不明 墨書　竪帳（7丁） 24.4×16.5 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「初編十四」、
虫損

2017P863

197 文久二亥年聞書　二 文久2年 白水 艾 墨書　竪帳（40丁）23.5×16.2 1冊 表紙に朱筆「二編
十一」、虫損

2017P864

198 今古聞書（吉川監物毛利家老中
へ教示、肥前国田代の者妻敵討
など）

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（26丁）23.9×15.8 1冊 蔵書印「白水氏蔵書」 2017P865

199 天保五午年諸国人数帳 天保5年 村上大和守・内藤
隼人正

墨書　竪帳（15丁）24.5×16.3 1冊 蔵書印あり 2017P866

200 算法麓逕術書　表 （江戸時代後期） 白水蔵 墨書　竪帳（16丁）24.0×16.5 1冊 2017P867

201 文久二同三戌亥聞書　一 文久2・3年 白水 艾 墨書　竪帳（73丁）24.5×17.0 1冊 表紙に朱筆「二編十」 2017P868

202 易学要領 （江戸時代後期） 土肥貫雅 墨書　竪帳（29丁）24.3×17.1 1冊 蔵書印「白水」 2017P869
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203 公卿建白　一 安政5戌午正月 近衛忠煕、鷹司輔
煕ほか

墨書　竪帳（20丁）23.7×16.1 1冊 裏紙に朱筆「二編　
四」、虫損

2017P870

204 東照宮御遺状　全 天保丑年2月写之 白水氏蔵書 墨書　竪帳（19丁）24.0×16.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P871

205 〔書付〕（版籍奉還ほか） （明治時代） 不明 墨書　書冊断簡（1
丁）

24.2×15.3 1枚 135・145・173・205
は一連ヵ

2017P872

206 長州長井雅楽存寄 萬延元申年8月 不明 墨書　竪帳（15丁）24.7×17.0 1冊 表紙に朱筆「二編九」 2017P873

207 安政午未申江戸記 安政5～7年 白水書蔵 墨書　竪帳（67丁）24.5×16.5 1冊 表紙に朱筆「二編七」 2017P874

208 麦乃おち穂ほか （安政5年） 不明 墨書　竪帳（61丁）24.5×16.2 1冊 合冊、綴紐はずれ 2017P875

209 小謡 文化10年酉正月 白水姓 墨書　竪帳（19丁）23.3×16.2 1冊 2017P876

210 大和紀行　草稿 天保己亥年 白水氏 墨書　竪帳（42丁）23.8×16.9 1冊 蔵書印「白水」 2017P877

211 一聞問答　巻六　 天保7申3月18日 〔白水氏〕 墨書　竪帳（59丁）24.3×16.5 1冊 2017P878

212 一聞問答　巻二 天保6未年4月23日 〔白水氏〕 墨書　竪帳（46丁）24.0×17.0 1冊 2017P879

213 一聞問答　巻ノ四 天保6未年6月中旬 〔白水氏〕 墨書　竪帳（38丁）24.5×16.8 1冊 2017P880

214 一聞問答　巻十　 （天保期） 白水 墨書　竪帳（41丁）24.5×17.0 1冊 2017P881

215 謝国明碑・愛宕山鐘銘・首級墳
碑・亀元鳳東遊賊

（江戸時代後期） 白水氏 墨書　竪帳（15丁）24.5×16.8 1冊 2017P882

216 太政官日誌（第1～10） 慶應4年戊辰3～4月 御用書物所　村上
勘兵衛・井上治兵
衛

墨書　竪帳（77丁）22.5×14.9 1冊 合冊 2017P883

217 人参牛肉丸 （江戸時代） 御薬調合所　木村
寿松軒（朱印）

墨書　竪帳（5丁） 23.9×16.0 1冊 2017P884

218 安陪立剣道　口伝書 安政4丁己年仲冬写
之

休岳麓　白水興利
（朱印）

墨書　竪帳（10丁）24.3×16.8 1冊 裏表紙に「共五」 2017P885

219 軍中必携　巻之一 江戸時代後期～（明
治時代）

不明 墨書　竪帳（25丁）24.0×17.0 1冊 蔵書印「白水氏蔵書」 2017P886

220 軍中必携　巻之五 江戸時代後期～（明
治時代）

不明 墨書　竪帳（21丁）24.3×17.0 1冊 蔵書印「白水氏蔵書」 2017P887

221 御評定所図 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳（6丁） 24.7×17.0 1冊 2017P888

222 風俗文選　全 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳 24.4×16.9 1冊 蔵書印「白水」「北筑
白水氏」

2017P889

223 主静小言　内篇・外篇 安政6年2月於京師
上立売筑国邸写之

北筑城南白水氏子
裕

墨書　竪帳 24.2×16.5 1冊 2017P890

224 四戦紀聞　乾　姉川・味方ヶ原（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳 24.1×16.5 1冊 蔵書印「白水」、虫損 2017P891

225 秘書他見憚断献策（アメリカと
の条約交渉関係文書」

（江戸時代後期） やすみ山のふもと
きおころ男子秘蔵

墨書　竪帳 24.3×16.5 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「初編七」、虫
損

2017P892

226 敦盛 （江戸時代後期） 白水氏 墨書　竪帳 24.7×16.5 1冊 2017P893

227 経済録 享保14年2月8日序 序文・太宰純　写・
白水氏

墨書　竪帳 24.2×16.8 1冊 2017P894

228 五里浜釣〔魚昆〕坊戯書 弘化2年夏月写之 陽篁舎白水理敏所
蔵

墨書　竪帳 24.5×17.0 1冊 蔵書印「白水」「北筑
白水氏」

2017P895

229 異船聞叢 （江戸時代後期） やすみ山のふもと
白水氏所持

墨書　竪帳 24.7×16.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P896

230 筆算訓蒙　巻之一 明治元年6月写之 〔白水氏〕 墨書　竪帳 23.5×17.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P897

231 古易精義註解 寛延4年 新井白蛾題　白水
義利蔵

墨書　竪帳 24.5×16.0 1冊 蔵書印「白水」、虫損 2017P898

232 西洋砲術一覧　全 （江戸時代後期～明
治時代）

不明 墨書　竪帳 25.3×16.4 1冊 蔵書印「白水氏蔵書」、
虫損

2017P899
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233 弘化四年風説書ほか 弘化3～4年 墨書　竪帳 24.5×17.0 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「初編十二」

2017P900

234 外異通信事略・中華并外国地
唱・琉球事略・金銀制之事

安政2年集略之 休渓舎白水書蔵 墨書　竪帳 24.0×16.7 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「初編十七」

2017P901

235 御法号（黒田家戒名一覧） 文化11年7月下旬筆
写

白水氏（花押） 墨書　竪帳 23.1×15.8 1冊 2017P902

236 山陽遺稿巻之二 （江戸時代） 頼襄子成著 墨書　竪帳 24.1×16.3 1冊 2017P903

237 衣類御定（半礼以下無礼陪臣
末々、寺社、御目見医、格式町人」

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳 24.8×16.3 1冊 2017P904

238 衣類其外心得御触状写 弘化元年正月 不明 墨書　竪帳 24.7×17.2 1冊 2017P905

239 〔漢詩集〕（衣掛、薬師仏ほか） 天保戊戌年 不明 墨書　竪帳 24.7×16.6 1冊 2017P906

240 損軒文集 （江戸時代後期） 原本・貝原篤信 墨書　竪帳 23.8×16.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P907

241 大和名所（鎌倉名所記・長谷寺
縁起・南都名所記・春日神鹿之
由来）

（江戸時代後期） 不明 木版墨摺　竪帳 22.2×15.0 1冊 合冊 2017P908

242 田村「やらやら西国の地主のは
なや・・・」

（江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳 24.3×16.2 1冊 2017P909

243 〔謡曲台本〕（橋弁慶ほか） 天保15年3月11日 白水（花押） 墨書　竪帳 24.0×16.5 1冊 2017P910

244 戊戌夢物語 天保戊戌年 原本・高野長英 墨書　竪帳 24.5×16.5 1冊 蔵書印「白水」、表紙
に朱筆「初編弐」

2017P911

245 徂徠文集抜書・附諸家集 （江戸時代後期） 不明 墨書　竪帳 24.5×16.5 1冊 蔵書印「北筑谷白水
氏」

2017P912

246 〔断簡〕（前原御代官柳瀬与大夫、
御側筒中村義三郎・井上宗八）

（江戸時代後期） 不明 墨書　書冊断簡
（半丁）

23.5×15.5 1枚 2017P913

247 〔議事録〕（早良郡初期有富治吉
への感謝状の建議）

明治41年12月18日 早良郡会議長　戸
川直→早良郡長　
川島澄之助殿

印刷　書冊断簡
（半丁）

23.0×15.2 1枚 41丁目のみ 2017P914

248 〔議事録〕（明治42年度福岡県
早良郡歳出追加予算説明）

明治42年 不明 印刷　書冊断簡（2
丁）

23.0×15.5 1組 37・38丁目 2017P915

249 覚（御預馬の飼料の書き上げ）（江戸時代） 田中虎吉（黒印）
→御勘定所

墨書　書綴 25.0×17.2 1綴 虫損 2017P916

250 亜戎疎聞（アメリカ官吏ハルク
スの像ほか）

安政4年 白水所蔵 墨書　竪帳 24.4×16.8 1冊 表紙に朱筆「二編二」、
虫損

2017P917

251 亜墨利加一条 安政5年写之 白水所蔵 墨書　竪帳 23.9×16.2 1冊 表紙に朱筆「二編三」、
虫損

2017P918

252 亜墨利加雑記　三 安政5年 〔白水氏〕 墨書　竪帳 24.5×17.0 1冊 表紙に朱筆「二編五」、
虫損

2017P919

253 亜墨利加雑記　二 安政5年 〔白水氏〕 墨書　竪帳 24.0×16.2 1冊 表紙に朱筆「二編六」、
虫損

2017P920

254 申酉聞書　東北風談 万延元年、文久元
年

〔白水氏〕 墨書　竪帳 24.5×17.0 1冊 表紙に朱筆「二編八」、
虫損

2017P921

255 重訂　太平記　甲・乙・丙・丁 明治16年4月出版 翻刻出版・大野堯
運　発兌・報告社

印刷　和装本 23.0×15.3 4冊 2017P922
～925

256 重訂　太平記　戊・己・庚・辛・
壬（上下）・癸（上下）

明治17年4月出版 翻刻出版・大野堯
運　発兌・報告社

印刷　和装本 23.0×15.5 8冊 2017P926
～933

257 外史 文政10年5月21日
序

頼山陽 木版墨摺　和装本 25.7×17.7 22冊 蔵書印「白水」、虫損 2017P934
～955

258 春秋左氏伝校本　一～三十 文化8年辛未夏新鐫 滄浪居蔵版（朱印）木版墨摺　和装本 26.4×19.5 13冊 「五・六」、「十九・
二十」の2冊が欠、蔵
書印「白水」、虫損

2017P956
～968
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259 漢画指南　乾坤 安永8年孟春刻成 東都建凌岱孟喬著
述　門生建視思明
校訂　皇都書林菱
屋孫兵衛

木版墨摺　和装本 26.0×18.5 2冊 虫損 2017P969
～970

260 費氏山水画式　上中下 天明己酉新鐫 芙蓉先生模謄　江
戸書肆千鍾房発兌

木版墨摺　和装本 25.6×17.9 3冊 2017P971
～973

261 文選正文　序・一～六・十二 天明4年元刻　文政
11年再刻　明治10
年初夏於博多河端
覧之

兼山先生訓点　筑
水先生校閲　京師
書売風月堂　永井
青崖旧蔵　白水氏
購入

木版墨摺　和装本 25.5×18.0 8冊 全13冊の内「七～
十一」の5冊が欠、蔵
書印「永井青崖蔵書
之記」を抹消し「白水」
と捺す

2017P974
～981

262 林洞画稿　乾坤 文化9年春 伯明源成昌臨模　
平安書林玉枝軒・
五車楼梓

木版墨摺　和装本 25.8×16.5 2冊 2017P982
～983

263 詩経集註　一～四 淳煕4年10月 新安ノ朱熹書ス 木版墨摺　和装本 26.4×18.5 4冊 虫損 2017P984
～987

264 都名所図会　一～六・十一～
十五

天明7年未秋新板 浪速人春朝斎竹原
信繁跋

木版墨摺　和装本 25.5×18.0 10冊 全15冊の内「七～十」
の5冊が欠、虫損

2017P988
～997

265 頼山陽増評八大家文読本　一～
三十

明治8年12月出板 清沈徳潜撰　日本
頼襄増評　出版人
東京太田金右衛門

木版墨摺　和装本 22.3×15.5 16冊 蔵書印「白水」 2017P998
～1013

266 源氏物語目録　上中下 明暦3年丁酉仲秋吉
辰

洛陽三条寺町誓願
寺前安田十兵衛開
板

木版墨摺　和装本 25.8×19.3 3冊 蔵書印「白水」 2017P1014
～1016

267 西国立志伝　原名自助論　第一
～八冊

明治4年辛未7月新
刻

中村敬太郎訳　大
平謙一郎板　六書
房蔵版

木版墨摺　和装本 22.7×15.5 8冊 蔵書印「白水」、虫損
甚大

2017P1017
～1024

268 対山画譜　前後 明治13年1月刻成 編集人・青森県平
民井澤保治　翻刻
出版人・愛知県平
民丹羽駒吉

木版墨摺　和装本 16.0×9.8 2冊 虫損 2017P1025
～1026

269 楚辞灯　巻之一～三 （江戸時代） 晋安林西仲先生論
述

木版墨摺　和装本 25.4×17.8 3冊 蔵書印「白水」、虫損
甚大開けない

2017P1027
～1029

270 芥子園画伝初集　上下 明治44年2月15日 得一堂蔵（朱印） 木版墨摺　和装
本、帙入

19.2×13.0 2冊 蔵書印「白水璞印」 2017P1030
～1031

271 芥子園画伝初集　第一～五冊 明治43年11月2日 得一堂蔵（朱印） 木版墨摺　和装
本、帙入

19.3×12.6 5冊 蔵書印「白水璞印」 2017P1032
～1036

272 易学類篇 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 25.8×18.3 2冊 虫損甚大開けない 2017P1037
～1038

273 山陽遺稿文　三～五 （江戸時代） 頼山陽 木版墨摺　和装本 25.3×17.9 3冊 虫損甚大開けない 2017P1039
～1041

274 唐詩選画本　巻之四・五 寛政5年正月発行 東都書林日本橋通
二丁目小林新兵衛
蔵

木版墨摺　和装本 22.2×16.0 2冊 全5冊の内「一～三」
の3冊が欠だが、裏表
紙に朱筆で「二冊内　
白水」とあり、蔵書
印「白水氏蔵書」

2017P1042
～1043

275 農家備要初編　巻之一～五 明治3年9月発兌 河野禎造著　備中
倉敷小塩舎・黒金
舎蔵版

木版墨摺　和装本 22.5×15.5 5冊 蔵書印「白水」 2017P1044
～1048

276 字彙　卯・辰・巳・午・未・申・
酉・戌・亥・巻末

（江戸時代） 宣城梅膺祚誕生音
釈

木版墨摺　和装本 22.2×15.5 10冊 全13冊ヵ、虫損甚大
開けない、蔵書印「白
水」

2017P1049
～1058
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277 史記評林　序目録・七・十六～
十八・二十一～二十三

（江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 25.6×18.5 8冊 全貌未詳、虫損甚大
開けない、蔵書印「白
水」

2017P1059
～1066

278 厳島扁額縮本初編　巻之二～五 明治28年2月22日
発行

蓬産堂蔵版　森光
治郎印刷権発行

木版色摺　和装本 26.5×18.5 4冊 全5冊の内「巻之一」
の1冊が欠、蔵書印「白
水」

2017P1067
～1070

279 新刻蒙求 （江戸時代）己未仲
夏

不明 木版墨摺　和装本 26.8×17.6 3冊 虫損甚大開けない 2017P1071
～1073

280 楠家伝七巻書　四・六 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 25.3×18.3 2冊 蔵書印「白水氏蔵書」、
虫損甚大開けない

2017P1074
～1075

281 新校訂小学句読　一～五巻 天和癸亥5月 筑州後学貝原篤信
序

木版墨摺　和装本 25.2×18.0 3冊 蔵書印「白水」 2017P1076
～1078

282 箋註唐詩選　一～八 天明4年5月 淡園先生著　江戸
書肆嵩山房梓

木版墨摺　和装本 22.6×15.3 8冊 蔵書印「白水」、虫損
甚大開けない

2017P1079
～1086

283 標註図解七書俚諺抄　一・三～
六・九・十

正徳4年序 東都神田白龍著 木版墨摺　和装本 25.6×18.0 7冊 全10冊の内、「二・七・
八」の3冊が欠、蔵書
印「白水氏蔵書」

2017P1087
～1093

284 道二翁道話　初編上下、二編上、
四篇中下、五篇中下、六篇上中
下

天保4年8月校正再
鐫

手島堵庵男正揚序　
浪華八宮斎輯

木版墨摺　和装本 22.0×15.5 10冊 全15冊の内「二編下、
三篇上下、四篇上、
五編上」の5冊が欠、
虫損大

2017P1094
～1103

285 書集伝ほか （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 26.0×18.8 10冊 全貌未詳、虫損甚大
開けない、蔵書印「白
水」

2017P1104
～1113

286 古文全集諺解大成　巻之二・
三四・五・八九・十二十三・
十四十五

（江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 26.9×18.6 6冊 全貌未詳、虫損甚大
開けない、蔵書印「白
水」

2017P1114
～1119

287 孟子集註　巻之一～四 元禄13年9月1日　
天保5年初春再刻

朱熹集註　吉野家
権兵衛・吉野家五
兵衛発行

木版墨摺　和装本 26.0×18.2 4冊 蔵書印「白水」 2017P1120
～1123

288 古周易経断　巻四上・同下・巻
五上・同下

安永丙申春3月 新井祐登謙吉著 木版墨摺　和装本 25.2×18.2 4冊 全貌未詳、虫損甚大、
蔵書印「白水」「青山
氏□書章」

2017P1124
～1127

289 論語集註　巻之二～四 （江戸時代） 朱熹集註 木版墨摺　和装本 25.2×18.0 3冊 全貌未詳、虫損甚大
開けない、蔵書印「白
水」

2017P1128
～1130

290 重改論語集註俚諺鈔　一・八～
十

正徳5年 神洛毛利貞斎述 木版墨摺　和装本 26.12×
18.1

4冊 全10冊の内「二～七」
の6冊が欠、蔵書印「白
水璞印」

2017P1131
～1134

291 劉向説苑纂註　一～六 寛政5年秋日跋 尾張関嘉纂註　岡
田 之撰　興芸館
蔵板

木版墨摺　和装本 27.4×18.0 6冊 蔵書印「白水」「益堂
蔵書」

2017P1135
～1140

292 〔和歌集〕 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 27.0×16.5 4冊 全貌未詳、虫損甚大
開けない

2017P1141
～1144

293 画伝　二集 康煕辛巳歳仲秋序 繍水王模古　金陵
芥子園重鐫

木版墨摺　和装本 21.7×15.8 1冊 全貌未詳、破損大、
蔵書印「白水璞印」

2017P1145

294 絵本亀山話　巻之八 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 26.5×18.8 1冊 破損大、巻末墨書「赤
坂門前通　塩鯛喜平
八」

2017P1146

295 光悦法帖　上下 貞享丁卯林鐘中旬 徳文斎光悦書　洛
下書林植村藤右衛
門

木版墨摺　和装本 26.5×18.8 2冊 破損大、蔵書印「白水」 2017P1147
～1148
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296 閑窓自適 安永5年12月 三浦平三郎著 木版墨摺　和装本 26.8×17.6 1冊 虫損大、蔵書印「白
水」「白水氏珊源堂図
書記」

2017P1149

297 理学提要　巻之一・二 （明治時代） 日本甲陽広瀬元恭
礼卿纂述

木版墨摺　和装本 26.1×17.3 2冊 全貌未詳、蔵書印「白
水氏蔵書」

2017P1150
～1151

298 黄葉夕陽村舎詩　巻之一 文政癸未歳鐫 備後菅晋師礼卿、
京摂三書舗合刻

木版墨摺　和装本 25.0×17.6 1冊 全8冊の内「二～八」
の7冊が欠、蔵書印「白
水」

2017P1152

299 梅精奇談魁草紙　巻之五 （江戸時代） 江戸戯作者式亭三
馬著編　歌川国安
画図

木版墨摺　和装本 22.7×15.9 1冊 全5冊の内「一～四」
の4冊が欠、蔵書印「白
水」、巻末墨書「五冊
之内　白水氏」

2017P1153

300 麦之舎集 文久2年5月序 前左少将有文朝臣
序　佐々氏蔵

木版墨摺　和装本 25.7×18.4 1冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水」

2017P1154

301 寒灯影（漢詩集） （明治時代） 不明 墨書　和装本 23.3×15.8 1冊 蔵書印「白水璞印」 2017P1155

302 将軍家御成敗式目 天明2年7月 書林西宮新六蔵版 木版墨摺　和装本 26.0×17.6 1冊 蔵書印「白水」 2017P1156

303 〔伊勢物語〕 天明7年、文政8年
秋

橘仙堂平野屋善兵
衛求版

木版墨摺　和装本 26.0×18.6 2冊 蔵書印「白水」 2017P1157
～1158

304 神兵要略　天地 （明治時代） 不明 墨書　和装本 24.9×18.5 2冊 虫損甚大開けない 2017P1159
～1160

305 光悦口切帖 元禄11年 光悦 木版墨摺　和装本 26.8×18.5 1冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水」

2017P1161

306 琵琶引一首 （江戸時代） 大原白居易、田中
庄兵衛梓

木版墨摺　和装本 27.2×18.2 1冊 表紙裏に墨書「白水
氏」

2017P1162

307 〔猩々翁筆〕 文化6年8月鈴木氏
尓求

四条坊門通東洞院
東江入町水田甚左
衛門開板

木版墨摺　和装本 26.9×18.1 1冊 蔵書印「白水」、巻末
に墨書「子裕」

2017P1163

308 本朝名公墨宝　上中下 正保2年仲冬 不明 木版墨摺　和装本 28.1×19.4 3冊 蔵書印「白水氏蔵書」 2017P1164
～1166

309 光悦詩歌帖 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 27.2×19.0 1冊 2017P1167

310 千字文 文化癸酉仲春 三巴老僧 墨書　和装本 27.9×16.4 1冊 蔵書印「白水」 2017P1168

311 光悦新暦帖 元禄11年孟春 出雲寺和泉掾元房
開板

木版墨摺　和装本 26.5×18.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P1169

312 親族正名 享保10年8月 春台先生撰　東都
書肆春輝堂蔵版

木版墨摺　和装本 22.5×158 1冊 蔵書印「白水」 2017P1170

313 方迪類叢　元帙　壱弐参 安政3年初冬新鐫 武州入間水村道弼
序　武蔵比企阪本
道博著述

木版墨摺　和装本 26.8×18.7 3冊 全貌未詳、蔵書印「白
水氏蔵書」

2017P1171
～1173

314 和歌玉柏　下 天明2年仲夏 橘貞賢跋 木版墨摺　和装本 22.5×15.9 1冊 全貌未詳、虫損甚大
開けない、蔵書印「白
水」

2017P1174

315 年々改正　雲上明覧大全　上下 慶応4年 京師書林三書堂 木版墨摺　和装本 15.5×10.9 2冊 虫損甚大、蔵書印「白
水」

2017P1175
～1176

316 筑前国孝子良民伝後編 寛保3年孟夏 竹田春庵著　平安
城書舗柳枝軒

木版墨摺　和装本 23.0×15.5 1冊 虫損 2017P1177

317 一巫万象 宝暦7年正月 遠陽金谷駅西村白
烏序、洛東本正寺
白純跋

木版墨摺　和装本 23.0×16.0 2冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水」

2017P1178
～1179

318 肉蒲団　一名覚後禅　秋（巻三）（江戸時代～明治時
代）

不明 木版墨摺　和装本 22.5×15.8 1冊 蔵書印「白水」「璞」 2017P1180
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319 〔漢詩拓本帖〕 文化7年3月20日 若水堂・玄天堂蔵
板

木版墨摺　折本 28.0×15.7 1帖 表紙欠 2017P1181

320 古刀鍛冶銘尽 弘化戊申孟春 玉泉堂蔵　東都書
肆布袋屋市兵衛蔵
版

木版墨摺　袖珍本 8.5×18.5 1冊 蔵書印「白水」 2017P1182

321 女今川 （江戸時代） 東都書林下谷御成
道青雲堂英文蔵梓

木版墨摺　和装本 25.7×18.4 1冊 蔵書印「白水」 2017P1183

322 原古編　巻之一・四 嘉永元年11月 安芸頼惟柔季立著 木版墨摺　和装本 22.5×15.5 2冊 全4冊の内「二～三」
の2冊が欠、虫損、蔵
書印「白水」

2017P1184
～1185

323 経験精義 （江戸時代） 松浦事鶴著 木版墨摺　和装本 25.5×17.8 1冊 虫損甚大開けない 2017P1186

324 標註老子道徳経　上下 明治23年8月21日印
刷出版　明治26年
3月1日三版発行

木山鴻吉著　藤井
利八印刷発行

木版墨摺　和装本 23.5×15.0 2冊 蔵書印「白水璞印」 2017P1187
～1188

325 詩韻含英異同弁 明治11年再板 山陰劉 君先生 木版墨摺　和装本 28.4×12.8 3冊 全4冊の内「二」の1
冊が欠、蔵書印「白水」

2017P1189
～1191

326 南冥尺牌　上中下 （江戸時代） 不明 木版墨摺・墨書　
和装本

27.2×17.5 1冊 虫損甚大開けない 2017P1192

327 新選普通　作文必用　上下 明治11年4月発兌 鷹嘴房吉著　名和
対月書、文栄閣梓

木版墨摺　和装本 17.9×12.4 2冊 蔵書印「白水璞印」 2017P1193
～1194

328 江戸繁昌記 天保4年新鐫 静軒居士著　克巳
塾蔵板

木版墨摺　和装本 23.0×16.0 1冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水」

2017P1195

329 主従日用条目 弘化2年3月 銀座四丁目須恩堂
本屋又助板

木版墨摺　和装本 18.2×11.8 1冊 2017P1196

330 新選中等漢文　巻二 昭和2年10月21日
訂正再版発行

佐久節編　東京至
文堂

印刷　和装本 22.2×14.5 1冊 2017P1197

331 文用例証　全 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 22.8×16.0 1冊 虫損甚大開けない 2017P1198

332 大宝和漢朗詠集 文政6年初秋新刻 京都書林　津逮堂　
吉野家仁兵衛板

木版墨摺　和装本 21.4×15.7 2冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水」

2017P1199
～1200

333 雲山画譜 明治13年10月 芝田新兵衛編輯　
春風堂蔵版

木版墨摺　和装本 15.7×9.5 2冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水璞印」

2017P1201
～1202

334 絵本曽我物語　巻之八 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 22.2×15.4 1冊 巻末に墨書「白水姓
拾冊之内」、全10冊ヵ

2017P1203

335 〔古今和歌集〕 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 22.4×16.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P1204

336 画引十体千字文綱目　全 宝暦6年6月 皇都書林水玉堂版 木版墨摺　和装本 22.7×15.7 1冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水氏蔵書」

2017P1205

337 尚古法帖 （江戸時代） 不明 木版墨摺　折本 28.5×14.3 1帖 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水氏蔵書」

2017P1206

338 参議佐理卿筆 （江戸時代） 不明 木版墨摺　折本 26.5×16.8 1帖 虫損甚大開けない 2017P1207

339 欧蘇手簡 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 28.0×18.0 1冊 虫損甚大開けない 2017P1208

340 増補　飲膳摘要 天保7年5月 小野恵畝纂輯 木版墨摺　袖珍本 15.5×8.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P1209

341 和歌二葉草 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 16.5×
111.5

1冊 蔵書印「白水」 2017P1210

342 〔字引〕 （江戸時代） 白水幽〔足奚〕 墨書　袖珍本 9.2×20.0 1冊 蔵書印「白水」 2017P1211

343 数学新編　巻之下 明治12年1月発売 編集人・福岡県士
族今村登　出版
人・同県士族林
介

木版墨摺　和装本 12.5×21.0 1冊 蔵書印「白水璞印」 2017P1212

344 日本地誌要略字解 明治11年7月中旬出
版発売

大月修二校訂 木版墨摺　袖珍本 8.5×17.5 1冊 蔵書印「白水璞印」 2017P1213
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345 中庸章句 （江戸時代） 不明 木版墨摺　和装本 25.3×18.2 1冊 虫損甚大開けない 2017P1214

346 千島探検実記 明治26年7月4日 多羅尾忠郎著　松
雲堂発兌

印刷　洋装本 22.0×15.0 1冊 2017P1215

347 三礼口訣 元禄丁卯 貝原篤信著　柳枝
軒蔵版

木版墨摺　袖珍本 11.3×16.0 1冊 巻末に墨書「原氏分
（花押）」

2017P1216

348 〔安政武鑑〕 安政4年 須原屋茂兵衛板 木版墨摺　袖珍本 10.6×15.5 1冊 巻頭に江戸図 2017P1217

349 〔安政武鑑〕 安政3年 須原屋茂兵衛板 木版墨摺　袖珍本 10.9×16.0 1組 巻頭に江戸図 2017P1218
～1220

350 諸国道中旅鏡 弘化4年12月 桑名柴山加治禎胤
序　林圭文堂板

木版色摺　袖珍本 11.4×16.0 1冊 巻頭に彩色の東海道
図・富士図あり

2017P1221

351 唐詩礎 延享丙寅孟秋 石川先生抜訂　平
安文林軒刻　帝都
田原勘兵衛梓板

木版墨摺　和装本 18.4×12.3 1冊 蔵書印「白水」ほか 2017P1222

352 〔中国花鳥画写真帖〕 （近代） 不明 紙焼白黒写真貼付　
折本

14.4×11.4 1帖 2017P1223

353 〔武鑑断簡〕 （江戸時代後期） 不明 木版墨摺　袖珍本 7.3×16.0 1組 前後欠、黒田は「松
平美濃守、少将」

2017P1224
～1227

354 留魂録 （江戸時代～明治時
代）

松下村塾蔵板 木版墨摺　和装本 18.5×12.9 1冊 虫損大、蔵書印「白水」 2017P1228

355 再校訂　文選字引 （江戸時代） 風月堂 木版墨摺　和装本 15.5×10.8 1冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水」

2017P1229

356 鍼 重宝記大成 享保7年6月 本郷正豊編輯 木版墨摺　和装本 10.6×16.0 1冊 虫損甚大開けない、
蔵書印「白水」

2017P1230

357 〔書籍断簡「青銭廣編」〕 （江戸時代） 不明 木版墨摺　書籍断
簡

22.5×13.7 1組 2丁分 2017P1231
～1235

358 甲陽軍鑑　山本勘助入道道鬼聞
書　全

（江戸時代） 不明 墨書　和装本 27.4×19.5 1冊 蔵書印「白水氏蔵書」、
虫損

2017P1236

359 安陪立剣道　八剣之巻ほか　坤（江戸時代） 不明 墨書　和装本 26.7×20.5 1冊 2017P1237

360 安陪立剣道　濫觴之巻ほか　乾（江戸時代） 不明 墨書　和装本 26.7×20.5 1冊 2017P1238

361 賞罰録　上下 文政8年8月 佐久間氏平光風手
記　大谷常勝自写
之

墨書　和装本 26.7×20.5 2冊 蔵書印「白水氏蔵書」、
巻末に朱印「待売堂」

2017P1239
～1240

362 坤輿図識　天地人 弘化2年如月序 古賀紫溟序　美作
箕作寛省吾著

墨書　和装本 25.8×18.0 3冊 虫損大、蔵書印「白水」 2017P1241
～1243

363 松永道斎記　下 延宝6年3月6日 貝原篤信（朱印） 墨書　和装本 26.5×19.5 1冊 虫損大、蔵書印「白水」 2017P1244

364 〔木牌〕 明治13年 不明 墨書　木牌 26.8×11.2 1枚 虫損 2017P1245

365 明治婦女用□ （明治時代） 不明 墨書　竪帳 26.0×19.5 1冊 表紙はずれ 2017P1246

366 水府公献策　上下 天保9年8月1日 徳川斉昭 墨書　和装本 23.2×16.2 2冊 蔵書印「白水」 2017P1247
～1248

367 いまやう （江戸時代～明治時
代）

屋形之山乃ふもと
白水氏所写

墨書　竪帳 16.3×12.7 1冊 2017P1249

368 〔草書長恨歌〕 （江戸時代） 模写・文屋主
人　彫手・木村嘉
平　東都書肆山田
佐助・北島長四郎

木版墨摺　折本 32.5×14.5 1帖 前欠 2017P1250

369 〔書画練習帳〕 （明治時代）甲申春
日

楚山堂 墨書　竪帳 24.5×16.7 1冊 2017P1251

370 〔竹図断簡〕 （江戸時代～明治時
代）

不明 木版墨摺・墨画　
書冊断簡

25.5×17.0 1組 2丁分、「蘭譜」の一
部ヵ

2017P1252
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371 〔虫損版本〕 （江戸時代～明治時
代）

不明 木版墨摺　和装本 27.5×19.5 1冊 虫損甚大開けない 2017P1253

372 吸物膳 天保11年4月於大坂
求之

白水氏が購入 木製漆塗　膳（10
枚）

29.0×29.0
×31.0

1揃 箱入 2017P1254

373 吸物椀 （江戸時代後期） 白水氏が購入ヵ 木製漆塗　椀（蓋
8・2・3、椀8・7）

25.0.×14.5
×28.5　径
12.0/11.5/
10.5

1揃 箱入　3種類ヵ 2017P1255

374 箱板「五人口」 （江戸時代～明治時
代）

不明 木製墨書　板 25.0×21.0 1枚 2017P1256

375 薙刀鞘 （江戸時代） 不明 木製漆塗　鞘　革
袋入

43.0×30.0 1点 家紋入 2017P1257

376 箱「干鰹　拾」 （江戸時代～明治時
代）

不明 木製墨書　箱 32.0×22.2
×9.0

1点 蓋裏墨書「干鰹　拾」 2017P1258

377 文庫「雑書」 （江戸時代～明治時
代）

白水氏 木製墨書　倹飩箱
（2連）

64.5×20.0 1点 蓋裏に漢詩あり 2017P1259

378 文庫 （江戸時代～明治時
代）

白水氏 木製　倹飩箱（蓋
なし）

30.5×23.0
×61.0

1点 2017P1260

379 文庫 （江戸時代～明治時
代）

白水氏 木製　倹飩箱 34.0.×27.0
×83.5

1点 2017P1261
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3. 廣瀬正榮資料
〈資料内訳〉
1. 録音テープ ……………………… 271 件 271 点
2. オーディオカセットテープレコード 1 件 1点
3. コンパクトディスク ………………… 7件 7点
4. 録画テープ　 ………………………… 1件 1点
 〈総計〉280 件 280 点

番号 名称 時代 関係地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 録音テープ「飯氏・どう
つき唄（原）」

録音：平
成10年3月
24日

福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（日立
マクセル製 SOUND 60分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_037】 
本体ラベル「10.3.24」

2017P1262

2 録音テープ「飯氏・どう
つき唄・採譜用（Ｂ面）」

不明 福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_038】 2017P1263

3 録音テープ「飯氏・田植
え唄（原）」

録音：平
成10年3月
24日

福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 20分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_157】本体ラベル
「10.3.24」

2017P1264

4 録音テープ「飯氏・田植
え唄（副）」

不明 福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_036】 
本体ラベル「テープの編
集用」

2017P1265

5 録音テープ「飯氏・田植
え唄（編集用）」

不明 福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_156】 2017P1266

6 録音テープ「飯氏・田植
え唄（唄い手・谷トシ子）」

不明 福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_158】 2017P1267

7 録音テープ「飯氏・田植
え唄（唄・谷トシ子）」

不明 福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA PS1 74
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_247】【●橙】 2017P1268

8 録音テープ「飯氏・田植
え唄×4（唄・谷トシ子）」

不明 福岡県福岡
市西区飯氏

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_239】 2017P1269

9 録音テープ「飯森・宮前
馬場の唄（原）」

不明 福岡県福岡
市西区飯盛

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_085】【●赤】 2017P1270

10 録音テープ「石丸・阿波
の鳴門（練習）」

録音：平
成9年7月
15日

福岡県福岡
市西区石丸

コンパクトカセット（パナ
ソニック製 PXⅡ 54分）　カ
セットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_112】 
本体ラベル「9.7.15」「石
丸公民館」

2017P1271

11 録音テープ「石丸・阿波
の鳴門2」

不明 福岡県福岡
市西区石丸

コンパクトカセット（TDK
製 AD 50分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_111】 
本体ラベル「阿波の鳴門
7/30」

2017P1272

12 録音テープ「阿波の鳴門
（8.2）」

不明 福岡県福岡
市西区石丸

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_126】 2017P1273

13 録音テープ「青木・盆お
どり唄（久保矯志）「原
本」」

不明 福岡県福岡
市西区今宿
青木

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_162】 2017P1274

14 録音テープ「青木盆踊り
歌詞 22中4まで」

不明 福岡県福岡
市西区今宿
青木

コンパクトカセット（デン
オン製 RS 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_206】 
付箋「借用分（久保氏」

2017P1275

15 録音テープ「青木・盆踊
り唄（独唱・原）」

不明 福岡県福岡
市西区今宿
青木

コンパクトカセット（ビク
ター製 RZ 10分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_208】 2017P1276
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16 録音テープ「青木・盆踊
り唄（独唱・副）」

不明 福岡県福岡
市西区今宿
青木

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_207】 
ケースラベルは「青木・
盆踊り唄（囃子いり・副）」

2017P1277

17 録音テープ「青木・盆踊
り唄（囃子いり・原）」

不明 福岡県福岡
市西区今宿
青木

コンパクトカセット（ビク
ター製 RZ 10分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_205】 
付箋「利用せず」

2017P1278

18 録音テープ「源丞の餅つ
き「原本」」

不明 福岡県福岡
市西区今宿
青木

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_170】【●赤】 2017P1279

19 録音テープ「八雲神社祭
礼（01.1.1）」

不明 福岡県福岡
市西区今宿
青木

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_102】 2017P1280

20 録音テープ「今津・田植
え唄（原）」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA PS1 40
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_160】 
本体ラベル「今津田植え
唄 池くま子」

2017P1281

21 録音テープ「今津・田植
え唄（副）」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_235】 2017P1282

22 録音テープ「今津・田植
え唄（池くま子）×8＝
32分」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_49】 2017P1283

23 録音テープ「今津・田植
え唄（唄・池くま子）×9」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_161】 
本体ラベル「今津・田植
え唄（副）唄い手・池く
ま子 ×6」

2017P1284

24 録音テープ「（会話）今
津・田植え唄・Ｂ面（原）」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_100】 
本体ラベル A「今津・田
植え唄（唄・池くま子）×6」 
B「（会話）今津・田植え唄・
Ｂ面（原）」

2017P1285

25 録音テープ「会話（今津・
田植え唄＝木下良彦氏）」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_101】 2017P1286

26 録音テープ「今津・曳山
の唄（原）」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_171】【●赤】 2017P1287

27 録音テープ「今津・豆づ
くし（原）」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_149】【●赤】 2017P1288

28 録音テープ「会話（豆づ
くし）」

不明 福岡県福岡
市西区今津

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_027】 2017P1289

29 録音テープ「都町盆踊り
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区内浜

コンパクトカセット（日立
マクセル製 JukeBox 10分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_081】 
本体ラベル A「S2年頃、
都町盆踊り習俗 西原翁よ
り聞き取り」B「盆踊り前
唄、西村文樹翁 H10.2.10」 
ケースラベル「都町盆踊
り 西村誠氏提供」

2017P1290

30 録音テープ「都町盆踊り」不明 福岡県福岡
市西区内浜

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_082】 2017P1291

31 録音テープ「内浜音頭」 不明 福岡県福岡
市西区内浜

コンパクトカセット（TDK
製 AE 10分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_265】 
歌詞付

2017P1292
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32 録音テープ「大原・盆踊
り唄（原）」

不明 福岡県福岡
市西区大原

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 10分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_169】【●赤】 2017P1293

33 録音テープ「島田六造氏
（97.9.4広瀬宅）（原）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（TDK
製 AE 120分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_225】【●青】 
本体ラベル「島田六造氏
（97.9.4 広セ家で（山笠
唄）」

2017P1294

34 録音テープ「小呂・祇園
山笠唄（97.9.4広瀬宅分
分割）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD'sⅠ 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_224】【●青】 2017P1295

35 録音テープ「初ごもりう
た・島田六造氏（97.9.4
広瀬宅）（分割）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA PS1 46
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_108】【●青】 
本体ラベル「小呂（初ご
もり」

2017P1296

36 録音テープ「恵比須う
た・島田六造氏（97.9.4
広瀬宅）（分割）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA PS1 46
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_096】【●青】 
本体ラベル「小呂（えび
す唄」

2017P1297

37 録音テープ「小呂島・三
日恵比寿うたの「おつも
り唄」」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（日立
マクセル製 SOUND 60分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_255】 2017P1298

38 録音テープ「島田六造氏
（97.10.30持参？）（原）」

入手：平
成9年10月
30日

福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（ゴ
ールドスター製 LIVE CON-
CERT 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_097】【●緑】 
本体ラベル「島田六造氏
提供（97.10.30」

2017P1299

39 録音テープ「小呂・初籠
り唄（97.10.30）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA PS1 46
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_099】【●緑】 2017P1300

40 録音テープ「小呂島・三
日恵比寿（おつもり唄）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA PS1 46
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_098】【●緑】 2017P1301

41 録音テープ「島田六造氏
来宅（97.11.20）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（TDK
製 SR 50分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_104】【●黄】 2017P1302

42 録音テープ「小呂・お籠
り前唄」

録音：平
成9年11月
20日

福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（TDK
製 SR 40分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_103】【●黄】 
本体ラベル「祝い唄
（おこもり専用の前唄）
9.11.20（小呂）」

2017P1303

43 録音テープ「小呂島・
三日恵比寿唄（前唄・
10.9.24（原）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_109】 2017P1304

44 録音テープ「小呂島初ご
もり唄（採譜用）」

不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_107】 2017P1305

45 録音テープ「小呂島の唄」不明 福岡県福岡
市西区小呂
島

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_083】 2017P1306

46 録音テープ「金武・土搗
唄（9.9.30）」

録音：平
成9年9月
30日

福岡県福岡
市西区金武

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_153】 
ケースラベル「合唱され
ているもので、纏めには
利用していない」 
本体ラベル「9.9.30 金武」

2017P1307

47 録音テープ「金武土搗唄
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区金武

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_155】【●赤】 
ケースラベル「唄い出し
が悪い。利用は保留」

2017P1308
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48 録音テープ「金武・土搗
唄（原1）」

不明 福岡県福岡
市西区金武

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA GT-Ⅰx 
60分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_154】【●赤】 
本体ラベル「金武土搗唄
（B」

2017P1309

49 録音テープ「唐泊・どん
たく（原）」

不明 福岡県福岡
市西区唐泊

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_092】【●赤】 2017P1310

50 録音テープ「唐泊・どん
たく…会話　11.5.29」

録音：平
成11年5月
29日

福岡県福岡
市西区唐泊

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_093】 
本体ラベル「唐泊・どん
たく…会話　11.5.29（唄
は、取り消しのもの）」

2017P1311

51 録音テープ「北崎音頭
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区北崎

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA A2 120
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_267】【●赤】 
作詞・作曲 千原強一

2017P1312

52 録音テープ「北崎小唄
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区北崎

コンパクトカセット（10分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_199】 
本体ラベル「盆踊り 党多
恵子」

2017P1313

53 録音テープ「城の原盆踊
り唄 98.8.15（原）」

不明 福岡県福岡
市西区城の
原

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 30分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_121】 2017P1314

54 録音テープ「城の原・盆
踊り唄（副）」

録音：平
成10年8月
15日

福岡県福岡
市西区城の
原

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_118】 
本体ラベル「城の原・盆
踊り唄（副）98.8.15」

2017P1315

55 録音テープ「山崎三座（唄
～西原忍・西原マズミ）
原」

不明 福岡県福岡
市西区城の
原

コンパクトカセット（TDK
製 AE 10分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_120】 2017P1316

56 録音テープ「山崎三座（唄
～西原忍・西原マズミ）
副」

不明 福岡県福岡
市西区城の
原

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_257】 2017P1317

57 録音テープ「山崎三左 
唄・西原忍 12.4」

不明 福岡県福岡
市西区城の
原

コンパクトカセット（TDK
製 AE 10分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_122】 2017P1318

58 録音テープ「城の原盆踊
り 00.8.14」

不明 福岡県福岡
市西区城の
原

コンパクトカセット（60分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_119】 2017P1319

59 録音テープ「鈴木主水白
糸口説「唄・西島友枝」
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 54分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_130】【●赤】 2017P1320

60 録音テープ「西区戸切町
盆踊り唄」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（TDK
製 AE 20分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_150】 
ケースラベル「小山道明
氏提供」

2017P1321

61 録音テープ「戸切盆おど
り・おはな口説き（副）」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_151】 2017P1322

62 録音テープ「戸切・虫追
い唄。もぐらうち唄（原）」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_143】【●赤】 2017P1323

63 録音テープ「（戸切）虫
追い唄・もぐらうち唄
「原」」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_125】【●赤】 2017P1324

64 録音テープ「戸切・ろう
づきうた（原）」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_129】【●赤】 2017P1325
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65 録音テープ「戸切・ろう
づきうた（副）」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_152】 2017P1326

66 録音テープ「戸切・田植
え唄（原）99.7.27」

不明 福岡県福岡
市西区戸切

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_123】【●赤】 2017P1327

67 録音テープ「西浦・祝
いめでた（神殿前合唱 
10.1.10 (正」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_262】【●赤】 2017P1328

68 録音テープ「西浦・祝い
めでた（10.1.10 正本）
竹園満夫」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA J'z2 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_228】【●赤】 2017P1329

69 録音テープ「西浦・祝芽
出度（唄・竹園満夫）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_226】 2017P1330

70 録音テープ「西浦・祝芽
出度（唄・竹園満夫）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（LX 
60分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_236】 2017P1331

71 録音テープ「西浦・祝芽
出度（唄・竹園満夫）×3」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ソニ
ー製 AE 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_227】 2017P1332

72 録音テープ「りーらい（竹
園満夫）（原本）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 20分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_145】【●赤】 2017P1333

73 録音テープ「評価利大祭
りの唄（唄・竹園満夫）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 20分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_186】 2017P1334

74 録音テープ「評価利大祭
りの唄」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_243】 2017P1335

75 録音テープ「ひょうかり
ーらい（於・白木神社）
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（日
立マクセル製 CD's1 54分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_147】 2017P1336

76 録音テープ「ひょうかり
いらい（白木神社）（副）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_234】 2017P1337

77 録音テープ「ひょうかり
ーらい（於・白木神社）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_259】 2017P1338

78 録音テープ「りーらい（採
譜・唄い手…会員三浦）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ビク
ター製 AfⅠ 46分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_146】 2017P1339

79 録音テープ「ひょうかり
らい（唄・三浦愛子）（副）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_198】 2017P1340

80 録音テープ「西浦盆踊
り唄・二曲（宗タヨ）
10.1.10（正）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD'sⅠ 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_214】【●黄】 2017P1341

81 録音テープ「鈴木主水
（唄・宗タヨ・副）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD's1 54分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_268】【●黄】 2017P1342

82 録音テープ「西浦盆踊
り唄・へいざ（宗タヨ）
10.1.10」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD'sⅠ 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_217】 2017P1343
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83 録音テープ「へいざくど
き（唄・宗タヨ・副）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_216】【●黄】 2017P1344

84 録音テープ「へいざくど
き（唄・宗タヨ）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_215】 2017P1345

85 録音テープ「子守唄二曲
（宗タヨ）10.1.10（正）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD'sⅠ 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_033】【●赤】 
会話含む

2017P1346

86 録音テープ「椎の里の子
守唄（唄い手・宗タヨ）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_260】【●緑】 2017P1347

87 録音テープ「西浦の子守
唄（唄い手・宗タヨ）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_244】【●緑】 2017P1348

88 録音テープ「椎の実の子
守唄（北平千栄子）（正）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ゴ
ールドスター製 LIVE CON-
CERT 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_182】 2017P1349

89 録音テープ「椎の実の子
守唄「北平千栄子」（原）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_219】 2017P1350

90 録音テープ「椎の実の子
守唄（練習用）（原）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ソニ
ー製 カラオケヴォーカル 10
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_183】 
本体ラベル「椎の実の子
守唄（○○○）」

2017P1351

91 録音テープ「椎の実の子
守唄（北平千栄子）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 20分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_218】【●赤】 2017P1352

92 録音テープ「椎の実の子
守唄（北平千栄子）」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 46分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_046】 2017P1353

93 録音テープ「椎の実の子
守唄（北平千栄子）**」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_185】 2017P1354

94 録音テープ「椎の実の子
守唄」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD'sⅠ 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_231】 2017P1355

95 録音テープ「椎の実の子
守唄（於・郷土芸能祭」

不明 福岡県福岡
市西区西浦

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_184】 2017P1356

96 録音テープ「野方盆踊唄
（97.11.21）於・野方公
民館（原）」

不明 福岡県福岡
市西区野方

コンパクトカセット（TDK
製 SR 40分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_106】 2017P1357

97 録音テープ「野方盆踊唄
（97.11.21）（原本纏め直
し分）」

不明 福岡県福岡
市西区野方

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 46分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_128】 2017P1358

98 録音テープ「野方・盆踊
り唄（97.11.21）（副）」

不明 福岡県福岡
市西区野方

コンパクトカセット（TDK
製 SR 50分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_124】 2017P1359

99 録音テープ「へいへい
節・新へいへい節（原）」

不明 福岡県福岡
市西区能古
島

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_165】 
本体ラベル「へいへい節・
新へいへい節（原）」

2017P1360
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100 録音テープ「へいへい
節・新へいへい節（副）」

不明 福岡県福岡
市西区能古
島

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA PS1 60
分）　カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_166】 2017P1361

101 録音テープ「へいへい節  
D-1（新）」

不明 福岡県福岡
市西区能古
島

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_164】 
本体ラベル「へいへい節
（新）D-1」

2017P1362

102 録音テープ「新・へいへ
い節（副）」

不明 福岡県福岡
市西区能古
島

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_163】 2017P1363

103 録音テープ「姪浜音頭
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 46分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_137】 2017P1364

104 録音テープ「姪浜音頭 
H10.8」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 10分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_139】 2017P1365

105 録音テープ「姪浜音頭（福
紫会 10.8.23入手）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 10分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_140】【●赤】 2017P1366

106 録音テープ「姪浜音頭
（唄・福紫民謡会有志）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD's1 54分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_141】 2017P1367

107 録音テープ「姪浜音頭（探
題様祭り奉納・10.8.31）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 90分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_138】 2017P1368

108 録音テープ「網屋の唄 
A：BW（原）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_133】 
本体ラベル A「網屋のう
た A・B W」B「雑談のみ」

2017P1369

109 録音テープ「網屋のうた
（ABW)（副）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（TDK
製 SR 54分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_134】 2017P1370

110 録音テープ「網屋の唄 
D-3W（原）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 46分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_132】 2017P1371

111 録音テープ「網屋の唄 
D-3W（副）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（TDK
製 BEAM 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_135】 2017P1372

112 録音テープ「網屋の唄 
D-3W（副）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ゴー
ルドスター製 LIVE CON-
CERT 90分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_132】 2017P1373

113 録音テープ「網屋・十三
日祝い歌（原）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_131】【●赤】 2017P1374

114 録音テープ「十三日祭り
の唄（網屋・10.7.19）（原）
唄（野上サツキ）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_136】【●赤】 2017P1375

115 録音テープ「福築線のぞ
き（原）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 46分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_144】【●赤】 2017P1376
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116 録音テープ「A.早良盆唄 
姪小運動会」

不明 福岡県福岡
市西区石丸
／姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_172】 
本体ラベル A「石丸盆踊
り〔早良盆唄お囃子〕」B「姪
浜小学校 運動会の唄 吉村
マツ 80才」 
ケースラベル A「石丸校
区盆踊り大会 早良盆踊り
唄（笛・お囃子）H9.8.2」
B「姪浜小学校 運動会の
唄 H10.1.21 西区姪浜6丁
目15-30 吉村マツさんか
ら 80才」

2017P1377

117 録音テープ「姪浜（小）
運動会歌」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（日立
マクセル製 CD'sⅠ 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_248】 2017P1378

118 録音テープ「姪浜小学校
運動会の歌」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 10分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_159】 2017P1379

119 録音テープ「梅干しの唄
（原）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜
ヵ

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_148】【●赤】 
付箋「替歌」

2017P1380

120 録音テープ「姪浜に残る
古い唄」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_48】【●赤】 2017P1381

121 録音テープ「姪浜に残る
古い唄（解説）」

不明 福岡県福岡
市西区姪浜

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_127】 2017P1382

122 録音テープ「ほおづき祭
り（原）」

不明 福岡県福岡
市西区愛宕

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_241】 2017P1383

123 録音テープ「博多・子守
唄（唄・隅田博）」

不明 福岡県福岡
市博多区

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 10分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_266】 
ケースラベル「91才」

2017P1384

124 録音テープ「長糸盆踊り 
お囃子」

不明 福岡県糸島
市川付（長
糸）

コンパクトカセット（日立
マクセル製 UdⅡ 46分）　カ
セットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_057】【●赤】 
本体ラベル「A:郷土長糸
のうた B:長糸盆おどり」　
ケース「「長糸夏まつり」
長糸盆踊り お囃子（瀬
戸）」

2017P1385

125 録音テープ「長糸盆踊り
お囃子（瀬戸）」

不明 福岡県糸島
市川付（長
糸）

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_058】 2017P1386

126 録音テープ「＊いっぽて
っぽてならい ＊うすす
りばあさん 唄・村上球
美」

不明 福岡県糸島
市加布里

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_030】【●赤】 
ケースラベルは「うすす
りばあさん（歌・村上珠
美）」

2017P1387

127 録音テープ「どうつき
唄・田の草とり唄・田植
え唄　唄い手・牛原スエ
子（原）」

不明 福岡県糸島
市志摩

コンパクトカセット（富士
フイルム製 AXIA A1 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_188】【●赤】 2017P1388

128 録音テープ「どうつき唄
（副）唄・牛原スエ子」

不明 福岡県糸島
市志摩

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_191】 2017P1389

129 録音テープ「田の草とり
唄（副）唄・牛原スエ子」

不明 福岡県糸島
市志摩

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_189】 2017P1390
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130 録音テープ「田植え唄
（副）唄・牛原スエ子」

