
　 出品リスト　（展示順)

提げ物

作品
番号
Ⅲ-2 齋藤美洲 睨〔根付〕 2016 根付：象牙・べっ甲
資料（特別出品） 江戸末期の男性和装

古典根付・近代根付

作品
番号
Ⅰ-34 無銘 唐扇と巻物を持つ異国人 鹿角
Ⅰ-14 龍珪 南洋人 木
Ⅰ-38 無銘 蛸を持つ手長足長 象牙
Ⅰ-37 丁髷の曲芸師 木
Ⅰ-1 我楽 天狗の誕生 象牙
Ⅰ-2 大津絵人物饅頭根付 象牙
Ⅰ-3 玉秀 雪舟 象牙
Ⅰ-4 宝慶 関羽 堆朱
Ⅰ-5 宝満 小唄の練習 象牙
Ⅰ-6 景利 異国船 木
Ⅰ-7 菊川 大珊瑚に南洋人 木・珊瑚
Ⅰ-8 中山胡民 萩図筥根付 木・漆
Ⅰ-9 鈴木正直（初代） 占地 黄楊
Ⅰ-10 正友 羅生門 象牙
Ⅰ-11 田中岷江 虎 黄楊
Ⅰ-12 光長 十二支　子 素銅
Ⅰ-13 三輪 ひょっとこおどり 木・象牙
Ⅰ-15 升雲斎 龍宮 象牙
Ⅰ-16 舟月 海女と蛸 木
Ⅰ-17 舟珉 深井志道軒 木
Ⅰ-18 周山 猩々 木
Ⅰ-19 舟山 お福面 木
Ⅰ-20 亮長 栗に蛙 木
Ⅰ-21 長崎平戸藩 獅子小判型根付 平戸焼
Ⅰ-22 鈴木東谷 達磨 黄楊
Ⅰ-23 友親 鉋 象牙
Ⅰ-24 友一 捷疾鬼 木・象牙
Ⅰ-25 加納友一 鼠 黄楊
Ⅰ-26 友信 枇杷 木
Ⅰ-27 友之 遊女見立達磨 象牙
Ⅰ-28 無銘 はすの実 木
Ⅰ-29 鉢に蝿 ウニコール
Ⅰ-30 鹿と蜂とヤツデ 象牙
Ⅰ-31 親子猿 鹿角
Ⅰ-32 戯れる子犬 象牙
Ⅰ-33 玉を持つ異国人物 象牙
Ⅰ-35 花籠を背負った人物 象牙
Ⅰ-36 頭巾の娘 木刻彩色
Ⅰ-39 琴高仙人 象牙
Ⅰ-40 杖を持つ仙人 象牙
Ⅰ-41 大橘 象牙
Ⅰ-42 鉄兜 黄楊・漆
Ⅰ-43 布袋図木魚 堆朱漆
Ⅰ-44 無銘（京都） 鷹匠 象牙
Ⅰ-45 馬 象牙
Ⅰ-46 巴太鼓に獅子 象牙
Ⅰ-47 無銘（上方） 躍る狸 象牙
Ⅰ-48 無銘 茶道具 象牙

作家名 作品名 制作年 材質

作家名 作品名 材質

会場：三鷹市美術ギャラリー
主催：三鷹市美術ギャラリー・ （公財）三鷹市スポーツと文化財団
協力：（公財）京都 清宗根付館

2017年1月14日(土)～3月20日(月･祝)
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作品
番号
Ⅰ-49 無銘 梅にうぐいす〔表〕、蝿とりぐも〔裏〕 象牙
Ⅰ-50 干鮭 海松
Ⅰ-51 燧（ひうち）根付 金属
Ⅰ-52 からくり変わり三揃箱根付 堆朱漆
Ⅰ-53 玉藻 笛吹童子 木
Ⅰ-54 三宅正直（三代） 桃を食べる猿 黄楊
Ⅰ-56 周斎 面 木
Ⅰ-57 藻己 福女面 黄楊
Ⅰ-58 藻水 盲人の丸木橋 黄楊
Ⅰ-59 禹門 面 木刻彩色
Ⅰ-60 無銘 満月に松林 木・漆・銀・ヒスイ
Ⅰ-61 芳之 旅人 象牙
Ⅰ-55 安藤緑山 焼栗 象牙

