
No. 前期 後期 作者 作品名 所蔵

52 池大雅 富士十二景図　五月 東京藝術大学

53 谷文一 富士山図 板橋区立美術館

54 未詳 富士の扇 当館

55 窪俊満 絵巻物 当館

No. 前期 後期 作者 作品名 所蔵 56 柳々居辰斎 扇と富士の掛軸と香案 当館

1 長沢芦雪 松竹梅図 千葉市美術館 57 勝川春亭 書き初めの富士 当館

2 中村芳中 老松図 個人 58 古鶴堂 富士・鷹・茄子の扇面 当館

3 中村芳中 『光琳画譜』 梅図 当館 59 歌川広重 高波に富士 神奈川県立歴史博物館

4 岡田米山人 松竹梅図 大阪市立美術館 60 歌川広重 海辺の松に富士 神奈川県立歴史博物館

5 未詳 折鶴を手にする縁先の女 当館 3 中村芳中 『光琳画譜』 富士図 当館

6 葛飾北斎 擣衣連狂歌帖 当館 61 歌川広重 冨士三十六景　東都駿河町 当館

7 未詳 きれい扇 当館 62 歌川広重 冨士三十六景　東都両ごく 当館

8 北尾重政 梅図 当館 63 歌川広重 冨士三十六景　東都目黒夕日か岡 当館

9 葛飾北斎 梅図 当館 64 歌川広重 冨士三十六景　武蔵野毛横はま 当館

10 菱川宗理 職人三十六番　松つくり 当館 65 歌川広重 冨士三十六景　相模江之島入口 当館

11 昇亭北寿 年玉の末広 当館 66 歌川広重 冨士三十六景　はこねの湖水 当館

12 北尾重政 梅に短冊 当館 67 歌川広重 冨士三十六景　駿河三保之松原 当館

13 未詳 羽根突き 当館 68 歌川広重 冨士三十六景　東海堂左り不二 当館

14 喜多川月麿 ぶりぶりと福寿草・梅の鉢 当館 69 歌川広重 冨士三十六景  伊勢二見か浦 当館

15 歌川豊国 三代目市川団之助の挿花 当館 70 歌川広重 冨士三十六景　甲斐犬目峠 当館

16 歌川豊国 五側役者摺物　五代目瀬川菊之丞 当館

17 七曲亭玉蟻 花鋏 当館

18 柳々居辰斎 梅図 当館 71 岡本秋暉 老松に鶴図 厚木市郷土資料館

19 等舟 梅図 当館 72 歌川広重 旭日　波に鶴 神奈川県立歴史博物館

20 魚屋北溪 梅枝と手拭いと鋏 当館 73 中山高陽 白梅に錦鶏図 静岡県立美術館

21 歌政 烏帽子と小松 当館 74 谷文晁 花鳥図 遠山記念館

22 盈斎北岱 小松引 当館 75 丹羽嘉言 『福善斎画譜』 鴛鴦図 当館

23 未詳 小松 当館 75 丹羽嘉言 『福善斎画譜』  燕図 当館

24 未詳 小松引 当館 75 丹羽嘉言 『福善斎画譜』 猿・鹿・熊図 当館

25 江馬細香 蘭竹図 個人 76 山本梅逸 夏冬花鳥図 大阪市立美術館

26 江馬細香 四君子図 個人 77 椿椿山 花禽虫魚図画帖　雀図 栃木県立博物館

27 黄鳳池（編） 『八種画譜』 蘭図 当館 77 椿椿山 花禽虫魚図画帖　豆に虫図 栃木県立博物館

27 黄鳳池（編）  『八種画譜』  菊図 当館 78 王概（編） 『芥子園画伝』（河南版）山茶図 当館

28 戸田忠翰 瓶花図 栃木県立博物館 78 王概（編） 『芥子園画伝』（河南版） 小禽図 当館

29 酒井抱一 扇面雑画　水仙 東京国立博物館 78 王概（編） 『芥子園画伝』（河南版）梔子図 当館

30 未詳 牡丹と唐美人 当館 79 建部凌岱 『寒葉斎画譜』 百喜図 当館

31 歌川豊国 七代目市川団十郎の石橋 当館 80 亀井東溪 『東溪画譜』 四喜図 当館

32 岡本秋暉 孔雀図 厚木市郷土資料館 81 柳々居辰斎 二羽の鳩 当館

33 源鸞卿 松に鷹図 個人 82 森狙仙 樹下双鹿図屏風 千葉市美術館

34 歌川広重 日の出　松に鷹 神奈川県立歴史博物館 83 石崎融思 福禄封侯図 東京国立博物館

35 岸駒 芭蕉鶏図 遠山記念館 84 酒井抱一 扇面雑画　鹿 東京国立博物館

36 勝川春亭 鶏とひよこと米俵 当館 85 森徹山 鹿図扇面 個人