不明 福岡県糸島
市志摩

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_190】 2017P1391

131 録音テープ「会話（牛原
スエ子さん）」

不明 福岡県糸島
市志摩

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_187】【●赤】 2017P1392

132 録音テープ「もと押し唄
（ビデオから）（唄・持田
強・小金丸郁三）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_031】【●赤】 2017P1393

133 録音テープ「もと押し唄
（唄・持田＋小金丸）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_249】【●緑】
本体ラベル「⑧ もと押し 
Ｂさん」

2017P1394

134 録音テープ「志摩町の録
音（八曲）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_209】【●赤】 2017P1395

135 録音テープ「酒屋唄　1．
吉井藤助　2．小金丸郁
三・持田強」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（TDK
製 NANA 54分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_222】【●赤】 
本体ラベル「酒屋唄　1．
吉井藤助　2．吉井藤
助　・小金丸郁三・持田強」

2017P1396

136 録音テープ「米洗い唄
（唄・吉井藤助）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_220】 
本体ラベル「米洗い唄（採
譜用）」

2017P1397

137 録音テープ「芥屋・祝い
めでた（唄・吉井藤助）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_210】【●緑】 
本体ラベル「芥屋・祝い
めでた（唄・吉井藤助）（原
本の②）」

2017P1398

138 録音テープ「志摩・木挽
きうた（唄・吉井藤助）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_223】 
本体ラベル「志摩・木挽
き唄（採譜用）」

2017P1399

139 録音テープ「添え搗き唄
（唄・吉井藤助）③」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_221】 2017P1400

140 録音テープ「添え搗き唄
①（唄・吉井藤助）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_180】 
本体ラベル「添え搗き唄
①（唄・吉井藤助）」

2017P1401

141 録音テープ「添え搗き唄
②（唄・吉井藤助）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_181】 
本体ラベル「添え搗き唄
-2（採譜用）」

2017P1402

142 録音テープ「添え搗き唄
―1（唄・吉井藤助）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_179】【●緑】 
本体ラベル「添え搗き唄
-1（採譜用）」

2017P1403

143 録音テープ「博多節とい
われているもの（分割前
の⑦にあたる）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_026】 
ケース付箋「No96に収録」
「吉井明子さん」

2017P1404

144 録音テープ「志摩・祝い
唄（唄・持田強　囃子・
吉村敏通）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_028】【●赤】 2017P1405

145 録音テープ「志摩・祝い
唄 唄（持田強・吉村敏
通）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_029】【●緑】 2017P1406

146 録音テープ「会話（持田
一氏・13.11.13）」

不明 福岡県糸島
市志摩芥屋

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_237】【●赤】 2017P1407
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147 録音テープ「13年8月 盆
くどき・椎の山・お一つ
お一つ・いっぽてっぽ」

不明 福岡県糸島
市志摩初

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_066】【●赤】 
本体ラベル「唄い手・溝
口ヒサヱ（原本）」

2017P1408

148 録音テープ「志摩の「椎
の山」」（唄い手・溝口ヒ
サエ）

不明 福岡県糸島
市志摩初

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_173】 2017P1409

149 録音テープ「お手玉うた
（唄い手・溝口ヒサエ）」

不明 福岡県糸島
市志摩初

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_174】 2017P1410

150 録音テープ「手あそびう
た（唄い手・溝口ヒサヱ）」

不明 福岡県糸島
市志摩初

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_114】 2017P1411

151 録音テープ「志摩の盆口
説き（唄い手・溝口ヒサ
ヱ）」

不明 福岡県糸島
市志摩初

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_167】 2017P1412

152 録音テープ「溝口泰男さ
んとの会話」

不明 福岡県糸島
市志摩初

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_233】【●赤】 2017P1413

153 録音テープ「清佐くどき
（唄・田中ツマ子）」

不明 福岡県糸島
市志摩野北

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_024】【●赤】 2017P1414

154 録音テープ「清佐くどき
（唄・田中ツマ子）」

不明 福岡県糸島
市志摩野北

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_025】 2017P1415

155 録音テープ「祝い目出度
（唄・吉村茂子）」

録音：平
成15年11
月18日

福岡県糸島
市志摩野北

コンパクトカセット（日立
マクセル製 UR 60分）　カセ
ットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_269】【●赤】 
ケースラベルに日付印
「15.11.18」

2017P1416

156 録音テープ「がんづめ唄
（唄い手・吉村茂子）」

不明 福岡県糸島
市志摩野北

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_019】【●赤】 2017P1417

157 録音テープ「がんづめ唄
（唄い手・吉村茂子）」

不明 福岡県糸島
市志摩野北

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_020】【●緑】 2017P1418

158 録音テープ「寺山囃子」 不明 福岡県糸島
市志摩久家

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_023】【●赤】 2017P1419

159 録音テープ「鈴木主水
（唄・井上平吉）」

録音：平
成15年9月
10日

福岡県糸島
市瑞梅寺

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_002】【●赤】 
ケースラベルに日付印
「15.9.10」

2017P1420

160 録音テープ「鈴木主水
（唄・井上平吉）補正分」

不明 福岡県糸島
市瑞梅寺

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_001】【●赤】 2017P1421

161 録音テープ「瑞梅寺の子
守うた（唄・山崎君代）」

録音：平
成15年8月
3日

福岡県糸島
市瑞梅寺

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_003】【●赤】 
ケースラベルに日付印
「15.8.3」

2017P1422

162 録音テープ「瑞梅寺の子
守うた（唄・山崎君代）」

不明 福岡県糸島
市瑞梅寺

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_251】【●赤】 2017P1423

163 録音テープ「西堂・田植
え唄・盆踊り唄（原）」

不明 福岡県糸島
市西堂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_021】【●赤】 2017P1424
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164 録音テープ「ものがたり
うた(唄・脇山愛子）」

録音：平
成15年8月
1日

福岡県糸島
市二丈

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_073】【●赤】 
本体ラベル「ものがた
りうた(唄・脇山愛子）
15.8.1」

2017P1425

165 録音テープ「ものがたり
うた(唄・脇山愛子）」

不明 福岡県糸島
市二丈

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_074】 2017P1426

166 録音テープ「賽の河原
（唄・藤田敏春）」

不明 福岡県糸島
市二丈福井
（佐波）

コンパクトカセット（日立
マクセル製 MY2 90分）　カ
セットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_008】【●赤】 
本体ラベル「盆口説 賽の
河原」

2017P1427

167 録音テープ「賽の河原
（唄・藤田敏春）」

不明 福岡県糸島
市二丈福井
（佐波）

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_007】【●緑】 2017P1428

168 録音テープ「会話・藤田
利春」

不明 福岡県糸島
市二丈福井
（佐波）

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_009】【●赤】 2017P1429

169 録音テープ「一貴山・龍
国寺縁起（唄・古川満）」

録音：昭
和61年8月
16日

福岡県糸島
市二丈波呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_004】【●赤】 
本体ラベル「一貴山・龍
国寺縁起（唄・古川満 
61.8.16）」

2017P1430

170 録音テープ「一貴山 龍
国寺縁起（唄・古川満 
61.8.16）」

不明 福岡県糸島
市二丈波呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_178】【●緑】 
 ケースには「長糸盆踊り
お囃子（瀬戸）」

2017P1431

171 録音テープ「一貴山 龍
国寺縁起（唄・古川満）」

不明 福岡県糸島
市二丈波呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_177】 2017P1432

172 録音テープ「盆踊唄・龍
国禅寺縁起（H・13）提
供（龍国禅寺）唄（古川
満）」

不明 福岡県糸島
市二丈波呂

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_175】【●赤】 
録音スピード不正

2017P1433

173 録音テープ「一貴山 龍
国寺縁起口説（龍国寺提
供ビデオから）」

不明 福岡県糸島
市二丈波呂

コンパクトカセット（日立
マクセル製 UR 60分）　カセ
ットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_176】【●赤】 
左chのみ

2017P1434

174 録音テープ「龍国寺縁起
口説（龍国寺提供ビデオ
から）」

不明 福岡県糸島
市二丈波呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_080】【●赤】 2017P1435

175 録音テープ「鋸引き権衛
門さん他 三苫先生の歌」

不明 福岡県糸島
市

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_065】 2017P1436

176 録音テープ「鋸引き権衛
門さん他　三苫先生」

不明 福岡県糸島
市

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 20分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_084】 
録音途中まで

2017P1437

177 録音テープ「椎の山「唄・
三苫恵一」（副）」

不明 福岡県糸島
市

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 30分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_095】 2017P1438

178 録音テープ「鋸引き権衛
門さん(副)」

不明 福岡県糸島
市

コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 20分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_061】 2017P1439

179 録音テープ「筑後酒づく
り唄（唄・畠中礼子 中
村タツ子）」

録音：平
成13年10
月28日

福岡県 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_022】【●赤】 
本体ラベル「筑後酒づく
り唄（唄・畠中礼子 中村
タツ子）13.10.28 志摩町
芸能祭」

2017P1440
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180 録音テープ「お別れのご
詠歌（唄・中原ミツエ）」

録音：平
成15年9月
24日

佐賀県佐賀
市三瀬村杠
（松尾）

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_013】【●赤】 
ケースラベルに日付印
「15.9.24」

2017P1441

181 録音テープ「相撲甚句・
求婚（唄・中原ミツエ」

不明 佐賀県佐賀
市三瀬村杠
（松尾）

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_014】【●赤】 2017P1442

182 録音テープ「相撲甚句・
求婚（唄・中原ミツエ）」

不明 佐賀県佐賀
市三瀬村杠
（松尾）

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_015】 
左chのみ

2017P1443

183 録音テープ「鶴と亀との
縁談話し・万五郎さん節
(唄・中原ミツエ）」

録音：平
成14年2月
6日

佐賀県佐賀
市三瀬村杠
（松尾）

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_077】【●赤】 
本体ラベル「鶴と亀との
縁談話し（唄・中原ミツエ）
02.2.6」

2017P1444

184 録音テープ「万五郎さん
節(唄・中原ミツエ）」

録音：平
成14年2月
6日

佐賀県佐賀
市三瀬村杠
（松尾）

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_078】【●緑】 
本体ラベル「万五郎さ
ん節（唄・中原ミツエ）
02.2.6」

2017P1445

185 録音テープ「鶴と亀との
縁談ばなし(唄・中原ミ
ツエ）」

不明 佐賀県佐賀
市三瀬村杠
（松尾）

コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_079】【●緑】 2017P1446

186 録音テープ「箪笥・長持
ち唄(音成幸雄)」

不明 佐賀県佐賀
市富士町大
野

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_062】【●赤】 2017P1447

187 録音テープ「箪笥長持ち
唄(唄・音成幸雄)」

不明 佐賀県佐賀
市富士町大
野

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_063】【●緑】 
本体ラベル「箪笥長持ち
唄(唄・音成幸雄)×4」

2017P1448

188 録音テープ「会話(音成
幸雄)」

不明 佐賀県佐賀
市富士町大
野

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_064】【●赤】 2017P1449

189 録音テープ「よほう節
（唄・重田兼光）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町大
串

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_059】【●赤】 2017P1450

190 録音テープ「よほう節
（唄・重田利光）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町大
串

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_060】【●緑】 
本体ラベル「よほう節（唄・
重田兼光）」 
付箋「CDに利用する」

2017P1451

191 録音テープ「しっちょこ  
はっちょこ（唄・吉浦善
彦）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町無
津呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_016】【●赤】 2017P1452

192 録音テープ「しっちょこ  
はっちょこ（唄・吉浦善
彦）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町無
津呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_017】 2017P1453

193 録音テープ「月にむら雲
（唄・瀬戸ミサヨ）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町無
津呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_005】【●赤】 2017P1454

194 録音テープ「月にむら雲
（唄・瀬戸ミサヨ）「補正
原本」」

不明 佐賀県佐賀
市富士町無
津呂

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_006】【●赤】 2017P1455

195 録音テープ「八百屋お七
(唄・江口仁一郎）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_069】【●赤】 2017P1456

196 録音テープ「八百屋お七
(唄・江口仁一郎）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF-X 46分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_070】【●緑】 2017P1457
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197 録音テープ「八百屋お七
物語(唄・江口仁一郎）」

不明 佐賀県佐賀
市富士町

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_071】 2017P1458

198 録音テープ「七山・祝い
唄（川本初太郎）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_203】【●黄】 2017P1459

199 録音テープ「七山・木挽
唄（川本初太郎）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_202】【●黄】 2017P1460

200 録音テープ「七山・石つ
き唄（唄…前～川本初太
郎、後～大幡次男）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_035】【●赤】 2017P1461

201 録音テープ「七山・石つ
き唄（川本初太郎）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_201】【●黄】 2017P1462

202 録音テープ「七山・石つ
き唄（唄・大幡次男）副」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_034】【●緑】 2017P1463

203 録音テープ「会話・大幡
次男氏 02.2.5」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_032】 2017P1464

204 録音テープ「 ぶたかぶ
せ(唄・大幡次男）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 20分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_072】【●赤】 2017P1465

205 録音テープ「かまぶたか
ぶせ（唄・大幡次男）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_018】【●緑】 2017P1466

206 録音テープ「 ぶたかぶ
せ(唄・大幡次男）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_075】【●緑】 2017P1467

207 録音テープ「 ぶたかぶ
せ(唄・大幡次男）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_076】【●黄】 2017P1468

208 録音テープ「七山村の唄
（1）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_204】【●赤】 
本体ラベル「Ａ 七山村 石
つき祝唄」「Ｂ おつや口説
（七山盆踊り）」

2017P1469

209 録音テープ「七山村の唄
（2）」

不明 佐賀県唐津
市七山

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_200】【●赤】 
本体ラベル「Ａ かまぶた
かぶせ（七山村）」「Ｂ 木
びき唄（七山村）」

2017P1470

210 録音テープ「箪笥長持ち
唄（唄・佐藤ナミ）原本」

不明 佐賀県神埼
市脊振町

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_211】【●赤】 2017P1471

211 録音テープ「箪笥・長持
ち唄・「唄・佐藤ナミ」（補
正したもの）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_213】【●黄】 2017P1472

212 録音テープ「箪笥・長持
ち唄・「唄・佐藤ナミ」（補
正したもの）（副）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_212】 2017P1473

213 録音テープ「背振の嫁入
り唄（唄・山口文男）原本」

不明 佐賀県神埼
市脊振町

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_193】【●赤】 2017P1474
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214 録音テープ「背振の嫁入
り唄（唄・山口文男）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_192】【●緑】 2017P1475

215 録音テープ「高山彦九郎
（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_229】【●赤】 2017P1476

216 録音テープ「高山彦九郎
（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_232】【●緑】 2017P1477

217 録音テープ「大高源吾
（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_196】【●赤】 2017P1478

218 録音テープ「大高源吾
（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_197】【●緑】 2017P1479

219 録音テープ「横町のお稲
荷さん(唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_067】【●赤】 2017P1480

220 録音テープ「横町のお稲
荷さん(唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_068】【●緑】 2017P1481

221 録音テープ「まるい卵・
手まりうた・畑のほおず
き（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_113】【●赤】 2017P1482

222 録音テープ「まるい卵
（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_168】【●緑】 2017P1483

223 録音テープ「手まりうた
（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_010】【●緑】 2017P1484

224 録音テープ「畑のほおず
き（唄・畑瀬アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_012】【●緑】 2017P1485

225 録音テープ「会話（畑瀬
アサノ）」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_194】【●赤】 2017P1486

226 録音テープ「会話（畑瀬
アサノ）①」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_195】【●赤】 2017P1487

227 録音テープ「背振・昌普
久苑（14.3.6）・原」

不明 佐賀県神埼
市脊振町鹿
路

コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_011】【●赤】 2017P1488

228 録音テープ「10.2.21 於・
郷土芸能祭」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅣ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_264】 2017P1489

229 録音テープ「糸瀬会発表
会」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_142】 2017P1490

230 録音テープ「大内先生講
義（2～1）97.12.4」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_246】 2017P1491

231 録音テープ「大内先生講
座（2～2）97.12.4」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅡ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_253】 2017P1492
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232 録音テープ「98．11．27
講座用テープ」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_245】 2017P1493

233 録音テープ「福岡市西区 
郷土の古い唄」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 90分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_091】【●赤】 
ケースラベル「原」

2017P1494

234 録音テープ「福岡市西区 
郷土の古い唄」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 90分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_252】 2017P1495

235 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第一集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_050】 2017P1496

236 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第二集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_051】 2017P1497

237 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第二集」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_254】 2017P1498

238 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第三集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_052】 2017P1499

239 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第四集」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 SR 50分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_053】 2017P1500

240 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第五集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_054】 2017P1501

241 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第五集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_115】 2017P1502

242 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第六集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_055】 2017P1503

243 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第六集」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 HF 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_258】 2017P1504

244 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第七集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_056】 2017P1505

245 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』第七葉集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_047】
本体ラベル「原音」

2017P1506

246 録音テープ「伝承の唄 
七葉集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_094】【●赤】 
本体ラベル「低音」 
ケースラベル「古老たち
が唄われ残し賜える伝承
の唄七葉集」

2017P1507

247 録音テープ「伝承の唄解
説」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_263】【●緑】 2017P1508
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248 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』 NO.3の1号」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_088】【●橙】 
ケースラベル「＊CDR編
集原本である。＊CDR
の編集区分は異なってい
る。」

2017P1509

249 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』 NO.3の2号」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_089】【●橙】 
ケースラベル「＊CDR編
集原本である。＊CDRの
編集区分は異なっている。 
本体付箋「No24抜けてい
る」

2017P1510

250 録音テープ「古老たちが
唄われ残し賜える『伝承
の唄』 NO.3の3号」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_105】【●橙】 
ケースラベル「＊CDR編
集原本である。＊CDRの
編集区分は異なっている。

2017P1511

251 録音テープ「六集・Ｂ面
（原）」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_116】【●橙】 2017P1512

252 録音テープ「郷土の古い
唄 45曲集」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 90分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_261】 
本体ラベル「整理番号・
T-2」

2017P1513

253 録音テープ「郷土の古い
唄集・1号」

不明 不明 コンパクトカセット（コニ
カ製 XR1 60分）　カセット
ケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_230】 
本体ラベル「整理番号・
T-1」

2017P1514

254 録音テープ「郷土の古い
唄集・1号」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅣ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_240】 
本体ラベル「原本」

2017P1515

255 録音テープ「郷土の古い
唄集・1号」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_250】 
付箋「野方盆踊り入り」

2017P1516

256 録音テープ「1号テープ
解説」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_090】 2017P1517

257 録音テープ「郷土の古い
唄 第一集」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製　AE 60分）　カセットケ
ース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_238】 2017P1518

258 録音テープ「郷土の古い
唄（6～1）」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_040】【●黄】「1」 2017P1519

259 録音テープ「郷土の古い
唄（6～2）」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_041】【●黄】「2」 2017P1520

260 録音テープ「郷土の古い
唄（6～3）」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 60分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_042】【●黄】「3」 2017P1521

261 録音テープ「郷土の古い
唄（6～4）」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_043】【●黄】「4」 2017P1522

262 録音テープ「郷土の古い
唄（6～5）」

不明 不明 コンパクトカセット（日
立マクセル製 CD’s1 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_044】【●黄】「5」 2017P1523

263 録音テープ「郷土の古い
唄（6～6）」

不明 不明 コンパクトカセット（日
立マクセル製 CD’s1 46分）　
カセットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_045】【●黄】「6」 2017P1524
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264 録音テープ「郷土の古い
唄集・①/⑥」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_086】 
本体ラベル「編集テープ1」
ケースラベル「唄のみで
題名収録なし・前あき全
曲30秒」

2017P1525

265 録音テープ「郷土の古い
唄集・②/⑥」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_086】 
本体ラベル「編集テープ2」
ケースラベル「唄のみで
題名収録なし・前あき全
曲30秒」

2017P1526

266 録音テープ「郷土の古い
唄集・③/⑥」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_086】 
本体ラベル「編集テープ3」
ケースラベル「唄のみで
題名収録なし・前あき全
曲30秒」

2017P1527

267 録音テープ「郷土の古い
唄集・④/⑥」

不明 不明 コンパクトカセット（TDK
製 AE 60分）　カセットケー
ス入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_086】 
本体ラベル「編集テープ4」
ケースラベル「唄のみで
題名収録なし・前あき全
曲30秒」付箋

2017P1528

268 録音テープ「郷土の古い
唄集・⑤/⑥」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 54分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_087】【●黄】「5」
ケースラベル「唄のみで
題名収録なし・前あき全
曲30秒」

2017P1529

269 録音テープ「郷土の古い
唄集・⑥/⑥」

不明 不明 コンパクトカセット（ソニ
ー製 CdixⅠ 54分）　カセッ
トケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_087】【●黄】「6」
ケースラベル「唄のみで
題名収録なし・前あき全
曲30秒」

2017P1530

270 録音テープ「畦道を辿り
たずね歩いた『伝承の唄』
第四集」

不明 不明 コンパクトカセット（日立
マクセル製 UR 90分）　カセ
ットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_270】 
左chのみ

2017P1531

271 録音テープ「畦道を辿り
たずね歩いた『伝承の唄』
第七集」

不明 不明 コンパクトカセット（日立
マクセル製 UR 90分）　カセ
ットケース入り

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_256】 2017P1532

２.  オーディオカセットテープレコード
番号 名称 時代 関係地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

272 オーディオカセットテー
プレコード「民謡 山脇
清司 博多の四季」

発売：
1995年8月
23日

不明 コンパクトカセット　ステ
レオ録音　カセットケース
入り　歌詞カード付き

縦10.0 横6.3 厚1.2 1本 【ID_271】「日本郷土民謡協
会功労章受賞　民謡道三十
周年記念」 
制作・発売元：テイチク株
式会社　商品番号：TETY-
20089 価格：2000円

2017P1533

３.  コンパクトディスク
番号 名称 時代 関係地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

273 コンパクトディスク「郷
土の古い唄集 T-1」

不明 不明 CD-R（三菱化学製 650MB）　
CDケース入り

直径12.0 厚0.12 1枚 【ID_276】 2017P1534

274 コンパクトディスク「3-1 
郷土の古い唄を らせる
会採集」

不明 不明 CD-R（三菱化学製 650MB）　
CDケース入り

直径12.0 厚0.12 1枚 【ID_278】 2017P1535

275 コンパクトディスク「3-3 
郷土の古い唄を らせる
会採集」

不明 不明 CD-R（三菱化学製 650MB）　
CDケース入り

直径12.0 厚0.12 1枚 【ID_277】 2017P1536
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276 コンパクトディスク「古
老達が唄われ残し賜える
『伝承の唄』第二集」

不明 不明 CD-R（富士フイルム製 
650MB）　CDケース入り

直径12.0 厚0.12 1枚 【ID_273】 2017P1537

277 コンパクトディスク「古
老達が唄われ残し賜える
『伝承の唄』第三集」

不明 不明 CD-R（富士フイルム製 
650MB）　CDケース入り

直径12.0 厚0.12 1枚 【ID_274】 2017P1538

278 コンパクトディスク「古
老達が唄われ残し賜える
『伝承の唄』第三集」

不明 不明 CD-R（日立マクセル製 
650MB）　CDケース入り

直径12.0 厚0.12 1枚 【ID_274】 2017P1539

279 コンパクトディスク「畦
道を辿りたずね歩いた
『伝承の唄・十六葉集』」

不明 不明 CD-R（ソニー製 700MB）　
CDケース入り

直径12.0 厚0.12 1枚 【ID_275】 2017P1540

４.  録画テープ
番号 名称 時代 関係地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

280 録画テープ「石丸・阿波
の鳴門1」

不明 福岡県福岡
市西区石丸

Hi8ビデオカセット（ソニー
製 ME 30分）

縦9.5 横6.25 厚1.5 1本 【ID_110】 2017P1541
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4. 髙取美智子資料
〈資料内訳〉
1. 歴史資料 ………………………… 197 件 203 点
2. 生活の用具 ………………………… 57 件 57 点
 〈総計〉254 件 260 点

番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 東山高取焼仕法記 江戸時代後
期

不明 竪帳 27.5×18.4 1冊 前後欠 2017P1542

2 慶安太平記 江戸時代 不明 竪帳 24.7×18.2 1冊 前後欠 2017P1543

3 諸事控 天保11年正
月

（高取）英元 小横帳 12.4×18.5 1冊 表紙に「かさ薬ひかえ置候」と
墨書あり

2017P1544

4 〔茶入等写〕 明治時代 不明 横帳 14.9×30.2 1冊 茶入や花活などの挿図と寸法を
書き上げる、太宰府神社千年祭
に際して黒田長成の依頼で製作
したものなど

2017P1545

5 〔断簡〕 江戸時代 不明 竪帳断簡 22.9×15.0 1点 資料番号1の断簡ヵ 2017P1546

6 〔金銭出納帳〕 文化元年正
月吉日

不明 横帳 12.4×34.0 1冊 水損 2017P1547

7 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 横帳 12.5×33.2 1冊 瀬戸黒など11種類 2017P1548

8 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 横帳断簡 11.8×30.1 1点 道化など10種類、水損あり、前
後欠

2017P1549

9 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 横帳断簡 12.3×32.4 1点 高宮など10種類、奥に「右之条々
秘書」と墨書あり、前欠

2017P1550

10 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 横帳断簡 12.0×30.8 1点 三度白など7種類、前後欠 2017P1551

11 〔墓所図〕 江戸時代後
期

不明 切紙 24.5×35.5 1鋪 高取家墓所図ヵ、「享保十九年
とら正月四日　作平と有」など
墓石に関して注記あり

2017P1552

12 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 綴 12.2×28.9 1冊 紫など16種類 2017P1553

13 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 横帳断簡 12.0×30.2 1点 金赤へなど2種類、水損あり、
前欠

2017P1554

14 覚 （江戸時代）
3月

不明 横折 12.2×35.5 1通 高取家の由緒を記す、只今御用
を勤めている者として高取種助
方久など6名の名を書き上げる

2017P1555

15 覚 （江戸時代後
期）卯ノ8月

高取常吉 横折 12.2×35.6 1通 4代高取常吉英業の履歴 2017P1556

16 〔覚〕 江戸時代 不明 切紙 15.8×19.8 1点 喉に物を詰まらせた時の対処法
を記す

2017P1557

17 水指注文書 江戸時代 不明 切紙 23.4×32.0 1点 挿図あり、奥に「興膳善右衛門
頼」と墨書あり

2017P1558

18 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 26.0×37.1 1鋪 「惣なだれ黄薬」とあり、寸法
など記載あり

2017P1559

19 〔茶碗図〕 江戸時代 不明 切紙 15.3×23.1 1鋪 総高や高台の寸法記載あり 2017P1560

20 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 15.7×21.9 1鋪 「大口廣」「七色薬掛分ヶ」と墨
書あり

2017P1561

21 〔水盤図〕 江戸時代 不明 切紙 26.2×37.4 1鋪 「元高取耳付水飜」など墨書あ
り、寸法記載あり

2017P1562

22 御道具之図 江戸時代 不明 切紙 46.1×30.9 1鋪 茶道具ヵ、寸法など記載あり、
前後欠

2017P1563

1.  歴史資料
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番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

23 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 切紙 15.4×35.5 1点 高宮など3種類 2017P1564

24 〔達書写〕 寛政5年8月 不明→焼物師城代組半礼
高取市郎・同無礼高取常
吉

切紙 16.0×46.5 1通 御用向出精につき青銅300文ず
つ下賜、本紙は市郎方に遣わす
旨の奥書あり

2017P1565

25 〔茶碗注文書〕 江戸時代 尾崎仁助 切紙 15.0×25.0 1通 「真ノ黒薬蓋茶碗」数十点の注
文

2017P1566

26 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 横折 11.5×31.0 1通 紫など10種類、水損あり 2017P1567

27 〔釉薬調合覚〕 安政6年8月 不明 横折 11.7×30.2 1通 高宮など7種類、奥に「安政二
年卯八月朔日製之候」と墨書あ
り、水損あり

2017P1568

28 袖日記 江戸時代 不明 小横帳 12.3×16.2 1冊 瀬戸黒など9種類の釉薬調合の
分量を記載、水損あり

2017P1569

29 〔達書〕 寛政8年10
月15日

不明→焼物師　鷹取常吉 継紙 15.8×41.4 1通 御用向出精につき1人扶持1石加
増、継目外れあり

2017P1570

30 〔達書〕 （江戸時代）
6月

不明→焼物師　高取嘉吉 継紙 16.0×61.2 1通 御用向出精につき米3俵下賜、
継目外れあり

2017P1571

31 〔達書〕 江戸時代 不明→焼物師　高取常吉 切紙 15.8×66.0 1通 御用向出精につき切米1石加増、
後欠

2017P1572

32 〔達書〕 江戸時代 不明→焼物師　高取常吉
悴　嘉吉

継紙 15.7×86.7 1通 御用向出精につき年々銀子1枚
下賜、継目外れあり

2017P1573

33 中和流抜刀目録 江戸時代 不明 切紙3枚（元継紙）16.1×23.4（最
大）

1通 途中および後欠 2017P1574

34 〔達書〕 （江戸時代）
9月6日

不明→高取安次・高取嘉
平・山口與三

切紙 15.8×41.7 1通 江戸御参勤御用にあたり格別出
精につき青銅1貫文ずつ下賜

2017P1575

35 〔達書〕 江戸時代 不明 切紙（元継紙） 16.7×35.6 1通 当年出来方格別につき青銅1貫
文下賜、前後欠

2017P1576

36 〔達書〕 （江戸時代）
巳5月

不明→焼物師　高取常吉 継紙 16.3×79.8 1通 80歳まで数十年御用達につき切
米1石加増

2017P1577

37 〔高取家系図〕 江戸時代 不明 横折 11.8×32.4 1通 高取善七某など6名の記載あり、
前欠

2017P1578

38 〔履歴控〕 文化14年丑
11月12日出

不明 切紙（元継紙） 15.4×18.7 1通 勤向や称誉の内容を記す、前欠
にて人物不詳

2017P1579

39 口上之覚 （江戸時代）
5月

高取吉十郎ほか3名→吉
田勝八殿ほか3名

横帳 12.2×33.7 1冊 御用向差支につき花房惣八郎組
足軽の山口儀三に手伝方を命じ
られるよう願い出

2017P1580

40 〔達書〕 （江戸時代）
亥7月

不明→無礼城代組　焼物
師　高取嘉平

継紙 15.7×83.1 1通 御用向出精につき年々米3俵下
賜

2017P1581

41 〔達書〕 （江戸時代）
6月19日

賀来弥六・中村権次郎→
高取嘉平殿

切紙 15.3×34.3 1通 明20日四ツ時袴着用にて役所へ
罷り出でること

2017P1582

42 〔石高算用帳〕 江戸時代 不明 小横帳 12.2×17.5 1冊 米12万3,456石7斗8升9合を2～9
で割った場合の石高を記載

2017P1583

43 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 切紙 15.1×8.4 1通 前後欠ヵ 2017P1584

44 御扶持方 嘉永7年 高取英澄写之 小横帳 12.3×16.1 1冊 扶持米の支給高を、大の月・小
の月と扶持高ごとに記載、末尾
には御礼順も記載

2017P1585

45 〔釉薬調合覚〕 安政4年 不明 切紙 15.0×40.0 1通 端に「安政四年巳六月十六日製
之」と墨書あり

2017P1586

46 〔茶碗寸法書上〕 江戸時代 不明 切紙 15.2×21.3 1通 瀬戸助など5種類の寸法を記載 2017P1587

47 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 継紙 17.0×38.2 1通 道化など6種類、前後欠ヵ 2017P1588
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作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

48 〔茶碗注文書〕 江戸時代 不明 切紙 23.5×16.7 1通 三島手のような茶碗の製作を依
頼、挿図や寸法も記載あり、上
部欠損あり

2017P1589

49 御道具うつし 江戸時代 不明 切紙 24.5×32.6 1鋪 4点の挿図あり、欠損あり 2017P1590

50 御花生 江戸時代 高取英 竪帳 23.7×16.5 1冊 筒へら目花活ほか様々な形の花
活を図示する

2017P1591

51 黒田知事公御用ニ而
薬焼薬調合仕候覚

明治4年未8
月

高取嘉平ほか1名 切紙（元継紙） 15.9×18.9 1通 奥に「両人ニ而調合仕」と記載
あり、後欠

2017P1592

52 〔花生図〕 明治時代ヵ 不明 切紙 23.7×13.9 1鋪 「帯幽カニ見ユル、ロクロメ同
様」「板起シ、白土タリ有」と
墨書あり

2017P1593

53 〔高取家系図〕 明治時代ヵ 不明 罫紙 23.3×31.6 1通 先祖高取八蔵重貞以降、高取本
家および別家3家の歴代当主名
を記載

2017P1594

54 高取焼野取帳 （明治時代）
子ノ旧12月
15日揚

高取英一 竪帳 24.0×16.3 1冊 品目と値段を書き上げる、水損・
虫損甚大

2017P1595

55 高取焼野取帳 明治33年10
月

高取英一 竪帳 23.3×17.0 1冊 品目と値段を書き上げる、表紙
に「明治三十三年十月一日第二
回窯」と墨書あり、水損・虫損
甚大

2017P1596

56 〔高取英一履歴書〕 明治32年8
月2日

高取英一→黒田侯爵御家
職御中

竪帳 24.5×16.7 1冊 2017P1597

57 〔高取焼野取帳〕 明治34年8
月

高取英一 竪帳 23.4×16.5 1冊 品目と値段を書き上げる、
「三十四年八月廿日窯揚」と墨
書あり、水損・虫損甚大

2017P1598

58 通俗算法　巻之一 江戸時代 高取英一 竪帳 24.2×16.0 1冊 知行高や物成高など身近なもの
に関する計算問題集、表紙に「大
中館蔵物」と墨書あり

2017P1599

59 〔贈呈目録〕 明治43年6
月1日

第十三回九州沖縄八県聨
合共進会福岡市賛助会　
会長　佐藤平太郎→高取
英七殿

切紙 20.0×55.0 1通 共進会援助に対する謝意として
時計1個を贈呈する旨

2017P1600

60 〔書簡〕 （明治時代～
大正時代）
12月10日

侯爵黒田長成家令　山中
立木→高取英一殿

継紙　封筒入 19.8×87.2 1通 侯爵御下県の際の陶器贈与に対
する御挨拶として白秋田織一反
送付のこと

2017P1601

61 〔封筒〕 （明治）32
年9月22日
（消印）

山中立木→高取英一殿 封筒 20.7×7.9 1点 中の書簡は無し 2017P1602

62 高取英一履歴書 明治時代 高取英一 竪帳 25.4×16.2 1冊 2017P1603

63 売薬御検査御願控 明治14年7
月4日

高取英一→福岡県令　渡
辺清殿

罫紙 26.8×37.2 1通 帰黄丸の検査と免許鑑札下付を
願う

2017P1604

64 改名願 明治16年2
月

高取常吉→怡土志摩早良
郡　郡長　樋口競殿

竪帳 23.9×16.1 1冊 英七への改名願、樋口競が改名
を聞き届けた旨の同月24日付け
の奥書あり

2017P1605

65 高取焼縁由 明治時代 不明 罫紙 23.3×31.8 1通 高取焼には製作者の名乗を彫る
か、丸に高の小印を底に付す、
など

2017P1606

66 陶器記入目録 明治時代～
大正時代

不明 竪帳 24.5×16.2 1冊 丸水次など21点の出品番号、品
目名称、数量などを記す、共進
会などへの出品目録ヵ

2017P1607

67 怜野集　巻之五 明治時代 不明 竪帳　印刷 22.5×15.6 1冊 秋之部下、水損あり 2017P1608
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68 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 24.2×36.8 1鋪 口部や底部など寸法記載あり、
「地薬薄道外黄なだれ」など墨
書あり

2017P1609

69 高取焼丸風炉注文 （江戸時代）
丑□月一日

不明 切紙 22.8×30.8 1通 奥に「五月六日写取、本紙奉行
衆江返ス」と墨書あり

2017P1610

70 〔風呂板図〕 江戸時代 不明 切紙 24.1×32.1 1鋪 「正面もよう唐草瓦之様ニ彫く
ぼめ、菊唐草など置上ヶ」など
仕様や寸法について記載あり

2017P1611

71 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 28.8×20.2 1鋪 口部や高台部、総高の寸法や釉
薬など記載あり

2017P1612

72 〔手水鉢図〕 江戸時代 不明 切紙 24.2×31.7 1鋪 「御手水鉢　御数三つ」と墨書
あり、寸法や釉薬など仕様につ
いて記載あり

2017P1613

73 覚 江戸時代 不明 切紙 11.8×15.5 1通 釉薬（黄薬）の調合について、
水損・虫損にて前後欠

2017P1614

74 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 切紙 18.5×27.9 1通 水損にて上部欠、また2葉が癒
着し剥離不可

2017P1615

75 覚 江戸時代 不明 切紙 15.7×15.4 1通 「ハサンキウイ」「カコそふ」「カ
ンぞふ」の分量など記載、釉薬
の調合関係ヵ、虫損あり

2017P1616

76 〔水作図〕 江戸時代 不明 切紙 17.1×23.5 1鋪 寸法など仕様について記載あり 2017P1617

77 〔釉薬調合覚〕 江戸時代 不明 切紙 16.2×24.1 1通 「すき」など3種類 2017P1618

78 記 江戸時代 不明 横折 12.2×32.2 1通 釉薬の調合について記載、「ふ
らし」など6種類

2017P1619

79 〔高取家由緒書〕 明治時代 不明 横折 12.3×31.2 1通 祖・八山以降、明治22年に西新
町字新開に移転するまでを略記

2017P1620

80 〔覚〕 江戸時代 不明 切紙 15.9×11.5 1通 「乎数百三拾本」と墨書あり、
前欠にて詳細不明

2017P1621

81 〔灰入図〕 江戸時代 不明 切紙（元継紙） 15.5×10.9 1鋪 「数三つ」と墨書あり、寸法や
釉薬など仕様について記載あ
り、後欠にて詳細不明

2017P1622

82 〔達書〕 （江戸時代）
酉正月

不明 切紙（元継紙） 15.7×14.4 1通 前欠にて詳細不明 2017P1623

83 〔土瓶図〕 江戸時代 不明 切紙 15.9×9.3 1鋪 「薩摩白薬長崎ニ有之、頃合右
ニ見合薬何にても宜し」「数五
つ」と墨書あり

2017P1624

84 〔水注図〕 江戸時代 不明 切紙 27.9×38.3 1鋪 原寸大の図に釉薬の具合や口の
長さなどについて注記、「いつ
れも銘無シ」と墨書あり

2017P1625

85 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 39.2×27.3 1鋪 朱書にて寸法など記載あり 2017P1626

86 〔水注図〕 江戸時代 不明 切紙 27.2×19.7 1鋪 寸法の記載あり 2017P1627

87 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 25.7×36.2 1鋪 「瀬戸御水指」と墨書あり、釉
薬や寸法など仕様について記載
あり

2017P1628

88 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 26.1×37.2 1鋪 「瀬戸」と墨書あり、釉薬や寸
法など仕様について記載あり

2017P1629

89 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 26.2×38.2 1鋪 「古備前水指すだれ焼」と墨書
あり、寸法など仕様について記
載あり

2017P1630
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90 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 26.2×36.8 1鋪 「瀬戸芋子手」と墨書あり、釉
薬や寸法など仕様について記載
あり

2017P1631

91 〔書付〕 （江戸時代）
六月

不明 切紙 16.8×3.5 1通 断簡にて詳細不明 2017P1632

92 〔皿図〕 江戸時代 不明 切紙 23.2×25.7 1鋪 原寸大図ヵ 2017P1633

93 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 24.1×31.0 1鋪 砧など20種類の花入の形を描く 2017P1634

94 〔雲鶴図・雲龍図〕 江戸時代 不明 切紙 24.0×32.8 1鋪 絵付の図案 2017P1635

95 〔茶碗図〕 江戸時代 不明 切紙 24.0×30.4 1鋪 灰被など13種類の茶碗の形を描
く

2017P1636

96 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 39.0×27.4 1鋪 「利休形釣瓶寸法」「此図置花入」
など墨書あり、釉薬や寸法など
仕様について記載あり

2017P1637

97 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 36.0×24.5 1鋪 胴部の穴の寸法など記載あり 2017P1638

98 〔布袋図〕 江戸時代 不明 切紙 36.8×26.3 1鋪 上下欠損あり 2017P1639

99 〔老人図〕 江戸時代 不明 切紙 24.0×32.5 1鋪 中央部に欠損あり 2017P1640

100 〔香合図〕 江戸時代 不明 切紙 26.9×38.5 1鋪 ２種類、寸法などの仕様につい
て記載あり

2017P1641

101 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 23.1×25.5 1鋪 中央部等に欠損あり 2017P1642

102 〔水瓶図〕 江戸時代 不明 切紙 25.8×23.5 1鋪 「水壱田子余入」「錆薬　黄なた
れ」と墨書あり

2017P1643

103 〔鬼瓦図〕 江戸時代 不明 切紙 14.0×22.1 1鋪 「六分残り」と墨書あり 2017P1644

104 〔香合図〕 江戸時代 不明 切紙 27.2×39.2 1鋪 亀形香合と九角香合の寸法など
仕様の記載あり

2017P1645

105 覚 江戸時代 不明 切紙（元継紙） 16.6×41.8 1通 鉢1つ、皿2枚の寸法など仕様の
記載あり、後欠にて詳細不明

2017P1646

106 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 23.6×31.0 1鋪 2017P1647

107 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 34.8×25.2 1鋪 水指2種類を描く、欠損あり 2017P1648

108 〔断簡〕 江戸時代 不明 切紙 23.2×10.5 1点 記載なし 2017P1649

109 〔水壺雛形〕 江戸時代 不明 切紙 15.5×19.0 1点 壺の横断面の形に料紙が切り抜
かれている

2017P1650

110 〔和歌〕 江戸時代 不明 切紙 16.1×19.3 1通 2017P1651

111 〔灰炮烙図〕 江戸時代 不明 切紙 31.5×23.5 1鋪 「炭ほうろくニて御座候、大サ
かつかう此図之通」「薬ハ見合
よろしく」と墨書あり

2017P1652

112 〔水注図〕 明治時代 不明 継紙 54.4×37.4 1鋪 「第百三八号ノ一」「高取窯　水
注　大サ如図」「太田萬吉渡」
と墨書あり、「此図陶器ノ厚サ」
と記した付紙あり、継目外れ

2017P1653

113 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 26.2×37.2 1鋪 「古備前水指」と墨書あり、寸
法など仕様の記載あり

2017P1654

114 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 25.9×25.6 1鋪 右半分欠損につき詳細不明 2017P1655

115 〔鉢図〕 江戸時代 不明 切紙 23.2×31.3 1鋪 「数弐つ　船形鉢」と墨書、寸
法など記載あり

2017P1656

116 〔絵付図案〕 江戸時代 不明 切紙 33.0×25.0 1鋪 絵付の図案ヵ 2017P1657

117 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 27.1×24.6 1鋪 資料番号97と対になるもの 2017P1658

118 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 15.6×33.1 1鋪 花生2種類を描く、寸法や釉薬
など記載あり、端部欠損

2017P1659
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119 〔富士図〕 江戸時代 不明 切紙 24.8×37.4 1鋪 絵付の図案ヵ、右半分欠損 2017P1660

120 〔茶碗図〕 江戸時代 不明 切紙 33.0×24.2 1鋪 「深サ弐寸」と墨書あり 2017P1661

121 〔香炉図〕 江戸時代 不明 切紙 37.5×26.2 1鋪 蓋部は龍があしらわれている 2017P1662

122 〔兔・鯉図〕 江戸時代 不明 切紙 26.9×38.1 1鋪 寸法の記載あり、「出世鯉」と
墨書あり

2017P1663

123 〔高取焼雛形綴〕 江戸時代 不明 綴 27.5×38.7 1冊 茶入や水指、水注などを描き、
寸法や釉薬など仕様について記
載する

2017P1664

124 〔高取家由緒書〕 江戸時代 不明 切紙 24.1×32.3 1通 高取家の出自について記載、奥
に「右文面大破におよび候ニ付、
西皿山役所記録借用之節写置
也」とあり

2017P1665

125 〔香炉図〕 江戸時代 不明 切紙 32.0×24.1 1鋪 蓋部は龍があしらわれている 2017P1666

126 茶碗絵図 明和3年戌
10月

不明 小横帳断簡 12.0×14.3 1点 雲鶴や松など5種類 2017P1667

127 戒壇院軒丸瓦拓本 江戸時代 不明 切紙 21.2×21.9 1鋪 2017P1668

128 〔能面図〕 江戸時代 不明 切紙 23.7×20.5 1鋪 2017P1669

129 〔水指図〕 天明元年 不明 切紙 22.4×27.9 1鋪 3種類の水指が描かれ、それぞ
れの制作個数と疵無く出来たも
のの数を書き上げる、「天明元
年丑ノ六月十六日ニ被仰付候」
「御前御用」と記載あり

2017P1670

130 〔手焙図〕 江戸時代 不明 切紙 23.9×31.7 1鋪 寸法や釉薬の記載あり、「正月
廿一日ニ写シ取、本紙同日西役
所ニ返ス」「小河平右衛門殿注
文、喜多村弥次兵衛殿より来る
分」とあり

2017P1671

131 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 24.1×32.8 1鋪 寸法や釉薬など仕様の記載あり 2017P1672

132 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 24.1×32.7 1鋪 内海など8種類 2017P1673

133 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 23.1×42.7 1鋪 肩衝など8種類 2017P1674

134 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 40.7×27.0 1鋪 寸法や釉薬など仕様の記載あり 2017P1675

135 御花入図 江戸時代 不明 切紙 41.0×28.5 1鋪 朱書にて寸法など仕様の記載あ
り、「元内頼」と墨書あり

2017P1676

136 〔茶碗図〕 江戸時代 不明 切紙 25.9×37.1 1鋪 寸法や図案など記載あり 2017P1677

137 〔手水鉢図〕 （江戸時代）
8月6日

不明 切紙 23.9×32.2 1鋪 寸法や釉薬など記載あり、奥
に「同月八日ニ西役所ニ而写取、
本紙は奉行衆御手元ニ返ス」と
墨書あり

2017P1678

138 御茶 図 （江戸時代）
12月15日

不明 切紙 23.9×35.9 1鋪 4種類の茶 を表裏に描く 2017P1679

139 〔足付皿図〕 江戸時代 不明 切紙 23.0×31.5 1鋪 寸法など仕様の記載、奥に「新
右衛門殿御頼」「十月十二日ニ
写取本紙西役所ニ指返」とあり

2017P1680

140 〔茶碗図〕 江戸時代 不明 切紙 26.7×38.7 1鋪 薄茶碗3種類を図示 2017P1681

141 〔茶碗図〕 明和3年7月 不明 切紙 24.2×34.7 1鋪 「松平周防守様より御頼御茶碗
手本写」「高麗焼にて袖の月と
箱ニ銘有り」と墨書あり

2017P1682

142 〔花生図〕 江戸時代 不明 切紙 27.4×39.7 1鋪 5種類の花生を図示、寸法や釉
薬など記載あり

2017P1683

143 〔絵付図案〕 江戸時代 不明 切紙 9.2×31.7 1鋪 2017P1684
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144 〔絵付図案〕 江戸時代 不明 切紙 21.7×22.7 1鋪 藤巴紋、上下の指示あり 2017P1685

145 〔風炉図〕 江戸時代 不明 切紙 12.1×33.2 1鋪 寸法の記載あり、茶 3種類も
図示あり

2017P1686

146 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 23.0×31.4 1鋪 鶴首など6種類、下部欠損 2017P1687

147 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 23.9×32.9 1鋪 鮟鱇など8種類 2017P1688

148 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 22.6×31.4 1鋪 肩衝など6種類 2017P1689

149 〔横嶽茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 23.7×31.8 1鋪 茶入「横嶽」を図示、寸法を記
載

2017P1690

150 〔絵付図案〕 江戸時代 不明 切紙 31.9×23.7 1鋪 2017P1691

151 〔水注図〕 江戸時代 不明 切紙 27.5×39.8 1鋪 2017P1692

152 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 44.8×31.9 1鋪 胴〆など8種類、中央部左側に
「御道具図」とあり、上下欠

2017P1693

153 〔鳥図〕 江戸時代 不明 切紙 22.8×30.5 1鋪 3種類 2017P1694

154 〔鐘図〕 江戸時代 不明 切紙 31.2×23.3 1鋪 2017P1695

155 〔能面図〕 江戸時代 不明 切紙 26.6×37.0 1鋪 白楽天など6種類、紙背に「茶入」
と墨書あり

2017P1696

156 〔茶碗図〕 江戸時代 不明 切紙 23.9×31.2 1鋪 高麗茶碗など17種類 2017P1697

157 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 23.9×31.7 1鋪 瓢箪など8種類 2017P1698

158 〔足付皿図〕 江戸時代 不明 切紙 15.4×35.6 1鋪 寸法や内部の模様など記載あり 2017P1699

159 〔香炉図〕 安永5年10
月

不明 切紙 23.0×31.2 1鋪 「安永五丙申年十月被仰付候、
御前御好ミ之御香爐」とあり、
寸法の記載あり

2017P1700

160 〔水指図〕 江戸時代 不明 切紙 27.1×26.5 1鋪 「水指南蛮写」とあり、寸法や
釉薬など記載あり、瓢箪花入も
図示あり、着色あり

2017P1701

161 〔茶入図〕 江戸時代 不明 切紙 24.1×32.8 1鋪 青江手など8種類 2017P1702

162 紐 不明 不明 紙製 69.5 1本 資料番号68～161を一括 2017P1703

163 改正年数早見 明治4辛未
年正月開版

東京　隅田了古校正 
日本橋通二丁目　丸屋鐵
次郎蔵版

木版　折本装 8.0×4.7 1冊 表紙は表裏とも外れ 2017P1704

164 新増訂正　年歴掌箋 文政11年戊
子9月御免・
万延元年庚
申12月新板

大阪書林　堺筋清水町　
伊豫屋善兵衛板

木版　折本装 15.9×6.9 1冊 裏表紙に「慶応元年丑八月於嵜
陽求之　志賀性」と墨書あり

2017P1705

165 書簡 明治32年9
月20日

黒田家令　山中立木→高
取英一

罫紙（封筒入） 27.6×39.4 1通 高取焼名声回復の篤志を嘉し、
希望通り御紋本付与の件

2017P1706

166 献納願控 明治33年10
月21日

高取英一→東宮太夫侯爵
中山孝麿殿

罫紙 27.6×40.1 1通 東宮殿下へ濃茶碗など6種類献
納の件

2017P1707

167 第拾壱回九州沖縄八
縣聨合共進會第十五
区陶器解説書

明治33年8
月31日

高取英一→第拾壱回九州
沖縄八縣聨合共進會事務
所御中

罫紙　書冊 28.1×20.3 1冊 製造法や生産量、高取家歴代当
主などを書き上げる、早良郡西
新町町長・伊勢田宗城の奥書あ
り

2017P1708

168 第拾壱回九州沖縄八
縣聨合共進會第十五
区陶器解説書

明治33年8
月

高取英一 罫紙　書冊 24.2×16.5 1冊 資料番号167の下書き 2017P1709

169 〔通達〕 明治32年4
月12日

農商務省特許局長柳谷謙
太郎→高取英一殿

罫紙　綴 28.0×20.0 1冊 商標登録出願につき使用印判改
刻の件、高取英一提出の使用印
判の明細書添付あり

2017P1710
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170 系図写 明治時代 不明 罫紙 23.2×31.0 1通 初代八郎右衛門英勝から6代英
一英澄まで

2017P1711

171 履歴書 明治33年8
月

高取英一 罫紙　書冊 28.0×20.1 1冊 高取家の由緒、明治以降の製陶
について記載

2017P1712

172 商標登録済通知書 明治32年4
月18日

農商務省特許局長 切紙 16.4×14.2 1通 商標登録原簿に登録の件 2017P1713

173 〔歴代当主名書上〕 明治時代 不明 切紙 10.6×7.5 1通 高取家歴代当主の名前を記載 2017P1714

174 記 明治時代 不明 切紙 17.1×11.8 1通 高取英七と志賀定次郎の石高書
上

2017P1715

175 〔黒田家歴代当主書
上〕

江戸時代 不明 横折 11.1×30.2 1通 黒田重隆から黒田斉隆まで命
日、院号、墓所を記載

2017P1716

176 〔書簡〕 （明治時代）
8月28日

山中（立木）→高取様・
柳瀬様

継紙 18.2×95.3 1通 菅公千年祭茶席における茶器の
件

2017P1717

177 〔書付〕 明和6年丑
ノ6月2日

不明 切紙 15.6×7.9 1通 「松平周防守様より拝領紗綾二
巻」とあり

2017P1718

178 〔記〕 明治時代ヵ 不明 切紙 13.9×5.9 1通 「様式之通り半紙ニ記シ、正副
二通ヲ要ス」とあり

2017P1719

179 箱崎 破故 江戸時代 不明 書冊 24.8×17.7 1冊 表紙に「高取蔵」とあり 2017P1720

180 〔和歌〕 （明治33年） 不明 切紙 16.5×20.0 1点 皇太子殿下高取焼御採納の旨を
聞きて詠む

2017P1721

181 高取家系図 江戸時代 不明 切紙 31.4×41.8 1点 高取家4家の系図、天保期頃ま
での記載

2017P1722

182 記 （明治時代）
8月16日

黒田家家職→高取英一殿 切紙 17.2×22.5 1通 猿香合献上につき御挨拶の件 2017P1723

183 〔広告切抜〕 昭和時代～
平成時代

あおやぎ 切紙 22.6×24.8 1点 あおやぎ社員募集の広告に掲載
の千眼寺の紹介記事

2017P1724

184 〔製作依頼書〕 （明治）29
年9月18日

高等商業学校長　小山健
三→高取英市殿

罫紙 24.2×32.7 1通 福岡の物産見本として菓子鉢製
造を依頼、東京高等商業学校

2017P1725

185 家督相続届 大正10年11
月4日

高取瑳磨巳→西新町長代
理助役　佐藤元殿

切紙 24.7×33.8 1通 前戸主英七死去により家督相続
の件

2017P1726

186 〔書簡〕 昭和52年8
月23日

奥村武→高取英一様侍史 便箋（3枚、封筒
入）

24.6×18.6 1通 古文書拝見の御礼、高取焼資料
館建設計画の件

2017P1727

187 〔新聞切抜〕 昭和48年4
月17日

西日本新聞 新聞切抜 32.6×12.5 1点 高取静山氏が韓国で個展開催の
記事

2017P1728

188 〔新聞切抜〕 昭和時代 西日本新聞 新聞切抜 23.6×16.3 1点 ふるさと歴史散歩「高取焼」（奥
村武）

2017P1729

189 〔新聞切抜〕 昭和52年7
月3日

西日本新聞 新聞切抜 22.6×11.3 1点 東皿山窯保存に関する記事 2017P1730

190 〔新聞切抜〕 昭和53年1
月4日

西日本新聞 新聞切抜 36.0×39.3 1点 新春読者文芸の欄 2017P1731

191 〔新聞切抜〕 昭和53年4
月22日

西日本新聞 新聞切抜 15.3×20.3 1点 「珍しい地名・免の歴史」 2017P1732

192 〔新聞切抜複写〕 昭和50年代
ヵ

西日本新聞など コピー用紙 25.6×36.2 6枚 皿山や高取焼に関する新聞記事
のコピー

2017P1733
～1738

193 高取焼陶工家系略譜 昭和63年初
秋

奥村次八郎稿・奥村武識 コピー用紙 41.8×29.5 2枚 高取家4家と五十嵐家・柳瀬家
の系図

2017P1739
～1740

194 東山御焼物所 昭和時代 不明 コピー用紙 25.6×36.7 1枚 東山御焼物所図のコピー、裏に
「享保元年」と記載あり

2017P1741

195 〔一行書〕 大正乙丑初
夏日

有無庵書 めくり 35.4×133.5 1点 2017P1742
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196 〔一行書〕 大正乙丑初
夏日