現代根付 〈生きる〉

作品
番号
Ⅱ-1 前田　中 夏声 2000 木
Ⅱ-2 木霊 2006 黄楊
Ⅱ-3 デーヴィッド・カーリン 黒猿 2007 黄楊・ガラス
Ⅱ-4 工藤道齋（茂道） 千客万来 2010 猪牙
Ⅱ-5 鈴木玉昇 草鞋職人 1970 象牙
Ⅱ-6 時田英明 うし 2004 象牙
Ⅱ-7 宮澤宝泉 三竦み 2010 鹿角
Ⅱ-8 稲田一郎 虚無僧 1930 象牙
Ⅱ-9 按摩 1934 象牙
Ⅱ-10 桑原　仁 天敵 2006 鹿角・黒檀・白蝶貝
Ⅱ-11 魚玉 2011 象牙・べっ甲・ガラス・へご
Ⅱ-12 立原寬玉 かえりたい 2004 象牙
Ⅱ-13 いななき 2009 マホガニー
Ⅱ-14 升元　一 コバタン 2006 黄楊
Ⅱ-15 きさい 2009 黄楊
Ⅱ-16 河瀬欽水 栄螺 2000 黄楊
Ⅱ-17 奥田浩堂 やどかり 1982 象牙
Ⅱ-18 大垣谷羽 松笠に蝸牛 不詳 黄楊
Ⅱ-19 大下香征 波濤飛鷲図 2006 天然トルコ石・夜光貝・漆・金･銀･

乾漆粉
Ⅱ-20 福山恒山 水辺 2007 ブライヤー・琥珀・へご・河馬牙
Ⅱ-21 ニック・ラム 短尾猿の親子 2008 黄楊
Ⅱ-22 阪井正美 亥 2011 黄楊
Ⅱ-23 中村雅俊 イボガエル 不詳 黄楊
Ⅱ-24 針谷祐之 魚尽し 2005 貝・琥珀・漆・金粉
Ⅱ-25 平賀明玉斎 鷲と猿 1975 象牙
Ⅱ-26 河原明秀 黒猫 1973 黒檀
Ⅱ-27 海女 1988 象牙
Ⅱ-28 青木光行 鶴とへび 1973 象牙
Ⅱ-29 渦潮 1979 象牙
Ⅱ-30 落合　雅 至福 2009 象牙
Ⅱ-31 花咲蟹 2011 象牙
Ⅱ-32 倉田南柳（初代） 大工 1976 象牙
Ⅱ-33 東　声方 鳶の頭 不詳 象牙
Ⅱ-34 小林仙歩 天道虫 1975 象牙・べっ甲
Ⅱ-35 落ちた蝉 1983 象牙
Ⅱ-36 リー・スロゲット 象 1993 黄楊
Ⅱ-37 出漁中 2010 黒檀
Ⅱ-38 中川東平 籠抜け蛸の立ち往生 2011 黄楊・アクリル・金箔
Ⅱ-39 スーザン・レイト 森の宝石 2008 黄楊・貝・水牛角・本花梨・琥珀
Ⅱ-40 小野里三昧 滑空 2008 黄楊・水牛角

現代根付 〈宮澤良舟〉

Ⅱ-232 宮澤良舟（初代） 養老 1945 象牙
Ⅱ-233 宮澤良舟（二代） 古代瓦に蛙 1977 象牙
Ⅱ-234 石龍子 1979 象牙
Ⅱ-235 宮澤良舟（三代） 夢 不詳 象牙
Ⅱ-236 團栗 2006 象牙