37 一丘 諫鼓 当館 86 円山応挙 松に猿図 個人

38 国井応文 百鳥図 三井記念美術館 87 戸田忠翰 雪竹兎図 板橋区立美術館

39 等舟 箱と本 当館 79 建部凌岱 『寒葉斎画譜』 玉洞凝雪図 当館

40 高田敬輔 龍虎図屏風 栃木県立博物館 88 蹄斎北馬 兎の衝立の前の娘と子供 当館

41 池大雅 風雨起龍図 個人 89 遠坂文雍 葡萄ニ栗鼠図 板橋区立美術館

27 黄鳳池（編） 『八種画譜』　「村居」図 当館 90 窪俊満 白鼠と梯子 当館

42 未詳 巻物 当館 91 窪俊満 風鎮と白鼠 当館

43 未詳 けん玉と盃 当館 92 窪俊満 十三匹の鼠 当館

44 柳々居辰斎 龍の鉢と大小の鋏 当館 93 未詳 犬と梅模様の箱 当館

45 池大雅 四睡図 個人 94 大原東野（編） 『名数画譜』 一笑図 当館

46 溪斎英泉 月下水辺の虎　花鳥図 神奈川県立歴史博物館 95 伊藤若冲 鯉図 東京藝術大学

47 月僊 麒麟図 三重県立美術館 96 大岡春卜 『画本手鑑』 鯉図 当館

48 池田孤邨（編） 『光琳新撰百図』 四霊図 当館 97 黒田稲皐 鯉図屏風 東京藝術大学

49 森狙仙 猪図屏風 株式会社千總 98 未詳 鯛糸依摺物　椿の小箱と熨斗、誰袖 当館

50 葛飾北斎 春駒 当館 99 勝間龍水(画) 『海の幸』 河豚図 当館

51 長山孔寅・梅
園

春駒の玩具 当館 100 未詳 貝合 当館

1. 吉祥図像の王道

縁起もの展　展示替リスト
 前期： 9月28日（土）～10月27日（日） / 後期：10月29日（火）～11月24日（日）

2. 繁栄と福徳を祈る

・本リストの順番は原則として実際の展示に従っているため、番号が前後する場合があります。

・展示作品･期間については予告なく変更することがあります。



No. 前期 後期 作者 作品名 所蔵 No. 前期 後期 作者 作品名 所蔵

101 喜多川歌麿 南天に小鳥 神奈川県立歴史博物館 154 酒井抱一 金亀図 永稱寺

102 未詳 縁先の犬 当館 155 菊川英山 引札と煙管と煙草入れ 当館

103 未詳 福寿草の鉢 当館 156 未詳 亀と煙管 当館

104 鶴沢探鯨 布袋に唐子図 東京都江戸東京博物館 157 歌川広重 墨摺張交絵　亀・枇杷・松 神奈川県立歴史博物館

105 椿椿山 花卉七福図 静岡県立美術館 158 酒井抱一 『鶯邨画譜』 双亀図 当館

106 月僊 恵比寿図 三重県立美術館 99 勝間龍水(画) 『海の幸』 緑毛亀図 当館

107 葛飾北斎 草庵の布袋 当館 159 松平定信 花鳥図 東京都江戸東京博物館

108 未詳 小槌 当館 160 戸田忠翰 桃果綬帯鳥図 栃木県立博物館

109 菱川宗理 布袋の根付と印籠 当館 161 二代黒川亀玉 花下猫児図 東京藝術大学

110 歌川豊広 朝比奈の大黒 当館 162 酒井抱一 扇面雑画　蝶と猫 東京国立博物館

111 菊川英山 春袋と小槌 当館 80 亀井東溪 『東溪画譜』 家狸獲蝶図 当館

112 喜多武清 布袋と唐子 当館 163 酒井鶯蒲 牡丹蝶図 東京国立博物館

113 溪斎英泉 巳成金 当館 130 酒井抱一（編） 『光琳百図』 お多福・牡丹蝶図 当館

114 歌川国朝 唐子と羊 当館 164 勝川春扇 紅牡丹に白蝶 神奈川県立歴史博物館

115 未詳 小槌・笠・鯛・海老・小判他 当館 165 歌川重宣
（二代広重）

牡丹に蝶 神奈川県立歴史博物館

116 未詳 七福神図 個人 166 歌川豊国 五側役者摺物　五代目松本幸四郎 当館

117 歌川豊春 浮絵七福神寿末広催之図 東京都江戸東京博物館 125 北尾雪坑斎 『彩色画撰』 海老・裏白・橙図 当館

118 鳥居清長 大黒を夢に見る美人 神奈川県立歴史博物館 167 司馬江漢 寿老人図 杜若文庫