有無庵書 めくり 34.5×135.7 1点 2017P1743

197 〔市政だより切抜〕 昭和52年10
月1日

福岡市役所 切抜 9.4×26.0 1点 ふくおか歴史散歩117「博多人
形」の回

2017P1744

２.  生活の用具
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

198 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高28.0 径28.0 1点 獅子の耳付　環咥え　底に銘
「元祖高取焼」「高」「英一」

2017P1745

199 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高27.5 径29.0 1点 獅子の耳付　底に銘「元祖高取
焼」「高」「英一」　ヒビ

2017P1746

200 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高27.0 径29.0 1点 獅子の耳付　環咥え　底に銘
「元祖高取焼」「高」「英一」　ヒ
ビ

2017P1747

201 花立 江戸時代 高取英業（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高27.5 径32.0 1点 底に銘「高」「英業」　ヒビ 2017P1748

202 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高13.5 径16.5 1点 底に銘「元祖高取焼」「英一」　
ヒビ・ワレ・カケ

2017P1749

203 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高15.0 径15.0 1点 底に銘「元祖高取焼」「高」「英一」　
松に宝珠　カケ

2017P1750

204 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高18.8 径14.8 1点 口縁角　底に銘「元祖高取焼」
「英一」　ワレ・カケ

2017P1751

205 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高15.7 径14.8 1点 耳付　底に銘「高」「英一」　ヒ
ビ　片耳欠損

2017P1752

206 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高15.0 径14.3 1点 底に銘「元祖高取焼」「英一」 2017P1753

207 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高14.5 径14.0 1点 底に銘「元祖高取焼」「高」「英一」 2017P1754

208 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高18.0 径14.5 1点 口縁角　底に銘「元祖高取焼」
「英一」　ヒビ

2017P1755

209 水指 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高13.5 径15.0 1点 耳付　底に銘「元祖高取焼」「英
一」　カケ

2017P1756

210 水注 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高17.5 胴径
12.3 全幅20.2

1点 蓋付　把手注口有　底に銘「元
祖高取焼」「高」「英一」

2017P1757

211 置物 江戸時代 高取英元（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高30.0 幅19.5 
奥15.0

1点 出世鯉　底に銘「高」「英元」　
カケ

2017P1758

212 花立 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高29.0 幅12.0 
奥10.5

1点 瓢箪形 2017P1759

213 深皿 明治時代 高取英澄（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高7.6 径20.0 1点 底に銘「高」「英澄」 2017P1760

214 角皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高3.2 幅25.0 
奥13.2

1点 底に銘「高」 2017P1761

215 平皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高3.4 径16.4 1点 六角 2017P1762

216 平皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高3.4 径16.4 1点 六角 2017P1763

217 小皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高2.5 径13.2 1点 六角 2017P1764

218 小皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高2.5 径13.2 1点 六角 2017P1765
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219 深皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高5.3 径14.4 1点 ヒビ 2017P1766

220 深皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高5.4 径15.1 1点 ヒビ 2017P1767

221 茶碗 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高9.8 径9.5 1点 底に銘「元祖高取焼」「高」「英一」 2017P1768

222 茶碗 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高9.4 径9.8 1点 掻き文　底に銘「元祖高取焼」
「高」「英一」 カケ

2017P1769

223 皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高5.6 長19.1 
幅13.1

1点 木の葉形　三つ脚付　カケ 2017P1770

224 平皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高2.8 径14.5 1点 2017P1771

225 皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高2.2 長15.3 
幅10.8

1点 雲形　四つ脚付　底に銘「高」 2017P1772

226 茶碗 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高6.0 径15.2 1点 ヒビ・カケ 2017P1773

227 皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高6.0 径13.5 1点 丸脚付　底に銘「高」　ヒビ・
カケ

2017P1774

228 深皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高4.2 径11.7 1点 高台有　底に銘「高」「英一」 2017P1775

229 鉢 明治時代 高取英澄（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高9.2 径14.1 1点 丸高脚付　底に銘「高」「英澄」　
カケ

2017P1776

230 高坏 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高7.5 径12.6 1点 底に銘「高」「英一」　カケ 2017P1777

231 高坏 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高7.2 径13.0 1点 底に銘「高」「英一」 2017P1778

232 花立 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高13.7 径10.9 1点 貼付小祠文　底に銘「高」　カ
ケ

2017P1779

233 花立 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高15.0 径9.5 1点 底に銘「高」「英一」　カケ 2017P1780

234 香炉 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高8.1 径10.0 1点 蓋付　三つ脚付　耳付　底に銘
「元祖高取焼」「高」　カケ　片
耳欠損

2017P1781

235 香炉 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高5.5 径8.4 1点 蓋無　三つ脚付　ヒビ・カケ　
一脚欠損

2017P1782

236 香炉 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高8.2 径9.3 1点 貼付山水文　底に銘「高」　ヒ
ビ

2017P1783

237 徳利 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高13.3 径9.0 1点 底に銘「元祖高取焼」「高」「英一」　
ワレ・カケ

2017P1784

238 徳利 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高11.8 径8.0 1点 底に銘「高」「英一」　カケ 2017P1785

239 徳利 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高12.0 径7.7 1点 底に銘「高」「英一」　カケ 2017P1786

240 小壺 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高7.0 径8.3 1点 耳付　底に銘「高」「英一」　カ
ケ

2017P1787

241 小壺 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高6.7 径8.2 1点 底に銘「高」「英一」 2017P1788

242 水注 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高6.0 径9.8 長
11.4

1点 蓋付　底に銘「高」　カケ　把
手欠損

2017P1789
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243 小壺 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高6.4 径6.0 1点 2017P1790

244 瓶 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高9.0 径5.6 1点 カケ 2017P1791

245 茶碗 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高6.0 径10.0 1点 底に銘「高」「英一」　ヒビ・カ
ケ

2017P1792

246 茶碗 明治時代 高取英一（高取焼東皿山
窯）

陶器　高取焼 高4.2 径8.3 1点 底に銘「高」「英一」　ヒビ・カ
ケ

2017P1793

247 盃 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高4.0 径6.7 1点 底に銘「高」　ヒビ・カケ 2017P1794

248 盃 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高4.2 径5.8 1点 ヒビ 2017P1795

249 小鉢 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高5.5 径8.7 1点 角鉢　鼓文 2017P1796

250 皿 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高4.4 径10.5 1点 徳利皿ヵ 2017P1797

251 小片口 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高2.4 径6.1 1点 底に銘「高」　ヒビ 2017P1798

252 小鉢 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高2.3 径5.8 1点 把手付　四つ脚付　底に銘「高」　
ヒビ

2017P1799

253 蓋 明治時代 高取英一ヵ（高取焼東皿
山窯）

陶器　高取焼 高3.3 径6.5 1点 2017P1800

254 陶片 江戸時代 高取重任（高取焼小石原
窯）

陶器　高取焼 縦6.0 横4.1 1点 陰刻銘「高取重任」 2017P1801
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5. 中島栄二資料
〈資料内訳〉
近代資料（文書） …………………… 208 件 234 点

番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1（1） 書簡（本部家屋買入に
関する件）

明治43年7月13日 憲政本党本部仮事務所→井
手武右エ門殿

墨書　印刷　継紙 19.6×37.5 1通 封筒有 2017P1802

1（2） 収支現計報告 （明治39年） （憲政本党本部仮事務所） 活版 19.5×48.5 1枚 2017P1803

2 書簡（本部新築費用に
ついて）

明治43年4月10日 憲政本党本部→井手武右衛
門殿

墨書　印刷　継紙 19.8×39.0 1通 封筒有　福岡県支部
で600円以上分担

2017P1804

3（1） 書簡（寄附一ヶ年につ
き100円）

明治41年3月23日 憲政本党本部→井手武右衛
門殿

印刷 22.2×18.0 1通 封筒有　 2017P1805

3（2） 領収証 明治41年3月26日 憲政本党本部→井手武右衛
門殿

墨書　印刷　専用
紙

16.7×15.0 1枚 2017P1806

4 書簡（進藤ら八女出張
出発）

明治39年7月11日 憲政本党福岡支部→井手武
右衛門殿

墨書　継紙 18.0×77.0 1通 2017P1807

5（1） 書簡（本部建物費用に
ついて）

明治43年5月26日 憲政本党本部仮事務所→井
手武右衛門殿

墨書　印刷 38.7×53.0 1通 2017P1808

5（2） 憲政本党本部図面 （明治時代） 不明 印刷 27.0×38.5 1枚 2017P1809

6 書簡（郡内の党関係者
の住所氏名通知）

12月9日 憲政本党本部→井手武右エ
門殿

ペン書　一紙 24.0×34.5 1通 賀状送付のため 2017P1810

7 書簡（党誌について） 明治43年7月3日 憲政本党福岡支部→井手代
議士殿

墨書　罫紙 24.4×33.0 1通 2017P1811

8 書簡（代議士星松三郎
葬儀）

明治43年4月20日 憲政本党本部→井手武右衛
門殿

墨書　印刷　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1812

9 書簡（後任幹事につい
て）

明治43年6月3日 憲政本党本部仮事務所→井
手武右エ門殿

墨書　印刷　葉書 14.2×8.9 1通 2017P1813

10 書簡（重要問題につき
協議）

明治43年9月12日 憲政本党福岡支部→井手武
右エ門殿

墨書　印刷　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1814

11 書簡（本党代議士西村
貞太郎木村格之輔葬
儀について）

明治43年4月5日 憲政本党→井手武右衛門殿 墨書　印刷　葉書 14.0×9.2 1通 2017P1815

12 書簡（第22議会報告
書）

明治43年4月13日 憲政本党本部→井手武右エ
門殿

墨書　印刷　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1816

13 書簡（党報発刊につい
て）

明治43年6月29日 憲政本党本部党報発送部→
井手武右エ門殿

墨書　印刷　葉書 14.2×9.0 1通 2017P1817

14 筑紫村有権者 不明 不明 墨書　罫紙　綴 24.0×16.0 1綴 2017P1818

15 書簡（政務調査委員に
推薦）

明治43年7月3日 憲政本党本部→井手武右衛
門殿

墨書　印刷　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1819

16 憲政会福岡県支部規
約

不明 不明 印刷 25.0×35.0 1枚 2017P1820

17 領収証 明治42年3月19日 憲政本党福岡支部→井手武
右衛門殿

墨書　印刷　専用
紙

19.0×18.5 1枚 2017P1821

18（1）第七回総選挙得点表 明治39年8月11日 憲政本党福岡支部 印刷 27.5×39.0 1枚 2017P1822

18（2）第八回総選挙得点表 明治40年3月4日 憲政本党福岡支部 印刷 33.5×27.5 1枚 2017P1823

19 九州日報号外 明治39年12月29日 井上定規/発行兼印刷人　元
満尚雄/編輯人

印刷　専用紙 19.8×27.5 1部 議会解散 2017P1824

20 九州日報号外 明治39年12月30日 井上定規/発行兼印刷人　元
満尚雄/編輯人

印刷　専用紙 19.1×26.5 1部 総選挙期日 2017P1825
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21 書簡（田村合資会社、
清酒の件）

明治37年4月6日夜 佐々木正蔵→井手武右衛門
殿

墨書　継紙 18.0×57.9 1通 封筒有 2017P1826

22 書簡（法人所得税、清
酒の件）

明治41年4月30日 佐々木正蔵→井手武右衛門
殿

墨書　継紙 18.2×58.7 1通 封筒有 2017P1827

23 封筒 （明治30年代） 佐々木正蔵→井手武右衛門
殿

墨書　封筒 19.0×7.8 1枚 封筒のみ 2017P1828

24 書簡（7日夕 山出港）明治42年6月16日 佐々木正蔵→井手武右衛門
殿

墨書　継紙 18.0×88.5 1通 封筒有 2017P1829

25 書簡（今晩川端町大黒
屋）

9月2日 佐々木正蔵→井手武右衛門
殿

墨書　一紙 16.7×41.5 1通 2017P1830

26 書簡（年賀状） 大正9年1月2日 佐々木正蔵→井手武右衛門
殿

墨書　葉書 14.0×9.0 1通 破れ有 2017P1831

27（1）書簡（軍用清酒の儀） 明治41年6月4日 冨安重行→井手武右衛門様 墨書　継紙 18.2×79.0 1通 封筒有 2017P1832

27（2）書簡写（軍用清酒買上
願書の提出）

明治41年5月15日 内務部長書記官山田捷一→
福岡県酒造組合長小林作五
郎殿

墨書　罫紙 24.5×33.7 1通 2017P1833

28 書簡（中学校の件） 明治18年4月28日 小野隆助　杉村優吉→井手
武右衛門殿

墨書　罫紙　朱印 24.0×32.3 1通 封筒有 2017P1834

29 書簡（大詔煥発、議会
解散のため帰県）

2月26日夕 小野隆助→井手武右衛門殿 墨書　継紙 18.0×74.5 1通 封筒有 2017P1835

30 書簡 5月6日 小野隆助→井手武右衛門殿 墨書　一紙 18.0×22.8 1通 封筒有 2017P1836

31（1）断簡（来9日午後2時
より博多集成館にて
大集会）

明治40年7月7日 小野隆助→井手武右衛門殿　 墨書　一紙 18.0×58.0 1通 封筒有 2017P1837

31（2）書簡（大会出席案内） 明治40年7月6日 三国協会仮事務所→井手武
右衛門殿

墨書　印刷　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1838

32 書簡（昨14日無事帰
京）

明治25年3月15日 小野隆助→井手武右衛門殿 墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1839

33 書簡（義母本日午前8
時死去）

明治37年4月12日 小野隆助→井手武右衛門殿 墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1840

34 書簡（礼状） 9月20日 近田万里→不破国雄様 墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1841

35 絵はがき 不明 不明 鉛筆書　葉書 12.2×9.0 1枚 鉛筆書「天神町1丁
目平岡浩太郎邸」と
有

2017P1842

36 書簡 明治25年4月20日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　継紙 15.9×70.4 1通 封筒有 2017P1843

37 書簡（14日までに調
書送付のこと）

9月13日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 15.9×79.5 1通 封筒有 2017P1844

38 書簡（昨日より3郡組
合会）

7月2日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.9×59.0 1通 封筒有 2017P1845

39 書簡（本日11時の集
会通知失念）

1月9日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　一紙 16.1×88.0 1通 封筒有 2017P1846

40 書簡（出福見合わせの
件）

1月29日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.8×41.5 1通 封筒有 2017P1847

41 書簡（久しぶりの出
博）

9月22日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　一紙 16.0×76.0 1通 封筒有 2017P1848

42 書簡 5月9日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.5×49.0 1通 封筒有 2017P1849

43 書簡 7月11日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.8×
106.0

1通 封筒有 2017P1850

44 書簡 10月27日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.7×94.7 1通 封筒有 2017P1851

45 書簡（月形氏の件） 3月19日夕 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.8×56.5 1通 封筒有 2017P1852
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46 書簡（小野隆助の上
京）

9月18日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 16.2×63.0 1通 封筒有 2017P1853

47 書簡（大賀氏への配慮
乞う）

2月1日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.6×81.0 1通 封筒有 2017P1854

48 書簡（井原正六死去） 5月21日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　一紙 18.0×56.7 1通 封筒有 2017P1855

49 書簡 4月1日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　一紙 15.7×50.5 1通 封筒有 2017P1856

50（1）書簡（酒造仕込法のこ
と）

不明 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　罫紙 23.7×33.0 1通 封筒有 2017P1857

50（2）酒類醸造方法届綴 明治24年10月5日 井手武右衛門→安場保和 墨書　罫紙　綴 23.5×16.7 1綴 2017P1858

50（3）新規酒造営業願 不明 不明 墨書　一紙 24.0×32.3 1枚 2017P1859

51 書簡（本月22日大会） 9月16日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 16.2×53.0 1通 封筒有 2017P1860

52 書簡 1月20日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 15.7×68.5 1通 封筒有 2017P1861

53 書簡（月形潔氏より面
会希望）

1月26日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 17.6×54.5 1通 封筒有 2017P1862

54 書簡（河波の件） 明治36年4月24日 谷彦一・岡部発太郎→井手
武右衛門様

墨書　一紙 15.7×
208.0

1通 封筒有 2017P1863

55（1）書簡（多久信太郎の書
簡送付）

（明治35年）3月17
日

谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　継紙 15.8×60.5 1通 封筒有 2017P1864

55（2）書簡（代言事務所の
件）

3月17日 多久信太郎→谷彦一殿 墨書　継紙 16.7×
109.5

1通 2017P1865

56 書簡 明治41年1月27日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　継紙 18.2×86.0 1通 封筒有 2017P1866

57 書簡（鬼木より依頼） 明治26年5月2日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　一紙 16.1×43.3 1通 封筒有 2017P1867

58 書簡（御約相済候段御
照会被下大に安心）

8月30日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 16.0×95.5 1通 封筒有 2017P1868

59 書簡（玄洋社連と談判
も調呈の見込なし）

明治25年4月2日 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 15.8×
101.5

1通 封筒有 2017P1869

60 書簡（議会解散につき
同志集会）

12月11日午後6時 谷彦一→井手老台閣下 墨書　継紙 18.2×56.3 1通 2017P1870

61 書簡（本日面談希望） 2月2日 谷彦一→井手御老台 墨書　継紙 18.2×48.8 1通 封筒有 2017P1871

62 書簡（実地見分の件） 明治25年4月27日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　継紙 15.8×75.7 1通 封筒有 2017P1872

63 書簡 （明治22年）10月
28日

谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 15.7×85.0 1通 封筒有 2017P1873

64 書簡（衆議院議員当選
祝）

明治41年3月8日 樋口弥十郎→井手武右衛門
殿

墨書　継紙 16.5×47.0 1通 封筒有 2017P1874

65 書簡（弊郡同志会へ出
席乞う）

明治42年6月24日 樋口弥十郎→井手武右衛門
殿

墨書　便せん 23.5×16.5 1通 封筒有 2017P1875

66 書簡 8月23日 樋口陽太郎→井手武右衛門
様

墨書　罫紙 24.0×33.0 1通 封筒有 2017P1876

67 書簡（本郡早良会大会
開催）

明治42年7月11日 樋口弥十郎→井手武右衛門
殿

墨書　便せん 23.5×16.5 1通 封筒有 2017P1877

68 書簡（総選挙につき貴
君推選）

2月15日 白水璞・樋口弥十郎→井手
武右衛門君

墨書　継紙 18.0×82.0 1通 封筒有 2017P1878

69 書簡（重松督郎の件） 明治41年6月18日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　継紙 18.0×
120.5

1通 封筒有 2017P1879

70 受領証（金5円24銭） 11月17日 矢野喜平治→会計御中 墨書　一紙 17.2×18.5 1枚 2017P1880

71 書簡（協議のため来
21日までに上京すべ
し）

明治43年12月15日 憲政本党本部→井手武右衛
門殿

墨書　ガリ版　葉
書

14.0×9.0 1通 2017P1881
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72 書簡（提案に大賛成） 明治42年4月4日 小島尚吾→井手武右衛門殿 墨書　継紙 18.0×64.3 1通 封筒有 2017P1882

73 書簡（当選祝辞） 明治41年3月4日 小島尚吾→井手武右衛門殿 墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1883

74 書簡（報導会開催） 6月27日 小島尚吾→井手武右衛門殿 墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1884

75 書簡（本日より運動開
始）

明治36年10月1日
午後6時

河波荒次郎→井手武右衛門
殿・岡部慶太郎殿

墨書　継紙 18.0×61.3 1通 封筒有 2017P1885

76（1）封筒 明治29年10月15日
投函

河波荒次郎→井手武右衛門
殿

墨書　封筒 20.5×7.8 1通 2017P1886

76（2）書簡（養蚕会社の合併
希望）

6月22日夕 河波荒次郎→井手兄 墨書　継紙 18.0×
145.0

1通 2017P1887

77 書簡（福陵新報入社の
件）

2月8日 河波荒次郎→井手武右衛門
様

墨書　継紙 18.2×77.2 1通 封筒有 2017P1888

78 書簡（缶詰業の件） 明治37年1月28日 河波荒次郎→井手武右衛門
殿

墨書　継紙 8.3×64.8 1通 封筒有 2017P1889

79 書簡（桶の件） 31日 川波→井手様 墨書　一紙 16.5×24.0 1通 2017P1890

80 受取証（金100円） 5月6日 結城虎五郎→井手武右衛門
殿

墨書　罫紙 24.5×32.5 1枚 川越氏への払込金 2017P1891

81 借用証（金100円） 明治22年2月7日 結城虎五郎・関運七→三苫
寛米殿

墨書　罫紙 24.3×31.5 1枚 炭山事業費 2017P1892

82 書簡（30円支払） 明治43年8月26日 吉久→井手武右衛門殿 墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1893

83 書簡 明治39年9月21日
夕

吉久→井手武右衛門様 墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1894

84 書簡（土地売買の儀） 5月14日 三宅保太郎→井手武右衛門
様

墨書　継紙 16.5×49.5 1通 封筒有 2017P1895

85 書簡（明後22日集会） 8月20日ヵ 谷彦一→井手武右衛門様 墨書　継紙 16.0×64.0 1通 封筒有 2017P1896

86 書簡（対村山一件） 2月8日 谷彦一→井手老台殿 墨書　継紙 18.0×89.0 1通 封筒有 2017P1897

87 書簡（加勢乞う） 4月15日 谷彦一→井手武右衛門殿 墨書　継紙 17.7×48.5 1通 封筒有 2017P1898

88 書簡（来月4日までに
は必ず帰宅）

明治40年4月28日 井手→おたねさま 墨書　継紙 18.1×56.7 1通 封筒有 2017P1899

89（1）預り証（金580円） 明治37年1月13日 井手武右衛門（朱印）→筑
陽製糸株式会社御中

墨書　罫紙　朱印 23.7×32.3 1通 89-1・2は同折 2017P1900

89（2）記（製糸場形勢） （明治37年） 不明 墨書　一紙 18.2×15.5 1枚 89-1・2は同折 2017P1901

90 金借用証（金436円） 明治32年3月31日 井手武右衛門（朱印）→筑
陽製糸株式会社御中

墨書　罫紙　朱印 23.7×32.3 1通 2017P1902

91 書簡（非媾和大演説会
開設、出秋を乞う）

9月19日 松田民衛・平江実その外→
井手武右衛門様

墨書　一紙 18.0×60.0 1通 2017P1903

92 証（金24銭） 明治31年12月10日 九州日報社→井手武右衛門
様

墨書　印刷　朱印 13.4×12.8 1枚 新聞代 2017P1904

93 書簡（候補の件につき
相談）

20日 大原ほか3名→井手大兄 墨書　継紙 15.4×
100.0

1通 封筒有　大至急話合
の必要あり延寿館に
待つ

2017P1905

94 電信（キユケンゼヒヲ
イデマウ）

明治38年10月15日 タニ→イデブエモン 墨書　専用紙 24.5×18.3 1通 封筒有 2017P1906

95 書簡（今回の衆議院議
員総選挙に付て）

大正10年4月30日 憲政会福岡支部幹事児玉武
雄

印刷　一紙 24.0×32.8 1通 封筒有　同折で「第
13回総選挙各候補者
得点票」

2017P1907

96 封筒 （明治37年6月7日） 小野鴻之助（大本営附陸軍
通訳官）→喜多嶋淳様

墨書　朱印　消印　
封筒

20.0×7.8 1通 朱印「大日本軍政官
証明軍事郵便」と有

2017P1908

寄贈資料　5. 中島栄二資料

― 85 ―



番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

97 褒状（九州沖縄八県第
5回連合共進会場新築
費トシテ金6円寄附）

明治20年11月28日 福岡県知事安場保和（朱印）
→中牟田庄平

墨書　朱印　一紙 22.7×30.7 1通 しみ有 2017P1909

98 傑士安永東之助　全 大正14年10月 浪仙窟主人（末永節）/作曲　
明正寺春子/作譜

印刷 18.5×79.8 1枚 安永東之助20周年法
会にあたり追頌のた
め製作

2017P1910

99 領収証（金224円17銭）明治22年10月20日 福岡国庫金出納所（朱印） 墨書　印刷　専用
紙　朱印

18.0×11.0 1枚 明治22年度鉱山借区
税　明治22年下半期
分　矢野喜平次外3
人納付

2017P1911

100 書簡（華墨拝謠承知） 6月16日 小島尚吾→井手武右エ門殿 墨書　罫紙 23.7×32.6 1通 2017P1912

101 書簡 明治37年1月13日 千原藤一郎→谷彦一　井手
武右衛門殿

墨書　継紙　消印 18.1×99.4 1通 封筒有 2017P1913

102 書簡（選挙情報の件） 明治40年2月21日 安川武行→井手武右衛門殿 墨書　継紙　消印 18.2×95.5 1通 封筒有　我党の勢力
伸長上利益の点を掲
ぐると同時に反対派
の虚を衝き大打撃を
加へ度候間右材料逐
一御報導被下度相願
候

2017P1914

103 書簡（缶詰製造の件） 12月19日夕 安川生（武行）→井手様（武
右衛門）

墨書　継紙 19.3×73.0 1通 封筒有　缶詰製造の
件まとまらず以後自
由行動とする外なし

2017P1915

104 書簡（指導会の件） （大正9年）7月3日 小島尚吾→井手武右衛門殿 墨書　継紙　消印 18.2×76.0 1通 封筒有　 2017P1916

105 書簡（塩専売につい
て）

明治42年2月15日 小島尚吾→井手武右衛門殿 墨書　継紙　消印 18.0×
118.0

1通 封筒有 2017P1917

106 受領証（金700円） 明治22年7月20日 矢野喜左衛門他2名→矢野喜
平次殿

墨書　罫紙　朱印 27.1×39.5 1枚 小堤炭坑々区譲渡料 2017P1918

107 書簡（27日解散式案
内状）

明治23年9月20日 福岡くらぶ残務委員江藤正
澄・深澤伊三郎→井手武右
衛門殿

墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1919

108
（1）

書簡（19日議会開会） 明治25年3月17日 筑紫村村長末松勘二郎（朱
印）→村会議員井手武右衛
門殿

墨書　罫紙　朱印 23.8×16.0 1通 2017P1920

108
（2）

〔覚〕 不明 不明 墨書　罫紙 23.8×16.0 1枚 金銭貸借禁止等6項
目

2017P1921

108
（3）

書簡（筑豊鉄道会社の
件）

12月9日 大賀庸次郎・井上秀剛→筑
前土木組合長井手武右衛門
殿

墨書　罫紙 23.8×16.0 1通 2017P1922

109
（1）

書簡（村会議員半数改
選延期）

明治25年4月2日 助役松尾休吾→村会議員井
手武右衛門殿

墨書　罫紙 24.0×16.0 1通 2017P1923

109
（2）

書簡（村会議員半数改
選）

明治25年4月9日 助役松尾休吾→村会議員井
手武右衛門殿

墨書　罫紙 24.0×16.0 1通 2017P1924

109
（3）

書簡（明日引続き開
会）

明治25年4月22日 助役松尾休吾→議員井手武
右衛門殿

墨書　罫紙 24.0×16.0 1通 2017P1925

110 書簡（5月5日午前10
時より東中洲共進館
にて学会開催）

明治26年4月30日 修猷学会→井手武右衛門殿 墨書　罫紙 24.3×6.7 1通 封筒有　「福岡県修
猷館」罫紙使用

2017P1926

111
（1）

書簡（営業案内） 明治32年3月5日 三井呉服店→井手武右衛門
様

墨書　活版 18.5×39.5 1通 2017P1927

111
（2）

三井呉服店営業案内 （明治時代） （三井呉服店） 活版 34.0×43.0 1通 2017P1928
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112 書簡（年賀状） 明治38年1月2日 三井呉服店→井手武右衛門
様

墨書　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1929

113 注文書 明治42年1月16日 三井呉服店地方係→田中よ
ね様

ペン書　活版両面
刷

19.0×42.0 1枚 2017P1930

114 書簡（事業拡大の案
内）

明治33年8月 吉元庄平・油屋熊八→井手
武右衛門殿

墨書　活版 18.4×30.2 1通 封筒有 2017P1931

115 明治33年7月改正諸公
債諸株式定期米売買
手続証

（明治33年） 吉元株式店・吉元米穀店　
合名会社三有社/印行

活版両面刷 16.8×73.0 1枚 2017P1932

116
（1）

書簡 明治38年3月7日 岩岡新次郎→井手武右衛門
様

墨書　罫紙 16.5×24.0 1通 封筒有 2017P1933

116
（2）

東京株式取引所各公
債及ヒ諸株式本証拠
金一覧表

明治34年ヵ 株式商況社/発行所　鈴木甚
四郎/発行兼編輯人　加藤定
吉/印刷人

活版 18.3×33.3 1枚 2017P1934

116
（3）

東京株式取引所相場
附

明治38年3月7日 株式商況社/発行所　鈴木甚
四郎/発行兼編輯人　加藤定
吉/印刷人

活版　印 24.5×34.5 1枚 2017P1935

117 諸公債株式現物相場
表

明治38年3月7日 株式商況社/発行所　鈴木甚
四郎/発行兼編輯人　加藤定
吉/印刷人

活版 27.0×40.5 1枚 第4214号 2017P1936

118 書簡（第1回払込金の
件）

明治32年8月17日 博多製氷株式会社創立事務
所→井手武右衛門殿

墨書　罫紙 24.2×16.0 1通 封筒有 2017P1937

119
（1）

書簡（定期株主総会案
内状）

明治40年4月22日 太宰府製糸株式会社→井手
武右衛門殿

墨書　罫紙 24.5×16.7 1通 封筒有 2017P1938

119
（2）

書簡（決算監査会案内
状）

明治40年4月25日 太宰府製糸株式会社事務取
締役武藤庸一郎→井手武右
衛門殿

墨書　罫紙 24.5×6.8 1通 2017P1939

120 書簡（緊要事件につき
役員会）

明治42年4月29日 鎮西倉庫株式会社→井手武
右衛門殿

墨書　罫紙 24.0×32.0 1通 2017P1940

121
（1）

書簡（定時及臨時株主
総会案内状）

明治38年4月1日ヵ 九州醤油醸造株式会社→井
手武右衛門殿

活版 24.2×16.5 1通 封筒有 2017P1941

121
（2）

委任状 （明治38年） 不明 活版 24.2×16.5 1通 2017P1942

122 書簡 不明 西州鉄道創立委員御中 活版　葉書 14.0×9.0 1通 2017P1943

123 封筒 明治39年10月28日 三宅保太郎→井手武右衛門
様

墨書　封筒 18.5×8.0 1通 封筒のみ 2017P1944

124 書簡（筑陽社残務整理
の件）

明治39年10月27日 三宅保太郎→井手武右衛門
殿

墨書　罫紙 23.8×33.0 1通 2017P1945

125 書簡（塩務局設置につ
き就職依頼）

明治42年3月24日 田辺奉三郎→井手武右衛門
殿

墨書　一紙 18.0×
135.5

1通 封筒有 2017P1946

126 書簡（旅順沈没軍艦の
件）

明治42年2月24日 吉見甚右衛門→井手武右衛
門様

墨書　継紙 17.7×91.5 1通 封筒有 2017P1947

127 書簡（大日本精米株主
募集の件）

明治44年1月10日 中野孝吉→井手武右衛門様 墨書　継紙 17.6×74.7 1通 封筒有 2017P1948

128 書簡（本村産出米品評
施設の儀）

明治43年10月11日 筑紫村長田中恒吉→井手武
右衛門殿

ガリ版刷 24.3×32.0 1通 封筒有 2017P1949

129 書簡（参拝案内） 明治40年3月7日 神宮祈豊会事務所→井手武
右衛門殿

活版 22.2×17.0 1通 封筒有 2017P1950

130 加名申込書 （明治40年） 神宮祈豊会事務所 活版 23.0×50.0 1通 2017P1951
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131 書簡（井手泉五郎の
件）

明治40年3月28日 福岡県立農学校長岡本猪之
助→井手武右衛門殿

墨書　罫紙 21.0×14.7 1通 2017P1952

132 書簡（衆議院議員当選
祝状）

明治37年3月5日ヵ 櫛原新助→井手武右衛門様 墨書　一紙 18.0×
100.0

1通 封筒有 2017P1953

133 書簡（衆議院議員当選
祝状）

（明治37年）3月5
日

油山英次→井手武右衛門様 墨書　罫紙 24.0×33.0 1通 封筒有 2017P1954

134 書簡（衆議院議員当選
祝状）

（明治37年）3月4
日

右蔵利助→井手足上様 墨書　一紙 17.0×34.8 1通 封筒有 2017P1955

135
（1）

記（福岡県農工銀行） 不明 株式会社福岡県農工銀行 活版 27.2×39.0 1枚 2017P1956

135
（2）

委任状 明治42年7月16日 不明 活版 24.0×32.5 1通 2017P1957

136 農工銀行株主議決権
数調

不明 不明 墨書　罫紙 24.0×32.5 1枚 2017P1958

137 書簡（山陰従貫鉄道延
長の感謝状）

明治43年3月29日 浜田村長中村聖年→衆議院
議員井手武右衛門殿

墨書　一紙 18.0×59.8 1通 2017P1959

138 封筒 明治42年4月1日 横浜蚕糸貿易商同業組合→
井手武右衛門殿

墨書　封筒 21.0×8.5 1枚 封筒のみ 2017P1960

139 書簡（生糸検査法案否
決の尽力感謝）

明治39年3月 横浜蚕糸貿易商同業組合組
合長小野光景→井手武右衛
門殿

墨書　活版 19.7×40.0 1通 2017P1961

140 封筒 24日 戸田健児→井手武右衛門殿 墨書　封筒 20.7×9.7 1枚 封筒のみ 2017P1962

141 書簡（遠賀川改修の
件）

4月26日 坂口栄他7名→井手武右衛門
殿

墨書　継紙 19.0×
100.0

1通 2017P1963

142 書簡（千原家家財整理
入札の件）

明治43年9月23日 山中吉郎兵衛→千原様 墨書　継紙 16.5×
102.0

1通 2017P1964

143 全国旧葉煙草専売業
者連合大会決議

明治43年10月6日 不明 活版 27.8×40.0 1枚 失業補償要求 2017P1965

144 阪谷大蔵大臣の当弁
に対する当業者の意
見

明治43年10月14日 全国旧葉煙草売買業者一同 活版 20.8×40.7 1枚 2017P1966

145 封筒 明治44年5月17日 作成者不明　井手武衛門宛 墨書　封筒 20.0×8.5 1枚 封筒のみ 2017P1967

146
（1）

書簡（売買先商会依
頼）

不明 内海商会 ガリ版刷 28.0×40.0 1通 2017P1968

146
（2）

銀行売買取扱案内 不明 内海商会 活版 27.7×40.0 1枚 2017P1969

147 書簡（選挙落選） 21日 関屋→井手老台 墨書　一紙 18.2×59.0 1枚 2017P1970

148 領収証（金8円23銭5
厘）

明治24年11月21日
ヵ

筑紫村収入役山田弥寿夫→
井手武右衛門

墨書　専用紙 16.0×8.3 1枚 2017P1971

149 領収証（金3円7銭9厘）明治24年11月21日
ヵ

筑紫村収入役山田弥寿夫→
井手武右衛門

墨書　専用紙 16.0×8.0 1枚 2017P1972

150 領収証（金11円53銭9
厘）

明治24年11月21日
ヵ

筑紫村収入役山田弥寿夫→
井手武右衛門

墨書　専用紙 16.0×8.0 1枚 2017P1973

151 領収証（金3円79銭2
厘）

明治24年11月21日
ヵ

筑紫村収入役山田弥寿夫→
井手武右衛門

墨書　専用紙 16.5×12.0 1枚 2017P1974

152 領収証（金33円21銭4
厘）

明治25年11月5日 筑紫村収入役山田弥寿夫→
井手武右衛門

墨書　専用紙 14.7×9.5 1枚 2017P1975

153 領収証（金96銭6厘） 明治25年11月5日 筑紫村収入役山田弥寿夫→
井手武右衛門

墨書　専用紙 14.5×9.5 1枚 2017P1976

寄贈資料　5. 中島栄二資料

― 88 ―



番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

154 領収証（金276円92銭
5厘）

明治25年11月5日 収税属勝田真→井手武衛門 墨書　専用紙 16.7×11.7 1枚 2017P1977

155 領収証（金103円3銭8
厘）

明治26年4月11日 収税属柴田猪作→井手武衛
門

墨書　専用紙 16.7×11.2 1枚 2017P1978

156 徴税伝令書 明治32年10月15日 筑紫郡書記山本憲→氏村護 墨書　専用紙 16.3×12.5 1枚 1円78銭6厘 2017P1979

157 領収証（金68円34銭） 明治40年1月16日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 16.0×9.3 1枚 2017P1980

158 領収証（金1円40銭） 明治41年5月8日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 17.0×11.8 1枚 2017P1981

159 領収証（金2円38銭） 明治41年5月8日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 16.7×12.0 1枚 2017P1982

160 領収証（金77銭） 明治41年5月8日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 16.9×11.8 1枚 2017P1983

161 領収証（金35銭） 明治41年5月8日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 17.2×11.9 1枚 2017P1984

162 領収証（金60円75銭） 明治41年5月8日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 16.8×12.0 1枚 2017P1985

163 領収証（金46円32銭） 明治42年11月28日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 15.5×9.8 1枚 2017P1986

164 領収証（金6円60銭） 明治42年11月28日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 15.4×9.0 1枚 2017P1987

165 領収証（金57円26銭） 明治42年11月28日 筑紫郡筑紫村収入役志賀稔
→井手武衛門

墨書　専用紙 15.5×10.0 1枚 2017P1988

166 徴税伝令書領収証書 明治39年10月 筑紫郡筑紫村長田中恒吉→
井手武衛門

墨書　専用紙 15.8×20.8 1枚 34銭 2017P1989

167 所得通知決定書 明治43年9月1日 福岡税務署長　税務官竹村
茂承→井手武右衛門殿

墨書　印刷　朱印 24.3×16.6 1枚 明治39年分 2017P1990

168 所得通知決定書 明治43年9月1日 福岡税務署長　税務官竹村
茂承→井手シゲ殿

墨書　印刷　朱印 24.3×16.6 1枚 明治39年分 2017P1991

169 書簡（煙草専売法につ
いて）

3月20日 田牛勤作→御叔父様 墨書　継紙 17.4×67.7 1通 封筒有 2017P1992

170 書簡（魚御用につい
て）

明治42年1月22日 （竜口）善十郎→井手（武右
衛門）様

墨書　一紙 24.4×33.7 1通 封筒有　第一軍魚御
用許可と軍用荷物列
車搭載の許可を願う

2017P1993

171 書簡（仮免状継続再願
につき意見伺）

明治35年5月 西州鉄道株式会社創立事務
所（朱印）→発起人井手武
右衛門殿

印刷　朱印 24.2×33.5 1通 封筒有　久留米日田
間鉄道敷設の仮免状
有効期限継続を願う

2017P1994

172 書簡（清海漁業につき
依頼）

2月13日 青木基親（朱印）→井手武
右衛門様

墨書　罫紙 23.8×16.4 1通 姪浜魚市場用紙使用 2017P1995

173 書簡（年賀状） 昭和35年1月2日 末永節→中島惣吉殿 墨書　印刷　葉書　
朱印

13.8×9.1 1通 2017P1996

174 書簡（年賀状） 昭和36年1月9日 末永節→中島惣吉殿 墨書　印刷　葉書　
朱印

13.8×9.1 1通 2017P1997

175 書簡（年賀状） 昭和34年1月17日 末永節→中島惣吉殿 墨書　印刷　葉書　
朱印

13.8×9.1 1通 2017P1998

176 書簡（年賀状） 昭和33年1月 末永節→中島惣吉殿 墨書　印刷　葉書 13.8×9.1 1通 2017P1999

177 書簡（年賀状） 昭和39年1月6日 末永節→中島惣吉殿 墨書　印刷　葉書　
朱印

13.8×9.1 1通 2017P2000

178 書簡（年賀状） 昭和34年元旦 末永節→中島惣吉殿 墨書　印刷　葉書 13.8×9.1 1通 2017P2001

179 書簡（恵物感謝） 昭和31年9月18日 末永節→中島惣吉殿 墨書　葉書 13.9×9.1 1通 2017P2002
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180 書簡（彫刻出来） 6月8日 末永節→中島惣吉殿 墨書　葉書 13.9×9.0 1通 切手部欠（切抜） 2017P2003

181 書簡（あなたの御一票
はどうぞ私へ御投じ
を願ひます）

昭和8年4月16日 市会議員候補者久世庸夫→
石川良助殿

印刷　葉書　印 14.1×9.0 1通 2017P2004

182 書簡（明19日午前8時
より佐賀県有田地方
へ出発）

不明 和田三造→河村武道様 墨書　葉書 14.1×9.0 1通 2017P2005

183 書簡（腰痛再発のため
総集会演武困難）

明治37年9月29日 三造拝→河村武道様 墨書　葉書 14.1×9.0 1通 2017P2006

184 絵葉書（大島の一部） 昭和時代後期～平
成時代

財団法人福岡市美術館協会/
発行　福岡市美術館

印刷　葉書 15.0×10.7 1枚 坂本繁二郎作「大島
の一部」　未使用

2017P2007

185 書簡（年賀状） （明治36年）正月 和田三→河村武道様 墨書　葉書 14.1×9.0 1通 2017P2008

186 書簡（紙の調達、統計
の加勢について）

不明 和田三造→河村武道様 墨書　罫紙 27.6×39.7 1通 封筒有 2017P2009

187 書簡（年賀状） 昭和4年1月2日 中野正剛→石川市松殿 印刷　葉書 14.1×9.0 1通 2017P2010

188 書簡（年賀状） 昭和5年1月2日 中野正剛→石川市松殿 印刷　葉書 14.1×9.0 1通 2017P2011

189 書簡（服喪中に付き新
年の祝詞を御遠慮申
上候）

大正10年正月元旦 宮川一貫→石川市松殿 印刷　葉書 14.1×9.0 1通 2017P2012

190 書簡（年賀状） 大正12年1月元旦 宮川一貫→石川市松殿 印刷　葉書 14.1×9.0 1通 2017P2013

191 書簡（故中野正剛先生
第16年祭）

明治37年10月24日 福岡正剛会会長進藤一馬→
江上元吉様

印刷　葉書 14.0×9.0 1通 2017P2014

192 書簡（大いに困却） 12月23日 平山周→井手様 墨書　継紙 18.2×56.0 1通 封筒有 2017P2015

193 封筒 3月26日 憲政党→井手武右衛門様 墨書　封筒　消印 20.0×7.9 1通 封筒のみ 2017P2016

194 書簡（御上京の節は其
宿所直に本課へ御通
知相成度）

明治41年3月12日 衆議院庶務課→井手武エ門
殿

墨書　印刷　葉書　
朱印

14.1×9.0 1通 朱印「衆議院用」と
有

2017P2017

195 露探問題に関する謹
告書

不明 憲政本党院外有志→井手武
右衛門殿

印刷　墨書　一紙 22.6×31.5 1通 秋山を議会で弾劾す
べし

2017P2018

196
（1）

渡航願 明治42年3月1日 九州醤油醸造株式会社取締
役社長井手武右エ門（朱印）
→陸軍大臣寺内正毅殿

墨書　罫紙　朱印　
綴

28.1×20.6 1通 196（1）～（5）は
合綴　付け紙有　末
永郁次の営業視察の
ための大連湾への渡
航願　

2017P2019

196
（2）

営業証明願 明治42年2月26日 九州醤油醸造株式会社（朱
印）→住吉村長合田毅平殿

墨書　罫紙　朱印　
綴

28.1×20.6 1通 196（1）～（5）は
合綴

2017P2020

196
（3）

誓旨 （明治38年） 末永郁次（朱印） 墨書　罫紙　朱印　
綴

28.1×20.6 1通 196（1）～（5）は
合綴

2017P2021

196
（4）

戸籍謄本（末永郁次） 明治42年2月26日 筑紫郡大野村戸籍吏森山桂
二（朱印）

墨書　朱筆　罫紙　
綴

28.1×20.6 1通 196（1）～（5）は
合綴

2017P2022

196
（5）

資産証明書（末永郁
次）

明治42年3月1日 筑紫郡大野村長森山桂二（朱
印）

墨書　罫紙　朱印　
綴

28.1×20.6 1通 196（1）～（5）は
合綴　「大野村役場
用紙」使用

2017P2023

197 陸海軍傷病兵慰問寄
贈品報告

明治42年4月16日 発起人 印刷 21.3×38.8 1枚 衆議院より井手武右
衛門宛封筒有

2017P2024

198 書簡（福岡市繁栄期成
会の管理局福岡市誘
致運動）

明治43年3月29日 渡辺与八郎→井手武右エ門
殿

墨書　継紙 18.3×
100.0

1通 封筒有　委員上京の
上は配慮願う

2017P2025
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番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

199 旅順忠魂碑建設募告 明治39年4月 発起人　海軍大将東郷平八
郎　陸軍大将男爵乃木希典

印刷 23.6×32.0 1枚 旅順忠魂碑建設委員
星野金吾より井手武
右衛門宛封筒有

2017P2026

200 書簡（一大忠魂碑建設
へ御賛同得度）

明治39年5月 陸軍大臣男爵乃木希典　海
軍大将東郷平八郎→衆議院
議員井手武右エ門殿

墨書　印刷　一紙 18.2×50.0 1通 2017P2027

201 書簡（旅順忠魂碑建設
の件につき金3円衆議
院庶務課へ御送付）

明治43年6月26日 犬養毅ほか19名→井手武右
衛門殿

墨書　印刷　葉書　
印

14.1×9.1 1通 衆議院議員の寄付を
衆議院庶務課で取り
纏める

2017P2028

202 書簡（旅順忠魂費建設
寄附金受取証）

明治43年8月23日 衆議院庶務課（朱印）→井
手武右エ門殿

墨書　謄写　朱印　
葉書

14.1×9.1 1通 2017P2029

203 断簡（福岡煙草製造所
本市附近千代村に御
確定）

明治43年6月6日 福岡市繁栄期成会会頭渡辺
与八郎→井手武右エ門様

墨書　継紙 18.4×61.2 1通 封筒有　前欠 2017P2030

204 書簡（来22日本郡大
会開催）

明治42年9月20日 小島尚吾→井手武右エ門様 墨書　一紙 18.4×44.3 1通 封筒有 2017P2031

205 非講和糸島郡同志大
会

明治38年9月 発起者一同 印刷 16.2×24.3 1通 9月22日前原町征清
記念碑の下で開催

2017P2032

206 書簡（講和成立につい
て意見求む）

（明治38年）9月7
日

小島尚吾→井手武右エ門殿 墨書　継紙 18.0×63.2 1通 封筒有　講和に対す
る我党の意見を発表
したい

2017P2033

207 書簡（来10月1非講和
朝倉郡大会開催、臨席
を希望する）

（明治38年）9月28
日

進藤喜平太→井手武右衛門
殿

墨書　一紙 24.7×43.0 1通 「同所は近来反対派
跋扈を極我党微々た
る有様に相成候に付
此機に乗じ大に 復
を計る」

2017P2034

208 記（請取） 3月18日 頭山満→井手武衛門殿 墨書　一紙 24.4×32.8 1通 金200円の請取書 2017P2035
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6. 塚本家資料 ( 追加分）
〈資料内訳〉
歴史資料………………………………… 51 件 54 件

番号 名称 時代
作成

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 写真　塚本憲甫（2才） 明治39年9月16日 不明 白黒写真　紙焼 8.7×6.0 1枚 2017P2036

2 写真　塚本憲甫（3才） 明治40年9月16日 静岡市徳田製 白黒写真　紙焼台紙貼 12.8×8.0 1枚 2017P2037

3 写真　塚本憲甫（4才ヵ）（明治41年） 静岡市七間町徳田 白黒写真　紙焼台紙貼 14.2×8.0 2枚 台紙違いで同じ
写真

2017P2038
～2039

4 写真　塚本憲甫（4才ヵ）（明治41年） 静岡市七間町徳田 白黒写真　紙焼台紙貼 12.9×8.7 1枚 2017P2040

5 写真　塚本道甫（5才） 明治42年9月16日 徳田静岡市七間町 白黒写真　紙焼台紙貼 14.7×9.8 2枚 台紙違いで同じ
写真

2017P2041
～2042

6 写真　塚本道甫（6才ヵ）（明治43年） 東京九段坂上長谷川武七 白黒写真　紙焼台紙貼 15.0×10.0 1枚 2017P2043

7 写真　塚本憲甫（児童） （明治時代～大正
時代）

青山スギウラ 白黒写真　紙焼台紙貼 14.3×9.5 1枚 2017P2044

8 写真　学生服の塚本道遠
ほか２人

（明治時代） 横浜真砂町・東京九段坂　
鈴木真一

白黒写真　紙焼台紙貼 18.2×10.5 1枚 2017P2045

9 写真　塚本道遠 （明治時代） 韓国京城南大門通写真師
岩田鼎

白黒写真　紙焼台紙貼 13.1×8.9 1枚 2017P2046

10 写真　塚本道遠 明治39年8月30日 K.Murakami　SEOUL 
KOREA

白黒写真　紙焼台紙貼 18.2×13.1 1枚 2017P2047

17 写真　塚本圭子（13才）・
節子（12才）・光子（11才）・
憲甫（10才）

大正2年4月 不明 白黒写真　紙焼台紙貼 17.0×21.5 1枚 2017P2048

12 写真　塚本圭子・節子・
光子・憲甫、小川幸子、
おギンさん

（明治40年頃） 静岡市徳田製 白黒写真　紙焼台紙貼 14.1×9.6 1枚 2017P2049

13 写真　学生服の少年（塚
本はるとヵ）

（明治時代～大正
時代）

本郷区中黒実謹写 白黒写真　紙焼台紙貼 12.9×8.9 1枚 2017P2050

14 写真　塚本道遠　渡韓記
念

明治39年4月19日
東京出発前日之ヲ
写ス

K.Ogawa　TOKYO JA-
PAN

白黒写真　紙焼台紙貼 16.3×10.7 1枚 2017P2051

15 写真　塚本道遠・ハマ夫
妻

明治38～39年頃 本郷区中黒実謹写 白黒写真　紙焼台紙貼 16.7×11.1 1枚 2017P2052

16 写真　塚本憲甫（3才）と
母と兄弟

明治39年 静岡市七間町徳田 白黒写真　紙焼台紙貼 11.8×17.4 1枚 2017P2053

17 写真　塚本憲甫（青学時
代）

（大正時代） 不明 白黒写真　紙焼 6.6×9.8 1枚 2017P2054

18 写真　塚本憲甫（静高時
代）

（大正時代） 不明 白黒写真　紙焼 8.5×5.8 1枚 2017P2055

19 写真　静高浦高水泳対抗
戦　塚本憲甫ほか3名

大正14年夏 不明 白黒写真　紙焼 6.5×11.1 1枚 2017P2056

20 写真　第1回の全水泳部員　
塚本憲甫ほか7名

（大正時代末期） 不明 白黒写真　紙焼 4.8×13.4 1枚 2017P2057

21 写真　塚本憲甫と長沼君 昭和3年 不明 白黒写真　紙焼 11.0×15.3 1枚 2017P2058

22 写真　水着姿の塚本憲甫
と男性1人

昭和10年 不明 白黒写真　紙焼 21.6×14.0 1枚 2017P2059

23 写真　塚本憲甫と姉3人、
男性2人

（昭和戦後期） 不明 白黒写真　紙焼 7.1×9.9 1枚 2017P2060
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24 写真　塚本憲甫と姉3人、
男性2人

（昭和戦後期） 不明 白黒写真　紙焼 15.4×10.8 2枚 2017P2061
～2062

25 写真　教員を囲む同窓生
ヵ

昭和16年5月4日 不明 白黒写真　紙焼 10.7×15.1 1枚 2017P2063

26 絵葉書　青山学院間島記
念図書館

（大正時代） 不明 白黒写真　葉書 9.0×14.2 1枚 2017P2064

27 写真　ノーベル賞受賞当
時（56才）のレントゲン
先生

（昭和戦後期） さくらフィルム 白黒写真　紙焼台紙貼 25.0×16.9 1枚 2017P2065

28 写真フィルム　癌学会ほ
か6枚分

（昭和戦後期） コダック カラーネガフィルム（6
カット）　袋入

3.5×22.5 1枚 2017P2066

29 OBITUARY　Dr.KENPO 
TSUKAMOTO（Reprinted 
from Journal of Radiation 
Research　Vol.15,No.3)

1974年9月 Yasuo Miyake 印刷　抜刷 25.8×18.3 1部 Samuraiの家の
出身である記述
あり

2017P2067

30 塚本家家族アルバム （昭和時代） 塚本家 白黒写真　アルバム
（189枚収録）

34.0×32.0 1冊 2017P2068

31 塚本道甫夫人アルバム （大正時代～昭和
時代）

不明 白黒写真　アルバム
（70枚収録）

24.8×19.5 1冊 2017P2069

32 卒業証書 大正6年3月24日 東京府東京市笄尋常小学
校長小田島省三（朱印）
→福岡県士族塚本憲甫

墨書　一紙 27.5×35.0 1通 2017P2070

33 卒業証書 大正12年3月7日 青山学院長石坂正信（朱
印）→塚本憲甫

墨書　印刷　一紙 27.5×33.6 1通 2017P2071

34 卒業証 昭和2年3月10日 静岡高等学校長塚原政次
（朱印）→福岡県士族塚
本憲甫

墨書　一紙 28.0×40.5 1通 2017P2072

35 医学科学士試験合格証 昭和6年3月31日 東京帝国大学医学部長林
春雄（朱印）→塚本憲甫

墨書　賞状用紙 41.8×51.3 1通 2017P2073

36 辞令「東京帝国大学医学
部副手を嘱託す」

昭和6年4月23日 東京帝国大学→塚本憲甫 墨書　罫紙 28.2×19.8 1通 2017P2074

37 辞令「附属病院勤務を嘱
託す」

昭和6年4月23日 東京帝国大学医学部→東
京帝国大学医学部副手塚
本憲甫

墨書　罫紙 28.2×20.0 1通 2017P2075

38 辞令「財団法人癌研究会
附属康楽病院内科助手兼
放射線科員を嘱託す」

昭和9年9月17日 財団法人癌研究会→塚本
憲甫

墨書　罫紙 27.8×20.0 1通 2017P2076

39 辞令「東京帝国大学医学
部副手を嘱託す」

昭和20年6月10日 東京帝国大学→塚本憲甫 墨書　罫紙 37.6×19.6 1通 2017P2077

40 辞令「附属医院勤務を嘱
託す」

昭和20年6月10日 東京帝国大学医学部→東
京帝国大学医学部副手塚
本憲甫

墨書　罫紙 27.6×19.5 1通 2017P2078

41 辞令「財団法人癌研究所
評議員を嘱託す」

昭和21年2月21日 財団法人癌研究所会頭塩
田広重（朱印）→塚本憲
甫

墨書　罫紙 27.1×36.5 1通 2017P2079

42 学位記 昭和22年10月23日 東京大学（朱印）→塚本
憲甫殿

墨書　賞状用紙 30.0×41.1 1通 2017P2080

43 辞令書「総理府技官（放
射線医学総合研究所長）
に採用する」

昭和33年10月6日 科学技術庁長官三木武夫
（朱印）→塚本憲甫

印刷　一紙 25.8×18.0 1通 2017P2081
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44 放射線科専門医認定証 昭和44年3月30日 日本医学放射線学会第
二十八会会長阿武保郎
（朱印）→塚本憲甫