材質作家名 作品名 制作年

作家名 作品名 材質
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作品
番号
Ⅱ-237 宮澤良舟（三代） 海の幸 2006 象牙
Ⅱ-238 雪灯籠 2007 象牙
Ⅱ-239 綱渡り 2012 象牙
Ⅱ-240 鯨跳ねる 2013 象牙
Ⅱ-241 孫悟空 2013 象牙
資料 馬（根付の作業台） 木
（特別出品） 根付制作道具

根付ができるまでの制作工程

現代根付〈華やぐ〉

Ⅱ-41 糟谷一空 黒い炎 不詳 黒檀・ラピスラズリ・トルコ石・マンモス
牙・珊瑚・黒蝶貝・金・銀

Ⅱ-42 岸　一舟 羽衣 1959 象牙
Ⅱ-43 針谷絹代 狐のよめ入 2011 琥珀・漆
Ⅱ-44 花籠 2011 象牙・漆・金粉
Ⅱ-45 針谷祐之 海月 2012 水晶・漆・金粉・夜光貝
Ⅱ-46 落合　雅 パプリカ 2007 象牙
Ⅱ-47 村松親月 真孔雀 不詳 象牙
Ⅱ-48 ほろほろ鳥 不詳 象牙
Ⅱ-49 井尻朱紅 深海 2012 ブルーアンバー・貝・卵殻
Ⅱ-50 平賀胤壽 魚媛 2008 象牙
Ⅱ-51 宮崎輝生 花籠 2007 黒柿・白蝶貝・象牙・べっ甲・漆・銀・

黄蝶貝・珊瑚
Ⅱ-52 陵王 2009 木・象牙・漆・貝
Ⅱ-54 池田朝重 美ら海 2012 堆漆板・堆朱板・堆緑板
Ⅱ-55 多々羅幽山 牡丹 2012 鹿角
Ⅱ-53 村松　朋 雪華 2002 象牙・18金

現代根付 〈齋藤美洲〉

齋藤美洲 制作風景　（DVD） 2010

着水 2013 樹脂
愛とこしえ 2013 樹脂
根付制作道具
提げ物一式　（愛用品）
何だ！ 2008 黒檀・サイチョウ嘴
根付制作のためのデッサン 2008 紙に鉛筆ほか
《愛とこしえ》関連作品 2010 象牙

Ⅱ-201 着水 1971 象牙
Ⅱ-202 四方神　朱雀 2003 象牙・べっ甲
Ⅱ-203 四方神　青龍 2008 シベリア松・べっ甲
Ⅱ-204 四方神　玄武 2008 マホガニー・べっ甲
Ⅱ-205 四方神　白虎　 2008 鹿角・べっ甲
Ⅱ-206 情念 2008 鹿角
Ⅱ-207 豊年踊り 2009 鹿角・サイチョウ嘴
Ⅱ-208 愛とこしえ 2010 象牙
Ⅱ-209 G線上のヘレナ 2010 象牙
Ⅱ-210 エイ 2010 カジキマグロの吻・べっ甲

現代根付〈耳をすませて〉

Ⅱ-57 宮澤宝泉 悠悠 2007 象牙
Ⅱ-56 田中　浩 やさしい武器 2010 銀・金鍍金
Ⅱ-58 和地一風 音宇宙 2009 象牙
Ⅱ-59 髙木喜峰 みなも 2007 黒檀・堆漆板
Ⅱ-60 鈴木（松本）　鈴 白鳥 2009 象牙
Ⅱ-61 金子生玉 陣ぶれ 1989 象牙
Ⅱ-62 中川忠峰 打て打て 2011 黄楊・象牙
Ⅱ-63 中畑泰成 虫の音 2012 黄楊
Ⅱ-64 向田陽佳 二重奏 2006 黄楊・鮑貝・黒檀