119 北尾政美 蔵前で俵を作る布袋と大黒と弁天 神奈川県立歴史博物館 168 円山応挙 福禄寿・天保九如図 三井記念美術館

120 未詳 恵比寿大黒 当館 169 勝川春英 衝立に富士を描く福禄寿 当館

121 春斎英笑 一富士二鷹三茄子の初夢を見る大黒天 神奈川県立歴史博物館 170 栄明 福禄寿の年始 当館

122 溪斎英泉 福神遊蚕の大当り 個人 130 酒井抱一（編） 『光琳百図』 寿老人 百鹿百鶴図 当館

123 歌川広重 宝船に七福神のつどい 神奈川県立歴史博物館 171 伊藤若冲 万歳図 個人

124 歌川貞秀 七福神の宝船 個人 172 北尾重政 龍宮の万歳を吹き出す蛤 当館

125 北尾雪坑斎 『彩色画撰』 二股大根に鼠図 当館 173 未詳 面箱持 当館

126 吉村周山 『和漢名筆画宝』 布袋に唐子図 当館 174 狩野由信 翁の舞 当館

126 吉村周山 『和漢名筆画宝』 大黒・猩々図 当館 175 伊藤若冲 三番叟図 個人

127 葛飾北斎 お多福の文読み 当館 176 与謝蕪村 尉姥図 個人

128 葛飾北斎 お多福面と福笹 当館 177 靖斎文逋 高砂 当館

129 未詳 お多福 当館 3 中村芳中 『光琳画譜』 高砂図 当館

3 中村芳中 『光琳画譜』 恵比寿・大黒・お多福図 当館 178 円山応挙 蓬莱山・竹鶏図 三井記念美術館

48 池田孤邨（編） 『光琳新撰百図』 恵比寿・大黒・お多福図 当館 158 酒井抱一 『鶯邨画譜』 蓬莱図 当館

131 窪俊満 叶福助の年始 当館 179 池大雅 西王母・東方朔図 個人

132 菊川英山 御祭礼 当館 180 月僊 西王母図 三重県立美術館

133 楫取魚彦 酒泉猩々図 静岡県立美術館 181 司馬江漢 西王母図 千葉市美術館

134 月僊 関羽図 三重県立美術館 182 月僊 東方朔図 三重県立美術館

135 鈴木其一 鍾馗図 遠山記念館 183 円山応挙 黄初平図 遠山記念館

136 菊川英山 鍾馗図 個人 184 洪応明（撰） 『仙仏奇踪』 黄初平図 当館

137 歌川豊国 美人あはせ 当館 184 洪応明（撰） 『仙仏奇踪』 鉄拐図 当館

138 歌川国直 夫婦和合神尊像 当館 185
顔希源（撰）
王翽（画）

『百美新詠図伝』 弄玉図 当館

139 未詳 夫婦和合吉兆神像 当館 185 顔希源（撰）
王翽（画）

『百美新詠図伝』 嫦娥図 当館

140 松平定信（賛） 萬事吉兆図 個人 94 大原東野（編） 『名数画譜』 八仙人図 当館

141 井上九皐 和合神図(『銅版雑帖』のうち) 当館 186 窪俊満 列仙　簫史 鴨川市

142 喜多川歌麿 山姥と金太郎　書き初め 神奈川県立歴史博物館 187 窪俊満 列仙　黄安 鴨川市

143 柳々居辰斎 猪に乗る金太郎 当館 188 窪俊満 列仙　弄玉 鴨川市

144 菊川英山 金太郎の豆蒔き 当館 189 窪俊満 列仙　控鶴 鴨川市

190 窪俊満 列仙　董奉 鴨川市

191 窪俊満 列仙　魯生女 鴨川市

145 中村芳中 老松立鶴図 個人 192 窪俊満 列仙　左慈 鴨川市

146 浦上玉堂 仙山鳴鶴図 個人 193 窪俊満 列仙　王喬 鴨川市

147 椿椿山 海鶴蟠桃図 静岡県立美術館 194 窪俊満 列仙　王夫人 鴨川市

148 丹頂 鶴の凧を射る子 当館 195 窪俊満 列仙　王子喬 鴨川市

149 栄松斎長喜 梅下短冊を持つ美人 当館 196 窪俊満 列仙　祝鶏翁 鴨川市

150 窪俊満 鶴と亀 当館 197 月僊 『列仙図賛』 簫史図 個人

151 未詳 花むすび 当館 197 月僊 『列仙図賛』 左慈図 個人

152 柳々居辰斎 文机に扇 当館 197 月僊 『列仙図賛』 董奉図 個人

153 歌川広重 日の出　松に鶴 神奈川県立歴史博物館 197 月僊 『列仙図賛』 王夫人図 個人

3. 長寿を祈る


	全体