墨書　一紙 24.8×34.6 1通 2017P2082

45 塚本憲甫日記（高校2年か
ら大学3年まで）

1925年1月1日～
1929年5月23日

塚本憲甫 ペン書　日記帳 18.7×14.0 1冊 2017P2083

46 楽譜 （昭和時代） 塚本憲甫 ペン書　楽譜帳 15.6×12.0 1冊 2017P2084

47 塚本憲甫肉声テープ「祝
辞」

昭和43年11月3日、
昭和47年5月27日

塚本憲甫 音声　カセットテープ 7.0×10.9 1点 2017P2085

48 塚本憲甫肉声テープ「パ
パの声」

（昭和時代） 塚本憲甫 音声　カセットテープ 6.9×10.5 1点 2017P2086

49 スケッチブック （昭和戦前期） 塚本ルリ子 クレヨン画　貼り絵　
スケッチブック

18.8×26.5 1冊 2017P2087

50 勲一等瑞宝章 （昭和時代） 内閣→塚本憲甫 勲章（2点）　漆塗箱入 径7.5 7.0 1組 2017P2088

51 位記「従三位に叙す」 昭和49年6月7日 内閣総理大臣田中角栄→
正四位塚本憲甫

墨書（天皇御璽）　額
入

22.0×30.5 1通 2017P2089
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7. 太田隆二資料
〈資料内訳〉
1. 生活の用具 ………………………… 19 件 19 点
2. 信仰・年中行事の用具 …………… 23 件 23 点
3. 芸能・娯楽の用具 …………………… 3件 3点
4. 美術資料 ……………………………… 1件 1点
 〈総計〉46 件 46 点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈125.0　裄55.8 1着 2017P2090

2 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈139.5　裄63.7 1着 内側に糸で「タ」 2017P2091

3 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈118.5　裄54.0 1着 子ども用、右袖に破れ 2017P2092

4 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈99.5　裄48.6 1着 子ども用、補正あり 2017P2093

5 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿　絹 丈82.0　裄49.0 1着 子ども用、補正あり 2017P2094

6 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿　絹 丈98.5　裄53.5 1着 子ども用、紫陽花柄 2017P2095

7 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿　 丈114.3　裄55.0 1着 子ども用 2017P2096

8 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 麻 丈85.2　裄39.5 1着 子ども用、補正あり 2017P2097

9 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 麻　絹 丈82.5　裄57.5 1着 破れあり 2017P2098

10 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 絹 丈112.5　裄56.2 1着 綿入り 2017P2099

11 着物　 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈115.5　裄53.5 1着 綿入り 2017P2100

12 袴 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈59.0　幅47.0 1着 縦縞、子ども用、補正あ
り

2017P2101

13 袴 近代 使用者：太田正太郎 綿 丈83.0　幅54.5 1着 縦縞、内側に墨書で「福
岡二ノ五/太田正太郎」

2017P2102

14 布 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 35.0×221.0 1枚 右端に印あり 2017P2103

15 タオル 昭和時代 製作者：太田屋醤油店 綿 31.5×82.0 1枚 紙封筒に「粗品」「太田
屋醤油店」、博多大丸の
シールあり

2017P2104

16 手拭（蔵本町） 明治時代～
昭和時代ヵ

使用地：福岡市旧博多蔵本町 木綿 32.5×86.4 1点 縦縞、右に「藏」 2017P2105

17 手拭（蔵本町） 明治時代～
昭和時代ヵ

使用地：福岡市旧博多蔵本町 木綿 33.0×87.2 1点 縦縞、左に「藏」 2017P2106

18 タッパー 昭和時代 製作者：博多大丸友の会 プラスチッ
ク

長13.2　幅22.6　高6.5 1点 箱付き、箱に印字「ご入
会記念」

2017P2107

19 尿瓶 昭和時代 製作者：不詳 ガラス 長35.0　幅12.0　高14.0 1点 700㎖用 2017P2108

2.  信仰・年中行事の用具
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

20 博多祇園山笠西流
蔵本町当番法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 丈102.0　裄62.0 1着 内側に2箇所墨書で「太
田六郎」

2017P2109

21 博多祇園山笠西流
蔵本町当番法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 丈102.0　裄60.5 1着 内側に糸で「六」 2017P2110

22 博多祇園山笠西流
蔵本町当番法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎ヵ 木綿 丈94.5　裄61.3 1着 内側に墨書で「太田」 2017P2111

23 博多祇園山笠西流
蔵本町当番法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎ヵ 木綿 丈81.0　裄38.5 1着 内側に糸で「△」、子ど
も用、補正あり

2017P2112

24 博多祇園山笠西流
蔵本町当番法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 丈102.5　裄58.5 1着 内側に墨書で「太田六
郎」、糸で「フ」

2017P2113

1.  生活の用具
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

25 博多祇園山笠西流
蔵本町当番法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 丈92.7　裄60.2 1着 内側に墨書で「太田六
郎」、糸で数カ所「マ」「ム」

2017P2114

26 博多祇園山笠西流
蔵本町水法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 丈41.0　裄46.3 1着 内側に墨書で「太田六
郎」、子ども用

2017P2115

27 博多祇園山笠西流
蔵本町水法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎ヵ 木綿 丈75.0　裄51.0 1着 2017P2116

28 博多祇園山笠西流
蔵本町水法被

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 丈57.2　裄44.0 1着 内側に墨書で「太田六郎」 2017P2117

29 博多祇園山笠　締
め込み

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 34.5×370.0 1点 端に墨書で「太田六郎」 2017P2118

30 博多祇園山笠　締
め込み

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 36.0×370.8 1点 端に糸で「六」 2017P2119

31 博多祇園山笠　締
め込み

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 36.5×366.0 1点 端に墨書で「□」 2017P2120

32 博多祇園山笠　締
め込み

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 34.3×373.2 1点 端に墨書で「太田六郎　
下」「□大」、糸で「Ｌ」

2017P2121

33 博多祇園山笠　締
め込み

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 36.0×370.0 1点 端に墨書で「太田六郎　
上」「□大」、糸で「―」

2017P2122

34 博多祇園山笠　締
め込み

明治時代～
昭和時代

使用者：太田六郎 木綿 34.0×360.0 1点 端に墨書で「太田六郎　
下中」

2017P2123

35 絵馬「平成13年番
外山笠櫛田神社 元
寇来襲武勇鑑」

平成13年 櫛田神社 木 縦18.0　横13.0 1点 平成13年番外山笠櫛田
神社「元寇来襲武勇鑑」、
台付き

2017P2124

36 博多松囃子　裁着
袴

近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈99.0　幅103.0 1着 内側に墨書で「一八八号」 2017P2125

37 博多松囃子　裁着
袴

近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 綿 丈91.5　幅88.5 1着 2017P2126

38 幔幕 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 木綿 1344.0×1450.0 1点 家紋、商号 2017P2127

39 幔幕 明治23年3
月

使用地：福岡市旧博多蔵本町 木綿 1075.0×630.0 1点 横縞・家紋、商号（カク
ダイ）、○嘉あり

2017P2128

40 幔幕 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 木綿 1583.0×940.0 1点 紅白横縞 2017P2129

41 割子弁当箱 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 木　竹 長19.6　幅34.0　高64.9 1点 放生会で使用、箱に墨書
で「商号（カクダイ）醤
油屋」

2017P2130

42 重箱 近代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 木　漆塗 径18.5　高26.5 1点 丸型４段、鶴亀図、木箱
付き

2017P2131

3.  芸能・娯楽の用具
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

43 竹籠 昭和時代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 竹 長26.5　幅45.2　高13.5 1点 方形、取手付き 2017P2132

44 竹籠 昭和時代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 竹 長30.0　幅47.5　高17.5 1点 方形、取手付き 2017P2133

45 竹籠 昭和時代 使用地：福岡市旧博多蔵本町 竹 長30.0　幅28.5　高22.0 1点 六角形、取手付き 2017P2134

4.  美術資料
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

46 柳下鷹小禽図屏風 近代 中西耕石 紙本墨画淡
彩　屏風装

6曲1
隻

2017P2135
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8. 荒巻信子資料 ( 追加分）
〈資料内訳〉
歴史資料………………………………… 36 件 36 件

番号 名称 時代
作成 

（差出→宛所)
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 仙厓書状（梅尾の紅葉につ
いて）

文政4年7月 居□院（仙厓）→荒巻
十兵衛様

墨書　切紙 24.0×23.2 1通 虫損 2017P2136

2 仙厓詠草　初春 （江戸時代後期）〔仙厓〕 墨書　切紙 23.0×15.0 1枚 虫損 2017P2137

3 仙厓詠草　若藤 （江戸時代後期）厓（仙厓） 墨書　竪紙 22.5×23.7 1枚 2017P2138

4 仙厓書状（二川氏の批評に
ついて）

文政6年10月 厓（仙厓）→荒軍（荒
巻軍平）様

墨書　切紙 15.8×60.0 1通 2017P2139

5 沢庵詠草（沢庵配流の時の
歌）

文政7年3月21日〔仙厓〕 墨書　竪紙 27.0×37.5 1枚 虫損 2017P2140

6 仙厓詠草（山里に雪） 文政5年 〔仙厓〕 墨書　竪紙 38.5×26.5 1枚 虫損 2017P2141

7 仙厓・桜井大宮司詠草 文政７年９月 〔仙厓・桜井大宮司〕 墨書　竪紙 24.0×31.0 1枚 虫損 2017P2142

8 有栖川宮ほか詠草写 文政期）9月21
日

仙厓の筆にて写之、（荒
巻）行信

墨書　切紙 16.5×23.5 1枚 虫損 2017P2143

9 荒巻行信遺言（仙厓手跡の
保存について）

（江戸時代後期）六十四才行信 墨書　切紙 22.0×12.5 1通 2017P2144

10 某詠草（羊を牧ふ人） （江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　切紙 18.0×12.0 1枚 虫損 2017P2145

11 〔和歌についての問答〕 文政甲申9月21
日

〔仙厓→桜井大宮司〕 墨書　竪紙 24.7×33.7 1通 2017P2146

12 某詠草（釣、桜など） （江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　竪紙 24.0×31.5 1枚 虫損 2017P2147

13 某詠草（荒巻氏より送られ
た薬の礼ほか）

（江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　竪紙 29.7×23.5 1枚 虫損 2017P2148

14 仙厓詠草（朝日に写す影楼）文政7年9月 仙厓 墨書　竪紙 33.0×24.0 1枚 白波に消え行く
伽藍図有り

2017P2149

15 某詠草（飛梅ほか） 文政6年 〔仙厓ヵ〕 墨書　竪紙 32.5×24.5 1枚 虫損 2017P2150

16 某詠草（松を聴て二首） （江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　竪紙 25.0×27.0 1枚 虫損 2017P2151

17 仙厓詠草（太宰府天神に詣
して）

（江戸時代後期）仙厓 墨書　切紙 23.0×7.0 1枚 虫損 2017P2152

18 某詠草（夢、桜ほか） （江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　竪紙 25.0×37.0 1枚 虫損 2017P2153

19 仙厓詠草（春吉の花） （江戸時代後期）仙厓→荒さん 墨書　切紙 22.5×18.0 1枚 虫損、前欠 2017P2154

20 仙厓詠草（染井の松、老の
身ほか）

文政8年2月 仙厓、行信二十八才 墨書　竪紙 24.0×32.5 1枚 虫損、前後欠 2017P2155

21 某詠草（箱崎の松ほか） 天保8年8月拝受〔仙厓ヵ〕 墨書　竪紙 24.0×33.0 1枚 虫損 2017P2156

22 某詠草（独栖庵、春雨ほか）（江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　竪紙 32.0×24.0 1枚 2017P2157

23 日記断簡 （江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　罫紙
裏紙（5枚）

25.0×31.5 1組 法語集の裏面を
利用

2017P2158
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番号 名称 時代
作成 

（差出→宛所)
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

24 漢詩集断簡 （江戸時代後期）朱印「仙厓」 墨書　罫紙
（2枚）

23.7×31.0 1組 2017P2159

25 法語集断簡（南山律師） （江戸時代後期）〔仙厓ヵ〕 墨書　罫紙
断簡

22.0×12.0 1枚 2017P2160

26 写真　台湾製糖株式会社遠
景

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.5×15.0 1枚 2017P2161

27 写真　台湾製糖株式会社　
東宮殿下行啓御□立所跡

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.3×15.3 1枚 2017P2162

28 写真　台湾製糖内の砂糖の
山140万瓩の前で集合写真

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.2×15.5 1枚 2017P2163

29 写真　台湾製糖内の砂糖の
山140万瓩の前で集合写真

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.2×15.3 1枚 2017P2164

30 写真　台南州立農事試験場
での集合写真

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.1×15.3 1枚 2017P2165

31 写真　男性2人、記念植樹
前

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.2×15.5 1枚 右側が荒巻信子
氏の父ヵ

2017P2166

32 写真　男性3人、煉瓦造り
の建物前

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

15.5×11.0 1枚 左側が荒巻信子
氏の父ヵ

2017P2167

33 写真　煉瓦造りの洋館前　
台湾製糖社員の婦人らヵ

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.0×15.0 1枚 2017P2168

34 写真　女性12人　石造りの
洋館前　台湾製糖社員の婦
人らヵ

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.1×15.3 1枚 2017P2169

35 写真　女性11人　海抜8263
呎の杭を囲んで

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

11.2×15.3 1枚 8 2 6 3 f tは約
2518.5m

2017P2170

36 写真　水上に建てられた2
階建ての巨大建造物

（近代） 不明 白黒写真　
紙焼

10.5×14.3 1枚 3文字の扁額が
見える

2017P2171
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9. 浅浦達惠資料
〈資料内訳〉
近代資料
1. 成績表・修了証書等 ………………… 9件 9点
2. 写真等 ……………………………… 23 件 27 点
 〈総計〉32 件 36 点

番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 修業証書（尋常小学校
第1学年）

昭和2年3月23日 鴻巣尋常小学校（朱
印）→安武良雄

墨書　一紙　朱印 23.0×31.0 1枚 2017P2172

2 修業証書（尋常小学校
第2学年）

昭和3年3月23日 鴻巣尋常小学校（朱
印）→安武良雄

墨書　一紙　朱印 23.6×31.4 1枚 2017P2173

3 修業証書（尋常小学校
第3学年）

昭和4年3月23日 木屋瀬尋常高等小学
校（朱印）→安武良
雄

墨書　一紙　朱印 23.1×31.1 1枚 右上部欠 2017P2174

4 賞状（本学年中出席皆
勤）

昭和3年3月23日 鴻巣尋常小学校（朱
印）→安武良雄

墨書　一紙　朱印 19.4×27.0 1枚 2017P2175

5 児童成績通信表（安武
良雄）

大正15年度 下境尋常高等小学校 印刷　ペン書　朱
印

21.3×21.3 1枚 下部欠 2017P2176

6 児童成績通信表（安武
良雄）

大正15・昭和2年
度

鴻巣尋常小学校 印刷　ペン書　朱
印

21.8×28.0 1枚 下部欠 2017P2177

7 通信簿（安武良雄） 昭和3年度 木屋瀬尋常高等小学
校

印刷　ペン書　朱
印

21.8×30.3 1枚 下部欠 2017P2178

8 通告表（安武良雄） 昭和4年度 久原尋常高等小学校 印刷　ペン書　朱
印

19.4×26.4 1枚 2017P2179

9 通告表（安武忠良） 昭和22年度 吉塚中学校 印刷　ペン書　朱
印

18.4×25.6 1枚 2017P2180

2.  写真等

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

10 写真（子供5人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 16.9×20.2 1枚 台紙付 2017P2181

11 写真（男性集合） （昭和20年代） 撮影者不明 白黒写真 19.2×24.5 1枚 額装　板付基地
内

2017P2182

12 写真（秋季連合大運動
会皮靴工場応援団）

1936年 撮影者不明 白黒写真 11.4×15.7 1枚 2017P2183

13 写真（集合） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 11.7×16.0 1枚 福岡招魂社祭 2017P2184

14 写真（男性4人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.0×14.0 2枚 感謝状を持つ男
性

2017P2185
～2186

15 写真（警防団） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 5.3×7.5 1枚 2017P2187

1.  成績表・修了証書等
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番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

16 写真（安武良雄） （昭和時代）2月
20日

撮影者不明 白黒写真　ペン書 8.8×6.1 1枚 裏にペン書「元
気な良雄の最近
の姿　中隊舎前
にて　二月二十
日影す」と有

2017P2188

17 写真（安武良雄） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.5×7.8 1枚 2017P2189

18 写真（和装・結婚） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 15.6×11.2 1枚 安武良雄 2017P2190

19 写真（屋外集合・宴会）（昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.4×11.2 1枚 2017P2191

20 写真（集合・小学校） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.8×15.0 1枚 2017P2192

21 写真（集合・家族） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 7.8×11.5 1枚 2017P2193

22 写真（集合・家族5人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 7.9×11.5 1枚 2017P2194

23 写真（幼児2人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 6.0×4.8 1枚 2017P2195

24 写真（女性5人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 8.5×6.1 1枚 2017P2196

25 写真（集合・家族） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 8.0×11.5 1枚 2017P2197

26 写真（男性3人・墓前） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 7.4×11.0 1枚 2017P2198

27 写真（集合・家族6人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 10.9×7.5 1枚 2017P2199

28 写真（父子・山笠） 昭和24年7月 撮影者不明 白黒写真　鉛筆書 10.0×7.5 1枚 裏に鉛筆書「昭
和二十四年七月
祇園祭　櫛田神
社にて」と有

2017P2200

29 写真（男女5人） （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 7.8×9.9 1枚 2017P2201

30 写真（男性3人） （昭和20年代） 撮影者不明 白黒写真　鉛筆書 6.5×8.9 1枚 裏に鉛筆書「62」
と有

2017P2202

31 写真（男性5人） （昭和20年代） 撮影者不明 白黒写真　鉛筆書 11.4×7.7 1枚 裏に鉛筆書「37」
と有

2017P2203

32 アルバム台紙 （昭和時代） 撮影者不明 白黒写真 29.6×28.6 4枚 2017P2204
～2207
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10. 印正俊資料
〈資料内訳〉
近代資料（軍隊関係） ………………… 28 件 28 点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 大正7年7月改訂　在郷
軍人須知

大正7年9月5
日/第149版印
刷発行

帝国在郷軍人会本部/
発行

印刷　書冊　
墨書　朱印

16.1×11.7 1冊 表紙に墨書「対馬重
砲兵大隊第三中隊照
準手印上等兵（朱
印）」と有

2017P2208

2 逓信省保険料領収帳 大正10～13年 逓信省/製造 ペン書　鉛
筆書　朱印　
印刷

18.0×23.0 1通 2017P2209

3 軍隊手牒 （大正時代） 陸軍/発行　印芳右エ
門/所持

墨書　印刷　
朱印　布製

12.5×9.0 1冊 「軍隊手牒覆」（布製）
付

2017P2210

4 重砲照準徽章 大正時代 小林又七製 金属製 4.0×4.0 1点 木箱付　桜に小銃 2017P2211

5 肩章（上等兵） （大正時代～
昭和時代）

（陸軍製） 布　皮製 2.6×9.0 1対 2017P2212

6 奉公袋 （大正時代～
昭和時代）

帝国在郷軍人会堅粕
町分会印芳右エ門/所
持

麻製 34.0×23.0 1点 2017P2213

7 帝国在郷軍人会班番・
同副番・組番・同副番
徽章

（大正時代～
昭和時代）

帝国在郷軍人会本部/
製造　寿屋/納品

金属製　プ
ラスチック
製

径3.5 1点 紙箱付 2017P2214

8 帝国在郷軍人会会員徽
章

昭和15年9月
26日

帝国在郷軍人会本部/
製造

金属製 4.5×2.7 1点 木箱付 2017P2215

9 日の丸旗（信友印正司
に贈る）

皇紀2601年
（1941年）

大津肇→印正司 墨書　スフ
製　

71.0×76.5 1点 2017P2216

10 幟旗（祝入営　印正司
君）

（昭和17年） 不明 墨書　スフ
製　

108.0×80.0 1点 祈武運長久 2017P2217

11 旭日旗 （昭和戦中期）不明 木綿製 108.0×85.0 1点 2017P2218

12 軍服　上衣 （昭和20年） 印正司/着用 布製 丈68.8 1点 12・13で揃　襟章
（中尉）有

2017P2219

13 軍服　下衣 （昭和20年） 印正司/着用 布製 丈95.0　幅
64.0

1点 12・13で揃 2017P2220

14 軍服　下衣 （昭和20年） 印正司/着用 布製 丈101　幅
70.0

1点 夏衣ヵ 2017P2221

15 週番襷 （昭和20年） 印正司/使用 人絹製 全長74.0　幅
4.6

1点 墨書「大日本陸軍中
尉印正司」と有

2017P2222

16 軍帽 （昭和戦中期）（陸軍製） 布　皮製 径22.5　高
12.5

1点 徽章欠　ボタン有 2017P2223

17 正刀帯 （昭和戦中期）（陸軍製） 皮　金属製 全長86.0　幅
2.7

1点 2017P2224

18 略刀帯 （昭和戦中期）印正司/使用 墨書　布製　
金属

全長99.5　幅
7.5

1点 墨書「陸軍少尉印正
司」と有　認識票付

2017P2225
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 ベルト （昭和戦中期）印正司/使用 布　皮　金
属

全長115.0　
幅3.0

1点 2017P2226

20 手袋 （昭和戦中期）印正司/使用 布製 22.5×11.0 1組 ボタン付 2017P2227

21 革袋 （昭和戦中期）印正司/使用 皮製 全長30.5　最
大幅11.5

1点 紐付 2017P2228

22 刀袋 （昭和戦中期）不明 布製 全長127.5　
幅14.5

1点 2017P2229

23 脚絆 （昭和戦中期）（陸軍製） 皮製　金属 全高27.0　最
大径12.5

1対 内側に墨書で「印」
と有

2017P2230

24 水筒 （昭和戦中期）（陸軍製） 金属製　布
製

24.0×16.0 1点 布紐付 2017P2231

25 将校用飯盒 （昭和17～昭
和20年）

ニギリ矢製 金属製 21.0×17.3　
厚8.5

1点 中蓋付 2017P2232

26 紙箱（印瀧之助） 不明 不明 紙製 8.2×5.0 1点 27・28を収納 2017P2233

27 徽章 不明 不明 金属製　リ
ボン

全長3.2　幅
2.7

1点 26に収納 2017P2234

28 警察徽章（賞　功労） 不明 不明 金属製 4.8×4.0 1点 26に収納 2017P2235
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11. 池田陽一資料
〈資料内訳〉
近代資料（通信日付印つき葉書） …… 19 件 19 点

番号 名称 時代 郵便
局名 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 風景入通信日付印（太
宰府天満宮）

昭和6年8月10日 太宰府 葉書　切手　ス
タンプ

14.2×9.1 1枚 通信面にスタンプ「太宰府　
6.8.10」　葉書未使用

2017P2236

2 風景入通信日付印（筥
崎宮）

昭和6年12月17日 博多 葉書　切手　ス
タンプ

14.2×9.1 1枚 通信面にスタンプ「博多　
6.12.17」　葉書未使用

2017P2237

3 特殊通信日付印（日
満航空郵便連絡記念）

昭和7年11月3日 博多 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「日満航空郵
便連絡記念　7.11.3」　葉書未使
用

2017P2238

4 風景入通信日付印（福
岡黒木）

昭和7年12月24日 黒木 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「福岡黒木　
7.12.24」　葉書未使用

2017P2239

5 風景入通信日付印（福
岡二日市）

昭和7年12月24日 二日市 葉書　切手　ス
タンプ

14.2×9.1 1枚 通信面にスタンプ「7.12.24　福
岡二日市」　葉書未使用

2017P2240

6 特殊通信日付印（航
空郵便夜間逓送開始
記念）

昭和8年11月1日 博多 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「航空郵便夜
間逓送開始記念　博多　8.11.1」　
葉書未使用

2017P2241

7 特殊通信日付印（関
門及北九州防空演習
記念）

昭和9年10月5日 博多 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「関門及北九
州防空演習記念　9.10.5　博多」　
葉書未使用

2017P2242

8 風景入通信日付印（久
大線鉄道全通記念）

昭和9年11月15日 久留米 葉書　スタンプ 13.9×9.1 1枚 宛名面にスタンプ「久大線鉄道
全通記念　9.11.15　久留米」　葉
書未使用

2017P2243

9 風景入通信日付印（九
州連合畜産共進会）

昭和10年10月17
日

福岡 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「九州連合畜
産共進会　10.10.17　福岡」　葉
書未使用

2017P2244

10 風景入通信日付印（久
留米競馬場新設競馬
大会記念）

昭和10年12月15
日

久留米 葉書　スタンプ 13.9×8.9 1枚 宛名面にスタンプ「久留米競馬
場新設競馬大会記念　10.12.15　
久留米」　葉書未使用

2017P2245

11 風景入通信日付印（全
日本柔道東西対抗大
試合記念）

昭和11年4月30日 福岡・
雑餉隈

葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「全日本柔道
東西対抗大試合記念　11.4.30　
福岡・雑餉隈」　葉書未使用

2017P2246

12 風景入通信日付印（九
州帝国大学農学部開
学15周年記念）

昭和11年5月11日 博多 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「九州帝国
大学農学部開学十五周年記念　
11.5.11　博多」　葉書未使用

2017P2247

13 風景入通信日付印（博
多築港記念大博覧会）

昭和11年5月13日 福岡 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「博多築港記
念大博覧会　11.5.13　福岡」　葉
書未使用

2017P2248

14 風景入通信日付印（福
岡飛行場開設記念）

昭和11年6月6日 博多 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「福岡飛行場
開設記念　11.6.6　博多」　葉書
未使用

2017P2249

15 風景入通信日付印（福
岡競馬大会記念）

昭和11年9月23日 福岡・
雑餉隈

葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「福岡競馬大
会記念　11.9.23　福岡・雑餉隈」　
葉書未使用

2017P2250

16 風景入通信日付印（南
鮮及北九州地方防空
演習記念）

昭和11年10月2日 福岡 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「南鮮及北九
州地方防空演習記念　11.10.2　
福岡」　葉書未使用

2017P2251

17 風景入通信日付印（勧
業祭記念）

昭和11年11月21
日

久留米 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「勧業祭記念　
11.11.21　久留米」　葉書未使用

2017P2252

18 風景入通信日付印（福
岡県福岡師範学校創
立60周年記念）

昭和11年11月23
日

福岡 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「福岡県福
岡師範学校創立六十周年記念　
11.11.23」　葉書未使用

2017P2253

19 風景入通信日付印（八
幡市制20周年記念）

昭和12年3月20日 八幡 葉書　スタンプ 13.9×9.0 1枚 宛名面にスタンプ「八幡市制
二十周年記念　12.3.20　八幡」　
葉書未使用

2017P2254
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12. 山本俊子資料（追加分）
〈資料内訳〉
歴史資料………………………………… 18 件 18 点

番号 名称 時代
作成

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 免許（弓製法秘伝書） 天明7年正月 廣瀬弥吉通長
（黒印・花押）
ほか2名→山本
久吉

紙本墨書　巻子
装

縦19.9　横165.0 1巻 署名部分のみの
別紙附属、2と
表紙の紙質類似

2017P2255

2 一張弓之巻（弓製法秘
伝書）

（江戸時代） 不明 墨書　和装本 縦29.2　横23.2 1冊 裏表紙破損、1
と表紙の紙質類
似

2017P2256

3 百人一首花洛織 寛政6年初秋新刻 書画一筆洛西
下 川 邉 拾 水、
彫工匠浪華山
本 清 右 衛 門、
書林大坂堺筋
備後町和泉屋
善兵衛

木版墨摺　和装
本

縦25.6　横18.0 1冊 表紙見返し、奥
付は色摺

2017P2257

4 手鏡 （江戸時代） 天下一松村因
幡守藤原義信

真鍮製　手鏡 径21.0　長31.0 1面 2017P2258

5 嘴形金具 （江戸時代） 不明 真鍮製　嘴形 長4.0 1組 弓の部品ヵ 2017P2259

6 五角形筒型金具 （江戸時代～近代）不明 真鍮製　五角形
筒型

長2.6 1点 2017P2260

7 刀装具　縁 （江戸時代） 不明 真鍮製　縁 長3.4 1点 2017P2261

8 刀装具　鐺 （江戸時代） 不明 真鍮製　鐺 長3.0 1点 2017P2262

9 根付　桃 （江戸時代～近代）不明 石製　根付 長3.5 1点 2017P2263

10 金具　葵葉 （江戸時代） 不明 真鍮製　葵葉形 長2.1 1組 紐止め付 2017P2264

11 印章「清原嵩氏」ほか（江戸時代～近代）不明 石製　方形印章 縦2.4 横2.4 高3.3 1点 上下両面使い 2017P2265

12 印章「谷口」ほか （江戸時代～近代）不明 石製　長方形印
章

縦2.9 横1.0 高1.2 1点 上2面、左右各
１面使い

2017P2266

13 印章「山渓」ほか （江戸時代～近代）不明 石製　方形印章 縦1.9 横1.9 高2.1 1点 上下両面使い 2017P2267

14 印章「吉村氏」ほか （江戸時代～近代）不明 石製　長方形印
章

縦1.9 横 2.5 高0.4 1点 上下両面使い 2017P2268

15 印章「谷口」ほか （江戸時代～近代）不明 石製　長方形印
章

縦3.4 横1.9 高3.2 1点 上2面、下1面使
い

2017P2269

16 印章「天師位萬□盲」（江戸時代～近代）不明 石製　長方形印
章

縦2.9 横0.9 高1.9 1点 上面使い 2017P2270

17 印章「吉畛氏」ほか （江戸時代～近代）不明 石製　方形印章 縦1.9 横1.9 高0.9 1点 上下両面使い 2017P2271

18 印章「静」ほか （江戸時代～近代）不明 石製　長方形印
章

縦3.4 横1.2 高2.4 1点 上2面、下1面使
い

2017P2272
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13. 具足師田中家資料（追加分） 
〈資料内訳〉
歴史資料………………………………… 12 件 15 点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 絵図（本丸御やぐら光
之公・綱政公御召鎧部
分下図）

江戸時代中期 田中氏 墨書　一紙 縦24.0　横32.4 １枚「綱政公ひし板」「光
之公蝶番、ねちき3
本中締め、れんじ
はとのめ、中ノあ
ひ」ほか

2017P2273

2 絵図（吉之公壱番ひか
し）

江戸時代中期 田中氏 墨書　一紙 縦24.4　横33.9 １枚 脇板 2017P2274

3 書綴「刀　田中家蔵」 昭和15～21年 田中氏 縦24.2　横20.2 １綴 ⑴～⑷をとじ込み

3（1）証（刀研磨のための預
かり）

昭和15年5月13
日

出石町本町
上田晃靖よ
り生野町田
中様

墨書　一紙折
紙

2017P2275

3（2）御願 昭和20年10月9
日

田中義男よ
り生野警察
署長

墨書　罫紙 2017P2276

3（3）甲冑匠田中源工墓誌 昭和時代 田中家 墨書　罫紙 2017P2277

3（4）鉄砲等所持禁止令試行
規則二依ル刀剣類所持
許可申請

昭和21年1月1
日

田中義男よ
り兵庫県知
事岩田幸雄

墨書　罫紙 2017P2278

4 写真（平野国臣所持の
なた豆煙管と仕込み小
刀）

昭和時代 田中家 写真印刷 縦5.8　横8.7 １枚（裏）田中家朱印、
ペン書きにてなた
豆煙管、小刀由来
の覚え記載（破損）

2017P2279

5 刀　銘「筑前住信国源
正賢」

江戸時代中期 信国源正賢 鉄製　目釘穴
１穴

2尺2寸2分5厘
（73.9cm）　反り4分
5厘（1.5㎝）

１振 裏銘「田中勝定所
持」

2017P2280

6 脇差　無銘 戦国時代 不明 鉄製　目釘穴
２穴

1尺2寸9分5厘（43.1
㎝）

１振 先祖大和在住時よ
り持ち伝える、天
正ごろの作との言
い伝え

2017P2281

7 短刀 江戸時代後期 宗近 鉄製　目釘穴
なし

13.9㎝ １振 平野國臣の煙管仕
込み小刀か

2017P2282

8 茶漆塗打刀鞘 江戸時代後期 不明　田中
家所持

木製　漆塗　
金銅製

長さ78.9　長径4.0 １本 紺下げ緒、桐紋こ
じり、長政公大水
牛兜を修理した際
の余りの漆にて製
作

2017P2283

9 茶漆塗脇差鞘 江戸時代後期 不明　田中
家所持

木製　漆塗　
金銅製

長さ43.6　長径4.2 １本 紺下げ緒、五三桐
紋こじり、長政公
大水牛兜を修理し
た際の余りの漆に
て製作

2017P2284

10 打刀柄 江戸時代後期 不明　田中
家所持

木製　 革　
紺糸柄巻　金
銅

長さ27.2　長径3.8 1本 縁、目貫、柄頭（五三
桐紋）、紺糸下げ緒

2017P2285

11 脇差柄 江戸時代後期 不明　田中
家所持

木製　 革　
紺糸柄巻　金
銅

長さ13.8　長径3.9 1本 縁、獅子目貫、柄頭、
紺糸紺糸下げ緒

2017P2286

12 竹光 江戸時代後期 不明 木製　砥の粉
塗

長さ64.5　幅4.2 1本 2017P2287
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14. 中原直八郎資料
〈資料内訳〉
1. 信仰・年中行事の用具 ……………… 9件 9点
2. その他 ………………………………… 2件 2点
 〈総計〉11 件 11 点

番号 名称 時代 使用者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 博多祇園山笠　中洲
流水法被

平成6年7月13日 中原直八郎 綿 丈65.4　裄56.1 1着 2017P2288

2 博多祇園山笠　腹巻 平成6年7月13日 中原直八郎 綿 長33.1　幅492.0 1点 さらし 2017P2289

3 博多祇園山笠　手拭
（櫛田神社）

平成6年7月13日 中原直八郎 綿 長34.5　幅94.0 1枚 平成6年7月吉日/櫛
田神社祇園大祭/奉賛
RKB毎日放送

2017P2290

4 博多祇園山笠　締め
込み

平成6年7月13日 中原直八郎 綿 長43.5　幅418.0 1点 2017P2291

5 博多祇園山笠　舁き
縄

平成6年7月13日 中原直八郎 藁 長145.5 1点 2017P2292

6 博多祇園山笠　脚絆 平成6年7月13日 中原直八郎 綿 最大長32.5　最大幅37.0 1点 2017P2293

7 博多祇園山笠　地下
足袋

平成6年7月13日 中原直八郎 綿　ゴム 長25.5 1足 2017P2294

8 博多祇園山笠　鉄砲 平成6年7月13日 中原直八郎 藁　綿 長41.0 1点 2017P2295

9 博多祇園山笠　たす
き（紅白）

平成6年7月13日 中原直八郎 綿 長66.0 1点 2017P2296

2.  その他

番号 名称 時代
作者（制作
地）

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

10 紙袋「櫛田神社」 平成6年7月13日 櫛田神社 紙 長33.1　幅36.7 1点 2017P2297

11 カレンダー「博多祇
園山笠　台上がり記
念　平成6年」

撮影）平成6年7
月13日

博多祇園山
笠中洲流

印刷　ラミ
ネート加工

42.5×30.2 1枚 「寿　博多警察署長　
中原直八郎様　博多
祇園山笠集団山見せ」
「台上がり博多ン者に
認知され　平成六年
七月十三日」

2017P2298

1.  信仰・年中行事の用具

寄贈資料　14. 中原直八郎資料

― 106 ―



15. 永井彰子資料
〈資料内訳〉
歴史資料…………………………………… 7件 7点

番号 名称 時代
作成 

（差出→宛所）
品質形状 法量 員数 備考 備品番号

1 四弦琵琶 （江戸時代～近
代）

不明　一丸家より永井
彰子へ寄贈

朱塗　四弦琵
琶

長91.0　幅26.5 1棹 琵琶台付属 2017P2299

2 平野國臣書状（目
を拭い耳を洗て
十五日を待給へ）

（江戸時代後期）平野次郎→福岡英雄御
中　一丸家より永井彰
子へ寄贈

墨書　巻子装 縦17.3　横87.0 1通 2017P2300

3 琵琶撥 （近代） 不明 木製　撥 縦17.8　幅9.7 1本 2017P2301

4 盲僧調査写真帳（山
鹿良之、高木清玄、
高木ケサ子、永田
法順、橋口桂介、
森田勝浄）

（1980～90年代）渡辺信幸撮影　永井彰
子調査

四つ切サイズ
アルバム（1
頁にL判6枚収
納・計101枚）

縦32.3　横30.0 1冊 他に35mmネガフ
ィルム（213コマ）
あり

2017P2302

5 盲僧調査写真帳（一
丸家、感応院、藤
原家、成就院、玄
清法印之墓、常楽
院、景清廟、赤間
神宮、中村旭園ほ
か）

（1980～90年代）渡辺信幸・城本武千代
撮影　永井彰子調査

四つ切サイズ
アルバム（1
頁にL判6枚収
納・計96枚）

縦32.3　横30.0 1冊 他に35mmネガフ
ィルム（72コマ）
あり

2017P2303

6 ビデオ　柳川・山
鹿良之師荒神祭

1989年4月4日撮
影

永井彰子調査 VHSダビング
テープ　ケー
ス入

縦20.7　横12.3 1本 4に写真あり 2017P2304

7 三春人形「ザトウ
さん」

（現代） 本家 大黒屋（福島県郡
山市）

彩色　張子人
形　紙箱入

高14.5　幅6.0 1躯 「高柴デコ屋敷」
のリーフレット
同梱

2017P2305
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16. 中村利幸資料
〈資料内訳〉
絵葉書…………………………………… 6件 29 点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1（1）包紙（オリンピック東京大会記念） 1964年 亀倉雄策/監修　財団法
人東京オリンピック資金
財団/発行

色刷 19.0×13.2 1枚 3枚1組100
円

2017P2306

1（2）絵葉書（水泳） 1964年 亀倉雄策/デザイン　東
京オリンピック資金財団
/発行

色刷　葉書 14.4×10.4 1枚 2017P2307

1（3）絵葉書（陸上） 1964年 亀倉雄策/デザイン　東
京オリンピック資金財団
/発行

色刷　葉書 14.4×10.4 1枚 2017P2308

1（4）絵葉書（日の丸・五輪マーク） 1964年 亀倉雄策/デザイン　東
京オリンピック資金財団
/発行

色刷　葉書 14.4×10.4 1枚 折れ有 2017P2309

2（1）包紙（'64オリンピック東京大会速報1）1964年 毎日新聞社/発行 色刷 17.0×12.0 1枚 4枚1組60円 2017P2310

2（2）絵葉書「水泳競技が行われる、屋内総
合競技場本館」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2311

2（3）絵葉書「沖縄、奥武山競技場聖火台に
点火される聖火」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2312

2（4）絵葉書「オリンピアヘラ神殿前で行わ
れた聖火の点火式」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2313

2（5）絵葉書「国立競技場」 1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2314

3（1）包紙（'64オリンピック東京大会速報2）1964年 毎日新聞社/発行 色刷 17.0×12.0 1枚 4枚1組60円 2017P2315

3（2）絵葉書「聖火台で点火を終った坂井義
則君」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2316

3（3）絵葉書「「オリンピック競技は勝つこ
とではなく参加することである」とい
うクーベルタンの言葉を英、仏語で描
いた電光掲示板」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2317

3（4）絵葉書「九十四番目、しんがりを堂々
行進する日本選手団」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2318

3（5）絵葉書「参加全選手を代表しておごそ
かに宣誓する小野喬選手」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2319

4（1）包紙（'64オリンピック東京大会速報3）1964年 毎日新聞社/発行 色刷 17.0×12.0 1枚 4枚1組60円 2017P2320

4（2）絵葉書「陸上100メートルで10秒の壁
を破った米国ボブ・ヘイズ選手の驚異
の快走」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2321

4（3）絵葉書「女子バレーボール、日本対ポー
ランド戦で日本選手の堅実な戦いぶ
り」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2322
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

4（4）絵葉書「三宅義信選手は重量あげで
122.5kgのオリンピック新に成功した」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2323

4（5）絵葉書「レスリングフェザー級で金メ
ダルを獲得した渡辺選手の健闘」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2324

5（1）包紙（'64オリンピック東京大会速報4）1964年 毎日新聞社/発行 色刷 17.0×12.0 1枚 4枚1組60円 2017P2325

5（2）絵葉書「女子80メートルハードルに、
健闘の依田郁子選手」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2326

5（3）絵葉書「陸上10,000メートル決勝で6
位に入賞した円谷選手の力走」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2327

5（4）絵葉書「体操男子個人総合で優勝した
遠藤幸雄選手、鉄棒の妙技」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2328

5（5）絵葉書「延々9時間、死闘の末棒高と
びで優勝したハンセン選手（米国）」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2329

6（1）包紙（'64オリンピック東京大会速報5）1964年 毎日新聞社/発行 色刷 17.0×12.0 1枚 4枚1組60円 2017P2330

6（2）絵葉書「女子バレーボール、日本対ソ
連決勝戦で金メダル獲得の一瞬」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2331

6（3）絵葉書「女子200メートル平泳決勝で1
着となったソ連のプロズメンシコワ選
手」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2332

6（4）絵葉書「陸上で28年ぶり日の丸をあげ
たマラソンの円谷選手」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2333

6（5）絵葉書「次はメキシコへと歓呼にこた
えながら退場する日本選手団」

1964年 毎日新聞社/発行 色刷　葉書 14.2×10.3 1枚 2017P2334
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17. 清水昭男資料（追加分）
〈資料内訳〉
近代資料…………………………………… 6件 6点

18. 安松奈津子資料（追加分）
〈資料内訳〉
生活の用具………………………………… 5件 5点

番号 名称 時代
作者

（差出→宛所）
品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 卒業証書 昭和7年3月3日 奈良県立奈良中学校長
古川正澄→清水健男

墨書　朱印　
一紙

27.5×37.8 1枚 2017P2335

2 支那事変従軍記章之証 昭和15年4月29日 賞勲局総裁下條康麿
（朱印）→清水健男

墨書　印刷　
朱印　専用紙

29.5×41.5 1枚 2017P2336

3 〔辞令〕（金80円を賜う）昭和15年4月29日 賞勲局総裁下條康麿
（朱印）→清水健男

墨書　朱印　
一紙

20.8×29.5 1枚 2017P2337

4 〔辞令〕（任陸軍歩兵軍
曹）

昭和15年6月30日 歩兵第24連隊（朱印）
→清水健男

墨書　印刷　
朱印　一紙

22.7×30.8 1枚 2017P2338

5 仮記　第267872号（叙
勲八等授瑞宝章）

昭和18年11月11日 賞勲局→清水健男 墨書　一紙 22.6×30.8 1枚 2017P2339

6 勲記（勲八等） 昭和18年11月11日 賞勲局総裁瀬古保次
（朱印）

印刷　朱印　
専用紙

41.8×59.3 1枚 清水健男 2017P2340

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 鏡台 昭和時代 不明 ガラス・木他 高131.0　幅53.5　奥29.0 1台 帆足キヌ（初代金次
郎次女）使用

2017P2341

2 和服用コート 昭和時代 リリー洋装店 毛・絹 身丈77.0　裄67.0 1着 女性用　タグ「リリー
洋装店／福岡市 麹屋
町」

2017P2342

3 綿入羽織 昭和時代 不明 綿入　木綿・絹　鉄砲
袖　羽織紐付き

身丈70.0　裄51.0 1枚 子供用 2017P2343

4 着物 昭和時代 不明 袷　木綿　絣　鉄砲袖　
身八つ口あり　紐付き　
背上げあり　背縫いあ
り三ツ身

身丈70.0　裄51.0 1枚 子供用 2017P2344

5 丹前 昭和時代 不明 綿入　木綿・絹　博多
織　縞

身丈134.5　裄62.0 1枚 2017P2345

寄贈資料　17. 清水昭男資料（追加分）　18. 安松奈津子資料（追加分）

― 110 ―



19. 八尋シノブ資料（追加分）　
〈資料内訳〉
信仰・年中行事の用具…………………… 5件 5点

20. 二宮健資料（追加分）
〈資料内訳〉
歴史資料………………………………… 4件 14 点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 伊勢大神神殿舎
之図

近代 不明 紙本着色　掛
幅装

77.7×23.5 1幅 2017P2346

2 竃門神社　玉依
姫命

近代 拓本原資料：竃門神社 拓本　掛幅装 105.5×
24.3

1幅 拓本 2017P2347

3 猿田彦命図 不明 不明 紙本淡彩　掛
幅装

42.5×21.6 1幅 2017P2348

4 三社託宣 近代 原資料（書）：大神宮一
祢宜従二位荒木田神主
氏冨

印刷　掛幅装 78.3×23.5 1幅 天照皇大神/春日大神/八幡大神/許
□貳始文王紀天以題計務巌/清水神
乃意表玖彌茂信羅磐 /神風也五十
鈴□川乃宮柱伊玖/千世春米徳多知
芳事綿祁武/天乃志多神迺萬春天副
三笠山/珂既□嘉矩礼農人播安楽時
奈/大神宮一祢宜従二位荒木田神主
氏冨

2017P2349

5 三社託宣 近代 書：横田雄敬 紙本墨書　掛
幅装

87.6×29.1 1幅 天照皇大神宮/春日大明神/八幡大
菩薩/雖食鉄丸不受心穢人物/雖座
銅焔不到心濁人処/謀計雖為眼前利
潤必当神明罰/正直雖非一旦依怙終
蒙日月憐/雖曳千日注連不到邪見家
/雖為重服深厚可赴慈悲室/□□横
田雄敬書

2017P2350

番号 名称 時代 作者・作成 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 伝黒田長寛詠草
「滝」（瀧霞，羇
中雨）

江戸時代中期 伝黒田長寛（綱
政）

紙本着色　
墨書　折紙　
掛幅装

縦31.4　横44.5 1幅 （箱）「黒田長寛詠草」、（八
双）「長寛瀧」、表装に嘉
永2年の暦の丁紙を使用

2017P2351

2 遠賀郡木守村百
姓藤作像

慶応２年11月19日 高津山下文園主
人賛　菊圃生謹
画

紙本着色　
掛幅装

縦100.4　横33.4 1幅 賛「良民伝之所賛」（唐鍬
の工夫と生産、享保12年
26歳で組頭、延享岩塩組
頭を妹婿に譲る、宝暦3年
藩より褒賞

2017P2352

3 楠木正成像 天保4年6月 島村彬謹撰　梶
原景翼拝書　尾
形洞霄画

紙本着色　
掛幅装

縦115.5　横46.0 1幅 （箱）「楠公肖像」、（八双）
「楠公画像」、「関屋一致楠
公遠裔」

2017P2353

4 司法関係通知葉
書

明治33～38年 赤間町役場係宛 葉書　印刷　
墨書

縦9.0　横14.1 11枚 下関市役所、長崎控訴院
検事局ｂ、小倉区裁判所
検事局、大阪区裁判所検
事局

2017P2354
～2364

寄贈資料　19. 八尋シノブ資料（追加分）　20. 二宮健資料（追加分）
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21. 福岡印刷株式会社資料　
〈資料内訳〉
近代資料（印刷機械） ………………… 3件 26 点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 万年自働鋳造機 1950年/製造 林栄社 金属製 全高145.0　全幅102.0　
奥行80.0

1台 2017P2365

2 活字母型見本 昭和20年代 九活印刷機材株式
会社

金属製 16.5×22.5　厚2.0 1箱（12本） 2017P2366
～2377

3 活字母型見本 昭和20年代 日本活字鋳造株式
会社

金属製 16.5×22.5　厚2.0 1箱（13本） 2017P2378
～2390

22. 楢﨑さか枝資料
〈資料内訳〉
1. 生活の用具 …………………………… 2件 2点
2. 交通・交易の用具 …………………… 1件 1点
 〈総計〉3件 3点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 着物 昭和時代 楢崎絞店 浴衣　木綿　
絞り染め

身丈133.0　裄61.5 1枚 藍・紅 2017P2391

2 着物 昭和時代 楢崎絞店 浴衣　木綿　
絞り染め　
片裏布付

身丈144.0　裄67.0 1枚 藍 2017P2392

2.  交通・交易の用具
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 包紙 昭和時代 楢崎絞店 紙　印刷 縦54.0　横45.5 1枚 「□第参回五回内国勧業博覧会褒賞／国産
／博多絞」「筑前博多本通上洲崎町東詰／
楢崎善平／電話七百参拾壱番／振替口座福
岡弐百弐拾壱番」

2017P2393

1.  生活の用具

寄贈資料　21. 福岡印刷株式会社資料　22. 楢﨑さか枝資料
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24. 浅井孝資料
〈資料内訳〉
民俗知識関連の用具…………………… 2件 11 点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 『助産医学講義』購入）昭和10年
12月10日

日本助産医学会 印刷　書冊 22.0×14.6 10冊 第1～12号（4・11号欠番）、2号中
に領収書（13.0×14.7）昭和10年
12月10日付、野田タネコとあり、
陳情書（26.9×39.4）あり両面一
紙印刷

2017P2397
～2406

2 陳情書 昭和11年ヵ 日本助産医学会 印刷　一紙 26.9×39.4 1枚 両面印刷 2017P2407

23. 林信博資料（追加分）　
〈資料内訳〉
1. 商報 …………………………………… 1件 1点
2. 絵葉書 ………………………………… 1件 1点
3. 切手シート …………………………… 1件 1点
 〈総計〉3件 3点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 丸野商報 第六十二号 発行：昭和3年6月1日 丸野商店 紙　印刷 39.0×27.0 1枚 29.10.3 2017P2394

2.  絵葉書
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 絵葉書「（興津名所）西
港の夕釣」

紙　印刷 9.0×14.0 1枚 29.11.9 2017P2395

3.  切手シート
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 20円切手シート「比婆
道後帝釈国定公園」

発行：昭和47年3月24日 大蔵省印刷局 紙　印刷 21.0×12.7 1枚 29.11.15 2017P2396

1.  商報

寄贈資料　23. 林信博資料（追加分）　24. 浅井孝資料
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25. 石橋善弘資料（追加分）
〈資料内訳〉
1. 碇石 …………………………………… 1件 1点
2. 近代資料 ……………………………… 1件 1点
 〈総計〉2件 2点

26. 不破保資料
〈資料内訳〉
刀剣………………………………………… 2件 2点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 碇石「玄武号」中世～近
世

不明（福岡市南湊
町の商家が旧蔵）

玄武岩　一石
型

208×34×30
500Kg前後ヵ

1個 福薗美由紀2019「碇石 「玄武号」
について」『福岡市博物館研究紀要』
第28号

2017P2408

2.  近代資料
番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 予防手帳 昭和23年 姪浜校区衛生組合 印刷　ペン書　
朱印

13.2×9.0 1部 2017P2409

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 刀　無銘（兼春） （江戸時代） 兼春 鎬造　庵棟　目釘穴1個 長65.2　反2.2 1口 2017P2410

2 脇差　無銘（加州家次）（江戸時代） 家次 平造　庵棟　目釘穴1個 長36.0　反0.6 1口 2017P2411

1.  碇石

寄贈資料　25. 石橋善弘資料（追加分）　26. 不破保資料　
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27. 山崎暢子資料（追加分）　
〈資料内訳〉
1. 近代資料 ……………………………… 1件 1点
2. 書籍 …………………………………… 1件 1点
 〈総計〉2件 2点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 汽車土瓶 明治時代～大正時代 不明 陶製 底径7.5　高6.5 1点 2017P2412

2.  書籍
番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 福岡市立千代小学校創
立百二十周年記念誌　
千代

平成19年11月10日/
発行

百二十周年記念誌編集委員
会/編集　福岡市立千代小
学校百二十周年記念事業実
行委員会/発行

印刷　書冊 29.5×21.0 1冊 2017P2413

1.  近代資料

28. 丸岡千草資料
〈資料内訳〉
絵画………………………………………… 2件 2点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 双鳩図 江戸時代 伝・斎藤秋圃 紙本墨画淡彩　掛幅装 85.0×26.7 1幅 落款「韋行写」/「龝」「圃」連印 2017P2414

2 蓮に蟹図 明治11年
(1878)

村田香谷　画・賛 紙本墨画　掛幅装 140.3×47.2 1幅 落款「香谷」 / 「村田氏」白文方印・
「香谷」朱文方印 / 関防印「偶□」
白文印 / 賛「江上蓴鱸不用思秋風
吹老緑荷衣何時夜壓黄花酒笑擘霜
螯紫蟹肥」 / 箱蓋表「邨田香谷画」

2017P2415

29. 博多人形商工業協同組合資料
〈資料内訳〉
彫刻………………………………………… 1件 2点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 夫婦坐像 江戸時代後期 不明 木造　彩色
仕上げ