現代根付 〈黒岩 明〉

資料 黒岩　明 ハードワックスによる試作
（特別出品） 《イレギュラー》試作

根付制作のためのイメージ画
根付制作道具

（特別出品） 　画像提供：川口市立アートギャラリー・アトリア
　『川口の匠vol.4 麗(うるわし)のとき』　撮影者 ：椎木静寧

資料

制作年作家名 作品名 材質
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作品
番号
Ⅱ-191 黒岩　明 りんご 1997 黄楊・プラチナ・18金・エメラルド
Ⅱ-192 蒔絵鬼灯 1997-98 漆・18金・エポキシ樹脂
Ⅱ-193 太陽系四次元 1998 エポキシ樹脂・漆・銀
Ⅱ-194 イレギュラー 2001 マンモス牙・鹿角
Ⅱ-195 月と遊ぶ 2001 黒檀・漆
Ⅱ-196 ねこふんじゃった 2007 象牙・18金・黒檀
Ⅱ-197 感動 2009 象牙・漆
Ⅱ-198 小唄十八番「虫の音」 2009 黄楊・漆・金・銀・銅
Ⅱ-199 愛の叫び 2012 象牙
Ⅱ-200 梅月夜 2015 鹿角・漆

現代根付 〈祈る、怖れる〉

Ⅱ-65 藤井安剛 鯱 2008 象牙
Ⅱ-66 狐火 2008 鹿角
Ⅱ-67-1 宮澤　彩 屋敷童子（わらし）（男子） 2011 象牙
Ⅱ-67-2 屋敷童子（わらし）（女子） 2012 象牙
Ⅱ-68 赤木英文 白鬼夜行 2012 象牙・貝
Ⅱ-69 野垣内秀也 天の邪鬼 2002 黄楊
Ⅱ-70 桜井英之 最後の審判 1994 マンモス牙
Ⅱ-71 関沢芳堂 大黒天 2007 象牙
Ⅱ-72 和地一風 至福 2010 タグアナッツ
Ⅱ-73 梨本寿光 火の鳥 不詳 象牙
Ⅱ-75 阿部賢次 日本昔話　三ッ目小僧 2011 象牙
Ⅱ-76 髙木喜峰 守り栄える 2011 象牙
Ⅱ-74-1 阿部賢次 十二神将の内　申 2009 象牙
Ⅱ-74-2 十二神将の内　酉 2009 象牙
Ⅱ-74-3 十二神将の内　戌 2009 象牙
Ⅱ-77 沢井向円 布袋 2007 黄楊
Ⅱ-78 福山恒山 ぬりかべ 2005 象牙・琥珀
Ⅱ-79 齋藤昌寛 火炎 2007 黄楊
Ⅱ-80 中村雅俊 杖を持つ仙人 不詳 黄楊
Ⅱ-81 中国の犀 不詳 犀角
Ⅱ-82 貘 不詳 象牙
Ⅱ-83 平将門 不詳 黒檀
Ⅱ-85 青木光行 福助 2008 象牙
Ⅱ-84 河原明秀 手長足長河童 1980 黄楊・べっ甲
Ⅱ-86 青木光行 猫と小判 2008 象牙
Ⅱ-87 東　声方 獅子 1970 黄楊
Ⅱ-88 伊藤滋女 弁財天 2008 黄楊
Ⅱ-89 中川忠峰 絆 2010 黄楊
Ⅱ-90 平賀胤壽 抱耀 2005 象牙・マホガニー
Ⅱ-91 充讃詩 2005 象牙
Ⅱ-92 雲龍庵 野晒蒔絵根付 2000 脱活乾漆・金鈖・銀鈖・梨子地
Ⅱ-93 阿部裕幸 寿ひょうたん 2007 象牙
Ⅱ-94 小野里三昧 怪奇日食 2009 象牙・水牛角