男性像／高18.1　幅16.1　奥12.0
女性像／高16.5　幅15.2　奥12.0

2躯 各像とも台座が付属　引出
し付きの厨子（39.7×42.0×
20.4）に安置する

2017P2416
～2417

寄贈資料　27. 山崎暢子資料（追加分）　28. 丸岡千草資料　29. 博多人形商工業協同組合資料
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31. 深川修資料
〈資料内訳〉
書跡………………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 亀井昭陽二行書 江戸時代後期 亀井昭陽 紙本墨書　掛幅装 127.5×28.2 1幅 2017P2419

32. 波田洋一資料
〈資料内訳〉
歴史資料…………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 黒漆塗桃形兜・白糸
威二枚胴具足

江戸時代 不明 鉄　革　布製　
漆塗

兜：鉢高23.4 前後
径25.2 左右径18.6
胴：高43.5

1領 2017P2420

30. 蛯子正子資料
〈資料内訳〉
刀剣………………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 品質・形状 法量 目釘穴 備考 備品番号

1 刀　銘　（一葉葵文）
主水正藤原正清

江戸時代中期 鎬造　庵棟　先反り　梨子地
肌、肌よく約まる　沸出来、互
の目大乱れ、刃中に沸筋あり　
茎は生ぶで入山型、鑢目やや勝
手下がり　表裏とも棒樋（片散
り）、丸留め、樋先上がる

刃長71.2
反り1.7

1 茶漆塗打刀拵付（全長99.3cm）、
拵袋1、刀袋2（内1つは旧袋）

2017P2418

寄贈資料　30. 蛯子正子資料　31. 深川修資料　32. 波田洋一資料
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33. 木村和男資料（追加分）
〈資料内訳〉
歴史資料…………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質　形状 法量 員数 備考 備品番号

1 伝貝原益軒書（唐古
詩）

江戸時代 貝原益軒 紙本着色　掛幅装 縦64.6　横25.8 1幅 2017P2421

34. 松村直寿資料（追加分）
〈資料内訳〉
近代資料…………………………………… 1件 1点

35. 堺光憲資料
〈資料内訳〉
近代資料…………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 算盤 （大正時代～昭和20年） 福岡貯蓄銀行 木製 11.0×29.0　厚4.0 1点 2017P2422

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 福岡市附近地理模型 （昭和15～17年） 不明 彩色　石膏製 径28.0　厚2.0 1点 2017P2423

寄贈資料　33. 木村和男資料（追加分）　34. 松村直寿資料（追加分）　35. 堺光憲資料
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38. 池田善朗資料（追加分）
〈資料内訳〉
近代資料…………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 レコード「日本の鉄道　RAIL 
SOUNDS OF JAPAN」

1959年 鷹司平通/監修・解説　日本
ビクター製

LPレコード 径30.0 1点　　ジャケット付 2017P2426

37. 今坂幸子資料
〈資料内訳〉
近代資料…………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 ミシン 1913年製 シンガー社製 木　金属製 天板43.3×90.4　全高
103.0

1台 2017P2425

36. 山本寅雄資料　
〈資料内訳〉
近代資料…………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 福岡市地図 昭和21年4月10日/発
行

同潤社/発行 色刷 36.3×43.1 1枚 2017P2424

寄贈資料　36. 山本寅雄資料　37. 今坂幸子資料　38. 池田善朗資料（追加分）

― 118 ―



39. 青木綜一資料
〈資料内訳〉
その他（写真資料） ……………………… 1件 1点

番号 名称 時代 撮影地 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 写真「博多祇園山笠大正15年6
番山笠土居流飾り山」

大正15年 福岡市博多旧
西芳寺前町

白黒写真　
額装

39.5×32.2 1枚 表）天慶治国光
見送り）猛威麾瓢風

2017P2427

40. 岩片ハル資料
〈資料内訳〉
生活の用具………………………………… 1件 1点

41. 石井里子資料
〈資料内訳〉
人形………………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 製作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 電気ミシン 昭和6年購入 シンガー社
（スコットランド
製）

鉄　木ほか 長22.7　幅50.5　高
33.8

1点 型番Y7337041　領収書、クラ
フトガイド、メンテナンス用品
付

2017P2428

番号 名称 時代 作者
（制作地）品質・形状 法量 員数 その他 備品番号

1 人形「熊野」昭和時代 白水八郎 陶製着色 高30.0　幅19.2　奥
16.5

1点 背面墨書「能人形／熊野特別一品仕上／福
岡県無形文化財技術保持／筑前博多五代人
形屋武平／白水八郎（花押）」

2017P2429

寄贈資料　39. 青木綜一資料　40. 岩片ハル資料　41. 石井里子資料
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＜寄　託　資　料＞





1. 眞武綾子資料（追加分）
〈資料内訳〉
歴史資料……………………………… 148 件 194 点

番号 名称 時代 作成
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 玄洋方　全 安政５戊午歳３月上
旬写之

不明 小横帳 9.1×20.0 1冊 薬の調合について、奥に
「眞武姓蔵本」「保生堂」
と墨書あり

2017D1

2 百人一首 江戸時代 不明 書冊 24.7×16.9 1冊 前後欠 2017D2

3 小学句読　内
篇・出所附　元

江戸時代 不明 木版　書冊 26.3×18.4 1冊 1丁目に蔵書印あり、表紙
見返しに「眞武杏山」と
墨書あり

2017D3

4 高等小学書キ方
手本　第四学年
用

明治39年1月20日翻
刻発行

翻刻発行兼印刷者　寶文館、発
売所　合名会社国定教科書協同
販売所

印刷　書冊 21.9×7.4 1冊 裏表紙に「福岡縣宗像郡
第四学□」と墨書あり

2017D4

5 小学博物教授書 明治6年10月（序文）文部省編纂、東京書肆　甘泉堂 木版　書冊 22.0×14.8 1冊 2017D5

6 小学農業教科書　
下巻

明治37年1月10日発
行 
同38年2月10日3版
印刷発行

著作者　福岡県教育会、発行所　
積文館支店など4社

印刷　書冊 22.6×15.1 1冊 裏表紙に「宗像郡宮田　
またけ用」と墨書あり

2017D6

7 修正　高等小学
第一読本　下巻

明治21年7月修正出
版

編輯者　広島県士族　佐澤太郎、
売捌所　文栄堂、大売捌所　星
文堂

木版　書冊 22.1×14.5 1冊 裏表紙見返しに「第壱学
年生　眞武岳誌」と墨書
あり

2017D7

8 修正　高等小学
第ニ読本　上下

明治21年7月修正出
版

編輯者　広島県士族　佐澤太郎、
売捌所　文栄堂、大売捌所　星
文堂

木版　書冊 22.5×15.2 2冊 2017D8
～9

9 修正　高等小学
第三読本　上巻

明治21年7月修正出
版

編輯者　広島県士族　佐澤太郎、
売捌所　文栄堂、大売捌所　星
文堂

木版　書冊 22.2×14.7 1冊 2017D10

10 小学地理　四 明治38年12月7日翻
刻発行

著作兼発行者　文部省、発売所　
合名会社国定教科書協同販売所

印刷　書冊 22.0×15.0 1冊 裏表紙に「宗像郡立東郷
高等小学校」「第四学年生　
眞武義次郎」と墨書あり

2017D11

11 高等小学修身書 明治38年12月18日
翻刻発行

著作兼発行者　文部省、発売所　
合名会社国定教科書協同販売所

印刷　書冊 22.0×14.2 1冊 裏表紙に「東郷高等小学
校第四学年　眞武義二郎」
と墨書あり

2017D12

12 大福万覚帳 明治22年巳丑正月吉
辰

不明 横帳 12.2×34.4 1冊 帳面左側欠損あり 2017D13

13 大福万覚帳 明治23年庚寅正月吉
辰

不明 横帳 12.3×36.2 1冊 帳面左側欠損あり 2017D14

14 大福万覚帳 明治24年辛卯正月吉
辰

不明 横帳 12.3×34.4 1冊 2017D15

15 普請諸用一切約
帳

明治26年巳8月吉辰 不明 横帳 12.4×34.5 1冊 2017D16

16 普請中一切控帳 明治26年午正月起 不明 罫紙　横帳 12.6×31.3 1冊 欠損あり 2017D17

17 大福万覚帳 明治26年癸巳正月吉
辰

不明 横帳 12.4×35.7 1冊 2017D18

18 大福万覚帳 明治27年午正月吉辰 不明 横帳 12.2×36.0 1冊 2017D19
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19 大福万覚帳 明治28年未正月吉辰 不明 横帳 12.4×36.0 1冊 2017D20

20 大福万覚帳 明治29年正月吉辰 不明 横帳 12.5×35.5 1冊 2017D21

21 大福万覚帳 明治30年丁酉正月吉
辰

不明 横帳 12.5×34.8 1冊 帳面左側欠損あり 2017D22

22 大福万覚帳 明治31年戊戌正月吉
辰

不明 横帳 12.4×34.2 1冊 帳面左側欠損あり 2017D23

23 大福万覚帳 明治時代 不明 横帳 12.7×36.1 1冊 表紙欠にて年次不詳、帳
外れあり

2017D24

24 大福万覚帳 明治時代 不明 横帳 12.4×35.2 1冊 前部欠、綴紐外れ 2017D25

25 地券 明治17年4月11日 福岡県（主事　宗像郡々長上野
弥太郎）→眞武杏山

一紙 25.2×32.8 1通 林拾五歩 2017D26

26 地券 明治17年2月19日 福岡県（主事　宗像郡々長上野
弥太郎）→眞武杏山

一紙 25.2×32.8 1通 田弐畝歩 2017D27

27 地券 明治17年2月19日 福岡県（主事　宗像郡々長上野
弥太郎）→眞武杏山

一紙 25.2×32.8 1通 田弐反歩 2017D28

28 地券 明治17年2月19日 福岡県（主事　宗像郡々長上野
弥太郎）→眞武杏山

一紙 25.2×32.8 1通 田弐反弐畝九歩 2017D29

29 地券 明治17年2月19日 福岡県（主事　宗像郡々長上野
弥太郎）→眞武杏山

一紙 25.2×32.8 1通 田六畝弐拾四歩 2017D30

30 地券 明治17年2月19日 福岡県（主事　宗像郡々長上野
弥太郎）→眞武杏山

一紙 25.2×32.8 1通 田三反五畝三歩 2017D31

31 地券 明治16年11月17日 福岡県（主事　郡長上野弥太郎
代理　宗像郡々書記　名護屋敬
吾）→眞武杏山

一紙 25.2×32.8 1通 宅地五畝弐拾壱歩 2017D32

32 地券 明治15年11月10日 福岡県（主事　宗像郡々長　権
藤貫一）→藤岡甚市

一紙 25.2×32.8 1通 田弐反三畝拾弐歩 2017D33

33 地券 明治15年7月13日 福岡県（主事　宗像郡々長　権
藤貫一）→梶野勝三郎

一紙 25.2×32.8 1通 田五反三畝廿七歩 2017D34

34 地券 明治13年8月10日 福岡県（主事　宗像郡々長　吉
田鞆次郎）→片山しけ

一紙 25.2×32.8 1通 田弐反壱畝三歩 2017D35

35 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武渡 一紙 30.3×40.5 1通 耕地五畝九歩 2017D36

36 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地壱反三歩 2017D37

37 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地五反六畝弐拾七歩 2017D38

38 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地三畝九歩 2017D39

39 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地弐反八畝壱歩 2017D40

40 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地弐畝三歩 2017D41

41 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地弐反歩 2017D42

42 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地五畝弐拾壱歩 2017D43

43 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地弐反九歩 2017D44

44 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地壱反弐拾四歩 2017D45

45 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 宅地九畝拾五歩 2017D46

46 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地五畝弐拾九歩 2017D47
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47 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地壱畝三歩 2017D48

48 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地九歩 2017D49

49 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地九歩 2017D50

50 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地壱畝九歩 2017D51

51 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地九歩 2017D52

52 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地壱反七畝歩 2017D53

53 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地三畝拾八歩 2017D54

54 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地三畝拾五歩 2017D55

55 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地四畝九歩 2017D56

56 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地四畝弐拾壱歩 2017D57

57 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 耕地九畝歩 2017D58

58 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 林壱反三畝歩 2017D59

59 地券 明治10年10月1日 福岡県→眞武杏山 一紙 30.3×40.5 1通 林壱反弐拾四歩 2017D60

60 賞状（第11回福
日赤ン坊会一等
賞）

昭和6年5月17日 顧問　九州帝国大学名誉教授医
学博士　伊東祐彦・審査長　九
州帝国大学教授医学博士　箕田
貢・主催　福岡日日新聞社→眞
武英一

一紙 27.5×39.4 1通 2017D61

61 賞状（第1回書道
競技大会五客賞）

昭和12年7月7日 福岡市警固尋常小学校→第一学
年　眞武英一

一紙 27.3×39.1 1通 2017D62

62 詔書 大正12年11月10日 小倉市京町八　関西印刷社謹製 一紙 26.9×39.5 2通 2017D63
～64

63 感謝状（国防資
材献納につき）

昭和13年9月20日 陸軍大臣　板垣征四郎→眞武エ
イ殿

一紙 24.4×31.1 1通 2017D65

64 感謝状（多年衛
生組長職勤労に
つき）

昭和13年4月29日 福岡市長　河内卯兵衛→元塩入
町衛生組長　眞武敬三

一紙 26.7×38.9 1通 2017D66

65 感謝状（多年町
総代職勤労につ
き）

昭和13年4月29日 福岡市長　河内卯兵衛→元塩入
町総代　眞武敬三

一紙 26.7×38.7 1通 2017D67

66 感謝状（民間金
属類特別回収運
動に尽力につき）

昭和17年3月31日 福岡県知事従四位勲三等　本間
精→眞武敬三殿

一紙 26.1×36.6 1通 2017D68

67 感謝状（慰問品
寄贈につき）

昭和13年3月9日 福岡聯隊区司令官　陸軍歩兵大
佐　池ノ上賢吉→眞武敬三殿

一紙 24.5×34.4 1通 2017D69

68 表彰状（勤続15
年精勤につき）

昭和3年12月12日 社団法人　生命保険会社協会　
理事会会長　弘世助太郎→眞武
敬三殿

一紙 25.5×34.5 1通 2017D70

69 感謝状（動植物
園設置に際する
寄付金につき）

昭和8年12月1日 福岡市長　久世庸夫→塩入町　
町総代殿

一紙 25.8×35.3 1通 2017D71
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70 感謝状（慰問金
品寄贈につき）

昭和6年12月11日 関東軍司令部→在支那邦人派遣
軍隊安全祈願福岡地方稲荷神社
五十ヶ社三万人参拝団世話人　
眞武敬三殿

一紙 27.3×39.5 1通 2017D72

71 感謝状（愛国飛
行機福岡市号献
納に翼賛につき）

昭和8年9月1日 福岡市長　久世庸夫→塩入町殿 一紙 29.0×39.0 1通 2017D73

72 医術開業免状 明治35年10月24日 内務大臣正三位勲一等男爵　内
海忠勝・内務省衛生局長正五位
勲四等　長谷川泰→眞武敬三

一紙 36.9×45.4 1通 2017D74

73 卒業証 明治35年6月 京都府立医学校長従六位　島村
俊一→眞武敬三

一紙 39.4×56.1 1通 2017D75

74 賞状（第1回写生
競技大会佳作賞）

昭和12年6月21日 福岡市警固尋常小学校→第一学
年　眞武英一

一紙 19.7×27.0 1通 2017D76

75 決選回出場資格
証

（昭和6年5月） 福岡日日新聞社　赤ン坊会→眞
武英一

葉書 16.5×10.2 1通 2017D77

76 委嘱状（福岡市
警固防護委員会
委員）

昭和11年9月9日 福岡市防護団長　久世庸夫→眞
武敬三

一紙 26.8×19.5 1通 2017D78

77 感謝状（護国神
社建設資金寄付
につき）

昭和15年4月 福岡市長　畑山四男美→眞武敬
三殿

一紙 25.7×17.6 1通 2017D79

78 委嘱状（福岡市
平尾本町町内会
副会長）

昭和15年11月30日 福岡市長→眞武敬三殿 一紙 26.9×19.7 1通 2017D80

79 一行書「融和」 明治時代～昭和時代 不明 紙本墨書　掛
幅装

135.5×
62.7

1幅 2017D81

80 梅林図 江戸時代～明治時代 不明 絹本着色　掛
幅装

36.5×55.0 1幅 2017D82

81 芍薬図 明治時代～昭和時代 晴堂 絹本着色　掛
幅装

114.2×
36.4

1幅 2017D83

82 虎丘土塔図 昭和戊寅霜月 伯仙老生 紙本墨画　掛
幅装

132.5×
33.3

1幅 2017D84

83 松に鶴図 江戸時代 容斎探澤藤原守永 紙本着色　掛
幅装

99.5×41.6 1幅 2017D85

84 牡丹図 明治時代 大韓国平壌石僊金京夏 紙本墨画　掛
幅装

135.2×
46.4

1幅 2017D86

85 三行書「君が代」昭和3年 大内秀山拝書 紙本墨書　掛
幅装

134.8×
32.8

1幅 2017D87

86 梅図 江戸時代 梅華山人（田尻梅翁）写・（二川）
相近謹題

紙本墨画　掛
幅装

97.5×27.7 1幅 2017D88

87 鉄相書 江戸時代 八十老僧鉄相書 紙本墨書　掛
幅装

30.3×44.1 1幅 2017D89

88 富士図 明治時代～昭和時代 梅堂写 絹本着色　掛
幅装

34.5×39.2 1幅 2017D90

89 山水図 大正乙丑夏日 五雲仙史賛 紙本墨画　掛
幅装

135.6×
33.4

1幅 2017D91
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90 菅原大神御像 明治時代～昭和時代 官幣中社太宰府神社 印刷　掛幅装 72.3×25.0 1幅 2017D92

91 竹図 江戸時代～明治時代 岡部□□拝書 紙本墨画　掛
幅装

126.2×
29.7

1幅 2017D93

92 一行書 江戸時代 鳳鳴書 紙本墨書　掛
幅装

93.2×24.0 1幅 2017D94

93 天神像 明治時代～昭和時代 不明 印刷　掛幅装 51.5×22.5 1幅 2017D95

94 和歌（須磨の関
…）

江戸時代 不明 切紙　墨書 32.4×40.3 1点 藤原俊成の和歌 2017D96

95 和歌（思ふこと
なく…）

江戸時代 不明 切紙　墨書 42.2×29.2 1点 藤原輔尹の和歌 2017D97

96 茄子に鈴虫図 明治時代～昭和時代 不明 紙本着色　め
くり

30.9×55.6 1点 2017D98

97 拓本 明治時代～昭和時代 不明 拓本　めくり 103.8×
29.7

1点 2017D99

98 仙厓絶筆碑拓本 明治時代～昭和時代 不明 拓本　めくり 96.7×27.5 1点 2017D100

99 漢詩 明治時代～昭和時代 不明 切紙　墨書 32.5×54.5 1点 2017D101

100 達磨図 明治時代～昭和時代 天院山人併題 紙本着色　め
くり

138.5×
34.7

1点 2017D102

101 山水図 明治時代～昭和時代 不明 紙本墨画　め
くり

109.0×
26.8

1点 2017D103

102 瓢箪図 明治時代～昭和時代 天籟筆 紙本淡彩　め
くり

136.3×
32.4

1点 2017D104

103 梅図 昭和6年 良廣 紙本墨画　め
くり

136.7×
34.4

1点 2017D105

104 今上天皇陛下宸
筆

大正2年10月31日 大阪朝日新聞 印刷　めくり 96.7×30.3 1点 11,397号付録、大正天皇 2017D106

105 一行書（わかみ
せに…）

大正時代～昭和時代 不明 紙本墨書　め
くり

134.2×
33.5

1点 筆者署名あるも難読にて
詳細不明

2017D107

106 和歌 大正時代～昭和時代 徳秋 紙本墨書　め
くり

97.3×23.3 1点 2017D108

107 一行書「哲人日
已遠」

大正時代～昭和時代 真瑞 紙本墨書　め
くり

138.1×
34.1

1点 2017D109

108 四行書 大正時代～昭和時代 真瑞 紙本墨書　め
くり

34.3×
137.4

1点 2017D110

109 二行書 大正時代～昭和時代 奉浦深江咸拝呈 紙本墨書　め
くり

111.9×
31.9

1点 2017D111

110 二行書 大正時代～昭和時代 八十一翁謙書 紙本墨書　め
くり

139.3×
34.4

1点 2017D112

111 二行書「和敬」 大正時代～昭和時代 七十四翁清□書 紙本墨書　め
くり

35.0×67.4 1点 2017D113

112 達磨図 明治時代～昭和時代 不明 紙本着色　め
くり

30.0×27.4 1点 2017D114

113 和歌 大正時代～昭和時代 徳秋 紙本墨書　め
くり

31.1×29.6 1点 2017D115
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番号 名称 時代 作成
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

114 和歌 大正時代～昭和時代 不明 紙本墨書　め
くり

23.9×35.4 1点 「御製」「皇后宮御歌」の2
首

2017D116

115 書簡 大正2年2月 公爵　桂太郎 石版刷　切紙 18.6×
108.7

1通 新政党組織につき 2017D117

116 十六羅漢図 明治時代～昭和時代 不明 紙本墨画　め
くり

57.2×
125.4

1点 2017D118

117 二行書 江戸時代 鳳鳴書 紙本墨書　め
くり

124.1×
51.8

1点 2017D119

118 二行書 江戸時代 （鳳鳴） 紙本墨書　め
くり

123.0×
51.5

1点 2017D120

119 二行書 江戸時代 （鳳鳴） 紙本墨書　め
くり

123.4×
51.8

1点 2017D121

120 二行書 江戸時代 （鳳鳴） 紙本墨書　め
くり

123.4×
51.8

1点 2017D122

121 二行書 江戸時代 （鳳鳴） 紙本墨書　め
くり

123.4×
51.8

1点 2017D123

122 二行書 江戸時代 （鳳鳴） 紙本墨書　め
くり

123.4×
51.8

1点 2017D124

123 薬瓶 大正時代～昭和時代 眞武医院 ガラス製 高10.7　底
径4.8

2点 2017D125
～126

124 根付（猿） 江戸時代 定由 象牙 高3.0　幅
4.4

1点 2017D127

125 根付（茄子） 江戸時代 不明 木製 高2.1　幅
6.8

1点 2017D128

126 銅銭 不明 不明 銅製 径2.9（最
大）

10枚 紐で一括、№126～133ま
で紙製箱に一括

2017D129
～138

127 周元通宝 不明 不明 銅製 径5.8 1枚 2017D139

128 寛永通宝 江戸時代 不明 銅製 径2.8（最
大）

12枚 2017D140
～151

129 天保通宝 江戸時代後期 不明 銅製 4.9×3.2 1枚 2017D152

130 こじり 江戸時代 不明 銅製 3.2×1.6×
1.0

1点 2017D153

131 三所物 江戸時代 不明 銅製 3点
1揃

獅子・蕪 2017D154
～156

132 国勢調査徽章 大正14年 内閣 真鍮製 径2.6 1点 2017D157

133 国勢調査徽章 昭和10年 内閣 真鍮製 径2.4 1点 2017D158

134 短刀　銘　兼久 江戸時代 兼久 拵入 長28.9　反
0.1

1口 小刀　銘「志津三郎源兼
氏」が附属

2017D159

135 蒔絵角皿 天保8年2月吉祥日 不明 漆　蒔絵（蓋
付、木箱入）

21.2×21.1
×10.2

1口 2017D160

136 蒔絵吸物椀 江戸時代後期 不明 漆　蒔絵（木
箱入）

径13.2　高
7.6

10口
2揃

木箱に「塩屋多四郎　吉
野屋徳兵衛様」「眞武杏山」
など墨書あり

2017D161
～180
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番号 名称 時代 作成
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

137 重箱 江戸時代後期 不明 漆（木箱入） 16.4×14.3
×18.4

1組 木箱に「眞武杏山主」と
墨書あり

2017D181

138 蒔絵盃 江戸時代後期 不明 漆　蒔絵（木
箱入）

径12.2　高
4.1（最大）

3口
1組

木箱蓋裏に「眞武順庵」
と墨書あり

2017D182
～184

139 一行書（妙在一
心）

明治時代～昭和時代 頭山満 紙本墨書　額
装

1面 2017D185

140 藩札（備中足守
藩・銀壱匁）

享保15年 産物会所　松田又助 楮、雁皮など 14.6×3.7 1枚 2017D186

141 藩札（伊予大洲
藩・壱匁）

延享3年11月 大洲藩 楮、雁皮など 16.9×4.6 1枚 2017D187

142 藩札（伊予大洲
藩・銀拾匁）

江戸時代後期 修成館 楮、雁皮など 16.0×4.3 1枚 諸産物代銀預 2017D188

143 藩札（伊予大洲
藩・銀五匁）

江戸時代後期 修成館 楮、雁皮など 16.1×4.3 1枚 諸産物代銀預 2017D189

144 藩札（伊予大洲
藩・銀壱匁）

江戸時代後期 修成館 楮、雁皮など 16.2×4.3 1枚 諸産物代銀預 2017D190

145 藩札（安芸広島
藩・銀五匁）

明和元年 三原屋清三郎・三原屋小十郎・
伊豫屋吉左衛門

楮、雁皮など 18.5×4.9 1枚 2017D191

146 藩札（伊予松山
藩・三分）

宝暦12年 銀札場 楮、雁皮など 16.1×4.3 1枚 2017D192

147 藩札（近江彦根
藩・米壱升　代
壱匁預）

寛政11年 □替所 楮、雁皮など 15.2×3.4 1枚 2017D193

148 藩札 江戸時代 不明 楮、雁皮など 14.0×4.1 1枚 表面の摩耗により詳細不
明

2017D194
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2. 眞武淳一資料
〈資料内訳〉
1. 歴史資料 ……………………………… 1件 1点
2. 書籍 …………………………………… 1件 1点
3. 絵画資料 ……………………………… 2件 3点
 〈総計〉4件 5点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 薬箱 江戸時代 眞武家所用 木箱 34.0×19.5×30.0 1点 内部は5段に分かれ、101種類の生薬を入
れる紙袋が収められる

2017D195

2.  書籍
番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 類聚方 明和元年元板　
寛政11年再板

吉益東洞撰 木版　書冊 16.5×10.2 1冊 2017D196

3.  絵画資料
番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 花鳥図屏風 江戸時代 不明 紙本着色　屏風装 各隻114.6×343.8 6曲1双 2017D197
～198

4 達磨図 大正時代 鉄僊画 紙本墨画　掛幅装 55.0×65.0 1幅 2017D199

1.  歴史資料

3. 清岩寺資料
〈資料内訳〉
絵画………………………………………… 2件 2点

番号 名称 時代 作者 品質　形状 法量 員数 備考 備品番号

1 黒田一成像 江戸時代 江雲賛　粛巌宗敬図画併賛併騰 絹本着色　掛幅装 縦78.0　横50.8 1幅 2017D200

2 黒田一任像 江戸時代 不明 絹本着色　掛幅装 縦67.4　横44.0 1幅 2017D201

寄託資料　2. 眞武淳一資料　3. 清岩寺資料
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＜購　入　資　料＞





1. 絵画
〈資料内訳〉
絵画………………………………………… 5件 6点

2. 歴史資料
〈資料内訳〉
歴史資料…………………………………… 1件 1点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 白衣観音図 江戸時代初期
（17世紀）

狩野昌運 絹本墨画淡彩　
掛幅装

87.0×34.6 1幅 落款「狩野昌運筆」／「鉤深斎」朱
文方印／箱表「観音之図　昌運筆」
／箱蓋裏「探道誌　□（朱文印）」

2017B1

2 桜に馬図 江戸時代初期
（17世紀）

狩野昌運 紙本墨画着色　
掛幅装

75.8×34.8 1幅 落款「狩野昌運筆」／「鉤深斎」朱
文方印

2017B2

3 牛馬図 江戸時代初期
（17世紀）

狩野昌運 絹本着色　掛
幅装

（左）97.7×41.3 
（右）97.5×41.4

双福 落款「狩野法橋昌運筆」（左右とも）
／「鉤深斎」朱文方印（左右とも）
／箱表「桃花牛・花山駒　狩野昌運
筆」／箱蓋裏「法門院什物」

2017B3
～4

4 三夕図（藤原定家） 江戸時代初期
（17世紀）

狩野昌運 絹本墨画淡彩　
掛幅装

66.8×34.6 1幅 落款「狩野法橋昌運藤原季信図之」
／「□□」白文方印

2017B5

5 山笠図下絵（鉄鏃
鎮颶術）

明治4年 不明 紙本墨画　掛
幅装

144.7×39.7 1幅 博多祇園山笠一番流魚町中 2017B6

番号 名称 時代 作成 品質　形状 法量 員数 備考 備品番号

1 栗山大膳記 正徳5年 荒木・田口氏 墨書　書冊 縦28.5　横21.5 1冊 2017B7

購入資料　1. 絵画　2. 歴史資料
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＜平成28年度寄贈資料＞





1. 多田洋子資料
〈資料内訳〉
近代資料
1. 新聞附録 …………………………… 14 件 14 点
2. 広告 ………………………………… 76 件 77 点
3. その他 ……………………………… 17 件 18 点
 〈小計〉107 件 109 点

番号 紙名 発行日 発行者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 福岡日々新聞附録 明治30年10月31日 （福岡日日新聞） 印刷 9.8×26.5 1部 2016P16284

2 福岡日々新聞附録 明治30年11月9日 （福岡日日新聞） 印刷 18.8×20.2 1部 2016P16285

3 福岡日々新聞附録 明治30年11月14日 （福岡日日新聞） 印刷 10.0×26.5 1部 2016P16286

4 福岡日々新聞附録 明治30年11月16日 （福岡日日新聞） 印刷 10.5×19.8 1部 2016P16287

5 福岡日々新聞附録 明治30年11月18日 （福岡日日新聞） 印刷 20.2×26.4 1部 2016P16288

6 福岡日々新聞附録 明治30年11月19日 （福岡日日新聞） 印刷 17.5×19.8 1部 2016P16289

7 福岡日々新聞附録 明治30年11月23日 （福岡日日新聞） 印刷 18.0×19.8 1部 2016P16290

8 福岡日々新聞附録 明治30年11月27日 （福岡日日新聞） 印刷 11.0×20.0 1部 2016P16291

9 福岡日々新聞附録 明治30年11月28日 （福岡日日新聞） 印刷 20.2×19.8 1部 2016P16292

10 福岡日々新聞附録 明治30年11月30日 （福岡日日新聞） 印刷 20.2×18.0 1部 2016P16293

11 福岡日々新聞附録 明治30年12月2日 （福岡日日新聞） 印刷 10.8×20.5 1部 2016P16294

12 福岡日々新聞附録 明治30年12月3日 （福岡日日新聞） 印刷 14.0×26.8 1部 2016P16295

13 福岡日々新聞附録 明治30年12月4日 （福岡日日新聞） 印刷 20.8×17.5 1部 2016P16296

14 福岡日々新聞附録 明治30年12月5日 （福岡日日新聞） 印刷 22.2×19.3 1部 2016P16297

2．広告
番号 紙名 発行日 発行者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

15 チラシ（万仕立物開店
広告）

（明治37年11月） 多田国八 印刷 16.4×24.3 1枚 2016P16298

16 チラシ（山田旅館新築
落成広告）

丁未夏日（明治40年）山田旅館 色刷　 26.8×38.8 1枚 2016P16299

17 折込チラシ（洋品雑貨）（大正14年7月1日） 山下用品店ほか
11店舗

色刷　 33.3×24.5 1枚 2016P16300

18 チラシ（関東関西参拝
遊覧団体募集規定書）

（大正7年） 二日市団体募集
主催者

色刷　 26.2×38.5 1枚 2016P16301

19 号外広告「日露戦争未
来記」

（明治33年） 大阪法令館本部 色刷　 16.0×22.3 1枚 短冊入り 2016P16302

20 短冊「日露戦争未来記
に付して追尾広告」

（明治33年） 大阪法令館本部 色刷　 15.2×5.1 1枚 19に同封 2016P16303

21 折込チラシ「着荷御案
内」

（大正13年5月28日） 川上呉服店 色刷　 15.5×23.0 1枚 2016P16304

1.  新聞付録
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番号 紙名 発行日 発行者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

22 折込チラシ（宮原タク
シー開店広告）

（昭和38年6月） （宮原タクシー甘
木営業所）

色刷 19.7×27.0 1枚 2016P16305

23 折込チラシ（生地夏物
在庫）

（昭和38年7月20日） 合名会社キシモ
ト

色刷 27.3×38.3 1枚 2016P16306

24 折込チラシ（毛糸） （昭和37年2月6日） 山口屋 色刷 19.0×26.8 1枚 2016P16307

25 折込チラシ（スーツ生
地）

（昭和37年6月16日） キシモト 色刷 38.5×18.0 1枚 2016P16308

26 チラシ（富士電機洗濯
機）

（昭和38年4月23日） 富士電機製造株
式会社

カラー印刷　
スタンプ

18.5×26.3 1枚 2016P16309

27 折込チラシ（甘木東映
5月案内）

（昭和38年4月30日）（甘木東映） 色刷 25.2×51.8 1枚 2016P16310

28 折込チラシ（社員募集）（昭和38年5月7日） 蛇の目ミシン工
業株式会社

色刷 18.0×26.2 1枚 2016P16311

29 折込チラシ（富士電機
洗濯機）

（昭和38年5月7日） 富士電機製造株
式会社

カラー印刷　
スタンプ

18.5×26.3 1枚 2016P16312

30 折込チラシ（時刻表付
カレンダー）

（昭和38年5月21日） 矢野タクシー 色刷 39.4×27.2 1枚 2016P16313

31 折込チラシ（生地掘出
し大会）

（昭和38年6月7日） 合名会社キシモ
ト

色刷 27.1×38.3 1枚 2016P16314

32 折込チラシ（量販店特
売）

（昭和38年6月7日） 丸善センター 色刷 38.2×27.1 1枚 2016P16315

33 折込チラシ（太刀洗病
院）

（昭和38年6月12日） 医療法人太刀洗
病院

色刷 36.2×26.2 1枚 2016P16316

34 折込チラシ（マント屋）（昭和38年7月7日） 矢野マント屋 色刷 26.7×37.8 1枚 2016P16317

35 折込チラシ（祇園特別
セール）

（昭和38年7月11日） 矢野ふとん店 色刷 27.0×38.2 1枚 2016P16318

36 折込チラシ（創業祭）（昭和38年7月11日） 甘木協栄会 二色刷 39.2×27.2 1枚 2016P16319

37 折込チラシ（三菱テレ
ビ）

（昭和38年7月11日） 三菱電機 
配布：有限会社
小野電気商会

カラー印刷　
スタンプ

21.0×29.7 1枚 2016P16320

38 折込チラシ（保健教室
案内）

（昭和38年7月17日） 毎日新聞社 両面刷 19.0×26.6 1枚 2016P16321

39 折込チラシ（営業再開）（昭和37年8月1日） 衣料百貨丸石 印刷 15.8×22.0 1枚 2016P16322

40 折込チラシ（原子風呂）（昭和37年9月29日） やひめ温泉 色刷 18.4×26.5 1枚 2016P16323

41 折込（親子同伴割引券）（昭和37年9月29日） 甘木東映 印刷 6.6×18.1 1枚 2016P16324

42 折込チラシ（謝恩セー
ル）

（昭和37年1月9日） 合資会社山本自
転車商会

印刷 18.8×26.4 1枚 2016P16325

43 折込チラシ（保坂屋の
特売）

（昭和38年8月6日） 保坂屋 印刷 36.5×25.0 1枚 2016P16326

44 折込チラシ（生徒募集）（昭和39年5月9日） ヤマハ文化堂 印刷 18.7×26.8 1枚 2016P16327

45 チラシ（メンソレータ
ム）

（昭和22年） 日本メンソレー
タム本舗

二色刷 14.5×20.0 1枚 2016P16328
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番号 紙名 発行日 発行者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

46 折込チラシ（量販店特
売）

（昭和37年6月23日） 丸善センター 印刷 37.9×27.0 1枚 2016P16329

47 折込チラシ（映画案内）（昭和37年5月29日） 甘木東映 印刷 13.4×30.7 1枚 2016P16330

48 チラシ（資生堂化粧品
デー）

（昭和38年頃ヵ） 資生堂チェイン
ストア　ヒソカ

色刷 39.0×17.5 1枚 2016P16331

49 チラシ（決算前の冬物
在庫一掃大処分）

（昭和39年2月） 久留米丸栄 色刷 38.0×52.3 1枚 2016P16332

50 チラシ（春の百貨大特
売）

（昭和28年3月） 福岡岩田屋 印刷 17.7×37.6 1枚 破れ有 2016P16333

51 チラシ（中元大売出し）昭和38年8月 甘木商店連盟/主
催　甘木商工会
議所/後援

印刷 27.2×38.5 1枚 8月6日～13日 2016P16334

52 チラシ（丸善の決算前
の超特売会）

（昭和36年6月） 丸善センター 印刷 39.8×27.2 1枚 6月26日～30日　
甘木市二日町

2016P16335

53 甘木東映番組案内 （昭和38年8月） 甘木東映 印刷 25.5×52.0 1枚 2016P16336

54 チラシ（新町焼山硝子
店）

（昭和38年頃） 焼山硝子店 印刷 18.4×26.2 1枚 塗料販売 2016P16337

55 チラシ（冬物最後の大
処分と春物乳化の御案
内）

昭和39年2月 衣料スーパータ
ナカ

印刷 13.7×38.4 1枚 2月21日～23日　
甘木市四重町

2016P16338

56 チラシ（店内改装ニ付
全商品売仕舞）

昭和39年2月 久留米毛織 二色刷 26.3×52.8 1枚 2月5日より5日間　
久留米市三番松町

2016P16339

57 チラシ（エビス市） （昭和38年11月30日）保坂屋 色刷 26.8×37.8 1枚 1日～5日 2016P16340

58 チラシ（蛭子市大売出
し）

（昭和38年11月30日）坂口呉服店 色刷 26.7×37.6 1枚 12月1日～5日　甘
木四日町

2016P16341

59 チラシ（蛭子市大売出
し）

（昭和38年11月30日）呉服の赤ちゃん
屋

二色刷 37.4×27.2 1枚 12月3日～5日　甘
木四重町

2016P16342

60 チラシ（山下の蛭子市）（昭和38年12月2日） 山下衣料店 印刷 36.2×16.3 1枚 12月3日～5日　甘
木四重町

2016P16343

61 チラシ（春の着物特選
会）

（昭和39年2月14日） 坂口呉服店 印刷 27.5×39.6 1枚 2月14日～16日　
甘木市四日町

2016P16344

62 チラシ（開店大売出し）（昭和26年） 乃ぐちや 印刷 26.3×18.2 1枚 2月12日～14日 2016P16345

63 チラシ（山口チェリオ）（昭和38年） 山口自転車工場 色刷 25.7×18.2 1枚 代理店：十三屋自
転車商会（朝倉郡
三輪町新町）

2016P16346

64 チラシ（大特売会） （昭和38年3月） 山下金物店 印刷 26.8×38.0 1枚 3月21日～25日　
甘木市四日町銀天
通

2016P16347

65 チラシ（祝御入学御進
学用品特売）

（昭和38年3月） 丸善センター 印刷 27.2×38.7 1枚 3月10日～13日　
甘木市二日町

2016P16348

66 チラシ（セイコーフ
レッシュマンセール）

（昭和38年） セイコー 色刷 26.8×36.1 1枚 緒方時計本店（甘
木市四日町銀天通
り）

2016P16349
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67 チラシ（家庭料理講習
会生徒募集）

（昭和38年3月） 甘木家庭料理研
究所

印刷 13.8×19.1 1枚 甘木市上新町 2016P16350

68 西鉄バス・電車並に国
鉄甘木・田主丸駅時刻
表

昭和38年1月現在 矢野タクシー株
式会社旭町営業
所

色刷 54.4×39.5 1枚 2016P16351

69 チラシ（公楽街） （昭和37年） 公楽街 印刷 18.9×26.4 1枚 東宝公楽・日活公
楽

2016P16352

70 チラシ（ヤマハ日本楽
器販売店開設）

（昭和39年2月14日） 川上商店 印刷 19.4×27.5 1枚 甘木市横内町 2016P16353

71 チラシ（質流品大売出
し　甘木ゑびす市）

（昭和38年11月30日）不明 印刷 26.4×18.1 1枚 場所：相川茶舗（甘
木市庄屋町）

2016P16354

72 チラシ（祇園祭礼奉賛
特売）

（昭和37年7月） 丸善センター 印刷 37.4×13.7 1枚 ７月13日～15日　
甘木市二日町

2016P16355

73 チラシ（靴専門部新装
開店披露大安売）

（昭和37年7月） 山下衣料店 印刷 25.7×36.4 1枚 7月13日～15日　
甘木市四重町

2016P16356

74 チラシ（ゆかた地大山
崩し）

（昭和13年6月22日） 岩田屋福岡 印刷 38.8×26.6 1枚 2016P16357

75 チラシ（再開店） （昭和28年5月2日） 明盛パチンコ
ホール

印刷 18.1×25.8 1枚 5月1日より　甘木
町三服町元恵比須
座劇場

2016P16358

76 チラシ（オリンピック
は19吋大型テレビで）

（昭和39年5月9日） 朝日電気商会 印刷 18.1×26.4 1枚 甘木市水町昭和通
り

2016P16359

77 チラシ（きさらぎ無双
剣）

（昭和37年） 甘木東映 印刷 38.0×13.1 1枚 特別優待券付 2016P16360

78 チラシ（5月16日大公
開）

（昭和37年） 甘木東宝 印刷 15.1×6.9 1枚 小中学生特別割引
券付

2016P16361

79 チラシ（千姫と秀頼）（昭和37年） 甘木東映 印刷 37.8×17.5 1枚 特別大人優待券付 2016P16362

80 チラシ（底値発表大特
売会）

（昭和時代） 合名会社クルメ
屋呉服店ほか4
店

印刷 25.4×36.4 1枚 6月15日～17日 2016P16363

81 チラシ（甘木病院） （昭和時代） 甘木病院 印刷 23.2×31.7 1枚 折れ・よれ有　甘
木馬場町

2016P16364

82 チラシ（経理事務員募
集）

（昭和時代） 城崎税理士事務
所

印刷 18.0×26.0 1枚 甘木市四日町市役
所横

2016P16365

83 チラシ（888お年玉セー
ル）

（昭和時代） 山口の自転車 色刷 26.0×18.2 2枚 期間：12月～1月　
取扱：十三屋自転
車商会

2016P16366
～16367

84 チラシ（びっくり市）（昭和時代） 丸善センター 印刷 27.2×19.5 1枚 11月12日～14日　
甘木市二日町

2016P16368

85 チラシ（桁はずれの大
見切）

（昭和時代） 丸善センター 印刷 38.7×27.4 1枚 破れ有　2月24日
～20日　甘木市二
日町

2016P16369

86 チラシ（一周年祈念大
売出し）

（昭和時代） 文化堂甘木楽器
店

二色刷 26.0×36.2 1枚 2016P16370

87 チラシ（大阪新報） （明治36～38年） 大阪新報社 印刷 21.0×28.6 1枚 2016P16371
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88 注意書（硫曹肥料使用
法大要）

（明治20年代～40年
代）

大阪硫曹株式会
社

印刷 23.0×36.0 1枚 2016P16372

89 チラシ（大日本家政学
会）

（明治38年） 大日本家政学会 印刷 27.0×29.8 1枚 右部分欠 2016P16373

90 チラシ（大阪毎日新聞）（昭和戦中期） 大阪毎日新聞社
販売部

印刷 40.5×27.9 1枚 2016P16374

3．その他

番号 紙名 発行日 発行者
（差出→宛所） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

91 大清国連地全図　包紙（明治35年7月） 田中書籍店 印刷　厚紙 27.5×20.4 1部 中身なし 2016P16375

92 自転車及付属品正価表（明治35年10月1日） 角自転車商会 色刷　両面刷 22.5×63.0 1枚 2016P16376

93 記「日露交戦第六月」（明治37年7月） 不明 墨書　印刷 29.0×43.0 1枚 2016P16377

94 記「日露交戦第七月」（明治37年8月） 不明 墨書　印刷 51.5×37.5 1枚 2016P16378

95 はがき（飯田呉服店）（明治38年3月1日） たかしまや飯田
呉服店→多田勇
様

墨書　色刷　
葉書

14.3×9.3 1枚 2016P16379

96 新宿農事試験場営業案
内　明治四十二年春季
号

（明治42年1月） 新宿農事試験場 印刷　冊子 26.5×19.2 1冊 表紙欠　裏表紙外
れ

2016P16380

97 種苗目録 明治42年3月1日/発
行

発行：朝陽国 色刷　冊子 26.1×19.0 1冊 虫損あり 2016P16381

98 付録（大正十四年の福
岡日日新聞　百十万円
の社屋新築）

（大正13年12月24日）（福岡日日新聞
社）

印刷 20.5×28.5 1枚 2016P16382

99 紙袋 不明 岩田屋福岡 色刷　紙袋 32.7×20.5×
5.0

1点 2016P16383

100 弓道雑誌　大圓光　六
月号

昭和14年6月1日/発
行

発行：大日本弓
道館　印刷：秀
英社

印刷　書冊 22.1×14.7 1冊 表紙にシミ、虫損、
ホッチキスサビあ
り　表紙上部破損

2016P16384

101 往復はがき 昭和39年2月1日 添田町森林組合
組合長坂本清一
（朱印）→多田康
敏様

印刷　葉書 14.1×18.1 1枚 昭和39年2月13日
添田町森林組合臨
時総会の開催通知

2016P16385

102 はがき（大阪商事株式
会社）

1963年 大阪商事株式会
社

印刷　葉書 15.5×21.5 2通 先物取引案内　返
信部有

2016P16386

103 昭和37年度県連年次大
会の結果御報告

昭和37年2月5日 自由民主党福岡
県支部連合会幹
事長　永露政夫

印刷 25.8×18.2 1通
（2
枚）

別紙1枚付 2016P16387
～163888

104 はがき（私の意見） （昭和26年） 旭化成工業株式
会社証券課/作成

印刷　葉書 14.0×9.1 1枚 アンケート用 2016P16389

105 春秋あさひ　創刊号 昭和26年3月15日/発
行

旭化成工業株式
会社弘報課/編
集・発行

印刷　小冊子 20.8×14.8 1冊 非売品 2016P16390
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106 封筒（春秋あさひ） （昭和26年） 旭化成工業株式
会社

印刷　封筒　
印

22.5×16.0 1点 封筒のみ　多田康
敏あて

2016P16391

107 ひみつのアッコちゃん（昭和38～39年） 赤塚不二夫/作　
集英社/発行

色刷　書冊 18.0×13.0 1冊 りぼん新年号附録 2016P16392
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2. 金森直治資料
〈資料内訳〉
1. 食器類（皿碗類） ………………………… 630 件 749 点
2. 食器類（酒器） …………………………… 115 件 143 点
3. 食器類（茶器） …………………………… 190 件 215 点
4. 食器類（灰皿） ……………………………… 42 件 42 点
5. 食器類（箸置き） …………………………… 33 件 33 点
6. 食器類（その他） ………………………… 106 件 115 点
7. インテリア・日用品（置物） …………… 294 件 294 点
8. インテリア・日用品（玩具） …………… 118 件 145 点
9. インテリア・日用品（マグネット） ……… 51 件 51 点
10. インテリア・日用品（キーホルダー） … 66 件 66 点
11. インテリア・日用品（アクセサリー） … 46 件 55 点
12. インテリア・日用品（日用品） ………… 88 件 94 点
13. インテリア・日用品（文具） …………… 39 件 43 点
14. インテリア・日用品（壁掛け） ………… 32 件 32 点
15. インテリア・日用品（花瓶） …………… 27 件 27 点
16. インテリア・日用品（火鉢） ……………… 1件 1点
17. インテリア・日用品（その他） ………… 21 件 23 点
18. その他 ……………………………………… 14 件 14 点
19. 計量関係資料 ………………………………69 件 104 点
　　　　　　　　　　　　　　　〈総計〉1982 件 2246 点

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.8　横11.8　高1.7 4点 2016P16393
～16396

2 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.5　横11.5　高3.0 1点 2016P16397

3 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.0　横10.3　高2.2 1点 2016P16398

4 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.1　横9.2　高2.5 1点 2016P16399

5 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦6.2　横9.5　高2.5 1点 シール「キュ―ト
銀座」

2016P16400

6 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.0　横4.7　高1.8 3点 2016P16401
～16403

7 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.2　横22.7　高1.0 1点 2016P16404

8 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.7　横22.0　高2.5 1点 2016P16405

9 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.3　横19.7　高1.0 1点 2016P16406

10 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.0　横24.2　高0.5 1点 模様「マンボウ」 2016P16407

11 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.0　横24.0　高0.5 1点 模様「カジキ」 2016P16408

12 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.7　横13.1　高2.0 1点 2016P16409

13 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.5　横11.8　高1.5 1点 2016P16410

14 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.6　横11.6　高1.7 1点 2016P16411

15 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.1　横12.1　高2.0 1点 2016P16412

16 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.8　横11.8　高1.5 1点 2016P16413

17 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.5　横12.3　高1.2 1点 2016P16414

18 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.6　横22.5　高2.0 1点 印「九谷仙龍」 2016P16415

1．食器類（皿碗類）
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19 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.2　横29.0　高3.0 1点 2016P16416

20 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.2　横29.0　高3.0 1点 2016P16417

21 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.0　横29.0　高3.0 1点 2016P16418

22 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.0　横17.6　高1.8 1点 2016P16419

23 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.8　横18.4　高3.2 1点 2016P16420

24 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.5　横15.8　高2.5 1点 2016P16421

25 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.3　横15.7　高2.0 1点 2016P16422

26 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.5　横8.5　高2.5 1点 2016P16423

27 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.7　横8.7　高2.0 1点 印「九谷」 2016P16424

28 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.0　横9.0　高2.0 1点 印「ちざん」 2016P16425

29 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.0　横9.0　高2.2 1点 模様「マンボウ」
「ヒトデ」　印「ち
ざん」

2016P16426

30 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.0　横9.0　高2.2 1点 模様「マンボウ」
「貝」　印「ちざん」

2016P16427

31 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.8　横7.8　高2.0 1点 2016P16428

32 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.5　横9.5　高2.0 1点 印「立峰」 2016P16429

33 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.5　横9.5　高2.0 1点 模様「フグ」 2016P16430

34 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.0　横9.0　高1.2 1点 2016P16431

35 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.2　横9.0　高1.8 1点 模様「ヒラメ」　
印「京己」

2016P16432

36 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦17.5　横17.5　高2.7 1点 印「克」「水峰」 2016P16433

37 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.8　横15.1　高2.7 1点 2016P16434

38 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.7　横18.2　高3.4 1点 2016P16435

39 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.1　高1.5 1点 2016P16436

40 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.4　高1.2 1点 2016P16437

41 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.2　高1.3 1点 模様「フグ」 2016P16438

42 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.1　高1.2 1点 2016P16439

43 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.3　横10.5　高1.2 1点 2016P16440

44 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.3　高1.2 1点 シール「￥100」 2016P16441

45 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.5　高1.2 1点 2016P16442

46 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.5　高1.4 2点 2016P16443
～16444

47 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.5　高1.2 1点 2016P16445

48 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.7　横7.8　高2.5 1点 2016P16446

49 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.8　横7.8　高2.7 1点 2016P16447

50 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高2.5 1点 模様「フグ」 2016P16448

51 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.1　横8.1　高2.3 1点 模様「シジミ」 2016P16449
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52 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高2.3 1点 模様「カメ」 2016P16450

53 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高2.3 1点 模様「コイ」 2016P16451

54 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高2.4 1点 模様「ウナギ」 2016P16452

55 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高2.0 1点 模様「ナマズ」 2016P16453

56 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高2.0 1点 模様「アユ」 2016P16454

57 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高2.0 1点 模様「タコ」 2016P16455

58 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横8.0　高2.0 1点 模様「タコ」 2016P16456

59 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.3　横8.4　高2.1 1点 模様「タコ」 2016P16457

60 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.1　横8.0　高2.0 1点 模様「タイ」 2016P16458

61 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.3　高2.0 1点 模様「タイ」 2016P16459

62 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横8.3　高2.1 1点 模様「カニ」 2016P16460

63 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横8.1　高2.0 1点 模様「カニ」　 2016P16461

64 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.3　横8.3　高2.0 1点 模様「かまぼこ」 2016P16462

65 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.3　横8.4　高2.0 1点 模様「かまぼこ」 2016P16463

66 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.0　横13.2　高4.0 1点 2016P16464

67 角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦15.5　横15.5　高2.3 5点 木箱入り　墨書
「□□布目銘々皿 
五枚・十右衛門作」
「箱つけ 長良川上
□河畔・柳人」

2016P16465
～16469

68 小皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦10.3　横8.7　 1点 2016P16470

69 小皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦8.7　横11.8　 1点 2016P16471

70 小皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.5　横12.5　高1.0 1点 2016P16472

71 小皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.5　横11.7　高1.3 1点 2016P16473

72 小皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.4　横12.2　高2.5 1点 2016P16474

73 小皿 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

縦5.8　横7.5　高1.4 1点 2016P16475

74 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦10.3　横13.7　 1点 2016P16476

75 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.2　横13.7　 1点 2016P16477

76 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.6　横11.2　 1点 2016P16478

77 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.2　横9.2　高3.0 1点 2016P16479

78 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.2　横9.2　高3.1 1点 2016P16480

79 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.1　横9.2　高3.0 1点 2016P16481

80 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.4　横9.4　高3.0 1点 2016P16482

81 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.2　横9.2　高2.8 1点 2016P16483

82 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.8　横10.6　高2.8 1点 2016P16484
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83 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器 縦9.0　横9.1　高4.4 1点 印「英峰」模様「フ
グ」

2016P16485

84 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器 縦9.2　横9.2　高4.3 1点 印「英峰」模様「フ
グ」

2016P16486

85 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器 縦9.2　横9.2　高4.3 1点 印「英峰」模様「フ
グ」

2016P16487

86 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.5　横11.6　高4.4 1点 2016P16488

87 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.5　横10.2　高5.5 1点 模様「ヒラメ」　
印「昭泉」

2016P16489

88 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.3　横13.2　 1点 2016P16490

89 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　カニ形 縦6.0　横9.0　高3.0 1点 2016P16491

90 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　カニ形 縦6.1　横8.7　高3.0 1点 2016P16492

91 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.7　横9.5　高4.3 1点 2016P16493

92 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦7.8　横8.8　高3.7 1点 2016P16494

93 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦8.2　横8.8　高3.5 1点 2016P16495

94 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦8.5　横8.8　高3.3 1点 2016P16496

95 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦8.5　横8.8　高3.5 1点 2016P16497

96 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦8.7　横9.2　高3.1 1点 2016P16498

97 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.7　横9.2　高3.3 1点 2016P16499

98 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　イカ形 縦6.5　横9.0　高2.5 1点 2016P16500

99 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.7　横10.5　高1.8 1点 2016P16501

100 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.7　横10.5　高2.0 1点 2016P16502

101 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.1　横11.5　高3.0 1点 2016P16503

102 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.0　横8.5　高3.2 1点 2016P16504

103 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.2　横9.7　高2.8 1点 2016P16505

104 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦8.5　横10.2　高2.3 1点 2016P16506

105 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.6　高4.8　 1点 模様「カレイ」 2016P16507

106 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.7　高3.2　 1点 2016P16508

107 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.5　高3.3　 1点 2016P16509

108 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.7　高3.6　 1点 2016P16510

109 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.8　高4.0　 1点 2016P16511

110 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.6　高3.2　 1点 模様「カニ」 2016P16512

111 小鉢 昭和時代～平成時代 和九衛門 陶磁器　 径11.7　高4.0　 1点 印「和九衛門作」 2016P16513
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112 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.9　高4.0　 1点 模様「カレイ」　
印「睦美」

2016P16514

113 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.7　横6.3　 1点 模様「貝」 2016P16515

114 小鉢 昭和時代～平成時代 貝　 縦5.0　横5.7　 1点 模様「カニ」「カ
レイ」「ヒトデ」

2016P16516

115 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.6　高3.5　 1点 模様「フグ」　印
「たち吉」

2016P16517

116 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.7　高3.5　 1点 模様「サンマ」　
印「たち吉」

2016P16518

117 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.7　高3.5　 1点 模様「カレイ」　
印「たち吉」

2016P16519

118 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高4.0　 1点 2016P16520

119 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高3.7　 1点 2016P16521

120 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高3.8　 1点 2016P16522

121 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高4.0　 1点 2016P16523

122 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

径6.3　高2.8　 2点 2016P16524
～16525

123 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高3.8　 1点 模様「カレイ」 2016P16526

124 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高4.0　 1点 模様「カレイ」 2016P16527

125 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高4.0　 1点 模様「カレイ」 2016P16528

126 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高4.0　 1点 模様「カレイ」 2016P16529

127 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.6　高2.3　 1点 2016P16530

128 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高2.7　 1点 印「ちざん」 2016P16531

129 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高2.7　 1点 印「ちざん」 2016P16532

130 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高3.0　 1点 模様「ヒラメ」 2016P16533

131 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.9　高2.8　 1点 2016P16534

132 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.0　高4.5　 1点 2016P16535

133 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.0　高3.5　 1点 2016P16536

134 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高3.0　 1点 模様「ヒラメ」 2016P16537

135 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高3.0　 1点 2016P16538

136 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.1　高2.8　 1点 2016P16539

137 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.0　高4.0　 1点 2016P16540

138 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.7　高3.7　 6点 2016P16541
～16546

139 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.7　高4.0　 1点 2016P16547

140 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.7　高3.0　 5点 模様「ヒラメ」「カ
ニ」「エビ」「フグ」
「タイ」

2016P16548
～16552

141 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

径10.2　高3.7　 1点 2016P16553
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142 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

径10.0　高3.5　 1点 2016P16554

143 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

径9.5　高3.5　 1点 2016P16555

144 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ナマズ）

径10.0　高3.3　 1点 2016P16556

145 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マグロ）

径10.2　高3.0　 3点 2016P16557
～16559

146 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.3　横17.5　高5.0 1点 2016P16560

147 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦14.0　横16.2　高3.0 1点 2016P16561

148 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.5　横12.7　高2.7 1点 2016P16562

149 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦13.5　横12.0　高2.3 1点 2016P16563

150 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦13.5　横12.0　高2.0 1点 2016P16564

151 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦13.5　横16.2　高4.5 1点 2016P16565

152 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦12.5　横13.6　高4.0 1点 2016P16566

153 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.2　横14.0　高4.2 1点 2016P16567

154 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.3　横13.8　高4.5 1点 2016P16568

155 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦13.0　横14.5　高5.0 1点 2016P16569

156 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦7.7　横9.5　高3.0 1点 2016P16570

157 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦7.6　横8.5　高3.2 1点 2016P16571

158 小鉢 昭和時代～平成時代 青磁　 径12.7　高4.2　 1点 2016P16572

159 小鉢 昭和時代～平成時代 青磁　 径14.0　高2.8　 1点 2016P16573

160 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.0　高3.8　 1点 2016P16574

161 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（アンコウ）

縦10.0　横14.2　高5.3 1点 2016P16575

162 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.0　横14.0　高4.0 1点 2016P16576

163 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.0　横18.0　高4.0 1点 2016P16577

164 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.0　横21.7　高4.0 1点 2016P16578

165 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.4　横18.1　高2.3 1点 2016P16579

166 小鉢 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦11.7　横12.6　高4.0 5点 2016P16580
～16584

167 小鉢 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦14.3　横16.5　高3.7 2点 2016P16585
～16586

168 小鉢 昭和時代～平成時代 中国 陶磁器　 縦12.0　横12.8　高4.3 1点 印「大明年造」　
箱入り

2016P16587
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169 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦11.0　横16.0　高5.0 1点 2016P16588

170 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.5　横16.0　高4.7 1点 2016P16589

171 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.3　横11.5　高3.5 1点 2016P16590

172 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦10.5　横11.2　高4.0 1点 2016P16591

173 小鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横10.2　高2.5 1点 2016P16592

174 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦11.3　横11.1　 1点 2016P16593

175 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.3　横11.5　 1点 2016P16594

176 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.5　横12.5　 1点 2016P16595

177 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横13.0　 1点 2016P16596

178 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦7.8　横11.8　 1点 2016P16597

179 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.1　横11.0　 1点 2016P16598

180 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横11.0　 1点 2016P16599

181 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.3　横11.3　 1点 2016P16600

182 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.7　横12.8　 1点 2016P16601

183 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦8.2　横12.7　 1点 2016P16602

184 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦8.3　横12.7　 1点 2016P16603

185 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横10.5　 1点 2016P16604

186 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.3　横20.7　 1点 2016P16605

187 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.7　横22.5　 1点 2016P16606

188 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.9　横20.3　 1点 2016P16607

189 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.0　横19.7　 1点 2016P16608

190 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.0　横13.8　 1点 2016P16609

191 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横22.0　 1点 2016P16610

192 皿 昭和時代～平成時代 satoru・M 陶磁器　魚形
（タイ）

縦7.0　横10.0　高3.0 1点 2016P16611

193 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.5　横12.3　高2.7 1点 2016P16612

194 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.8　横12.0　高2.5 1点 2016P16613

195 皿 昭和時代～平成時代 satoru・M 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦9.2　横9.6　高3.0 1点 2016P16614

196 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦14.0　横15.7　高2.5 1点 2016P16615

197 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 高13.3　横13.4　高3.0 1点 2016P16616

198 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦13.0　横16.6　高2.0 2点 2016P16617
～16618
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199 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦15.3　横18.5　高3.0 1点 2016P16619

200 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦15.5　横17.5　高3.0 1点 2016P16620

201 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦14.8　横16.0　高2.5 1点 2016P16621

202 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.5　横12.5　高1.5 1点 2016P16622

203 皿 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦11.2　横12.5　高2.0 1点 2016P16623

204 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦21.0　横30.5　 1点 2016P16624

205 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦20.5　横27.0　 1点 2016P16625

206 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦22.0　横22.5　 1点 2016P16626

207 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦18.2　横20.5　 1点 2016P16627

208 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦16.7　横18.3　 1点 2016P16628

209 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.5　横12.2　 1点 2016P16629

210 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.6　横13.0　 1点 2016P16630

211 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（アンコウ）

縦11.5　横13.0　 1点 2016P16631

212 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.6　横13.8　 1点 2016P16632

213 皿 昭和時代～平成時代 フィリピン 樹脂ヵ　魚形 縦12.7　横16.0　 1点 シール
「MADE IN 
PHELIPPINES」

2016P16633

214 皿 昭和時代～平成時代 サイパン 樹脂ヵ　魚形 縦12.0　横15.5　 1点 シール「＄5.00」
「29」

2016P16634

215 皿 昭和時代～平成時代 サイパン 樹脂ヵ　魚形 縦11.5　横15.5　 1点 シール「＄5.00」
「29」

2016P16635

216 皿 昭和時代～平成時代 サイパン 樹脂ヵ　魚形 縦11.8　横15.5　 1点 シール「＄5.00」
「29」

2016P16636

217 皿 昭和時代～平成時代 サイパン 樹脂ヵ　魚形 縦11.7　横15.5　 1点 シール「＄5.00」
「29」

2016P16637

218 皿 昭和時代～平成時代 サイパン 樹脂ヵ　魚形 縦11.7　横15.5　 1点 シール「＄5.00」
「29」

2016P16638

219 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンタ）

縦14.0　横14.5　 1点 2016P16639

220 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.2　横10.6　 1点 2016P16640

221 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.1　横10.7　 1点 2016P16641

222 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.3　横7.1　 1点 2016P16642

223 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.3　横7.2　 1点 2016P16643

224 皿 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦26.0　横29.7　 1点 2016P16644

225 皿 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦26.0　横29.7　 1点 2016P16645
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226 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦24.7　横28.6　 1点 2016P16646

227 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦21.3　横24.3　 1点 2016P16647

228 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦13.6　横19.2　 1点 2016P16648

229 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦13.2　横19.5　 1点 2016P16649

230 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦6.3　横10.2　 1点 2016P16650

231 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦7.3　横10.2　 1点 2016P16651

232 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.8　横13.0　 1点 2016P16652

233 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦9.8　横14.7　 1点 2016P16653

234 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦17.5　横23.5　 1点 2016P16654

235 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.2　横22.0　 1点 2016P16655

236 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.5　横21.8　 1点 2016P16656

237 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.0　横16.0　 1点 2016P16657

238 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.0　横8.7　 1点 2016P16658

239 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.0　横17.7　 1点 2016P16659

240 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.7　横15.1　 1点 2016P16660

241 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦10.5　横14.8　 1点 2016P16661

242 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.7　横16.0　 1点 2016P16662

243 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.6　横11.3　 1点 2016P16663

244 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.8　横14.5　 1点 2016P16664

245 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.7　横15.0　 1点 2016P16665

246 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.9　横14.9　 1点 2016P16666

247 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.8　横14.9　 1点 2016P16667

248 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.8　横14.9　 1点 2016P16668

249 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.8　横14.8　 1点 2016P16669

250 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.7　横15.0　 1点 2016P16670

251 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.9　横15.0　 1点 2016P16671

252 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.9　横9.4　 1点 2016P16672
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253 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦6.6　横6.7　 1点 2016P16673

254 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦5.3　横7.0　 1点 2016P16674

255 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦3.3　横6.2　 1点 シール「￥600」 2016P16675

256 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦5.6　横3.0　 2点 2016P16676
～16677

257 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.0　高3.5　 1点 模様「タイ」「エ
ビス」

2016P16678

258 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.5　高4.0　 1点 2016P16679

259 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.5　高4.0　 1点 2016P16680

260 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.8　高4.9　 1点 シール「11」「￥
280」

2016P16681

261 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.7　高3.2　 1点 2016P16682

262 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.4　高3.2　 1点 模様「ヒラメ」 2016P16683

263 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.3　高3.2　 1点 模様「トビウオ」 2016P16684

264 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.5　高3.0　 1点 2016P16685

265 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦7.5　横8.6　 1点 2016P16686

266 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

縦7.5　横7.8　 2点 2016P16687
～16688

267 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横19.7　 1点 2016P16689

268 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横19.7　 1点 2016P16690

269 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横19.7　 1点 2016P16691

270 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横13.0　 1点 足付き3本 2016P16692

271 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.3　横12.6　 1点 足付き3本 2016P16693

272 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横14.3　 1点 足付き3本 2016P16694

273 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.5　横11.0　 1点 2016P16695

274 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦11.4　横15.0　 5点 2016P16696
～16700

275 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦18.0　横18.3　 1点 印「大湊町 西村
商店 電話三七番」

2016P16701

276 皿 昭和時代～平成時代 沖縄県 陶磁器　 径15.5　高3.7　 1点 2016P16702

277 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.7　高6.5　 1点 模様「ナマズ」 2016P16703

278 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.3　高4.2　 1点 2016P16704

279 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.8　高4.0　 1点 2016P16705

280 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.3　高4.0　 1点 印「橘吉」 2016P16706

281 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.0　高4.5　 1点 模様「カレイ」 2016P16707

282 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.7　高4.0　 1点 模様「イカ」 2016P16708
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283 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高4.2　 1点 模様「ヒラメ」 2016P16709

284 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.1　高2.7　 1点 2016P16710

285 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦16.5　横22.5　高1.5 1点 2016P16711

286 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.0　横25.5　高1.5 1点 2016P16712

287 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（トビウオ）

縦12.2　横23.3　高1.5 1点 2016P16713

288 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦12.5　横19.5　高4.5 1点 2016P16714

289 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦10.3　横19.7　高1.5 1点 2016P16715

290 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦9.2　横15.7　高1.5 1点 2016P16716

291 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦20.2　横23.0　高1.7 2点 2016P16717
～16718

292 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦12.5　横16.3　高2.0 1点 2016P16719

293 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦12.3　横16.5　高2.0 1点 2016P16720

294 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　クジラ
形

縦8.0　横16.2　高3.0 1点 印「み」 2016P16721

295 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦11.5　横16.3　高3.0 1点 2016P16722

296 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦8.7　横14.2　高3.0 1点 2016P16723

297 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.5　横14.5　高4.5 1点 印「松」 2016P16724

298 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.7　横10.2　高3.5 1点 2016P16725

299 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.5　横8.3　高2.3 1点 2016P16726

300 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.0　横10.2　高2.3 1点 2016P16727

301 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.5　高1.5　 1点 シール「41」 2016P16728

302 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.0　高2.0　 1点 シール「￥290」 2016P16729

303 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.5　高2.3　 1点 2016P16730

304 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.7　高2.5　 1点 模様「蓮」「コイ」2016P16731

305 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.5　高2.0　 1点 模様「松」「コイ」2016P16732

306 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.0　高2.7　 1点 模様「エビス」「松」
「鷹」

2016P16733

307 皿 昭和時代～平成時代 イタリア 陶磁器　 径15.5　高2.5　 1点 印「DESIMONE 
ITALY 21A」

2016P16734

308 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.8　高3.0　 1点 印「仲峰」 2016P16735

309 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.7　高3.3　 1点 印「岩源□義」 2016P16736

310 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.6　高3.0　 1点 2016P16737

311 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.2　高1.8　 1点 2016P16738

平成28年度寄贈資料　2. 金森直治資料

― 153 ―



番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

312 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.0　高3.2　 1点 印「ト」 2016P16739

313 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.5　高2.7　 1点 2016P16740

314 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.6　高2.5　 1点 印「九谷松月」 2016P16741

315 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.1　高2.4　 1点 2016P16742

316 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.4　高2.0　 1点 2016P16743

317 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.3　高2.5　 1点 2016P16744

318 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.3　高3.0　 1点 印「三峰」 2016P16745

319 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.0　高3.7　 1点 2016P16746

320 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.0　高2.9　 1点 2016P16747

321 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.1　高1.7　 1点 印「酔中天国・杉
本健吉」

2016P16748

322 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.0　高2.0　 1点 印「処深花」「功志」2016P16749

323 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.5　高2.4　 1点 シール
「MANBOW　￥
280」

2016P16750

324 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.9　高2.5　 1点 印「藍」 2016P16751

325 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.5　高2.3　 1点 2016P16752

326 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.8　高2.5　 1点 2016P16753

327 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.2　高3.0　 1点 2016P16754

328 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.2　高4.0　 1点 印「麻屋酒店（697
－）0132」

2016P16755

329 皿 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦12.8　横16.2　高1.3 4点 2016P16756
～16759

330 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.3　横15.5　高2.0 1点 2016P16760

331 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.2　横18.0　高1.8 2点 2016P16761
～16762

332 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.2　横17.6　高3.5 1点 2016P16763

333 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.6　横12.4　高4.2 1点 印「竹泉」 2016P16764

334 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.6　横12.1　高4.0 1点 2016P16765

335 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　イカ形 縦6.8　横12.7　高2.8 1点 2016P16766

336 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦6.9　横10.9　高1.5 2点 2016P16767
～16768

337 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦7.9　横10.6　高1.8 1点 2016P16769

338 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（アンコウ）

縦7.7　横11.2　高1.6 1点 2016P16770

339 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.7　横22.2　高3.7 1点 2016P16771

340 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.1　高1.8　 2点 印「瀬良味具 
JAPAN」　模様
「ヒラメ」

2016P16772
～16773
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341 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高1.8　 2点 模様「タコ」 2016P16774
～16775

342 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.1　高1.8　 2点 模様「エビ」 2016P16776
～16777

343 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.1　高1.8　 2点 模様「イカ」 2016P16778
～16779

344 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高1.8　 2点 模様「カニ」 2016P16780
～16781

345 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径25.7　高2.0　 1点 2016P16782

346 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径25.9　高2.0　 1点 印「瑞華」 2016P16783

347 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径24.2　高2.3　 1点 印「TABLE 
COLLCTION by 
TONO」

2016P16784

348 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径23.5　高3.3　 1点 印「あい」 2016P16785

349 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径22.8　高3.0　 1点 2016P16786

350 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径22.1　高3.5　 1点 2016P16787

351 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.7　高1.5　 1点 2016P16788

352 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.7　高2.7　 1点 2016P16789

353 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.0　高2.4　 1点 2016P16790

354 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径20.0　高3.3　 1点 2016P16791

355 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径19.5　高3.2　 1点 2016P16792

356 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径19.8　高2.7　 1点 2016P16793

357 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径18.2　高2.5　 1点 印「舞子浜之景」 2016P16794

358 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径19.1　高2.2　 1点 成形による凹文字
「REEF Dept50 
©1988」 

2016P16795

359 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径20.2　高4.0　 1点 印「橘」 2016P16796

360 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.4　高2.5　 1点 2016P16797

361 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.1　高2.6　 1点 シール「F-3」　
印「威」

2016P16798

362 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.9　高2.2　 1点 2016P16799

363 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.5　高2.5　 1点 印「森川印刷」 2016P16800

364 皿 昭和時代～平成時代 中国 陶磁器　 径12.7　高2.0　 1点 印「中国制
造 MADE IN 
CHINA」

2016P16801

365 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.0　高1.5　 1点 印「五春」 2016P16802

366 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.6　高1.2　 1点 2016P16803

367 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.6　高2.0　 1点 2016P16804

368 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.7　高1.6　 1点 2016P16805

369 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.3　高1.5　 1点 模様「松」「牡丹」2016P16806

370 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.3　高1.4　 1点 印「姜焼」 2016P16807
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371 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.2　高2.0　 1点 模様「柳の下に釣
り人」　印「柳流
風景鉢」

2016P16808

372 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.0　高2.0　 1点 模様「波」「エビス」
「鯛」

2016P16809

373 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.5　高1.8　 1点 印「寿」模様「鯉」2016P16810

374 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.8　高2.4　 8点 印「大吉」 2016P16811
～16818

375 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.6　高1.2　 1点 模様「ヒラメ」な
ど

2016P16819

376 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.1　高2.0　 1点 模様「フグ」 2016P16820

377 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.0　高2.2　 1点 模様「フグ」 2016P16821

378 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.6　高2.3　 1点 シール「重焼3寸
皿　金城敏昭」 印
「昭」

2016P16822

379 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高1.3　 1点 模様「カニ」 2016P16823

380 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高1.8　 4点 模様「魚３匹」 2016P16824
～16827

381 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.9　高1.0　 1点 2016P16828

382 皿 昭和時代～平成時代 プラスチック　 径9.1　高0.5　 6点 模様「毛針」 2016P16829
～16834

383 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.5　高2.0　 5点 印「松□」 2016P16835
～16839

384 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.5　高1.0　 5点 印「□峰」 2016P16840
～16844

385 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高1.8　 10点 2016P16845
～16854

386 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.2　高1.4　 1点 2016P16855

387 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.0　高1.3　 1点 2016P16856

388 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.6　高2.2　 1点 2016P16857

389 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.9　高2.0　 1点 2016P16858

390 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.0　高1.8　 1点 2016P16859

391 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

径11.0　高2.3　 1点 印「睦美」 2016P16860

392 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.1　高2.5　 1点 印「九谷義晴」 2016P16861

393 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.6　高1.1　 1点 2016P16862

394 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.3　高1.7　 1点 2016P16863

395 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

径9.7　高1.5　 1点 2016P16864

396 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.5　高2.1　 1点 印「弥」 2016P16865

397 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.8　高1.9　 1点 印「三峰」 2016P16866

398 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高1.5　 1点 2016P16867
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399 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.6　高1.3　 1点 2016P16868

400 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高1.3　 1点 2016P16869

401 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高1.6　 1点 2016P16870

402 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.3　高2.3　 1点 模様「魚2匹」 2016P16871

403 皿 昭和時代～平成時代 中国 陶磁器　 径10.2　高2.2　 1点 印「中国制
造 MADE IN 
CHINA」

2016P16872

404 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.7　高1.7　 1点 2016P16873

405 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.1　高2.0　 1点 シール「¥120」 2016P16874

406 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高2.0　 1点 印「分天窯」 
「MIYAKE.CO」 
「IN GLAZE 
JAPAN」

2016P16875

407 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.8　高2.2　 1点 2016P16876

408 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高2.7　 1点 2016P16877

409 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高2.3　 1点 2016P16878

410 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.0　高2.6　 1点 2016P16879

411 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.9　高2.0　 1点 印「九谷義晴」 2016P16880

412 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.9　高2.4　 1点 印「智山」 2016P16881

413 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.5　高2.1　 1点 2016P16882

414 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.5　高1.3　 2点 2016P16883
～16884

415 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.0　高1.7　 1点 2016P16885

416 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高2.0　 1点 2016P16886

417 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.3　高1.8　 1点 2016P16887

418 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.1　高0.8　 1点 印「清次」 2016P16888

419 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.0　高1.1　 1点 印「清次」 2016P16889

420 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高1.3　 1点 2016P16890

421 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.0　高1.8　 1点 2016P16891

422 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高1.7　 1点 印「千峰」 2016P16892

423 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高1.7　 1点 印「土つむぎ」 2016P16893

424 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.5　高1.5　 1点 2016P16894

425 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.9　高1.2　 1点 印「みり」 2016P16895

426 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.5　高1.3　 1点 2016P16896

427 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.8　高1.7　 1点 2016P16897

428 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高2.0　 1点 2016P16898

429 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.8　高1.7　 1点 2016P16899

430 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高2.3　 1点 成形による凹文字
「古曽部」

2016P16900
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431 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.7　高1.2　 1点 印「九谷花仙」 模
様「エビ」

2016P16901

432 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.6　高1.3　 1点 印「九谷花仙」 模
様「フグ」

2016P16902

433 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.5　高1.2　 1点 印「九谷花仙」 模
様「タイ」

2016P16903

434 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.8　高1.3　 1点 印「九谷花仙」 模
様「カニ」

2016P16904

435 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.6　高1.2　 1点 印「九谷花仙」 模
様「ヒラメ」

2016P16905

436 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高2.0　 1点 印「九谷」 模様「浦
島太郎」

2016P16906

437 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.8　高1.3　 1点 模様「ヒラメ」な
ど

2016P16907

438 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高1.7　 1点 印「伸峰」 模様「ヒ
ラメ」

2016P16908

439 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.5　高1.8　 1点 2016P16909

440 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高2.3　 1点 成形による凹文字
「M・A」

2016P16910

441 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.8　高1.8　 1点 2016P16911

442 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高1.8　 1点 模様「フグ」 2016P16912

443 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高1.8　 1点 印「弥」 2016P16913

444 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.4　高1.5　 1点 2016P16914

445 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高2.0　 1点 2016P16915

446 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.7　高1.5　 1点 印「K・P・M」
「ESSALAT 
TEHRAM」

2016P16916

447 皿 昭和時代～平成時代 フランス 陶磁器　 径13.4　高1.7　 1点 印「PROMO-
CERAM」「MADE 
IN FRANCE」　
模様「魚1匹 少女」

2016P16917

448 皿 昭和時代～平成時代 フランス 陶磁器　 径13.5　高1.6　 1点 印「PROMO-
CERAM」「MADE 
IN FRANCE」　
模様「魚3匹 少女」

2016P16918

449 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.6　高1.6　 1点 印「山下清」「NEW 
TOKYO」

2016P16919

450 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.0　高1.2　 1点 印「威」 シール
「F-4」

2016P16920

451 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.7　高2.0　 1点 シール「￥700」　
模様「フグ3匹」

2016P16921

452 皿 昭和時代～平成時代 樹脂　 径15.0　高1.7　 1点 模様「タイ」 2016P16922

453 皿 昭和時代～平成時代 樹脂　 径15.0　高1.7　 1点 模様「キス」 2016P16923

454 皿 昭和時代～平成時代 樹脂　 径14.9　高1.8　 1点 模様「フグ」 2016P16924

455 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.0　高1.5　 1点 2016P16925
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456 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.8　高1.6　 1点 印「出石そば」 2016P16926

457 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.5　高2.0　 1点 印「光峰」 2016P16927

458 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.3　高1.8　 1点 2016P16928

459 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.1　高2.6　 1点 2016P16929

460 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.8　高2.3　 2点 印「肥厥流極」「湖
山」「魚□花」

2016P16930
～16931

461 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.5　高2.3　 1点 模様「カニ」 2016P16932

462 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.3　高3.0　 1点 2016P16933

463 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　エビ形 径8.0　高2.3　 1点 2016P16934

464 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦18.0　横29.0　高2.2 1点 2016P16935

465 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦16.0　横23.3　高1.8 1点 2016P16936

466 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦15.6　横24.0　高1.8 1点 2016P16937

467 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦15.2　横23.1　高2.8 1点 2016P16938

468 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.8　横22.4　高2.2 1点 2016P16939

469 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.3　横21.7　高1.0 1点 2016P16940

470 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.4　横17.1　高1.0 2点 2016P16941
～16942

471 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.5　横16.7　高1.5 1点 2016P16943

472 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.3　横15.3　高0.8 1点 2016P16944

473 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.8　横17.0　高2.0 1点 2016P16945

474 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.1　横16.2　高0.5 1点 2016P16946

475 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.0　横16.5　高3.0 1点 2016P16947

476 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.5　横17.3　高1.9 1点 2016P16948

477 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.6　横13.0　高1.0 1点 印「焱」 2016P16949

478 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.2　横11.8　高1.3 1点 2016P16950

479 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.3　横9.5　高0.8 1点 2016P16951

480 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.5　横9.7　高2.0 1点 印「四ッ谷」 2016P16952

481 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦23.2　横23.2　高3.3 1点 2016P16953

482 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦19.7　横23.5　高3.4 1点 2016P16954

483 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦15.0　横16.4　高2.7 1点 2016P16955

484 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦16.5　横20.5　高3.7 1点 2016P16956

485 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.7　横15.1　高3.0 1点 2016P16957

486 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.5　横9.7　高0.8 5点 成形による凹文字
「砥部 永立寺」

2016P16958
～16962

487 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦18.6　横25.5　高1.3 1点 印「た」 2016P16963

488 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦15.5　横24.2　高2.2 1点 2016P16964
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489 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦15.0　横21.6　高1.5 1点 2016P16965

490 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦14.0　横21.0　高2.0 1点 2016P16966

491 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦12.7　横17.4　高1.8 1点 シール「1571」
成形による凹文字
「□月作」

2016P16967

492 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.2　横22.3　高1.7 2点 2016P16968
～16969

493 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.5　横28.0　高1.5 1点 2016P16970

494 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.7　横23.7　高1.3 1点 2016P16971

495 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦15.0　横30.2　高2.0 1点 2016P16972

496 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横19.6　高1.5 1点 2016P16973

497 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.5　横20.2　高1.5 1点 2016P16974

498 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横23.2　高2.0 1点 2016P16975

499 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.5　横11.5　高2.0 5点 木箱に墨書「皿 
五枚入　天保四癸
巳二月吉日」

2016P16976
～16980

500 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.0　横31.6　高1.2 5点 箱入り 2016P16981
～16985

501 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横8.0　高2.0 3点 印「丸直」 2016P16986
～16988

502 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.3　横8.1　高2.0 1点 2016P16989

503 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦5.7　横10.3　高2.0 10点 2016P16990
～16999

504 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横11.8　高3.0 3点 2016P17000
～17002

505 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦5.4　横5.5　高1.2 1点 2016P17003

506 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.3　横5.7　高1.5 1点 印「まめや」 2016P17004

507 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.7　横5.3　高0.8 1点 印「松月窯」 2016P17005

508 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.5　横5.7　高2.2 1点 2016P17006

509 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.0　横5.6　高2.1 1点 2016P17007

510 皿 昭和時代～平成時代 沖縄県 ガラス　 縦17.8　横17.8　高2.2 3点 2016P17008
～17010

511 皿板 昭和時代～平成時代 佐賀県有田町 陶磁器　 縦18.6　横21.5　高0.6 1点 箱入り　シール
「伝統と創造 有田
焼」　説明書「李
荘窯」

2016P17011

512 皿ヵ 昭和時代～平成時代 青磁　魚形 縦7.9　横15.6　高2.8 1点 2016P17012

513 重箱 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横10.5　高10.2 1点 2016P17013

514 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.8　高6.2　 1点 印「かと」 2016P17014

515 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.3　高6.2　 1点 印「昇□」 2016P17015
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516 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.3　高7.0　 1点 2016P17016

517 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.8　高5.5　 1点 2016P17017

518 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高5.5　 1点 2016P17018

519 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高5.3　 1点 2016P17019

520 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.6　高5.3　 1点 印「真山窯」 2016P17020

521 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高5.4　 1点 印「真山窯」 2016P17021

522 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高6.1　 1点 印「Kanki」 2016P17022

523 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.5　高6.3　 1点 印「Kanki」 2016P17023

524 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.1　高5.5　 1点 成形による凹文字
「□□」

2016P17024

525 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.3　高6.2　 1点 2016P17025

526 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.9　高6.0　 1点 印「城山」 2016P17026

527 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高5.5　 1点 2016P17027

528 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.5　高5.8　 1点 印「松□窯」 2016P17028

529 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.4　高5.3　 1点 模様「魚4匹」 2016P17029

530 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高5.5　 1点 模様「魚2匹 ◎」 2016P17030

531 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高5.5　 1点 模様「魚2匹 青海
波」

2016P17031

532 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.7　高5.5　 1点 模様「魚3匹」 2016P17032

533 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.8　高8.0　 1点 シール「26」 2016P17033

534 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高6.5　 1点 2016P17034

535 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.9　高6.0　 1点 2016P17035

536 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高5.8　 2点 2016P17036
～17037

537 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高5.3　 1点 印「遊」 2016P17038

538 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高5.1　 1点 印「遊」 2016P17039

539 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.1　高5.2　 1点 印「か」 2016P17040

540 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高4.8　 1点 印「京□造」 2016P17041

541 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高5.3　 1点 模様「魚3匹」 2016P17042

542 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高5.5　 1点 印「京□造」 模様
「魚6匹」

2016P17043

543 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.5　高6.4　 1点 2016P17044

544 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.5　高5.2　 1点 印「芳月作」 2016P17045

545 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.5　高6.3　 1点 印「ト」 2016P17046

546 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.2　高6.0　 1点 2016P17047

547 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高5.2　 1点 2016P17048

548 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.5　高5.0　 1点 印「□□」 2016P17049
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549 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.5　高5.0　 1点 印「□□」 2016P17050

550 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.3　高5.0　 1点 2016P17051

551 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.1　高5.7　 1点 印「京□造」 2016P17052

552 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.2　高5.7　 1点 印「京□造」 2016P17053

553 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.0　高5.5　 1点 印「京□造」 2016P17054

554 茶碗 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.2　高5.5　 1点 印「□川」 2016P17055

555 長皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.3　横36.0　 1点 2016P17056

556 長皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.0　横34.3　 1点 2016P17057

557 長皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦17.3　横42.0　 1点 2016P17058

558 長皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.5　横35.5　 1点 2016P17059

559 長皿 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦11.5　横25.0　 1点 2016P17060

560 鍋敷き 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径15.0　　 1点 2016P17061

561 鍋敷き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.0　横16.5　 1点 2016P17062

562 鍋敷き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦18.0　横16.5　 1点 2016P17063

563 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦16.0　横20.7　 1点 2016P17064

564 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径21.0　高7.5　 1点 2016P17065

565 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.8　高9.0　 1点 2016P17066

566 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.7　高10.7　 1点 2016P17067

567 鉢 昭和時代～平成時代 ガラス　 径20.8　高6.0　 1点 2016P17068

568 鉢 昭和時代～平成時代 ガラス　 径14.0　高3.6　 1点 2016P17069

569 鉢 昭和時代～平成時代 ガラス　 径15.0　高7.5　 1点 2016P17070

570 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.5　高6.3　 1点 2016P17071

571 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.5　高6.5　 1点 印「国際釣り博
2002」

2016P17072

572 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径19.2　高6.3　 2点 足付き3本 2016P17073
～17074

573 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.5　高5.0　 1点 2016P17075

574 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.7　高6.0　 1点 2016P17076

575 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径18.3　高8.5　 1点 2016P17077

576 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.2　高5.5　 1点 2016P17078

577 鉢 昭和時代～平成時代 ガラス　 径14.5　高7.0　 1点 2016P17079

578 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径20.8　高6.8　 1点 2016P17080

579 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径18.0　高5.8　 1点 2016P17081

580 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.5　高5.2　 1点 2016P17082

581 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.7　高4.7　 1点 2016P17083

582 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.5　高4.0　 1点 2016P17084
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583 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径21.2　高7.2　 1点 2016P17085

584 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.2　高4.0　 1点 2016P17086

585 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.2　高5.5　 1点 2016P17087

586 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.3　高5.0　 1点 2016P17088

587 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.8　高5.0　 1点 2016P17089

588 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.8　高5.5　 1点 2016P17090

589 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径17.5　高7.0　 1点 2016P17091

590 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.2　高5.7　 1点 2016P17092

591 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.7　高5.0　 1点 2016P17093

592 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.2　高6.0　 1点 シール「35」　印
「吉野寿司」

2016P17094

593 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.7　横18.0　高6.2 1点 2016P17095

594 鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.0　横15.3　高5.5 1点 模様「軍配」「釣竿」
「巾着袋」

2016P17096

595 八角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.1　横12.0　高1.5 2点 2016P17097
～17098

596 吹墨双魚文楕
円皿

昭和時代～平成時代 河上恭一郎 ガラス　 縦20.3　横23.1　高3.3 1点 箱入り　墨書「吹
墨双魚文 楕円皿 
河上恭一郎」

2016P17099

597 吹墨双魚文楕
円皿

昭和時代～平成時代 河上恭一郎 ガラス　 縦20.4　横23.2　高3.0 1点 箱入り　墨書「吹
墨双魚文 楕円皿 
河上恭一郎」

2016P17100

598 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦10.5　横14.3　高8.5 1点 2016P17101

599 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.8　横13.3　高6.0 1点 2016P17102

600 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.4　横12.3　高6.0 1点 2016P17103

601 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦9.6　横12.6　高5.3 1点 印「鳴内名産 鯛
みそ」

2016P17104

602 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦8.8　横10.1　高4.6 1点 2016P17105

603 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　カニ形 縦8.3　横10.5　高5.3 1点 2016P17106

604 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.1　横12.3　高5.5 1点 2016P17107

605 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.1　横10.0　高12.1 1点 2016P17108

606 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ナマズ）

縦6.5　横14.8　高4.9 1点 2016P17109

607 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ナマズ）

縦6.9　横15.6　高6.0 1点 シール「40」 2016P17110

608 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦8.9　横10.2　高5.0 1点 2016P17111

609 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ナマズ）

縦6.5　横14.7　高4.5 1点 2016P17112
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610 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ナマズ）

縦6.9　横4.0　高6.0 1点 シール「40」 2016P17113

611 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.1　横7.0　高6.5 1点 2016P17114

612 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ムツゴロウヵ）

縦5.1　横10.3　高6.0 1点 印「土暖」 2016P17115

613 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.8　横7.5　高3.2 1点 模様「クラゲ」 2016P17116

614 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　ハート
形

縦5.6　横6.1　高3.2 1点 模様「クラゲ」 2016P17117

615 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.3　横15.6　高6.0 1点 2016P17118

616 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.9　横21.5　高5.0 1点 2016P17119

617 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦11.7　横14.0　高8.3 1点 2016P17120

618 蓋つき器 昭和時代～平成時代 石　魚形 縦13.5　横34.5　高9.3 1点 2016P17121

619 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.0　横15.5　高
10.5

1点 シール「093」 2016P17122

620 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.7　横14.3　高8.0 1点 2016P17123

621 蓋つき器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.0　横12.4　高9.7 1点 2016P17124

622 蓋つき角鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.6　横14.4　高6.0 1点 2016P17125

623 蓋つき角鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.6　横16.3　高8.2 1点 2016P17126

624 蓋つき角鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.1　横11.3　高6.5 1点 2016P17127

625 銘々皿 昭和時代～平成時代 木（屋久杉）　
魚形

縦11.2　横13.5　高1.0 5点 箱入り 2016P17128
～17132

626 盛皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.0　横17.0　高6.5 1点 模様「ナマズ」「ウ
ナギ」

2016P17133

627 楊枝 昭和時代～平成時代 竹　魚形 長10.0　　 5点 箱入り 2016P17134
～17138

628 六角皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.2　横7.5　高1.4 1点 2016P17139

629 碗 昭和時代～平成時代 中国 陶磁器　 縦8.2　横8.1　高7.3 1点 文字「湯呑に楽在
其中」　箱入り

2016P17140

630 碗 昭和時代～平成時代 中国 陶磁器　 縦8.2　横8.2　高7.5 1点 文字「水清見遊魚」　
箱入り

2016P17141

2．食器類（酒器）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

631 グラス 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.7　高10.5　 1点 2016P17142

632 グラス 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.7　高10.5　 1点 2016P17143

633 グラス 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦4.8　横4.9　高6.2 1点 2016P17144

634 グラス 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦4.1　横4.2　高13.0 1点 2016P17145

635 グラス 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦6.2　横6.3　高18.0 1点 2016P17146
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636 グラス 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦5.8　横5.8　高10.2 5点 2016P17147
～17151

637 小物入れ 昭和時代～平成時代 漆　クジラ形 縦2.6　横7.2　高2.0 1点 2016P17152

638 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.8　高8.0　 1点 2016P17153

639 盃 昭和時代～平成時代 漆　 縦5.1　横5.7　高4.7 1点 黒朱漆塗 2016P17154

640 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.3　横5.3　高3.2 1点 箱入り　墨書あり 2016P17155

641 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.5　横5.4　高3.2 2点 箱入り　墨書あり 2016P17156
～17157

642 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.5　横5.4　高3.2 2点 箱入り　墨書あり 2016P17158
～17159

643 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.2　高4.2 5点 模様「エビ、イシ
ダイ、フグ、ヒラ
メ、トビウオ（側
面）」

2016P17160
～17164

644 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.6　高4.0 1点 模様「魚5尾（内
側）」、側面薄緑　
印「幸山」

2016P17165

645 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径3.7　高3.7 1点 模様「タイ（側
面）」、紅葉

2016P17166

646 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.2　高4.1 1点 模様「フグ（側面）」2016P17167

647 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径3.9　高5.0 1点 模様「魚3尾（側
面）」

2016P17168

648 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.3　高5.0 1点 模様「魚2尾（側
面）」、印「昭」、
紺釉薬

2016P17169

649 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.9　高5.0 1点 模様「魚2尾（側
面）」、印「昭」、白・
紺釉薬

2016P17170

650 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.4　高5.0 1点 2016P17171

651 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.6　高5.8 1点 印「寿山」「志ん
じく荘」

2016P17172

652 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.9　高4.2 1点 2016P17173

653 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.5　高4.2 1点 模様「カレイ（内
側）」

2016P17174

654 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高3.0 5点 模様「エビス」 2016P17175
～17179

655 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.9　高4.3 1点 2016P17180

656 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高5.2 1点 2016P17181

657 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高5.2 1点 印「若深珍□」 2016P17182

658 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.7　高3.5 1点 印「白鹿」　模様
「エビス（内側）」

2016P17183

659 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.2　高3.2 1点 印「ろせん」　模
様「ヒラメ（側面）」

2016P17184

660 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.9　高4.1 1点 2016P17185
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661 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.3　高3.8 1点 模様「ヒラメ（内
側）」

2016P17186

662 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.5　高3.7 1点 模様「フグ（側面）」　
文字「福（内側）」

2016P17187

663 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高3.7 1点 模様「魚2匹（側
面）」

2016P17188

664 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.2　高3.5 1点 模様「魚1匹（内
側）」

2016P17189

665 盃 昭和時代～平成時代 中国 陶磁器　 径7.0　高2.1 5点 模様「コイ」、シ
ール「￥80」

2016P17190
～17194

666 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.4　高3.8 1点 模様「魚3匹（内
側）」

2016P17195

667 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高3.5 1点 模様「魚1匹（内
側）」　印「神游」

2016P17196

668 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高3.2 1点 模様「魚1匹（内
側）」シール「￥
5000能大社□登」

2016P17197

669 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.1　高2.5 1点 2016P17198

670 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.8　高2.5 1点 模様「流水　魚2
匹」

2016P17199

671 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.2　高2.2 1点 模様「植物　魚3
匹」　朱印「平突
□□」

2016P17200

672 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高2.4 1点 模様「魚1匹」「植
物」「魚3匹」　朱
印「小林亭」

2016P17201

673 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高2.6 1点 模様「銀色のタイ
1匹」

2016P17202

674 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高2.6 1点 模様「銀のタイ1
匹」　文字「賞」「八
幡青年品評会」

2016P17203

675 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.1　高2.5 1点 模様「魚2匹」　盃
ふち青色

2016P17204

676 盃 昭和時代～平成時代 大分県日出町 陶磁器　 径7.5　高5.5 4点 模様「ヒラメ」 2016P17205
～17208

677 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高2.7 1点 模様「エビ」　印
「松□」

2016P17209

678 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　金箔　 径5.2　高2.5 1点 模様「エビスと
将棋をする男性」　
印「九谷」

2016P17210

679 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.3　高2.0 1点 模様「タイを持っ
て立つエビス」

2016P17211

680 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高2.5 1点 模様「エビスとタ
イ」

2016P17212

681 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高3.4 1点 模様「カメに乗っ
た浦島太郎」

2016P17213

682 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.4　高3.2 1点 模様「内側に魚1
匹」　印「ト」

2016P17214
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683 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高2.9 1点 模様「内側に魚1
匹」　印「ト」

2016P17215

684 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.7　高2.0 1点 赤・黒　模様「海
老2匹」　シール
「￥2500」

2016P17216

685 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.3　高2.0 1点 模様「魚3匹」　赤 2016P17217

686 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.2　高2.2 1点 模様「植物」「魚
（赤、緑）」

2016P17218

687 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高3.0 2点 模様「植物」「魚
（赤、緑）」　印「松
□□」

2016P17219
～17220

688 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.1　高2.3 1点 模様「魚1匹」 2016P17221

689 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.1　高2.5 1点 模様「ナマズ2匹」2016P17222

690 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高2.4 1点 模様「海藻と魚1
匹」

2016P17223

691 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高2.5 1点 模様「海藻と魚1
匹」

2016P17224

692 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.4　高5.3 1点 模様「魚2匹」　赤 2016P17225

693 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高5.0 1点 模様「魚1匹」 2016P17226

694 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.1　高4.1 1点 模様「魚1匹・側
面に6匹」　底は
尖っている

2016P17227

695 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高3.5 1点 模様「魚2匹」 2016P17228

696 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.0　高3.0 2点 模様「エビ」 2016P17229
～17230

697 盃 昭和時代～平成時代 宮城県仙台市
ヵ

陶磁器　 径4.5　高3.0 1点 模様「亀」　成形
による凸文字「亀」
「竜宮城」「日和山」

2016P17231

698 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.7　高4.0 1点 模様「蛇の目」「魚」2016P17232

699 盃 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径3.5　高3.6 1点 模様「魚3尾」 2016P17233

700 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦15.0　横5.7　口径
3.1

1点 2016P17234

701 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.5　横29.0　高10.5 1点 2016P17235

702 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　竹　魚
形

縦8.6　横29.0　高8.0 1点 2016P17236

703 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高10.8　 1点 2016P17237

704 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高11.0　 1点 2016P17238

705 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高10.3　 1点 シール「B3」 2016P17239

706 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.8　高12.5　 1点 シール「F-1」 2016P17240

707 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高11.3　 1点 2016P17241

708 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高14.4　 1点 シール「No13」 2016P17242

709 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高13.0　 1点 2016P17243
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710 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器 径8.4　高12.0　 1点 シール「E-17」 印
「HiR」

2016P17244

711 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器 径8.7　高12.9　 1点 2016P17245

712 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.7　高14.0　 1点 2016P17246

713 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高11.3　 1点 2016P17247

714 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.3　高11.3　 1点 印「吉」 2016P17248

715 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.7　横11.2　高8.6 1点 2016P17249

716 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦7.8　横12.6　高8.3 1点 2016P17250

717 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.5　横11.7　高
12.5

1点 2016P17251

718 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.0　横14.0　高
10.5

1点 2016P17252

719 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.0　横12.4　高8.6 1点 2016P17253

720 酒器 昭和時代～平成時代 ガラス　六角形　縦6.1　横6.6　高11.0 1点 2016P17254

721 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.0　横8.9　高10.5 1点 印「陶栄」シール
「￥4800」

2016P17255

722 酒器 昭和時代～平成時代 陶磁器　麻縄　 縦6.0　横9.5　高8.0 1点 2016P17256

723 酒器（皿付） 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.6　横6.0　口径6.5 1点 2016P17257

724 酒器（皿付） 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.3　横6.2　口径6.5 1点 2016P17258

725 酒器（取っ手
付き）

昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦7.0　横12.3　高12.5 1点 2016P17259

726 酒器（取っ手
付き）

昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦7.1　横11.8　高12.0 1点 2016P17260

727 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 幅9.6　高11.3　 1点 2016P17261

728 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦18.0　横6.4　口径
3.0

1点 2016P17262

729 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦20.2　横5.9　口径
2.5

1点 2016P17263

730 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.0　横8.2　口径
4.0

1点 2016P17264

731 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.0　横8.4　口径
3.5

1点 2016P17265

732 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.3　高9.3　 1点 シール「壺屋焼 
湧田弘作」

2016P17266

733 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高11.8　 2点 2016P17267
～17268

734 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.3　高10.8　 1点 シール「キュート
銀座」

2016P17269

735 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.7　高12.2　 1点 印「ト」 2016P17270

736 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.4　高10.5　 1点 2016P17271
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737 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.6　高11.7　 1点 シール「￥7000」 2016P17272

738 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高12.2　 1点 印「ひじ」模様「ヒ
ラメ」

2016P17273

739 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.3　高12.5　 1点 印「□□枡吉」 2016P17274

740 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.2　高11.6　 1点 模様「ナマズ2匹」2016P17275

741 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.6　高11.7　 1点 2016P17276

742 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.2　高12.5　 1点 模様「ヒラメ」 2016P17277

743 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.9　高9.0　 1点 模様「カレイ」 2016P17278

744 徳利 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.4　高7.6　 1点 2016P17279

745 マドラー 昭和時代～平成時代 ガラス　 長20.0　　 5点 箱入り 2016P17280
～17284

3．食器類（茶器）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

746 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.0　高9.0　 1点 2016P17285

747 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高6.5　 1点 2016P17286

748 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.0　高6.5　 1点 印「日出」 2016P17287

749 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高7.5　 1点 印「九谷一□」 2016P17288

750 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.4　高8.5　 1点 2016P17289

751 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 木8.6　高7.2　 1点 2016P17290

752 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.8　高8.5　 1点 2016P17291

753 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高9.0　 1点 2016P17292

754 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.8　高8.5　 1点 シール「￥400」 2016P17293

755 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.3　高6.0　 1点 2016P17294

756 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高8.5　 1点 2016P17295

757 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高9.5　 1点 2016P17296

758 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高8.8　 1点 759とセット 2016P17297

759 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.8　高1.8　 1点 758とセット 2016P17298

760 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.8　高6.0　 1点 模様「カニ」
761とセット

2016P17299

761 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.3　高2.2　 1点 760とセット 2016P17300

762 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高7.0　 1点 印「太公
望　ログカフ
ェ」「MIYOSHI 
SINCE 1988」　
763とセット

2016P17301

763 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.2　高2.1　 1点 762とセット 2016P17302

764 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.0　高7.0　 1点 765とセット 2016P17303
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765 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.7　高2.5　 1点 764とセット 2016P17304

766 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.1　高6.8　 1点 767とセット 2016P17305

767 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.7　高2.2　 1点 766とセット 2016P17306

768 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.9　高7.0　 1点 769とセット 2016P17307

769 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.3　高2.0　 1点 768とセット 2016P17308

770 カップ 昭和時代～平成時代 沖縄県 陶磁器　 径7.3　高7.0　 1点 771とセット 2016P17309

771 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.1　高3.0　 1点 770とセット 2016P17310

772 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高7.5　 1点 773とセット 2016P17311

773 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径16.0　高0.7　 1点 772とセット 2016P17312

774 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.0　高6.0　 1点 775とセット 2016P17313

775 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.0　高2.5　 1点 774とセット 2016P17314

776 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.1　高6.5　 1点 777とセット 2016P17315

777 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.7　高2.5　 1点 776とセット 2016P17316

778 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.2　高6.8　 1点 779とセット 2016P17317

779 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.7　横11.0　高2.6 1点 778とセット 2016P17318

780 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高7.2　 1点 781とセット　印
「九谷宗山」

2016P17319

781 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦12.3　横12.3　高1.8 1点 780とセット 2016P17320

782 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高6.5　 1点 783とセット 2016P17321

783 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.3　高2.7　 1点 782とセット 2016P17322

784 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高6.3　 1点 785とセット 2016P17323

785 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.0　高2.6　 1点 784とセット 2016P17324

786 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.1　高6.0　 1点 787とセット 2016P17325

787 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.7　高2.0　 1点 786とセット 2016P17326

788 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高8.0　 1点 789とセット 2016P17327

789 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径13.7　高2.3　 1点 788とセット 2016P17328

790 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.2　高8.0　 1点 791とセット 2016P17329

791 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.0　高3.0　 1点 790とセット 2016P17330

792 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高7.2　 1点 793とセット 2016P17331

793 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径14.7　高2.8　 1点 792とセット 2016P17332

794 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.6　高6.0　 5点 795とセット　印
「松峰」

2016P17333
～17337

795 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.0　横13.7　高2.0 4点 794とセット　印
「松峰」

2016P17338
～17341

796 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高6.5　 5点 797とセット 2016P17342
～17346

797 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.6　高2.0　 5点 796とセット 2016P17347
～17351
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798 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.5　高6.5　 2点 799とセット 2016P17352
～17353

799 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径15.3　高2.5　 2点 798とセット 2016P17354
～17355

800 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.7　高7.0　 1点 801とセット 2016P17356

801 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.7　高1.7　 1点 800とセット　模
様「ヒラメ」

2016P17357

802 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高7.0　 1点 803とセット　シ
ール「39」

2016P17358

803 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径11.5　高2.5　 1点 802とセット　シ
ール「39」

2016P17359

804 カップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高4.5　 1点 805とセット 2016P17360

805 ソーサー 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径12.8　高2.0　 1点 804とセット 2016P17361

806 急須 昭和時代～平成時代 陶磁器　竹　魚
形（ヒラメ）

縦10.5　横14.5　高
15.0

1点 模様「ヒラメ」 2016P17362

807 急須 昭和時代～平成時代 陶磁器　竹　魚
形（ヒラメ）

縦12.0　横15.3　高
16.5

1点 印「好山」 2016P17363

808 急須 昭和時代～平成時代 東洋民族工芸
社

陶磁器　竹　 縦11.0　横15.0　高
17.0

1点 印「東洋民族工芸
社」

2016P17364

809 コップ 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦7.4　横7.3　高8.5 1点 2016P17365

810 皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.7　横13.9　高1.2 5点 箱入り 2016P17366
～17370

811 スプーン 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦2.7　横12.3　高1.0 1点 2016P17371

812 スプーン 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦2.7　横12.3　高0.9 1点 2016P17372

813 スプーン 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦2.6　横12.4　高0.8 1点 2016P17373

814 茶器 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.5　横12.0　高10.2 1点 2016P17374

815 茶器 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.5　横12.2　高7.0 1点 2016P17375

816 ティーポット 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦11.0　横16.5　高
12.5

1点 2016P17376

817 ティーポット 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.0　横14.5　高
12.0

1点 2016P17377

818 ティーポット 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.0　横16.0　高
10.3

1点 2016P17378

819 鉄瓶 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　 縦11.8　横17.0　高
22.0

1点 2016P17379

820 デミカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.8　横7.8　高6.0 5点 箱入り 2016P17380
～17384

821 土瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.5　横16.5　高
14.0

1点 2016P17385

822 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.8　高8.0　 1点 印「ち」 2016P17386

823 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高7.8　 1点 2016P17387

824 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.0　高8.7　 1点 2016P17388
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825 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.8　高9.5　 1点 2016P17389

826 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高7.5　 1点 2016P17390

827 マグカップ 昭和時代～平成時代 KATO 
KOGEI

陶磁器　 径9.1　高8.0　 1点 2016P17391

828 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高9.5　 1点 2016P17392

829 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.1　高7.3　 1点 2016P17393

830 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高8.8　 1点 シール「Hand 
painted」

2016P17394

831 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.2　高9.0　 1点 2016P17395

832 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高7.5　 1点 2016P17396

833 マグカップ 昭和時代～平成時代 スコットラン
ド

陶磁器　 径7.3　高10.2　 1点 印「MADE IN 
SCOTLAND」

2016P17397

834 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高7.6　 1点 2016P17398

835 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.8　高7.5　 1点 印「OLYMPIC」
模様「ブラックバ
ス」

2016P17399

836 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高7.7　 1点 印「URANO」 2016P17400

837 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.8　高8.5　 1点 2016P17401

838 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.0　高9.0　 1点 2016P17402

839 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.1　高8.7　 1点 2016P17403

840 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高7.7　 1点 印「LAKE 
BIWAMUSEUM」

2016P17404

841 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高8.0　 1点 2016P17405

842 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高9.5　 1点 2016P17406

843 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.9　高8.6　 1点 2016P17407

844 マグカップ 昭和時代～平成時代 メキシコ 陶磁器　 径8.0　高9.0　 1点 印「MEXICO」 2016P17408

845 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高7.5　 1点 2016P17409

846 マグカップ 昭和時代～平成時代 ATSUKO 
MATANO

陶磁器　 径10.1　高7.6　 1点 2016P17410

847 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.5　高9.4　 1点 印「Mikasa」 2016P17411

848 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高9.9　 1点 印「はらたい
ら」「CERAMIC 
JAPAN INC. 
seto」

2016P17412

849 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高8.3　 1点 2016P17413

850 マグカップ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.4　横13.1　高11.2 1点 シール「40」 2016P17414

851 ミルク入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.6　横7.0　高5.5 1点 2016P17415

852 ミルク入れ 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦4.7　横7.6　高6.0 1点 2016P17416

853 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高7.0　 1点 2016P17417

854 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.5　高6.7　 1点 2016P17418
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855 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高8.0　 1点 2016P17419

856 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高8.0　 1点 2016P17420

857 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.3　高8.0　 1点 印「kanoo」 2016P17421

858 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高7.2　 1点 2016P17422

859 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.3　高6.0　 1点 2016P17423

860 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.1　高7.0　 1点 2016P17424

861 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.4　高7.6　 1点 2016P17425

862 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高8.0　 1点 シール「￥1300」 2016P17426

863 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.9　高8.3　 1点 印「青」 2016P17427

864 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高7.8　 1点 2016P17428

865 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高7.4　 1点 2016P17429

866 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.3　高8.2　 1点 印「凡月」 2016P17430

867 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高8.5　 1点 2016P17431

868 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高7.5　 1点 2016P17432

869 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高7.4　 1点 シール「27」 「￥
780」

2016P17433

870 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高7.3　 1点 2016P17434

871 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.7　高7.3　 1点 2016P17435

872 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.8　高7.0　 1点 2016P17436

873 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.3　高7.8　 1点 2016P17437

874 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高7.0　 1点 2016P17438

875 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高7.7　 1点 2016P17439

876 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高8.0　 1点 印「京千」 2016P17440

877 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高7.3　 1点 2016P17441

878 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.9　高7.4　 1点 2016P17442

879 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高7.5　 1点 2016P17443

880 湯呑 昭和時代～平成時代 東洋民族工芸
舎

陶磁器　 径8.2　高6.7　 1点 印「東洋民族工芸
舎」

2016P17444

881 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高8.0　 1点 2016P17445

882 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.5　高7.8　 1点 印「女子山」 2016P17446

883 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高6.7　 1点 2016P17447

884 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高7.8　 1点 印「KYU」 2016P17448

885 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.1　高8.5　 1点 シール「テーブ
ルに思いやり 有
田焼 研磨済製品」 
印「な」

2016P17449

886 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高8.0　 1点 2016P17450

887 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高7.3　 1点 印「KYU」 2016P17451
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888 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.3　高7.8　 1点 印「好山」 2016P17452

889 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.4　高7.3　 1点 2016P17453

890 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高7.0　 1点 2016P17454

891 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.4　高6.7　 1点 2016P17455

892 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.9　高6.0　 1点 2016P17456

893 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.8　高4.6　 1点 印「九谷」 2016P17457

894 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高4.6　 1点 印「九谷」 2016P17458

895 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.0　高5.5　 1点 2016P17459

896 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高4.5　 1点 印「九谷」 2016P17460

897 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高4.5　 1点 印「九谷」 2016P17461

898 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高8.2　 1点 2016P17462

899 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高8.0　 1点 2016P17463

900 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.4　高9.0　 1点 2016P17464

901 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.3　高8.2　 1点 2016P17465

902 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.4　高7.4　 1点 2016P17466

903 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高8.2　 1点 2016P17467

904 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高7.6　 1点 2016P17468

905 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.0　高7.3　 1点 2016P17469

906 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高8.7　 1点 2016P17470

907 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.1　高9.2　 1点 2016P17471

908 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.0　高8.7　 1点 模様「ふぐ」 2016P17472

909 湯呑 昭和時代～平成時代 東洋民族工芸
舎

陶磁器　 径8.2　高6.6　 1点 印「東洋民族工芸
舎」

2016P17473

910 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.2　高7.4　 1点 2016P17474

911 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.2　高8.2　 1点 2016P17475

912 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高8.2　 1点 2016P17476

913 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高9.8　 1点 2016P17477

914 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.7　高8.3　 1点 模様「ふぐ」 2016P17478

915 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.2　高7.0　 1点 2016P17479

916 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.2　高7.0　 1点 2016P17480

917 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高8.5　 1点 2016P17481

918 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.2　高8.3　 1点 2016P17482

919 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.6　高7.5　 1点 2016P17483

920 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高10.7　 1点 2016P17484

921 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.7　高9.0　 1点 2016P17485

922 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.8　高10.0　 1点 2016P17486
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923 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.8　高8.2　 1点 2016P17487

924 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.9　高9.7　 1点 2016P17488

925 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高12.0　 1点 蓋付き 2016P17489

926 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.7　高12.0　 1点 蓋付き 2016P17490

927 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.7　高8.3　 1点 蓋付き 2016P17491

928 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.0　高5.4　 1点 印「哲」 2016P17492

929 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.1　高5.4　 1点 印「哲」 2016P17493

930 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.6　高5.3　 1点 2016P17494

931 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.3　高5.4　 1点 2016P17495

932 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.1　高5.3　 1点 2016P17496

933 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高5.5　 1点 2016P17497

934 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径9.2　高5.4　 1点 2016P17498

935 湯呑 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径8.9　高5.3　 1点 2016P17499

4．食器類（灰皿）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

936 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高7.2　 1点 箱入り　シール
「BLACK BASS」

2016P17500

937 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦18.3　横9.2　高1.7 1点 2016P17501

938 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.3　横8.6　高6.0 1点 印「土暖」 2016P17502

939 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.9　横10.5　高8.7 1点 2016P17503

940 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.9　横11.4　高7.3 1点 2016P17504

941 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦14.2　横12.0　高7.3 1点 2016P17505

942 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦9.2　横6.0　高6.0 1点 2016P17506

943 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.4　横8.6　高11.7 1点 2016P17507

944 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.6　横5.7　高7.0 1点 シール「P2」 2016P17508

945 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.2　横9.7　高3.3 1点 印「もしも
しかめぴー」
「© MOTHER 
GOOSE NO 
MORI」

2016P17509

946 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.9　横13.1　高4.0 1点 2016P17510

947 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.2　横7.1　高8.2 1点 2016P17511

948 灰皿 昭和時代～平成時代 大分県日出町 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦13.1　横21.7　高5.5 1点 成形による凹文字
「日出焼」

2016P17512

949 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.9　横7.5　高7.8 1点 シール「P3」 2016P17513

950 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.5　横6.8　高5.3 1点 シール「26」 2016P17514
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951 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.4　横13.3　高3.7 1点 シール「手づくり
の味 北海道立太
陽の園」

2016P17515

952 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.1　横13.7　高6.0 1点 シール「26」 2016P17516

953 灰皿 昭和時代～平成時代 静岡県熱海市 陶磁器　魚形 縦6.8　横13.5　高9.5 1点 シール「ATAMI」2016P17517

954 灰皿 昭和時代～平成時代 大分県日出町 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦9.1　横14.8　高3.8 1点 説明書「「城下か
れい」と「藤原窯」」

2016P17518

955 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.1　横6.7　高5.0 1点 シール「￥770」 2016P17519

956 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.5　横6.9　高9.0 1点 2016P17520

957 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦17.5　横12.4　高9.7 1点 2016P17521

958 灰皿 昭和時代～平成時代 メキシコ 陶磁器　魚形 縦16.3　横10.5　高8.5 1点 シール「40」 2016P17522

959 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦11.2　横15.6　高2.8 1点 2016P17523

960 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カワハギ）

縦10.5　横14.2　高3.4 1点 2016P17524

961 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.2　横13.0　高3.7 1点 2016P17525

962 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　カニ形 縦8.2　横19.6　高7.3 1点 シール「P6」 2016P17526

963 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.5　横9.0　高20.5 1点 2016P17527

964 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径10.8　高2.2　 1点 2016P17528

965 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径10.8　高2.3　 1点 2016P17529

966 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径11.1　高1.7　 1点 2016P17530

967 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径10.6　高3.0　 1点 2016P17531

968 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径11.6　高2.5　 1点 2016P17532

969 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径9.8　高3.1　 1点 シール「￥800」 2016P17533

970 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径9.2　高3.0　 1点 2016P17534

971 灰皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　丸形 径15.2　高3.0　 1点 2016P17535

972 灰皿 昭和時代～平成時代 樹脂ヵ　三角形 縦10.6　横10.5　高2.2 1点 2016P17536

973 灰皿 昭和時代～平成時代 金属　 縦6.4　横2.2　高2.2 1点 2016P17537

974 灰皿 昭和時代～平成時代 長野県 陶磁器　 縦24.0　横23.8　高2.4 1点 瓦皿「信州ミカド」2016P17538

975 灰皿 昭和時代～平成時代 ガラス 縦9.5　横9.4　高2.2 1点 箱に「やまめ」　
箱入り　模様「ヤ
マメ」

2016P17539

976 灰皿 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦7.8　横11.0　高2.5 1点 箱入り　シール
「55」

2016P17540

977 灰皿 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦7.8　横11.0　高2.3 1点 箱入り　シール
「52」

2016P17541

5．食器類（箸置き）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

978 箸置きヵ 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　イ
カ形

縦2.2　横7.5　高1.3 1点 シール「52」 2016P17542
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979 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦1.0　横5.7　高3.1 1点 2016P17543

980 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦2.5　横5.2　高2.7 1点 シール「500」 2016P17544

981 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ウツボ）

縦3.4　横8.0　高3.5 1点 2016P17545

982 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.3　横9.2　高3.0 1点 2016P17546

983 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.5　横9.7　高3.2 1点 2016P17547

984 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.0　横6.0　高2.8 1点 2016P17548

985 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ナマズ）

縦4.5　横8.8　高1.7 1点 2016P17549

986 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ムツゴロウ）

縦3.2　横9.2　高2.7 1点 2016P17550

987 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦4.7　横10.5　高2.6 1点 2016P17551

988 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.2　横11.6　高2.4 1点 2016P17552

989 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.2　横8.5　高2.2 1点 2016P17553

990 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.5　横6.7　高1.5 1点 2016P17554

991 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.4　横6.8　高1.0 1点 2016P17555

992 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.6　横7.2　高0.8 1点 2016P17556

993 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ムツゴロウ）

縦4.0　横7.5　高2.0 1点 2016P17557

994 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.7　横6.9　高1.2 1点 2016P17558

995 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.2　横6.9　高2.4 1点 2016P17559

996 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（金魚）

縦2.9　横5.3　高2.2 1点 2016P17560

997 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦5.0　横7.2　高1.5 1点 2016P17561

998 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.5　横5.6　高1.0 1点 2016P17562

999 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　貝形 縦5.0　横5.3　高0.4 1点 2016P17563

1000 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　貝形 縦5.0　横5.2　高0.3 1点 2016P17564

1001 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　貝形 縦4.2　横6.4　高0.3 1点 2016P17565

1002 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　貝形 縦4.2　横6.2　高0.3 1点 2016P17566

1003 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　貝形 縦4.2　横6.1　高0.3 1点 2016P17567

1004 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.5　横7.1　高1.8 1点 シール「500」 2016P17568

1005 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦3.5　横6.0　高3.2 1点 2016P17569

1006 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.9　横6.2　高2.9 1点 2016P17570

1007 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.9　横6.2　高2.0 1点 印「静山」 2016P17571

1008 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦1.7　横7.0　高1.2 1点 2016P17572

1009 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦1.7　横7.1　高2.2 1点 2016P17573
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1010 箸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.2　横5.0　高1.1 1点 印「秀峰」 2016P17574

6．食器類（その他）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1011 コースター 昭和時代～平成時代 木　 縦8.5　横10.3　高0.5 1点 2016P17575

1012 コースター 昭和時代～平成時代 木　コルク　 縦8.7　横8.9　高0.3 1点 2016P17576

1013 コースター 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.5　横10.7　高0.5 1点 2016P17577

1014 コースター 昭和時代～平成時代 コルク　陶磁器　縦9.8　横9.7　高1.0 1点 2016P17578

1015 コースター 昭和時代～平成時代 コルク　陶磁器
ヵ　

縦9.8　横9.7　高1.0 1点 2016P17579

1016 コースター 昭和時代～平成時代 木　 縦7.4　横14.0　高0.8 1点 シール「200」 2016P17580

1017 コースター 昭和時代～平成時代 木　 縦8.0　横14.7　高0.9 1点 2016P17581

1018 コースター 昭和時代～平成時代 木　 縦8.4　横14.0　高0.8 1点 2016P17582

1019 コースター 昭和時代～平成時代 木　 縦8.5　横10.5　高1.1 1点 2016P17583

1020 コースター 昭和時代～平成時代 木　 縦8.7　横10.7　高1.3 1点 2016P17584

1021 スプーン 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　魚
形

縦4.0　横12.0　高1.6 1点 2016P17585

1022 スプーン 昭和時代～平成時代 木　 縦2.0　横9.5　高0.8 1点 2016P17586

1023 コルク・栓抜
き

昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦17.0　横7.5　高5.0 1点 2016P17587

1024 栓抜き 昭和時代～平成時代 木　金属　魚形 縦6.7　横9.1　高2.5 1点 2016P17588

1025 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　サメ形 縦6.0　横3.9　高1.3 1点 シール「23」 2016P17589

1026 栓抜き 昭和時代～平成時代 木　金属　魚形 縦2.3　横16.8　高3.2 1点 刻印「CRAFT 
EGAWA」スタ
ンプ印「THE 
HAKONE OPEN-
AIRMUSEUM」

2016P17590

1027 栓抜き 昭和時代～平成時代 群馬県草津市 木　金属　魚形 縦2.3　横21.0　高6.2 1点 白インク「草津（温
泉マーク）」

2016P17591

1028 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　魚
形

縦4.6　横8.2　高0.8 1点 2016P17592

1029 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　イルカ形 縦4.0　横4.0　高8.7 1点 2016P17593

1030 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.0　横13.0　高1.3 1点 シール「52」 2016P17594

1031 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.8　横11.9　高0.3 1点 シール「52」 2016P17595

1032 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　ス
テンドグラス　
魚形

縦6.0　横11.4　高0.5 1点 シール「52」 2016P17596

1033 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　魚形（金
魚）

縦5.6　横10.5　高0.5 1点 2016P17597

1034 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦8.0　横4.5　高0.3 1点 2016P17598
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1035 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦7.9　横4.5　高0.3 1点 シール「52」 成
形による凸文字
「BROMZE」

2016P17599

1036 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.0　横5.3　高0.7 1点 シール「52」 成
形による凸文字
「BROMZE」

2016P17600

1037 栓抜き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.3　横6.5　高0.6 1点 シール「52」「M-9」2016P17601

1038 栓抜き 昭和時代～平成時代 富山県 金属（鉄）　魚
形

縦5.0　横7.0　高0.5 1点 シール「越中富山」
箱入

2016P17602

1039 鍋敷 昭和時代～平成時代 木　 縦15.5　横15.2　高1.0 1点 シール「32」 2016P17603

1040 鍋敷 昭和時代～平成時代 木　 縦13.3　横16.0　高1.5 1点 焼印「GREEN 
HOUSE」

2016P17604

1041 まな板 昭和時代～平成時代 木（銀杏）　魚
形

縦16.0　横26.0　高1.0 1点 シール「Moku-
Moku market1」

2016P17605

1042 菓子型 昭和時代～平成時代 木　魚形（タイ）縦27.4　横55.2　高5.7 1点 2016P17606

1043 器 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦30.5　横46.3　高5.4 1点 シール「32」 2016P17607

1044 器 昭和時代～平成時代 金属（銅）　魚
形

縦23.0　横37.0　高2.3 1点 2016P17608

1045 お玉立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.7　横9.5　高4.3 1点 2016P17609

1046 お玉立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.7　横9.7　高4.2 1点 2016P17610

1047 お玉立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.8　横12.3　高3.0 1点 2016P17611

1048 お玉立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.4　横12.6　高3.5 2点 シール「￥500」 2016P17612
～17613

1049 お玉立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.7　横12.2　高4.5 1点 2016P17614

1050 お玉立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦11.3　横12.2　高3.5 1点 シール「有田焼」 2016P17615

1051 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.3　横10.3　 1点 シール「￥100」 2016P17616

1052 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.6　横9.5　 1点 2016P17617

1053 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.6　横9.3　 1点 2016P17618

1054 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦7.5　横11.6　 1点 2016P17619

1055 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦7.6　横11.7　 1点 2016P17620

1056 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦7.6　横11.6　 1点 2016P17621

1057 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横12.0　 1点 2016P17622

1058 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横11.6　 1点 2016P17623

1059 おろし皿 昭和時代～平成時代 金属　魚形（フ
グ）

縦8.3　横11.1　 1点 2016P17624

1060 おろし皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦18.8　横21.1　高3.0 1点 2016P17625

1061 ガラス容器 昭和時代～平成時代 ガラス　 径5.4　高7.8　 1点 2016P17626
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1062 コップ 昭和時代～平成時代 金属　 縦6.7　横10.5　高5.7 1点 シール「52」 2016P17627

1063 小鉢ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.5　横14.6　高6.0 1点 シール「40」 2016P17628

1064 匙 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦2.5　横12.2　高1.5 1点 2016P17629

1065 小壺 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.2　横5.2　高4.2 1点 2016P17630

1066 小壺 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦6.2　横6.2　高4.2 1点 2016P17631

1067 小壺 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.0　横5.0　高4.3 1点 2016P17632

1068 小壺 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

縦6.5　横9.7　高4.1 1点 2016P17633

1069 醤油差し 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦6.2　横10.6　高8.0 1点 2016P17634

1070 醤油差し 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦5.7　横10.6　高6.0 2点 2016P17635
～17636

1071 醤油差し 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.0　横9.3　高9.3 1点 2016P17637

1072 醤油差し 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.5　横12.4　高9.4 1点 蓋付き 2016P17638

1073 醤油差し 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.7　横8.9　高9.3 1点 2016P17639

1074 スプーンヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径7.5　高2.5　 1点 2016P17640

1075 調味料入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦3.7　横6.3　高4.3 4点 2016P17641
～17644

1076 調味料入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.9　横11.7　高7.5 1点 2016P17645

1077 箸入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.5　横7.0　高9.0 1点 シール「26」 2016P17646

1078 箸入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.4　横6.9　高9.3 1点 2016P17647

1079 箸入れヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径6.0　高11.3　 1点 2016P17648

1080 箸入れヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径10.1　高10.5　 1点 2016P17649

1081 箸立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径5.4　高11.3　 1点 2016P17650

1082 瓶ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 幅7.5　高11.3　 1点 シール「11」 2016P17651

1083 蓋つき器ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦6.4　横11.4　高7.5 1点 2016P17652

1084 蓋つき小壺 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.3　横5.3　高4.0 1点 2016P17653

1085 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.0　横7.0　高4.5 1点 2016P17654

1086 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.3　横7.3　高4.0 1点 2016P17655

1087 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.3　横5.3　高5.8 1点 2016P17656

1088 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.0　横5.0　高3.1 1点 2016P17657

1089 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

縦4.2　横5.0　高2.8 1点 2016P17658

1090 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.0　横5.2　高3.0 2点 2016P17659
～17660

1091 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.0　横5.2　高2.8 2点 2016P17661
～17662
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1092 蓋つき薬味入
れ

昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦4.0　横5.0　高3.0 2点 2016P17663
～17664

1093 薬味入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦7.0　横9.5　高4.4 1点 2016P17665

1094 薬味入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.3　横5.3　高4.0 1点 2016P17666

1095 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径2.8　高4.0　 1点 2016P17667

1096 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径3.1　高3.2　 1点 2016P17668

1097 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.4　横8.9　高5.8 1点 2016P17669

1098 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.0　横11.0　高6.7 1点 2016P17670

1099 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.4　横7.8　高4.0 1点 2016P17671

1100 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦3.4　横5.3　高2.8 1点 シール「26」 2016P17672

1101 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.0　横5.5　高8.0 1点 2016P17673

1102 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（イシダイ）

縦5.7　横11.0　高4.5 1点 2016P17674

1103 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（オコゼ）

縦6.5　横11.3　高7.0 1点 印「土□」 2016P17675

1104 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

縦3.5　横8.7　高5.3 1点 2016P17676

1105 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（イシダイ）

縦5.5　横10.3　高4.4 1点 シール「26」 2016P17677

1106 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（オコゼ）

縦6.8　横9.2　高6.0 1点 シール「26」 2016P17678

1107 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 メキシコ 陶磁器　魚形 縦4.5　横9.2　高5.3 1点 2016P17679

1108 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

縦4.0　横8.7　高4.5 1点 2016P17680

1109 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

縦5.0　横12.2　高4.0 1点 2016P17681

1110 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.2　横9.6　高5.5 1点 2016P17682

1111 楊枝入れ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.8　横4.2　高5.5 1点 2016P17683

1112 レンゲ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.0　横14.3　高4.2 2点 2016P17684
～17685

1113 レンゲ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.5　横11.7　高6.7 1点 2016P17686

1114 レンゲ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.0　横15.0　高4.2 1点 2016P17687

1115 鷲羽漆盆 昭和時代～平成時代 鷲羽山漆工房 木　漆塗　 縦21.0　横26.0　高2.2 1点 箱入り 2016P17688

1116 茶さじ 昭和時代～平成時代 バードクラフ
ト　北海道札
幌市

木　魚形 縦4.1　横7.2　高0.3 1点 2016P17689

7．インテリア・日用品（置物）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1117 置物 昭和時代～平成時代 石　 縦6.0　横13.2　高8.8 1点 2016P17690
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1118 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

縦16.0　横13.4　高
18.0

1点 2016P17691

1119 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦7.7　横15.0　高7.0 1点 2016P17692

1120 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　鯉形 縦8.4　横24.6　高6.7 1点 2016P17693

1121 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.2　横24.3　高6.4 1点 2016P17694

1122 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　錦鯉形 縦6.2　横15.5　高5.5 1点 2016P17695

1123 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　錦鯉形 縦6.3　横16.0　高6.0 1点 2016P17696

1124 置物 昭和時代～平成時代 インドネシア 陶磁器　 縦5.5　横24.5　高13.5 1点 2016P17697

1125 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.5　横16.3　高9.0 1点 シール「40」 2016P17698

1126 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.7　横9.7　高5.7 1点 シール「26」 2016P17699

1127 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.1　横7.5　高3.6 1点 シール「（金色 
丸）」

2016P17700

1128 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　木綿　
魚形（フグ）

縦5.4　横7.0　高5.3 1点 座布団付き 2016P17701

1129 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　木綿　 縦4.5　横7.1　高5.7 1点 座布団付き 2016P17702

1130 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦2.4　横10.7　高3.5 1点 シール「26」 2016P17703

1131 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　木　魚
形（オコゼ）

縦7.9　横10.8　高6.0 1点 木の台付き 2016P17704

1132 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦3.9　横7.1　高5.0 1点 シール「26」 2016P17705

1133 置物 昭和時代～平成時代 金属　 縦4.6　横14.5　高8.7 1点 シール「26」 2016P17706

1134 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.3　横8.1　高3.0 1点 印「花□魚」 2016P17707

1135 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦1.5　横5.3　高4.5 1点 袋付き 2016P17708

1136 置物 昭和時代～平成時代 ドイツ 木　ワイヤー　
布　

縦4.4　横15.1　高15.7 1点 2016P17709

1137 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.5　横11.0　高5.0 1点 2016P17710

1138 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦0.7　横5.2　高3.2 1点 2016P17711

1139 置物 昭和時代～平成時代 岩手県 金属（鉄）　木　縦10.5　横25.1　高
11.8

1点 南部鉄器 2016P17712

1140 置物 昭和時代～平成時代 木（バラ）　魚
形（ハリセンボ
ン）

縦7.0　横6.5　高7.0 1点 2016P17713

1141 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形（ムツ
ゴロウ）

縦6.1　横7.9　高16.2 1点 2016P17714

1142 置物 昭和時代～平成時代 竹　和紙　木製　
魚形（鯛焼き）

縦15.0　横14.8　高2.0 1点 2016P17715

1143 置物 昭和時代～平成時代 竹　布　木　魚
形（鯛焼き）

縦9.5　横9.5　高2.5 1点 2016P17716

1144 置物 昭和時代～平成時代 木　 縦4.6　横30.3　高14.8 1点 2016P17717

1145 置物 昭和時代～平成時代 木（桧）　魚形 縦7.2　横14.9　高10.7 1点 焼印「尾わせ桧」 2016P17718

1146 置物 昭和時代～平成時代 木　 縦5.3　横21.9　高8.2 1点 焼印「宗」 2016P17719

1147 置物 昭和時代～平成時代 木　 縦5.4　横22.3　高8.3 1点 焼印「宗」 2016P17720
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1148 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形（金魚）縦9.7　横18.0　高6.3 1点 2016P17721

1149 置物 昭和時代～平成時代 木　エビス 縦6.8　横8.1　高15.0 1点 2016P17722

1150 置物 昭和時代～平成時代 木　 縦4.3　横6.5　高8.9 1点 2016P17723

1151 置物 昭和時代～平成時代 木　 縦2.9　横20.0　高8.3 1点 シール「メキシコ」2016P17724

1152 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦3.0　横15.3　高7.0 1点 2016P17725

1153 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.2　横15.9　高6.0 1点 2016P17726

1154 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦3.0　横11.8　高5.5 1点 2016P17727

1155 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.5　横14.0　高3.3 1点 2016P17728

1156 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.7　横14.8　高3.0 1点 2016P17729

1157 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦3.0　横9.7　高8.5 1点 2016P17730

1158 置物 昭和時代～平成時代 メキシコ 木　魚形 縦2.0　横7.5　高4.5 1点 2016P17731

1159 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.9　横6.0　高5.2 1点 2016P17732

1160 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.7　横10.8　高4.5 1点 2016P17733

1161 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形（カジ
キ）

縦2.5　横7.3　高3.5 1点 2016P17734

1162 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.7　横8.7　高4.5 1点 2016P17735

1163 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.0　横8.0　高3.0 1点 2016P17736

1164 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形（金魚）縦4.0　横6.4　高2.1 1点 2016P17737

1165 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.0　横12.3　高4.3 1点 2016P17738

1166 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.9　横10.0　高4.5 1点 2016P17739

1167 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.7　横7.4　高4.5 1点 2016P17740

1168 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.0　横9.7　高3.7 1点 2016P17741

1169 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.5　横10.0　高4.2 1点 2016P17742

1170 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.5　横8.7　高4.7 1点 2016P17743

1171 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.5　横12.3　高14.4 1点 2016P17744

1172 置物 昭和時代～平成時代 三枝惣太郎 金属　魚形 縦2.9　横15.3　高5.0 1点 シール「52」「美
術工芸品 日展彫
刻家三枝惣太郎
作」　箱付

2016P17745

1173 置物 昭和時代～平成時代 三枝惣太郎 金属　魚形 縦3.2　横15.2　高4.7 1点 シール「52」「美
術工芸品 日展彫
刻家三枝惣太郎
作」　箱付

2016P17746

1174 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形（フ
グ）

縦3.5　横11.2　高4.9 1点 2016P17747

1175 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形（タ
イ）

縦5.5　横8.5　高3.2 1点 シール「52」 2016P17748

1176 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形（カ
レイ）

縦4.2　横9.2　高1.5 1点 2016P17749

1177 置物 昭和時代～平成時代 栗﨑・栃木県
佐野市

金属　魚形（ナ
マズ）

縦8.4　横15.5　高3.0 1点 シール「伝統工芸 
天明鋳物 栗﨑」

2016P17750
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1178 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦1.5　横6.6　高3.4 1点 2016P17751

1179 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形（マ
ンボウ）

縦2.3　横4.0　高6.7 1点 シール「52」 2016P17752

1180 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦2.0　横7.4　高11.8 1点 2016P17753

1181 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦1.5　横10.6　高3.5 1点 2016P17754

1182 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.0　横13.7　高16.0 1点 シール「35」 2016P17755

1183 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.3　横15.1　高2.5 1点 2016P17756

1184 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.5　横6.0　高8.5 1点 2016P17757

1185 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.5　横15.1　高5.7 1点 2016P17758

1186 置物 昭和時代～平成時代 メキシコ 陶磁器　魚形 縦3.0　横9.1　高5.1 1点 墨書「Mexico」 2016P17759

1187 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.2　横9.5　高7.0 1点 2016P17760

1188 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.6　横9.3　高6.3 1点 2016P17761

1189 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.2　横8.3　高5.2 1点 2016P17762

1190 置物 昭和時代～平成時代 インド 陶磁器　魚形 縦3.3　横8.5　高5.1 1点 シール「インドサ
カナ ￥600」

2016P17763

1191 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.4　横5.3　高3.3 1点 シール「26」 2016P17764

1192 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（メバル）

縦3.5　横9.8　高6.0 1点 刻印「メバル」 2016P17765

1193 置物 昭和時代～平成時代 ケニア 石　魚形 縦3.0　横9.1　高7.3 1点 シール「MADE 
IN KENVA」

2016P17766

1194 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形 縦3.3　横12.3　高6.0 1点 2016P17767

1195 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　エビス 縦10.0　横13.3　高
16.4

1点 メモ「竿持たぬ恵
比寿さま　常滑
焼」

2016P17768

1196 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦6.6　横20.1　高10.8 1点 刻印「重」 2016P17769

1197 置物 昭和時代～平成時代 スペイン 陶磁器　 縦5.1　横19.7　高15.0 1点 シール「MAGE 
IN SPAIN」「ORO 
DE LEY」「36」

2016P17770

1198 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.7　横19.7　高15.0 1点 シール「36」 2016P17771

1199 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦7.0　横6.5　高4.5 1点 2016P17772

1200 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.5　横9.3　高3.2 1点 2016P17773

1201 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦5.5　横8.7　高2.5 1点 2016P17774

1202 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ウツボ）

縦4.3　横13.5　高5.4 1点 シール「1000」 2016P17775

1203 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦7.5　横7.5　高2.0 1点 2016P17776

1204 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

長5.3 1点 2016P17777

1205 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　ムツゴ
ロウ形

長7.6 1点 2016P17778

1206 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　サメ形 長9.0 1点 2016P17779
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1207 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（ナマズ）

長8.8 1点 2016P17780

1208 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　エイ形 長6.2 1点 2016P17781

1209 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イカ形 長5.6 1点 2016P17782

1210 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（マンタ）

長5.3 1点 2016P17783

1211 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イカ形 長5.5 1点 2016P17784

1212 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イカ形 長6.5 1点 2016P17785

1213 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長6.4 1点 2016P17786

1214 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長4.6 1点 2016P17787

1215 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長4.6 1点 2016P17788

1216 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長4.4 1点 2016P17789

1217 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長4.8 1点 2016P17790

1218 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.7 1点 2016P17791

1219 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.6 1点 2016P17792

1220 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長4.0 1点 2016P17793

1221 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.6 1点 2016P17794

1222 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.8 1点 2016P17795

1223 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

長4.2 1点 2016P17796

1224 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

長4.1 1点 2016P17797

1225 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

長4.2 1点 2016P17798

1226 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

長4.0 1点 2016P17799

1227 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.4 1点 2016P17800

1228 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.7 1点 2016P17801

1229 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　クジラ
形

長2.8 1点 2016P17802

1230 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　クジラ
形

長2.7 1点 2016P17803

1231 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長2.7 1点 2016P17804

1232 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長2.8 1点 2016P17805

1233 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長2.7 1点 2016P17806

1234 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長2.8 1点 2016P17807

1235 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長2.7 1点 2016P17808

1236 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長2.9 1点 2016P17809

1237 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.1 1点 2016P17810
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1238 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長2.7 1点 2016P17811

1239 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 径3.2 1点 2016P17812

1240 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.4 1点 2016P17813

1241 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.1 1点 2016P17814

1242 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長3.0 1点 2016P17815

1243 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.1 1点 2016P17816

1244 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.1 1点 2016P17817

1245 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦4.2 1点 2016P17818

1246 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.7 1点 2016P17819

1247 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.6 1点 2016P17820

1248 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦4.0 1点 2016P17821

1249 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.9 1点 2016P17822

1250 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.9 1点 2016P17823

1251 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.2 1点 2016P17824

1252 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.2 1点 2016P17825

1253 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.1 1点 2016P17826

1254 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.1 1点 2016P17827

1255 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.3 1点 2016P17828

1256 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.2 1点 2016P17829

1257 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.2 1点 2016P17830

1258 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

縦3.2 1点 2016P17831

1259 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦4.3 1点 2016P17832

1260 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦4.2 1点 2016P17833

1261 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.9 1点 2016P17834

1262 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

縦4.1 1点 2016P17835

1263 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

縦6.4 1点 2016P17836

1264 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（カジキ）

縦6.2 1点 2016P17837

1265 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦7.2 1点 2016P17838

1266 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

縦7.3 1点 2016P17839

1267 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 長5.5　高7.8 1点 シール「M6」 2016P17840

1268 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　 長6.6　高7.5 1点 シール「M4」 2016P17841

1269 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　イルカ
形

長8.7　高4.6 1点 2016P17842
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1270 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（金魚）

長6.2　高3.2 1点 2016P17843

1271 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（金魚）

長7.7　高3.9 1点 2016P17844

1272 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（金魚）

長6.5　高2.3 1点 2016P17845

1273 置物 昭和時代～平成時代 石膏　魚形（コ
イ）

長8.7　高3.2 1点 2016P17846

1274 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　クジラ
形

長3.5　高1.6 1点 2016P17847

1275 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　クジラ
形

長4.6　高2.1 1点 2016P17848

1276 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　クジラ
形

長3.1　高1.4 1点 2016P17849

1277 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

長10.2　高3.2 1点 2016P17850

1278 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

長10.3　高3.2 1点 2016P17851

1279 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長4.1　高2.8 1点 2016P17852

1280 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.0　高4.3 1点 2016P17853

1281 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.3　高4.0 1点 2016P17854

1282 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長8.0　高3.7 1点 2016P17855

1283 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長4.1　高3.2 1点 2016P17856

1284 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長4.2　高3.2 1点 2016P17857

1285 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長4.2　高3.1 1点 2016P17858

1286 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.0　高3.2 1点 2016P17859

1287 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.2　高2.9 1点 2016P17860

1288 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.1　高2.1 1点 2016P17861

1289 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.5　高3.3 1点 2016P17862

1290 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長4.2　高3.7 1点 2016P17863

1291 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

長6.8　高3.4 1点 2016P17864

1292 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

長8.0　高2.7 1点 2016P17865

1293 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（トビウオ）

長4.4　高2.2 1点 2016P17866

1294 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長3.1　高1.5 1点 2016P17867

1295 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長4.5　高3.0 1点 2016P17868

1296 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長3.6　高2.2 1点 2016P17869

1297 置物 昭和時代～平成時代 貝　魚形 長3.8　高2.3 1点 2016P17870

1298 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形 長7.2　高3.5 1点 2016P17871
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1299 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形 長7.6　高4.0 1点 2016P17872

1300 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形（フグ）長5.3　高3.3 1点 2016P17873

1301 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形 長4.2　高3.0 1点 2016P17874

1302 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形（タイ）長7.2　高4.0 1点 墨書「秀」 2016P17875

1303 置物 昭和時代～平成時代 金属（銅）　魚
形

長10.0　高3.0 1点 シール「52」 2016P17876

1304 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形（ヒ
ラメ）

長8.5　高4.1 1点 2016P17877

1305 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長10.7　高2.6 1点 シール「52」「M13」2016P17878

1306 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長6.5　高1.8 1点 シール「52」 2016P17879

1307 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長8.5　高3.8 1点 2016P17880

1308 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形（ナ
マズ）

長6.3　高5.3 1点 2016P17881

1309 置物 昭和時代～平成時代 プラスチック　
イルカ形

長7.4　高3.7 1点 2016P17882

1310 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.2　高4.9 1点 2016P17883

1311 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.2　高4.9 1点 2016P17884

1312 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.2　高5.1 1点 2016P17885

1313 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.4　高4.9 1点 2016P17886

1314 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

長5.2　高4.8 1点 2016P17887

1315 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長9.2　高4.7 1点 印「土暖」 2016P17888

1316 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長8.8　高4.4 1点 2016P17889

1317 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長7.3　高4.5 1点 2016P17890

1318 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長9.7　高5.2 1点 2016P17891

1319 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

長6.2　高3.4 1点 2016P17892

1320 置物 昭和時代～平成時代 タイ 陶磁器　魚形
（フグ）

長9.6　高4.8 1点 2016P17893

1321 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

長6.8　高2.4 1点 2016P17894

1322 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

長6.4　高2.4 1点 2016P17895

1323 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長8.4　高3.4 1点 シール「＃37 ￥
800」

2016P17896

1324 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.4　高1.2 1点 2016P17897

1325 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

長2.7　高1.8 1点 2016P17898

1326 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

長2.7　高1.8 1点 2016P17899

1327 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

長2.7　高1.6 1点 2016P17900

平成28年度寄贈資料　2. 金森直治資料

― 188 ―



番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1328 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

長4.8　高2.7 1点 2016P17901

1329 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 長6.3　高2.8 1点 2016P17902

1330 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形（タイ）長7.3　高4.3 1点 2016P17903

1331 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 長6.5　高4.1 1点 2016P17904

1332 置物 昭和時代～平成時代 木　カニ形 長3.6　高2.4 1点 2016P17905

1333 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 長7.1　高6.4 1点 2016P17906

1334 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 長6.5　高3.5 1点 2016P17907

1335 置物 昭和時代～平成時代 木　魚形 長4.8　高3.2 1点 2016P17908

1336 置物 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長5.2　高2.9 1点 シール「¥380」 2016P17909

1337 置物 昭和時代～平成時代 金属（ブリキ）　
魚形（金魚）

長6.4　高4.7 1点 2016P17910

1338 置物 昭和時代～平成時代 ゴムヵ　魚形 長5.6　高2.2 1点 2016P17911

1339 置物 昭和時代～平成時代 ゴムヵ　魚形 長5.7　高2.2 1点 2016P17912

1340 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長5.4　高2.0 1点 2016P17913

1341 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長4.2　高2.3 1点 2016P17914

1342 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

長4.5　高2.2 1点 2016P17915

1343 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

長4.4　高2.3 1点 2016P17916

1344 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

長4.9　高2.2 1点 2016P17917

1345 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

長4.3　高2.1 1点 2016P17918

1346 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

長4.5　高2.2 1点 2016P17919

1347 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 長4.3　高3.6 1点 2016P17920

1348 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カジキ）

長4.6　高2.7 1点 2016P17921

1349 釣りアヒル 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長14.2　幅3.4　奥13.3 1点 2016P17922

1350 釣りイヌ 昭和時代～平成時代 インドネシア 木　彩色　 長20.8　幅6.0　奥13.6 1点 シール「MADE 
IN INDONESIA」

2016P17923

1351 釣りイヌ 昭和時代～平成時代 インドネシア 木　彩色　 長23.7　幅5.5　奥13.1 1点 シール「MADE 
IN INDONESIA」

2016P17924

1352 釣りイヌ 昭和時代～平成時代 メキシコ 木　彩色　 長24.4　幅6.6　奥19.4 1点 2016P17925

1353 釣り犬 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長13.7　幅3.2　奥12.0 1点 2016P17926

1354 釣りウサギ 昭和時代～平成時代 インドネシア
ヵ

木　彩色　 長21.8　幅5.5　奥16.1 1点 2016P17927

1355 釣りカエル 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長13.3　幅3.2　奥11.6 1点 2016P17928

1356 釣りカエル 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長27.7　幅10.5　奥
24.0

1点 2016P17929
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1357 釣りカメ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長28.8　幅11.2　奥2.9 1点 2016P17930

1358 釣りカラス 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長12.6　幅3.3　奥12.3 1点 2016P17931

1359 釣りキツネ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長14.9　幅3.1　奥11.3 1点 2016P17932

1360 釣りキリンヵ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長12.3　幅3.3　奥8.1 1点 2016P17933

1361 釣りクマ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長42.5　幅27.5　奥
24.5

1点 2016P17934

1362 釣り竿 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長15.3 1点 本体欠損 2016P17935

1363 釣り竿 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長12.2 1点 本体欠損 2016P17936

1364 釣りゾウ 昭和時代～平成時代 インドネシア
ヵ

木　彩色　 長19.3　幅4.8　奥13.3　 1点 2016P17937

1365 釣りニワトリ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長6.3　幅2.0　奥4.6 1点 2016P17938

1366 釣りニワトリ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長8.1　幅2.9　奥3.2 1点 竿欠損 2016P17939

1367 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長22.3　幅5.8　奥7.2 1点 ヒョウ柄 2016P17940

1368 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長12.3　幅3.7　奥7.1 1点 グレー茶 2016P17941

1369 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長27.5　幅10.1　奥8.4 1点 2016P17942

1370 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長25.0　幅8.1　奥12.7 1点 2016P17943

1371 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長21.0　幅17.4　奥9.0 1点 2016P17944

1372 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長9.5　幅2.6　奥7.1 1点 2016P17945

1373 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長8.2　幅3.2　奥10.7 1点 2016P17946

1374 釣りネコ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長9.8　幅3.1　奥5.7 1点 2016P17947

1375 釣りネコ 昭和時代～平成時代 インドネシア 木　彩色　 長5.9　幅2.0　奥2.8 1点 竿欠損 2016P17948

1376 釣り猫 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長21.5　幅9.3　奥12.8 1点 イス裏シール
「NECHO／EM□
□□」

2016P17949

1377 釣り猫 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長23.4　幅5.0　奥10.2 1点 緑赤 2016P17950

1378 釣り猫 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長23.9　幅5.3　奥8.6 1点 紺黄 2016P17951

1379 釣り猫 昭和時代～平成時代 インドネシア 木　彩色　 長9.6　幅2.6　奥4.1 1点 黒白、釣り竿
破損、シール
「MADE　IN　
INDONESIA」

2016P17952

1380 釣り猫 昭和時代～平成時代 インドネシア 木　彩色　 長9.5　幅3.1　奥6.4 1点 茶象牙 2016P17953

1381 釣り猫 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長12.6　幅3.0　奥10.9 1点 黒白 2016P17954

1382 釣り猫 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長12.2　幅3.6　奥12.3 1点 黄白 2016P17955

1383 釣りネコヵ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長7.8　幅2.8　奥3.1 1点 竿欠損 2016P17956

1384 釣り人 昭和時代～平成時代 ドイツ 木　彩色　 長18.8　幅8.7　奥5.6 1点 底シール
「ERZGEBIRGISCHE 
VOLKSKUNST 
SEIFFEN ／
HANDARBEIT」
「Made in German」

2016P17957

1385 釣り人 昭和時代～平成時代 岐阜県美濃市 粘土　 縦8.4　横11.3　高25.5 1点 美濃人形　竿付き 2016P17958
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1386 釣りフクロウ 昭和時代～平成時代 木　彩色　 長14.4　幅3.3　奥12.6 1点 2016P17959

1387 釣りワニ 昭和時代～平成時代 インドネシア
ヵ

木　彩色　 長20.1　幅6.0　奥18.0 1点 2016P17960

1388 船乗り釣りネ
コ

昭和時代～平成時代 木　彩色　 長13.0　幅22.6　奥8.1 1点 ネコ2匹（黄） 2016P17961

1389 船乗り釣りネ
コ

昭和時代～平成時代 木　彩色　 長17.5　幅23.0　奥8.5 1点 ネコ2匹（黒） 2016P17962

1390 船乗り釣りネ
コ

昭和時代～平成時代 木　彩色　 長13.8　幅19.5　奥6.9 1点 ネコ3匹 2016P17963

1391 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.0　横10.0　高10.2 1点 縦縞 青 2016P17964

1392 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦2.9　横11.0　高7.0 1点 縦縞 赤 2016P17965

1393 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦2.4　横9.3　高9.7 1点 縦縞 青 2016P17966

1394 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦2.7　横13.0　高7.0 1点 シール「TM9 ￥
8000」

2016P17967

1395 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（ヒラメ）

縦2.5　横12.8　高9.8 1点 シール「TM7 ￥
8000」

2016P17968

1396 置物 昭和時代～平成時代 ブラジル ガラス　魚形 縦2.1　横12.8　高8.1 1点 Made In Brazil 2016P17969

1397 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.7　横4.2　高7.7 1点 2016P17970

1398 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.5　横12.9　高8.1 1点 2016P17971

1399 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.0　横12.6　高9.5 1点 2016P17972

1400 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦3.0　横10.6　高9.6 1点 2016P17973

1401 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　イルカ
形

縦2.6　横13.0　高6.5 1点 2016P17974

1402 置物 昭和時代～平成時代 中国 ガラス　魚形 縦4.0　横7.4　高9.6 1点 Made In CHINA 2016P17975

1403 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦4.0　横7.3　高6.5 1点 2016P17976

1404 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦4.4　横16.3　高14.2 1点 2016P17977

1405 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦8.3　横15.9　高19.8 1点 2016P17978

1406 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（金魚）

縦9.5　横11.4　高12.5 1点 2016P17979

1407 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦11.0　横21.7　高0.4 1点 2016P17980

1408 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦6.8　横10.8　高0.3 1点 シール「￥900」 2016P17981

1409 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形 縦10.7　横17.2　高0.5 1点 2016P17982

1410 置物 昭和時代～平成時代 ガラス　魚形
（ヒラメ）

縦20.3　横25.7　高0.3 1点 2016P17983

8．インテリア・日用品（玩具）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1411 玩具 昭和時代～平成時代 中国 金属（ブリキ）　縦5.5　横16.3　高5.5 1点 箱付き　シール
「M METAL 
KING」

2016P17984
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1412 玩具 昭和時代～平成時代 ケニア 陶磁器　 縦3.3　横5.2　高6.3 1点 シール「ケニア￥
1200」

2016P17985

1413 玩具 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦3.2　横6.1　高6.5 1点 2016P17986

1414 玩具 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦5.0　横13.4　高6.5 1点 2016P17987

1415 玩具 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦4.7　横12.3　高7.2 1点 2016P17988

1416 玩具（消しゴ
ム）

昭和時代～平成時代 ゴム　 縦1.3～5.2　横2.7～
10.6　高2.3

13点 2016P17989
～18001

1417 ブリキの金魚 昭和時代～平成時代 金属（ブリキ）　
魚形（金魚）

縦10.3　横14.2　高3.0 1点 2016P18002

1418 操り人形 昭和時代～平成時代 タイ 木　布　紐　 縦23.0　横25.0　高
33.7

1点 タグ「PAPA 
HOUSE タイ製」　
シール「32」

2016P18003

1419 絵馬 昭和時代～平成時代 東京都築地 木 縦8.8　横14.0　高0.8 1点 模様「イカリ」 朱
「海上安全」「大漁」　
袋付き「つきじ 
波除神社」

2016P18004

1420 絵馬 昭和時代～平成時代 岡山県湯原 木　陶磁器　紐 縦9.5　横9.5　高2.0 1点 墨書「鮎 供養」「湯
原（温泉マーク）」
「1981.4」

2016P18005

1421 カードゲーム
「魚魚あわせ」

昭和時代～平成時代 紙　 縦10.7　横14.6　高3.3 1点 箱付き 2016P18006

1422 雉車 昭和時代～平成時代 熊本県 木　 縦3.0　横7.2　高2.2 1点 熊本人吉 2016P18007

1423 雉車 昭和時代～平成時代 熊本県 木　 縦2.2　横4.6　高1.2 1点 熊本人吉 2016P18008

1424 雉車 昭和時代～平成時代 木　 縦8.5　横19.4　高4.0 1点 墨書「柏」「〇セ」　
鉛筆書「松山市」

2016P18009

1425 越後 土鈴 昭和時代～平成時代 マリヤ人形店 土　魚形（タイ）縦3.4　横6.2　高8.0 1点 箱付き 2016P18010

1426 越後 土鈴 昭和時代～平成時代 マリヤ人形店 土　魚形（コイ）縦3.3　横9.2　高5.7 1点 箱付き　シール
「￥1000」

2016P18011

1427 越後 土鈴 昭和時代～平成時代 マリヤ人形店 土　魚形（コイ）縦3.1　横9.0　高5.7 1点 箱付き　シール
「￥1000」

2016P18012

1428 越後 土鈴 昭和時代～平成時代 マリヤ人形店 土　魚形（サケ）縦2.9　横9.5　高5.4 1点 箱付き 2016P18013

1429 越後 土鈴 昭和時代～平成時代 マリヤ人形店 土　 縦2.9　横9.2　高6.0 1点  2016P18014

1430 越後 土鈴 昭和時代～平成時代 土　 縦7.0　横7.7　高3.2 1点 箱付き 2016P18015

1431 越後 土鈴 昭和時代～平成時代 土　魚形（ナマ
ズヵ）

縦3.7　横8.5　高4.0 1点 箱付き 2016P18016

1432 大分日出 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　魚形（カレ
イ）

縦3.0　横8.5　高6.5 1点 2016P18017

1433 置物 昭和時代～平成時代 土　子どもとタ
イ

縦5.5　横9.5　高14.8 1点 2016P18018

1434 置物 昭和時代～平成時代 土　タイを抱え
た子ども

縦9.9　横10.5　高17.0 1点 2016P18019

1435 置物 昭和時代～平成時代 土　笠を被った
釣り人

縦3.0　横5.1　高5.5 1点 魚籠付き 2016P18020

1436 置物 昭和時代～平成時代 土　太公望 縦3.4　横12.4　高8.2 1点 2016P18021
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1437 置物 昭和時代～平成時代 中国 土　太公望 縦3.2　横5.1　高12.1 1点 シール「MADE 
IN CHINA」

2016P18022

1438 置物 昭和時代～平成時代 木　頭にタオル
を被った釣り人

縦4.0　横4.0　高7.5 1点 2016P18023

1439 置物 昭和時代～平成時代 木　背中に荷物 縦3.0　横3.5　高6.5 1点 2016P18024

1440 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　パンダ
が魚釣り

縦4.0　横5.5　高6.0 1点 2016P18025

1441 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚を抱
えた猫

縦3.2　横3.8　高6.1 1点 2016P18026

1442 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　胡坐を
組んで釣りをす
る子ども

縦18.0　横12.3　高
13.5

1点 シール「京陶人形」
台付き

2016P18027

1443 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　麦わら
帽子を被った釣
り人

縦5.6　横7.3　高8.0 1点 2016P18028

1444 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　カッパ
の魚釣り

縦6.7　横13.6　高12.0 1点 2016P18029

1445 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　鯛乗り
エビス

縦4.1　横5.0　高9.4 1点 2016P18030

1446 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚に乗
るサル

縦4.2　横13.2　高6.5 1点 シール「M1」　赤
坂人形

2016P18031

1447 置物 昭和時代～平成時代 鹿児島県 陶磁器　エビス
とタイ

縦3.8　横5.9　高11.4 1点 墨書「帖佐人形 
薩摩陶苑」

2016P18032

1448 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　タイを
抱えた子ども

縦4.2　横6.0　高7.8 1点 2016P18033

1449 置物 昭和時代～平成時代 中国ヵ 陶磁器　タイを
抱えた子ども　
蓮の葉

縦4.7　横10.8　高9.5 1点 2016P18034

1450 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　帽子を
被り座って釣り
をする子ども

縦9.8　横9.9　高14.2 1点 シール「13」 2016P18035

1451 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　太公望 縦16.0　横4.5　高8.5 1点 シール「13」 木札
「太公望」

2016P18036

1452 置物 昭和時代～平成時代 金属　手をあげ
る老人

縦3.9　横5.0　高5.4 1点 2016P18037

1453 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　青いタ
イ2匹を抱える
子ども

縦2.5　横5.2　高5.5 1点 シール「M13」 2016P18038

1454 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　エビス 縦2.0　横2.7　高4.4 1点 シール「M13」 2016P18039

1455 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　鯛車 縦2.0　横4.4　高3.3 1点 2016P18040

1456 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　鯛乗り
エビス

縦2.5　横7.6　高6.9 1点 シール「M2」 2016P18041

1457 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　鯛乗り
エビス

縦1.5　横3.2　高2.9 1点 2016P18042

1458 置物 昭和時代～平成時代 陶磁器　エビス
の土鈴

縦6.2　横6.2　高6.9 1点 2016P18043

1459 置物ヵ 昭和時代～平成時代 土　 縦5.5　横10.0　高5.0 1点 敷物付き 2016P18044
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1460 黄鮒 土鈴 昭和時代～平成時代 栃木県宇都宮
市

陶磁器　魚形
（フナ）

縦5.5　横14.0　高9.5 1点 シール「S10」 2016P18045

1461 京都宇治 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　 縦3.3　横8.7　高5.0 1点 印「万福寺 黄檗
山」 シール「S11」

2016P18046

1462 三保松原 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　魚形（フグ）縦10.9　横11.5　高7.7 1点 シール「S8」　印
「幸」「康重」

2016P18047

1463 三保松原 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　魚形（フグ）縦7.8　横9.2　高7.3 1点 シール「S9」　印
「幸」

2016P18048

1464 三保松原 フ
グ笛

昭和時代～平成時代 土　魚形（フグ）縦9.0　横10.4　高7.0 1点 印「幸」 2016P18049

1465 七福神 土鈴 昭和時代～平成時代 人形陶房美く
り

陶磁器　エビス　縦4.0　横5.3　高6.3 1点 箱付き 2016P18050

1466 台 昭和時代～平成時代 京都府 木　 縦6.0　横7.0　高1.0 1点 シール「丹後一宮 
元伊勢竜宮 天橋
立」

2016P18051

1467 台 昭和時代～平成時代 木　 縦6.0　横12.0　高0.5 1点 2016P18052

1468 鯛車 土鈴 昭和時代～平成時代 鹿児島県 土　 縦5.5　横6.6　高9.5 1点 箱付き　墨書「鯛
車」

2016P18053

1469 土人形 昭和時代～平成時代 土　鯛乗り 縦1.6　横4.2　高3.0 1点 2016P18054

1470 土鈴 昭和時代～平成時代 マリヤ人形店 土　魚形（タイ）縦3.2　横9.1　高6.7 1点 箱付き　墨書「め
で鯛」

2016P18055

1471 土鈴 昭和時代～平成時代 手仕事田楽房 土　魚形 縦4.0　横7.5　高5.5 1点 箱付き　シール
「手仕事田楽房」

2016P18056

1472 土鈴 昭和時代～平成時代 長崎宗福治 木ヵ　魚形 縦4.0　横10.0　高6.3 1点 2016P18057

1473 土鈴 昭和時代～平成時代 陶磁器　クジラ
形

縦5.0　横5.0　高6.0 1点 2016P18058

1474 土鈴 昭和時代～平成時代 土　エビス 縦4.4　横5.5　高8.0 1点 シール「13」 印
「昭」

2016P18059

1475 土鈴 昭和時代～平成時代 土　クジラ形 縦5.2　横7.8　高4.5 1点 シール「S6」 2016P18060

1476 土鈴 昭和時代～平成時代 土　魚形（コイ）縦3.5　横8.0　高3.7 1点 2016P18061

1477 土鈴 昭和時代～平成時代 鹿児島県ヵ 土　魚形（タイ）縦6.0　横5.3　高5.9 1点 2016P18062

1478 土鈴 昭和時代～平成時代 土　魚形（金魚）縦6.8　横10.7　高5.7 1点 シール「S4」 2016P18063

1479 土鈴 昭和時代～平成時代 土　魚形（フグ）縦4.5　横7.5　高6.1 1点 2016P18064

1480 土鈴 昭和時代～平成時代 土　魚形（ナマ
ズ）

縦6.0　横10.8　高2.0 1点 2016P18065

1481 土鈴 昭和時代～平成時代 九州 土　魚形（ムツ
ゴロウ）

縦4.0　横7.8　高4.7 1点 シール
「MUTSUGORO 
九州特産」

2016P18066

1482 南紀勝浦 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　クジラ形 縦4.7　横8.3　高6.0 1点 2016P18067

1483 南紀勝浦 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　クジラ形 縦5.0　横7.2　高5.4 1点 2016P18068

1484 南紀勝浦 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　クジラ形 縦5.5　横8.0　高6.6 1点 シール「S2」 2016P18069
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1485 南紀勝浦 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　 縦5.5　横6.4　高3.5 1点 印「あ」 2016P18070

1486 南紀勝浦 土
鈴

昭和時代～平成時代 土　 縦4.5　横5.6　高3.0 1点 シール「S3」 2016P18071

1487 南紀勝浦 置
物

昭和時代～平成時代 陶磁器　クジラ
形

縦3.2　横5.5　高3.7 1点 2016P18072

1488 南紀勝浦 置
物

昭和時代～平成時代 陶磁器　クジラ
形

縦3.4　横5.0　高4.0 1点 2016P18073

1489 八丈島 土鈴 昭和時代～平成時代 土　魚形（タイ）縦5.2　横11.6　高7.5 1点 シール「S5」 2016P18074

1490 八丈島 土鈴
ヵ

昭和時代～平成時代 土　魚形（タイ）縦5.0　横8.4　高7.8 1点 2016P18075

1491 文鎮ヵ 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　 縦3.0　横9.7　高3.3 1点 シール「52」 2016P18076

1492 カードゲーム
（魚釣ゲーム）

昭和時代～平成時代 紙　 縦6.3　横6.3　高1.4 1点 箱付き 2016P18077

1493 宮島ねり 昭和時代～平成時代 広島県宮島 和紙　金属　魚
形（しましま）

縦3.3　横7.2　高8.9 1点 箱付き　墨書「瀬
戸内の魚たち」

2016P18078

1494 宮島ねり 昭和時代～平成時代 広島県宮島 和紙　金属　魚
形（フグ）

縦5.0　横4.9　高8.4 1点 箱付き 2016P18079

1495 宮島ねり 昭和時代～平成時代 広島県宮島 和紙　金属　魚
形（タイ）

縦3.5　横8.5　高10.5 1点 シール「900」 2016P18080

1496 釣り竿 昭和時代～平成時代 竹　陶磁器　 縦6.5　横10.4　高0.3 1点 2016P18081

1497 釣り竿 昭和時代～平成時代 木　竹　 縦3.0　横8.0　高0.2 1点 2016P18082

1498 釣り竿 昭和時代～平成時代 竹　陶磁器　 縦11.0　横23.5　高0.8 1点 2016P18083

1499 ミニチュア魚 昭和時代～平成時代 木　 縦1.0　横3.2　 3点 箱入り 2016P18084
～18086

1500 ミニチュア釣
り竿

昭和時代～平成時代 木　竹　 長6.2　　 1点 箱入り 2016P18087

1501 鯛車 昭和時代～平成時代 鹿児島県 木　 縦5.2　横10.5　高6.2 1点 印「鹿児島神宮」 2016P18088

1502 トランプ 昭和時代～平成時代 紙　 縦9.6　横6.6　高2.0 1点 2016P18089

1503 トランプ 昭和時代～平成時代 紙　 縦9.5　横6.3　高1.7 1点 2016P18090

1504 玩具（ぬいぐ
るみ）

昭和時代～平成時代 布　魚形（アマ
ゴ）

縦3.5　横6.0　高6.5 1点 「木版手染・真工
芸」

2016P18091

1505 玩具（ぬいぐ
るみ）

昭和時代～平成時代 布　魚形（岩魚）縦3.0　横6.1　高5.3 1点 2016P18092

1506 玩具（ぬいぐ
るみ）

昭和時代～平成時代 布　魚形（カジ
カ）

縦4.8　横13.2　高4.3 1点 2016P18093

1507 パズル 昭和時代～平成時代 木　 縦11.0　横3.5　高12.0 1点 シール「32」 2016P18094

1508 パズル 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.7　横6.3　高4.2 1点 箱付き 2016P18095

1509 パズル 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦1.7　横6.4　高4.0 1点 箱付き 2016P18096

1510 高松張子 昭和時代～平成時代 香川県 和紙　鯛抱きエ
ビス

縦4.0　横6.5　高6.2 1点 シール「M8」 2016P18097

1511 高松張子 昭和時代～平成時代 和紙　鯛抱きエ
ビス

縦3.0　横5.5　高4.3 1点 シール「M9」 2016P18098
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1512 高松張子 昭和時代～平成時代 和紙　狆鯛 縦4.0　横6.2　高6.4 1点 シール「M7」 2016P18099

1513 笛 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.6　横10.9　高4.2 1点 2016P18100

1514 笛 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.6　横11.5　高6.5 1点 2016P18101

1515 笛 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.7　横9.9　高6.5 1点 シール「26」 2016P18102

1516 笛 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.0　横10.5　高5.0 1点 2016P18103

1517 笛 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.2　横11.5　高5.1 1点 2016P18104

1518 笛 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.4　横9.0　高3.9 1点 シール「26」 2016P18105

1519 笛 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.0　横9.0　高5.7 1点 2016P18106

1520 宮島ねり 昭和時代～平成時代 広島県宮島 和紙　金属　魚
形（マンボウ）

縦4.1　横6.4　高13.3 1点 箱付き　墨書「宮
島ねり まんぼう」 
シール「M－23 
¥1300」

2016P18107

1521 宮島ねり 昭和時代～平成時代 広島県宮島 和紙　金属　魚
形（フグ）

縦4.8　横5.8　高10.1 1点 箱付き　墨書「宮
島ねり ふぐ」 シ
ール「M－22 
¥1200」

2016P18108

1522 カードめんこ 昭和時代～平成時代 紙　 縦7.3　横4.4　高0.2 14点 2016P18109
～18122

1523 ムツゴロウ車 昭和時代～平成時代 木　 縦4.2　横13.0　高5.5 1点 墨書「むつごろう
車」　印「きしま
やま一刀彫」

2016P18123

1524 ムツゴロウ車 昭和時代～平成時代 木　 縦3.0　横7.2　高3.2 1点 墨書「むつごろう
車」　印「きしま
やま一刀彫」

2016P18124

1525 玩具（やじろ
べえ）

昭和時代～平成時代 木　 縦10.5　横1.6　高6.0 1点 2016P18125

1526 玩具（やじろ
べえ）

昭和時代～平成時代 木　金属　釣り
人

縦6.5　横1.7　高27.0 1点 2016P18126

1527 釣り人形 竿
と魚

昭和時代～平成時代 木　 長14.5 1点 2016P18127

1528 釣り人形 竿
と魚

昭和時代～平成時代 木　 長4.2 1点 2016P18128

9．インテリア・日用品（マグネット）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1529 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.2　 1点 2016P18129

1530 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.8 1点 2016P18130

1531 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

長5.5 1点 2016P18131

1532 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　イルカ
形

長5.6 1点 2016P18132

1533 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.5 1点 2016P18133

1534 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.8 1点 2016P18134
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1535 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.4 1点 2016P18135

1536 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.3 1点 2016P18136

1537 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.2 1点 2016P18137

1538 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

長4.0 1点 2016P18138

1539 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マンボウ）

長3.4 1点 2016P18139

1540 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

長4.2 1点 2016P18140

1541 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（マグロ）

長4.4 1点 2016P18141

1542 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.1 1点 2016P18142

1543 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長4.3 1点 2016P18143

1544 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（タイ）

長4.2 1点 2016P18144

1545 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.0 1点 2016P18145

1546 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.5 1点 2016P18146

1547 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.2 1点 2016P18147

1548 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.0 1点 2016P18148

1549 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.1 1点 2016P18149

1550 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.7 1点 2016P18150

1551 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長7.0 1点 2016P18151

1552 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.6 1点 2016P18152

1553 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長6.2 1点 2016P18153

1554 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.1 1点 2016P18154

1555 マグネット 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.4 1点 2016P18155

1556 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦6.2　横10.0　高1.7 1点 2016P18156

1557 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦6.2　横10.5　高1.0 1点 2016P18157

1558 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦5.6　横10.2　高1.5 1点 磁石なし 2016P18158

1559 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦8.0　横9.2　高1.6 1点 2016P18159

1560 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦5.8　横8.5　高1.8 1点 2016P18160

1561 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦3.0　横4.3　高1.8 1点 2016P18161

1562 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.7　横5.0　高2.0 1点 2016P18162

1563 マグネット 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.8　横5.0　高2.0 1点 2016P18163

1564 マグネット 昭和時代～平成時代 木　ヤマメ 縦4.2　横6.0　高1.9 1点 2016P18164

1565 マグネット 昭和時代～平成時代 木　イワナ 縦4.2　横6.0　高1.9 1点 2016P18165

1566 マグネット 昭和時代～平成時代 木　ニジマス 縦4.2　横6.0　高1.9 1点 2016P18166
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1567 マグネット 昭和時代～平成時代 木　オショロコ
マ

縦4.3　横6.1　高1.8 1点 2016P18167

1568 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　サメ形 縦4.3　横9.4　高1.9 1点 2016P18168

1569 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　魚形 縦4.8　横8.0　高1.9 1点 2016P18169

1570 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　魚形 縦4.5　横8.7　高1.9 1点 2016P18170

1571 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　魚形 縦5.5　横12.9　高0.3 1点 2016P18171

1572 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　魚形 縦4.8　横13.8　高0.3 1点 2016P18172

1573 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　サメ形 縦2.7　横9.5　高0.2 1点 2016P18173

1574 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　 縦2.1　横2.1　高1.0 1点 2016P18174

1575 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　 縦2.0　横2.0　高1.0 1点 2016P18175

1576 マグネット 昭和時代～平成時代 樹脂　 縦2.0　横2.0　高1.0 1点 2016P18176

1577 マグネット 昭和時代～平成時代 和歌山県 石　魚形（フグ）縦3.6　横5.7　高1.4 1点 2016P18177

1578 マグネット 昭和時代～平成時代 石　魚形（フグ）縦3.8　横6.8　高1.8 1点 2016P18178

1579 マグネット 昭和時代～平成時代 石　魚形（フグ）縦3.0　横6.0　高1.5 1点 2016P18179

10．インテリア・日用品（キーホルダー）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1580 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　魚
形

縦2.0　横8.3　高0.4 1点 2016P18180

1581 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形（カツ
オ）

長6.0　巾4.4 1点 2016P18181

1582 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長9.3　巾3.4 1点 2016P18182

1583 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長7.1　巾3.8 1点 2016P18183

1584 キーホルダー 昭和時代～平成時代 サイパン 木　魚形 長5.4　巾4.1 1点 2016P18184

1585 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.7　巾3.4 1点 2016P18185

1586 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長8.2　巾5.3 1点 2016P18186

1587 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形（マン
ボウ）

長5.9　巾5.7 1点 2016P18187

1588 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長6.8　巾5.2 1点 2016P18188

1589 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.8　巾3.3 1点 2016P18189

1590 キーホルダー 昭和時代～平成時代 サイパン 木　魚形 長4.8　巾2.6 1点 2016P18190

1591 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.6　巾2.0 1点 シール「58」 2016P18191

1592 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形（フグ）長6.2　巾4.4 1点 2016P18192

1593 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.3　巾2.2 1点 2016P18193

1594 キーホルダー 昭和時代～平成時代 サイパン 木　魚形 長4.8　巾4.3 1点 2016P18194

1595 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長4.3　巾2.6 1点 2016P18195

1596 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.1　巾2.3 1点 2016P18196

平成28年度寄贈資料　2. 金森直治資料

― 198 ―



番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1597 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.2　巾2.3 1点 2016P18197

1598 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長7.0　巾2.4 1点 2016P18198

1599 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長7.0　巾2.4 1点 2016P18199

1600 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長6.1　巾1.9 1点 2016P18200

1601 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属ヵ　魚形
（カレイ）

長7.6　巾4.2 1点 2016P18201

1602 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長6.1　巾1.8 1点 2016P18202

1603 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形（タイ）長5.8　巾4.4 1点 2016P18203

1604 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長4.4　巾1.5 1点 2016P18204

1605 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長7.3　巾1.6 1点 2016P18205

1606 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長6.4　巾2.3 1点 2016P18206

1607 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長6.6　巾2.3 1点 2016P18207

1608 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長6.9　巾2.4 1点 2016P18208

1609 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形（カ
ジキ）

長6.5　巾1.7 1点 シール「58」 2016P18209

1610 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形（カ
ジキ）

長6.7　巾2.8 1点 2016P18210

1611 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形（カ
ジキ）

長5.5　巾2.5 1点 2016P18211

1612 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長5.3　巾2.3 1点 2016P18212

1613 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　イルカ形 長3.6　巾10.8 1点 2016P18213

1614 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長8.1　巾2.2 1点 2016P18214

1615 キーホルダー 昭和時代～平成時代 岐阜県高山 金属　魚形 長7.5　巾2.7 1点 2016P18215

1616 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形 長3.8　巾4.5 1点 2016P18216

1617 キーホルダー 昭和時代～平成時代 革　魚形 長8.3　巾4.6 1点 2016P18217

1618 キーホルダー 昭和時代～平成時代 革　魚形 長7.5　巾5.2 1点 シール「58」 2016P18218

1619 キーホルダー 昭和時代～平成時代 革　魚形 長12.0　巾4.0 1点 シール「58」 2016P18219

1620 キーホルダー 昭和時代～平成時代 革　魚形 長5.2　巾3.0 1点 2016P18220

1621 キーホルダー 昭和時代～平成時代 革　魚形（ヒラ
メ）

長5.2　巾4.1 1点 2016P18221

1622 キーホルダー 昭和時代～平成時代 皮　魚形 長4.5　巾3.7 1点 2016P18222

1623 キーホルダー 昭和時代～平成時代 プラスチック　
魚形

長6.2　巾3.5 1点 2016P18223

1624 キーホルダー 昭和時代～平成時代 プラスチック　 長5.1　巾4.0 1点 2016P18224

1625 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長8.1　巾2.2 1点 2016P18225

1626 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　コルク　 長9.0　巾2.7 1点 2016P18226

1627 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.6　巾2.5 1点 2016P18227

1628 キーホルダー 昭和時代～平成時代 陶磁器　イルカ
形

長3.6　巾1.8 1点 2016P18228
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1629 キーホルダー 昭和時代～平成時代 大分県日出町 陶磁器　魚形
（カレイ）

長3.7　巾2.1 1点 シール「城下町カ
レイ」

2016P18229

1630 キーホルダー 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（カレイ）

長3.5　巾2.0 1点 2016P18230

1631 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長5.2　巾3.2 1点 2016P18231

1632 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長2.7　巾4.6 1点 2016P18232

1633 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長2.5　巾4.2 1点 2016P18233

1634 キーホルダー 昭和時代～平成時代 アルミ　魚形 長6.7　幅1.5 1点 2016P18234

1635 キーホルダー 昭和時代～平成時代 金属　魚形（マ
ンボウ）

長3.5　巾5.5 1点 2016P18235

1636 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長8.4　巾2.7 1点 2016P18236

1637 キーホルダー 昭和時代～平成時代 シンガポール 金属　魚形（タ
イ）

長4.2　巾3.7 1点 2016P18237

1638 キーホルダー 昭和時代～平成時代 布　魚形（フグ）長4.7　巾4.0 1点 2016P18238

1639 キーホルダー 昭和時代～平成時代 プラスチック　
魚形

径4.7　 1点 円形に魚2匹 2016P18239

1640 キーホルダー 昭和時代～平成時代 プラスチック　
魚形（ヤマメ）

長3.7　巾1.5 1点 2016P18240

1641 キーホルダー 昭和時代～平成時代 プラスチック　
魚形（ヤマメ）

長4.0　巾1.3 1点 2016P18241

1642 キーホルダー 昭和時代～平成時代 長野県八ヶ岳 木　魚形 長8.8　巾2.5 1点 シール「八ケ岳高
原」

2016P18242

1643 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長8.3　巾2.6 1点 2016P18243

1644 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長7.5　巾3.2 1点 2016P18244

1645 キーホルダー 昭和時代～平成時代 木　魚形 長9.7　巾2.6 1点 2016P18245

11．インテリア・日用品（アクセサリー）

番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1646 カフス 昭和時代～平成時代 金属　 縦6.5　横6.7　高1.2 1点 2016P18246

1647 カフス 昭和時代～平成時代 金属　 縦5.6　横6.0　高0.5 1点 2016P18247

1648 カフス 昭和時代～平成時代 金属　樹脂　つ
り鉢

縦6.6　横6.7　高0.8 1点 2016P18248

1649 カフス 昭和時代～平成時代 金属　釣り人 縦6.5　横6.7　高1.2 1点 2016P18249

1650 カフス 昭和時代～平成時代 金属　樹脂　釣
り人

縦5.3　横7.7　高1.4 1点 ケース付き 2016P18250

1651 ゴムバンド 昭和時代～平成時代 布　ゴム　革　 縦2.2　横11.8　高0.3 1点 2016P18251

1652 バックル 昭和時代～平成時代 金属　 縦4.5　横6.2　高1.5 1点 創立45周年・全
日本サーフキャス
ティング連盟　箱
入り

2016P18252

1653 バックル 昭和時代～平成時代 金属　 縦4.5　横6.4　高1.5 1点 創立50周年 全日
本サーフ

2016P18253
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1654 バックル 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　樹
脂　

縦5.7　横8.1　高1.0 1点 2016P18254

1655 ピンバッチ 昭和時代～平成時代 金属（銀）　魚
形（トビウオ）

縦1.2　横1.7　高1.2 1点 箱入り 2016P18255

1656 ペンダントヘ
ット

昭和時代～平成時代 中国 北京 金属　 縦13.2　横27.9　高2.5 10点 2016P18256
～18265

1657 ペンダントヘ
ットヵ

昭和時代～平成時代 金属　魚形 長4.0　幅2.0 1点 2016P18266

1658 ボタン 昭和時代～平成時代 骨　魚形 縦1.5　横2.6　高0.3 1点 2016P18267

1659 ボタン 昭和時代～平成時代 木ヵ　魚形 縦1.1　横2.2　高0.2 1点 2016P18268

1660 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.5　横3.6 1点 2016P18269

1661 ブローチ 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦6.2　横4.2 1点 2016P18270

1662 ブローチ 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.3　横2.1 1点 2016P18271

1663 ブローチ 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦3.4　横1.4 1点 2016P18272

1664 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 長5.3　高3.2 1点 2016P18273

1665 ブローチ 昭和時代～平成時代 ゴムヵ　魚形 長6.5　高1.6 1点 ピンバッチ 2016P18274

1666 ブローチ 昭和時代～平成時代 木　魚形（ヒラ
メ）

縦8.0　横4.0 1点 2016P18275

1667 ブローチ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦6.0　横4.0 1点 2016P18276

1668 ブローチ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦6.7　横3.7 1点 2016P18277

1669 ブローチ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦8.3　横2.6 1点 3匹 2016P18278

1670 ブローチ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦3.8　横4.2 1点 2016P18279

1671 ブローチ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.7　横2.4 1点 2016P18280

1672 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.0　横3.6 1点 2016P18281

1673 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.2　横2.0 1点 2016P18282

1674 ブローチ 昭和時代～平成時代 革　魚形（ヒラ
メ）

縦5.0　横4.5 1点 2016P18283

1675 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦4.9　横3.1 1点 2016P18284

1676 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.0　横3.2 1点 2016P18285

1677 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.5　横3.5 1点 2016P18286

1678 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.5　横2.3 1点 2016P18287

1679 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.3　横2.2 1点 2016P18288

1680 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（ヒラメ）

縦3.5　横2.0 1点 2016P18289

1681 ブローチ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.7　横2.0 1点 2016P18290

1682 ヘアピン 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦11.9　横6.0 1点 2016P18291

1683 ペンダント 昭和時代～平成時代 革　魚形 縦15.4　横3.5 1点 2016P18292

1684 ペンダント 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.5　横5.4 1点 2016P18293

1685 ペンダント 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.2　横5.3 1点 2016P18294
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1686 ペンダント 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径4.0　 1点 2016P18295

1687 ペンダント 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形　 縦4.0　横1.7 1点 2016P18296

1688 ペンダント 昭和時代～平成時代 石　魚形 縦3.6　横2.5 1点 2016P18297

1689 ペンダント 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦7.2　横1.5 1点 2016P18298

1690 ペンダント 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦6.0　横2.5 1点 2016P18299

1691 ループタイ 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形　 縦6.2　横2.5 1点 2016P18300

12．インテリア・日用品（日用品）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1692 飾り板 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦15.0　横15.0　高0.5 1点 2016P18301

1693 飾り板 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦13.2　横13.2　高1.1 1点 2016P18302

1694 小物入れ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦10.6　横10.5　高2.0 1点 2016P18303

1695 自在鉤 昭和時代～平成時代 金属　 巾17.5　長96.0　 1点 2016P18304

1696 写真立て 昭和時代～平成時代 中国 木　石骨　 縦19.7　横14.8　高1.4 1点 シール「MADE 
IN CHINA」箱付

2016P18305

1697 写真立て 昭和時代～平成時代 中国 アクリル　木　 縦20.3　横16.7　高1.2 1点 シール「MADE 
IN CHINA」箱付

2016P18306

1698 写真立て 昭和時代～平成時代 ガラス　金属　 縦17.7　横15.3　高0.8 1点 97年国際つり博 2016P18307

1699 写真立て 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦11.0　横16.6　高2.4 1点 2016P18308

1700 小物入れ 昭和時代～平成時代 石　魚形 縦9.5　横19.2　高2.5 1点 2016P18309

1701 小物入れ 昭和時代～平成時代 石　魚形 縦9.5　横19.5　高2.5 1点 2016P18310

1702 小物入れ 昭和時代～平成時代 ケニア 陶磁器　 縦8.0　横13.5　高4.9 1点 シール「ケニア￥
2500」

2016P18311

1703 皿 昭和時代～平成時代 ケニア 陶磁器　 縦10.3　横12.9　高1.2 1点 シール「ケニア￥
1800」

2016P18312

1704 皿 昭和時代～平成時代 ケニア 陶磁器　 縦10.1　横13.0　高0.8 1点 2016P18313

1705 小物入れ 昭和時代～平成時代 木　 縦4.0　横6.0　高2.1 1点 2016P18314

1706 皿 昭和時代～平成時代 木　 縦16.5　横16.3　高1.5 1点 2016P18315

1707 皿 昭和時代～平成時代 金属　 縦12.4　横12.4　高1.5 1点 シール「52」 2016P18316

1708 鉢受け皿 昭和時代～平成時代 金属　 縦12.0　横11.9　高1.5 1点 シール「52」 2016P18317

1709 容器 昭和時代～平成時代 金属（鉄　銅）　
魚形

縦3.5　横11.5　高5.5 1点 シール「52」 2016P18318

1710 レリーフ 昭和時代～平成時代 木　 縦17.0　横25.0　高2.5 1点 2016P18319

1711 吊り飾り 昭和時代～平成時代 金属　木　 縦38.5　横22.0　 1点 箱付き 2016P18320

1712 小物皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦4.3　横9.8　高1.2 1点 2016P18321

1713 小物皿 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.3　横8.4　高1.5 1点 2016P18322
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1714 壁掛け 昭和時代～平成時代 木（バラ）　陶
磁器　魚形（ハ
ゼ）

縦18.5　横13.8　高3.3 1点 2016P18323

1715 ハンガーフッ
ク

昭和時代～平成時代 木　金属　魚形 縦13.2　横48.0　高2.7 1点 シール「32」 2016P18324

1716 フック 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦8.1　横12.8　高2.5 1点 シール「￥300」 2016P18325

1717 フック 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.3　横5.2　高10.0 1点 ボルト2本付き 2016P18326

1718 芳香剤 昭和時代～平成時代 石　 縦3.0　横7.5　高0.8 1点 品名「マリーンノ
ートフィッシュ」

2016P18327

1719 芳香剤 昭和時代～平成時代 石　 縦2.9　横6.7　高0.7 1点 2016P18328

1720 眼鏡置き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.5　横13.0　高8.6 1点 2016P18329

1721 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦5.5　横12.7　高8.1 2点 2016P18330
～18331

1722 一閑張皿 昭和時代～平成時代 竹　和紙　 縦20.3　横20.3　高1.5 1点 シール「￥1000」
「32」

2016P18332

1723 一閑張皿 昭和時代～平成時代 竹　和紙　 縦13.0　横13.0　高2.7 1点 シール「￥800」
「32」

2016P18333

1724 お香入れ 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦3.4　横26.1　高1.5 1点 2016P18334

1725 櫛 昭和時代～平成時代 プラスチック　
魚形

縦3.8　横19.7　高0.3 1点 2016P18335

1726 櫛 昭和時代～平成時代 プラスチック　
魚形

縦3.8　横19.8　高0.3 1点 2016P18336

1727 櫛 昭和時代～平成時代 中国 木　魚形（コイ）縦3.7　横9.7　高0.4 1点 墨書「中国黄楊名
梳」

2016P18337

1728 櫛 昭和時代～平成時代 中国 木　魚形（コイ）縦3.1　横9.9　高0.4 1点 墨書「中国製造黄
楊魚梳」

2016P18338

1729 クリップ 昭和時代～平成時代 木　金属　魚形 縦3.8　横9.4　高7.0 1点 2016P18339

1730 クリップ 昭和時代～平成時代 木　金属　魚形 縦1.5　横7.0　高4.0 1点 2016P18340

1731 香炉 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦15.0　横26.0　高
19.0

1点 2016P18341

1732 香炉 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦10.5　横17.0　高
11.0

1点 蝋燭付き 2016P18342

1733 香炉 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.0　横12.4　高8.8 1点 常滑焼 2016P18343

1734 香炉 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦10.4　横16.0　高7.5 1点 2016P18344

1735 香炉 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦7.0　横25.0　高17.5 1点 2016P18345

1736 香炉 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.0　横12.9　高
12.3

1点 2016P18346

1737 香炉 昭和時代～平成時代 金属　 縦6.2　横8.8　高0.7 5点 2016P18347
～18351

1738 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦7.0　横15.5　高2.0 1点 シール「23」 2016P18352

1739 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦5.6　横12.8　高1.8 1点 2016P18353
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1740 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦5.5　横10.0　高7.3 1点 シール「P1」「52」
「1947」

2016P18354

1741 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦5.8　横10.0　高7.0 1点 2016P18355

1742 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦5.0　横6.5　高5.5 1点 2016P18356

1743 財布 昭和時代～平成時代 木綿　 縦9.5　横18.0　高1.5 1点 藍染 2016P18357

1744 財布 昭和時代～平成時代 革　金属　 縦6.0　横10.7　高5.3 1点 藍染 2016P18358

1745 財布 昭和時代～平成時代 革　 縦6.7　横12.5　高1.2 1点 藍染 2016P18359

1746 財布 昭和時代～平成時代 革　 縦6.7　横14.7　高0.4 1点 シール「200」 2016P18360

1747 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　 縦13.5　横17.5　高4.0 1点 2016P18361

1748 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 インド 金属　 縦11.8　横14.5　高2.0 1点 シール「MADE 
IN INDIA」　花赤

2016P18362

1749 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 インド 金属　 縦11.6　横14.5　高1.5 1点 シール「MADE 
IN INDIA」　花青

2016P18363

1750 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　 縦12.0　横17.3　高2.3 1点 2016P18364

1751 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属（銅）　 縦10.0　横16.0　高0.6 1点 シール「52」「23
－6」

2016P18365

1752 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　 縦10.0　横15.7　高0.8 1点 シール「52」「23
－4」

2016P18366

1753 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　 縦8.6　横12.2　高1.0 1点 シール「52」「P5」2016P18367

1754 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　 縦8.0　横10.6　高0.8 1点 2016P18368

1755 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　マンボウ
形

縦8.6　横8.1　高1.7 1点 シール「52」 2016P18369

1756 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　 縦8.9　横9.2　高1.3 1点 2016P18370

1757 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　 縦8.6　横9.0　高1.3 2点 2016P18371
～18372

1758 香炉ヵ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦9.2　横20.0　高1.8 1点 シール「52」 2016P18373

1759 錠前 昭和時代～平成時代 金属　魚形（タ
イ）

縦1.5　横15.4　高8.0 1点 2016P18374

1760 燭台 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　 縦6.0　横10.9　高11.5 1点 2016P18375

1761 石鹸置き 昭和時代～平成時代 金属（ステンレ
ス）　魚形

縦7.3　横16.9　高2.2 1点 2016P18376

1762 石鹸置き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦8.8　横11.2　高1.7 1点 2016P18377

1763 石鹸置き 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦6.7　横15.7　高1.5 1点 鮎3匹 2016P18378

1764 石鹸置き 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.6　横15.7　高3.0 1点 2016P18379

1765 線香立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.3　横8.3　高2.4 1点 印「仙」 鯉のぼり
緑

2016P18380

1766 線香立て 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.4　横8.4　高2.4 1点 印「仙」 鯉のぼり
赤

2016P18381

1767 貯金箱 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦13.0　横5.5　高8.0 1点 2016P18382

1768 吊り飾り 昭和時代～平成時代 富山県 金属（鉄）　 縦17.4　横17.4　高
30.0

1点 説明書付 2016P18383

平成28年度寄贈資料　2. 金森直治資料

― 204 ―



番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1769 ドアベル 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦41.5　横35.7　高4.0 1点 2016P18384

1770 ドアベル 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　魚
形

縦31.8　横31.0　高2.3 1点 2016P18385

1771 時計 昭和時代～平成時代 木　 縦17.5　横24.0　高4.0 1点 箱付 2016P18386

1772 トング 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦4.2　横5.2　高11.2 1点 シール「52」 2016P18387

1773 ナイフ 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　木　
魚形

縦3.3　横15.6　高1.0 1点 2016P18388

1774 風鈴 昭和時代～平成時代 岩手県 金属（鉄）　魚
形

長37.6　巾13.7　 1点 箱付　印刷「岩
手・水沢 南部鉄
器」

2016P18389

1775 風鈴 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（キンギョ）

縦5.7　横6.0　高44.1 1点 2016P18390

1776 ポーチ 昭和時代～平成時代 木綿　 縦17.0　横24.5　高3.0 1点 藍染 2016P18391

1777 ライター 昭和時代～平成時代 陶磁器　金属　 縦6.0　横10.4　高9.8 1点 2016P18392

1778 ライト 昭和時代～平成時代 ステンドグラス　縦9.0　横9.0　高3.0 1点 箱付き 2016P18393

1779 燭台 昭和時代～平成時代 金属　 縦4.1　横22.5　高11.0 1点 シール「52」 2016P18394

13．インテリア・日用品（文具）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1780 印鑑 昭和時代～平成時代 石　 縦2.0　横2.0　高7.8 1点 箱入り 2016P18395

1781 印鑑入れ 昭和時代～平成時代 木　 縦8.5　横29.8　高3.6 1点 ペン書「36」 2016P18396

1782 栞 昭和時代～平成時代 紙　魚形 縦14.0　横5.7　高0.2 3点 2016P18397
～18399

1783 栞 昭和時代～平成時代 プラスチックヵ　
魚形

縦10.7　横4.5　高0.2 1点 2016P18400

1784 栞 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦3.7　横11.7　高0.2 1点 シール「K・M」 2016P18401

1785 朱肉入れ 昭和時代～平成時代 金属　 縦4.8　横4.9　高1.7 1点 成形による凸文字
「十六銀行本店新
築開店記念」　桐
箱入り

2016P18402

1786 硯 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.2　横20.3　高2.0 1点 2016P18403

1787 硯 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦9.5　横15.4　高2.2 1点 2016P18404

1788 硯 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦17.0　横27.0　高3.5 1点 シール「京文桧」 2016P18405

1789 封筒セット 昭和時代～平成時代 紙　 縦20.3　横15.3　高0.4 1式 メモ書「ジャワ手
刷り封筒セット」

2016P18406

1790 筆置 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　 縦1.7　横6.6　高1.8 2点 箱付き　包み「賞 
熱田神宮」

2016P18407
～18408

1791 文鎮 昭和時代～平成時代 金属　 縦2.0　横9.1　高0.3 2点 2016P18409
～18410

1792 文鎮 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦3.3　横21.4　高2.2 1点 2016P18411

1793 文鎮（銅鐸） 昭和時代～平成時代 金属（銅　鉄）　
魚形（フグ）

縦3.3　横6.8　高4.4 1点 箱付き　墨書「鋳
□文鎮」

2016P18412
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1794 ペーパーナイ
フ

昭和時代～平成時代 金属　 縦4.0　横8.1　高0.2 1点 シール「52」 2016P18413

1795 ペーパーナイ
フ

昭和時代～平成時代 インド 金属　 縦5.2　横20.1　高0.3 1点 シール「MADE 
IN IND Item 
No.A.H 727」

2016P18414

1796 ペーパーナイ
フ

昭和時代～平成時代 金属　 縦2.7　横21.4　高0.5 1点 シール「52」 2016P18415

1797 ペーパーナイ
フ

昭和時代～平成時代 木　 縦3.5　横19.6　高0.4 1点 2016P18416

1798 お香入れ 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦7.1　横23.6　高2.4 1点 シール「52」「P7」2016P18417

1799 ペン皿 昭和時代～平成時代 金属（鉄）　 縦7.7　横24.2　高3.3 1点 2016P18418

1800 ペン皿 昭和時代～平成時代 木　 縦7.4　横35.9　高1.6 1点 印「1986」「フジ
デンキ」

2016P18419

1801 ボールペン 昭和時代～平成時代 木　金属　魚形 縦1.8　横12.0　高1.0 1点 2016P18420

1802 ボールペン 昭和時代～平成時代 プラスチック　
魚形

縦1.5　横14.0　高1.0 1点 2016P18421

1803 ボールペン 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦1.5　横12.3　高1.2 1点 2016P18422

1804 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦8.1　横13.1　高6.3 1点 シール「40」 2016P18423

1805 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦5.2　横13.3　高6.0 1点 2016P18424

1806 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.6　横9.4　高3.0 1点 2016P18425

1807 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.7　横9.4　高3.3 1点 2016P18426

1808 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.1　横8.2　高4.8 1点 2016P18427

1809 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.3　横10.5　高4.0 1点 2016P18428

1810 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦5.3　横13.6　高5.0 1点 2016P18429

1811 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦4.2　横8.5　高6.0 1点 2016P18430

1812 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦2.5　横8.6　高3.5 1点 2016P18431

1813 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.3　横7.3　高6.2 1点 印「とべ龍峯」 2016P18432

1814 水指 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦6.1　横6.7　高3.5 1点 2016P18433

1815 ペーパーウエ
イト・メモス
タンド

昭和時代～平成時代 金属　 縦2.5　横2.5　高4.0 1点 2016P18434

1816 メモスタンド 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦2.4　横15.2　高6.1 1点 2016P18435

1817 メモスタンド 昭和時代～平成時代 金属　木　魚形 縦3.0　横4.2　高6.4 1点 2016P18436

1818 メモ帳 昭和時代～平成時代 岐阜県美濃市 紙　 縦10.0　横11.0　高2.2 1点 2016P18437

14．インテリア・日用品（壁掛け）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1819 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦25.0　横31.0　高
11.5

1点 2016P18438
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1820 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.5　横24.0　高6.0 1点 シール「SEYEI 
DREAM」

2016P18439

1821 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦21.5　横21.5　高
25.5

1点 印「沐雨」 2016P18440

1822 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦16.8　横16.7　高
24.5

1点 印「NEW 
TOKYO」

2016P18441

1823 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦16.4　横17.5　高
25.0

1点 2016P18442

1824 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦12.2　横18.5　高
24.7

1点 2016P18443

1825 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦9.3　横19.1　高22.0 1点 2016P18444

1826 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（フグ）

縦8.5　横13.2　高15.5 1点 2016P18445

1827 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　木　鯉
のぼり

縦08.0　横8.2　高2.5 1点 3匹の鯉のぼり 2016P18446

1828 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　木　プ
ラスチック　額
入り

縦17.3　横22.3　高3.1 1点 ヒラメ 2016P18447

1829 壁掛け 昭和時代～平成時代 木（桜）　麻紐　
魚形　2段

巾21.0　高18.0　 1点 シール「八ヶ岳高
原」「32」

2016P18448

1830 壁掛け 昭和時代～平成時代 山梨県甲府市 木（桜）　麻紐　
魚形　2段

巾21.0　高19.0　 1点 2016P18449

1831 壁掛け 昭和時代～平成時代 山梨県甲府市 木（桜）　麻紐　
魚形　2段

巾21.0　高19.5　 1点 2016P18450

1832 壁掛け 昭和時代～平成時代 竹　木綿　麻紐　
魚形　3段

巾18.0　高35.0　 1点 2016P18451

1833 壁掛け 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦7.5　横27.5　高2.0 1点 シール「八ヶ岳高
原」

2016P18452

1834 壁掛け 昭和時代～平成時代 木　 縦4.0　横8.5　高5.3 1点 朱書「上高地」 2016P18453

1835 壁掛け 昭和時代～平成時代 山梨県甲府市 木　金属　 縦4.8　横15.3　高2.3 1点 白文字「甲府」 2016P18454

1836 壁掛け 昭和時代～平成時代 木　金属　 縦5.0　横30.5　高5.5 1点 シール「32」　伊
豆下田

2016P18455

1837 壁掛け 昭和時代～平成時代 木　魚形 縦15.0　横16.0　高4.0 1点 2016P18456

1838 壁掛け 昭和時代～平成時代 木　魚形（ヤマ
メ）

縦9.0　横23.0　高1.3 1点 2016P18457

1839 壁掛け 昭和時代～平成時代 木　 縦11.4　横16.6　高2.0 1点 2016P18458

1840 壁掛け 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦13.2　横11.0　高0.4 1点 2016P18459

1841 壁掛け 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦1.5　横5.2　高10.0 1点 2016P18460

1842 壁掛け 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦1.5　横9.4　高12.2 1点 2016P18461

1843 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　麻縄　
魚形（カレイ）

縦14.0　横21.7　高5.5 1点 2016P18462
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1844 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　麻縄　
魚形（カレイ）

縦9.2　横14.5　高4.0 1点 2016P18463

1845 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　麻縄　 縦3.4　横12.5　高21.0 1点 壺屋焼・陶真窯 2016P18464

1846 壁掛け 平成6年 陶磁器　麻縄　
魚形（コイ）

縦5.2　横8.5　高23.5 1点 メモ書「平成六年
九月十七，十八日　
本山中学校F組一
同」

2016P18465

1847 壁掛け 昭和時代～平成時代 陶磁器　麻縄　 縦7.3　横8.9　高13.5 1点 2016P18466

1848 壁掛け 昭和時代～平成時代 金属　魚形（ヒ
ラメ）

縦3.7　横12.3　高22.7 1点 2016P18467

1849 壁掛け 昭和時代～平成時代 金属　魚形（チ
ョウチンアンコ
ウ）

縦2.9　横7.5　高27.0 1点 シール「35」 2016P18468

1850 壁掛け（一輪
挿）

昭和時代～平成時代 大分県日出町 陶磁器　麻縄　
魚形（カレイ）

縦21.0　横30.0　高8.0 1点 印「大分むぎ焼酎 
城下かれい　合
資会社 藤居商店
M　大分県大野郡
野津町　本格焼酎 
720ml 詰 原料名 
麦、麦こうじ ア
ルコール分 25度」

2016P18469

15．インテリア・日用品（花瓶）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1851 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径2.8　高8.5　 1点 2016P18470

1852 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦19.7　横9.3　口径
5.3

1点 印「大清光緒年製」2016P18471

1853 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦20.7　横7.0　高6.2 1点 2016P18472

1854 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦21.0　横10.8　口径
9.6

1点 2016P18473

1855 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦24.0　横10.5　口径
9.5

1点 2016P18474

1856 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦23.5　横8.5　口径
7.2

1点 2016P18475

1857 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦18.5　横13.0　口径
7.2

1点 2016P18476

1858 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦16.5　横9.0　口径
4.0

1点 2016P18477

1859 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦14.2　横13.7　口径
2.5

1点 2016P18478

1860 花瓶 昭和時代～平成時代 イラン 陶磁器　 縦16.0　横13.3　口径
2.7

1点 シール「イラン 
陶器花瓶￥1800」

2016P18479

1861 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦19.5　横7.5　口径
4.8

1点 シール「大社焼」 2016P18480
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1862 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦16.0　横9.0　口径
2.3

1点 成形による凹文字
「陶栄」　シール
「￥4500」「40」

2016P18481

1863 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.2　横11.0　口径
2.2

1点 2016P18482

1864 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.5　横7.0　口径
1.7

1点 2016P18483

1865 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦6.0　横6.0　口径8.5 1点 2016P18484

1866 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦7.0　横6.8　口径3.3 1点 2016P18485

1867 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦8.0　横8.0　口径1.9 1点 2016P18486

1868 花瓶 昭和時代～平成時代 ガラス　 縦9.1　横9.1　口径8.9 1点 2016P18487

1869 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦14.0　横10.1　高
28.0

1点 2016P18488

1870 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦6.4　横11.7　高29.0 1点 2016P18489

1871 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　竹　 縦4.5　横11.4　高15.0 1点 壁掛け 2016P18490

1872 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形
（コイ）

縦6.2　横19.0　高7.0 1点 壁掛け 2016P18491

1873 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　木綿　 縦7.1　横14.4　高3.4 1点 壁掛け 2016P18492

1874 花瓶 昭和時代～平成時代 陶磁器　木綿　 縦11.1　横13.4　高3.3 1点 壁掛け 2016P18493

1875 花瓶 昭和時代～平成時代 村岡魯檀 陶磁器　 縦5.2　横12.5　高12.3 1点 シール「S-103 
31500」

2016P18494

1876 花瓶ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 幅6.2　高8.5　 1点 2016P18495

1877 花瓶ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 径3.3　高10.0　 1点 2016P18496

16．インテリア・日用品（火鉢）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1878 火鉢 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦18.7　横18.7　高
14.5

1点 2016P18497

17．インテリア・日用品（その他）

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1879 石に魚の絵 昭和時代～平成時代 石　 縦7.0　横10.7　高2.0 1点 2016P18498

1880 石に魚の絵 昭和時代～平成時代 石　 縦2.4　横7.7　高5.5 1点 2016P18499

1881 石に魚の絵 昭和時代～平成時代 石　 縦2.5　横9.7　高4.0 1点 2016P18500

1882 石に魚の絵 昭和時代～平成時代 石　 縦2.5　横7.2　高3.4 1点 2016P18501

1883 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形 縦6.5　横20.9　高1.0 1点 2016P18502

1884 置物 昭和時代～平成時代 石　魚形 縦1.5　横3.7　高1.5 3点 印「丸直」 2016P18503
～18505

平成28年度寄贈資料　2. 金森直治資料

― 209 ―



番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1885 魚の化石 昭和時代～平成時代 石　 縦8.3　横14.5　高1.5 1点 2016P18506

1886 魚の化石 昭和時代～平成時代 石　 縦10.0　横13.4　高2.0 1点 2016P18507

1887 扇子 昭和時代～平成時代 竹　紙　 縦33.3　横52.0　高1.5 1点 2016P18508

1888 扇子 昭和時代～平成時代 竹　紙　 縦27.7　横45.4　高1.5 1点 袋付き　墨書「末
廣」

2016P18509

1889 扇子 昭和時代～平成時代 竹　紙　 縦25.5　横36.5　高1.5 1点 袋付き　墨書「末
廣」

2016P18510

1890 扇子入れ 昭和時代～平成時代 絹　金糸　 縦3.3　横43.6　高3.0 1点 2016P18511

1891 扇子入れ 昭和時代～平成時代 絹　銀糸　 縦5.0　横34.2　高2.0 1点 2016P18512

1892 扇子入れ 昭和時代～平成時代 絹　金糸　 縦4.6　横33.6　高2.0 1点 2016P18513

1893 扇子入れ 昭和時代～平成時代 絹　金糸　 縦5.3　横34.8　高2.0 1点 2016P18514

1894 エギ 昭和時代～平成時代 中島豊 木　 縦1.8　横14.5　高2.0 1点 古銭付き 2016P18515

1895 エギ 昭和時代～平成時代 中島豊 木　 縦1.8　横15.0　高3.5 1点 古銭付き 2016P18516

1896 陶板 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦15.0　横15.0　高0.9 1点 2016P18517

1897 陶板 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦10.0　横23.0　高1.0 1点 2016P18518

1898 陶板 昭和時代～平成時代 木　陶磁器　 縦24.6　横33.4　高4.5 1点 2016P18519

1899 版木 昭和時代～平成時代 木　魚形（タイ）　
エビス

縦19.7　横12.1　高1.4 1点 清酒のラベル用 2016P18520

18．その他

番号 名称 時代 作者（制作地）品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1900 置物ヵ 昭和時代～平成時代 中国ヵ 金属　魚形（コ
イ）

縦1.6　横8.2　高3.0 1点 シール「52」 2016P18521

1901 置物の台 昭和時代～平成時代 木　 縦5.2　横9.7　高2.0 1点 2016P18522

1902 昭和時代～平成時代 金属　魚形 縦2.5　横4.0　高2.0 1点 2016P18523

1903 壁掛けヵ 昭和時代～平成時代 金属　魚形（ナ
マズ）

縦2.7　横8.3　高8.4 1点 2016P18524

1904 敷物 昭和時代～平成時代 土　 径7.0　高0.7　 1点 2016P18525

1905 装飾品 昭和時代～平成時代 金属　魚形（ナ
マズ）

縦5.0　横5.2　高1.5 1点 2016P18526

1906 装飾品 昭和時代～平成時代 陶磁器　魚形 縦3.0　横12.2　高6.3 1点 2016P18527

1907 装飾品 昭和時代～平成時代 金属（アルミ）　
サメ形

縦8.7　横7.8　高0.1 1点 2016P18528

1908 装飾品 昭和時代～平成時代 金属（アルミ）　
サメ形

縦8.7　横7.8　高0.1 1点 2016P18529

1909 装飾品 昭和時代～平成時代 木　 縦8.0　横10.1　高0.4 1点 2016P18530

1910 装飾品 昭和時代～平成時代 木　 縦5.6　横11.9　高0.8 1点 2016P18531

1911 装飾品 昭和時代～平成時代 紙　金属　 縦4.5　横9.5　高0.6 1点 2016P18532
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1912 置物ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦1.0　横6.5　高2.5 1点 2016P18533

1913 置物ヵ 昭和時代～平成時代 陶磁器　 縦0.8　横5.3　高3.5 1点 2016P18534

19．計量関係資料

番号 名称 時代 作者（制作地）品質　形状 法量 員数 備考 備品番号

1914 上皿天秤 昭和56年 株式会社 村
上衡器製作所

金属　 縦8.0　横30.2　高18.0 1点 No.191 MS-1型 2016P18535

1915 液用一合枡 昭和時代～平成時代 木　 縦8.8　横8.7　高30.7 1点 焼印「液用一合」
「正」

2016P18536

1916 液用一升枡 昭和時代～平成時代 木　 縦17.3　横17.2　高
34.7

1点 焼印「液用一升」
「正」

2016P18537

1917 液用五合枡 昭和時代～平成時代 木　 縦14.3　横14.4　高
36.7

1点 焼印「液用五合」
「ナゴヤ赤坂特製
品」

2016P18538

1918 極小スケール 昭和時代～平成時代 金属　 長3.8　幅1.5　 1点 2016P18539

1919 鯨尺 昭和時代（戦前） 木　 縦2.0　横38.0　 1本 包みあり　朱書
「贈答用の高級品」

2016P18540

1920 鯨尺 昭和時代（戦前） 木　 巾2.0　長38.0　 1本 包みあり　朱書
「贈答用の高級品」

2016P18541

1921 クボタ衡機 昭和初期 株式会社久保
田鐵工所

紙　簿冊 縦27.3　横20.0　高1.0 1冊 型録 第104号 2016P18542

1922 穀用一合枡 昭和時代～平成時代 木　 縦8.6　横8.7　高5.6 1本 焼印「穀用一合」
「正」　〇赤 アイ
チ

2016P18543

1923 シーガー販促
メジャー

昭和時代～平成時代 金属　プラスチ
ック　

縦4.2　横4.2　高1.2 1点 2016P18544

1924 写真　
AISHINSYA

昭和時代～平成時代 写真　単票 縦8.4　横14.5　 1枚 株式会社東京計器
製作所

2016P18545

1925 秤 昭和時代～平成時代 金属　 縦14.0　横40.5　高
17.2

1点 使用範囲：10g～
1㎏

2016P18546

1926 秤 平成8年 近江度量衡 
株式会社

金属　 縦12.3　横43.5　高
22.5

1点 番号83　秤量5㎏ 
感量5g

2016P18547

1927 挟み尺（玉尺）昭和時代～平成時代 金属　 長16.8　幅8.5　 1点 2016P18548

1928 パピルス 昭和時代～平成時代 エジプト 紙　単票 縦10.8　横15.1　 1枚 2016P18549

1929 分銅 昭和時代～平成時代 金属　 縦9.5　横12.5　高4.3 13点 2016P18550
～18562

1930 分銅 昭和時代～平成時代 金属　 縦8.0　横19.0　高9.0 13点 2016P18563
～18575

1931 マルキタイム
ス

昭和6年7月10日 〇キ 原度器
製作所

紙　専用紙 縦26.5　横39.0　 1部 2016P18576

1932 マルキタイム
ス

昭和6年3月10日 〇キ 原度器
製作所

紙　専用紙 縦26.5　横39.0　 1部 2016P18577
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1933 マルキタイム
ス

昭和6年9月 〇キ 原度器
製作所

紙　専用紙 縦26.5　横39.0　 1部 2016P18578

1934 マルキタイム
ス

昭和6年10月 〇キ 原度器
製作所

紙　専用紙 縦26.5　横39.0　 1部 2016P18579

1935 六つ折り尺 昭和時代～平成時代 金属（鋼）　 長112.2　幅1.5　 1点 2016P18580

1936 明視尺 昭和時代～平成時代 紙　単票 長105.6　幅4.0　 1枚 2016P18581

1937 モノサシ乃世
界

昭和時代 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 カタログと価格表 2016P18582
～18583

1938 モノサシ乃世
界（10月号）

昭和14年10月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18584

1939 モノサシ乃世
界（1月号）

昭和14年1月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18585

1940 モノサシ乃世
界（2月号）

昭和14年2月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18586

1941 モノサシ乃世
界（4月号）

昭和14年4月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18587

1942 モノサシ乃世
界（第10月号）

昭和4年10月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18588
～18589

1943 モノサシ乃世
界（第10月号）

昭和7年10月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18590

1944 モノサシ乃世
界（第10月号）

昭和10年10月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18591

1945 モノサシ乃世
界（第10月号）

昭和11年10月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18592
～18593

1946 モノサシ乃世
界（第10月号）

昭和12年10月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18594

1947 モノサシ乃世
界（第11月号）

昭和4年11月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18595
～18596

1948 モノサシ乃世
界（第11月号）

昭和6年11月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18597

1949 モノサシ乃世
界（第11月号）

昭和7年11月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18598

1950 モノサシ乃世
界（第11月号）

昭和12年11月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18599

1951 モノサシ乃世
界（第12月号）

昭和8年12月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18600

1952 モノサシ乃世
界（第1月号）

昭和8年1月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18601

1953 モノサシ乃世
界（第1月号）

昭和12年1月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18602

1954 モノサシ乃世
界（第2月号）

昭和4年2月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18603
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1955 モノサシ乃世
界（第2月号）

昭和10年2月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18604

1956 モノサシ乃世
界（第3月号）

昭和4年3月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18605

1957 モノサシ乃世
界（第3月号）

昭和10年3月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18606

1958 モノサシ乃世
界（第3月号）

昭和12年3月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18607
～18608

1959 モノサシ乃世
界（第3月号）

昭和13年3月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18609　
～18610

1960 モノサシ乃世
界（第4月号）

昭和10年4月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18611

1961 モノサシ乃世
界（第4月号）

昭和12年4月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18612

1962 モノサシ乃世
界（第4月号）

昭和13年4月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18613

1963 モノサシ乃世
界（第5月号）

昭和4年5月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18614

1964 モノサシ乃世
界（第5月号）

昭和4年5月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18615

1965 モノサシ乃世
界（第5月号）

昭和10年5月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18616

1966 モノサシ乃世
界（第6月号）

昭和4年6月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18617
～18618

1967 モノサシ乃世
界（第6月号）

昭和5年6月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18619
～18620

1968 モノサシ乃世
界（第6月号）

昭和6年6月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18621

1969 モノサシ乃世
界（第6月号）

昭和10年6月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18622

1970 モノサシ乃世
界（第6月号）

昭和11年6月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18623
～18624

1971 モノサシ乃世
界（第7月号）

昭和4年7月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18625

1972 モノサシ乃世
界（第7月号）

昭和5年7月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18626
～18627

1973 モノサシ乃世
界（第7月号）

昭和7年7月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18628

1974 モノサシ乃世
界（第7月号）

昭和12年7月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18629

1975 モノサシ乃世
界（第8月号）

昭和8年8月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18630

1976 モノサシ乃世
界（第9月号）

昭和4年9月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18631
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番号 名称 時代 作者（制作地） 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1977 モノサシ乃世
界（第9月号）

昭和8年9月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18632

1978 モノサシ乃世
界（第9月号）

昭和10年9月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 1部 2016P18633

1979 モノサシ乃世
界（第9月号）

昭和11年9月 吉田度量衡店 紙　専用紙 縦27.0　横39.3　 2部 2016P18634
～18635

1980 量器原価表 大正9年 服部量器製作
所（名古屋市）

紙　三つ折り 長20.0　幅13.5　 1枚 2016P18636

1981 レタースケー
ル

昭和時代～平成時代 金属　ひょうた
ん形

長15.0　幅4.8　 1点 2016P18637

1982 レタースケー
ル（ばね秤）

昭和時代～平成時代 金属　 長10.5　幅2.6　 1点 2016P18638
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