現代根付 〈憧憬〉

Ⅱ-95 アレクサンダー・デルカ
チェンコ

水槽の前でまどろむ老人 不詳 マンモス牙･琥珀

Ⅱ-96 阿部悟堂 大熊猫 1973 象牙・べっ甲
Ⅱ-97 関沢芳堂 横綱 不詳 象牙
Ⅱ-98 稲田一郎 狆 1966 象牙
Ⅱ-100 小針樹生 妖精 2005 黄楊
Ⅱ-99 和地一風 山紫水明 2012 鹿角
Ⅱ-102 升元　一 不思議な鳥 1999 黄楊
Ⅱ-101 インカの秘宝 1999 黄楊
Ⅱ-103 阿部賢次 蘭鋳 不詳 象牙
Ⅱ-106 青木光行 小さな惑星 1998 象牙
Ⅱ-105 河原明秀 南蛮人 1980 黄楊
Ⅱ-104 髙木喜峰 環動 2009 象牙・琥珀・鮑貝・黒蝶貝
Ⅱ-107 伊藤滋女 金太郎 2012 黄楊
Ⅱ-108 落合　尚 姉妹 2006 象牙
Ⅱ-109 浅岡昇堂 碁打ち 1965 象牙
Ⅱ-110 佐田　澄 人魚 1983 象牙
Ⅱ-111 中畑泰成 宇宙遊泳 2013 黄楊
Ⅱ-112 森　哲郎 花風 2004 象牙
Ⅱ-113 向田陽佳 胡蝶 2005 黄楊・鮑貝

作品名 制作年 材質作家名
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現代根付 〈笑う、遊ぶ〉

作品
番号
Ⅱ-114 グンディー・ディーツ おんなすもう 1994 磁器
Ⅱ-115 桜井英之 変な顔 2010 象牙・黒蝶貝
Ⅱ-116 相原　博 脳裏 2006 鹿角
Ⅱ-117 関沢芳堂 花かんざし 2000 象牙
Ⅱ-118 宮澤宝泉 根付の夕べ 2007 象牙
Ⅱ-119 伊多呂 志ん生風景 2007 鹿角
Ⅱ-120 桑原　仁 甲羅洗い 2011 鹿角・べっ甲・へご・白蝶貝
Ⅱ-121 髙木喜峰 カッパ刷り 2008 黄楊
Ⅱ-122 一球入魂 2008 象牙
Ⅱ-123 面白 2012 象牙
Ⅱ-124 沢井向円 髑髏を磨く骸骨 2008 銀・鹿角・真鍮
Ⅱ-125 中村雅俊 うなぎとり 不詳 黄楊
Ⅱ-126 針谷祐之 三段跳 2013 象牙・琥珀・黄楊
Ⅱ-127 庄司明幹 海の忍者 2000 象牙
Ⅱ-128 落合　雅 パエリア 2007 象牙
Ⅱ-129 成田楽虫 こぞう 2006 象牙・べっ甲
Ⅱ-130 小林成山 りんご追分 2006 象牙
Ⅱ-131 森本節治 出過ぎ 2004 黄楊
Ⅱ-132 伊藤滋女 恩愛 2012 黄楊・へご
Ⅱ-135 井上　猛 宴の後 2006 鹿角
Ⅱ-134 弓削祥陽（祥子） 影絵遊び 2011 黄楊・漆
Ⅱ-133 永島信也（閑溟） 桃とり合戦 2010 黄楊・黒檀・イスの木
Ⅱ-136 井上　猛 根付道具箱 2012 黄楊・象牙
Ⅱ-137 平賀胤壽 俳伽羅 2008 ピンクアイボリーウッド
Ⅱ-139 宍戸濤雲 おもい 2002 黄楊
Ⅱ-138 いろはかるた 2000 黄楊・顔料
Ⅱ-140 宗旦狐 2007 象牙
Ⅱ-141 蛙道風 2012 黄楊
Ⅱ-142 佐々木泰宏 ティー・タイム（ｍｉｎｉ） 2008 鹿角・カーネリアン・珊瑚・カルサイト
Ⅱ-143 山田洋治 蛸病気 2007 黄楊
Ⅱ-144 下女頭痛 2010 黄楊
Ⅱ-145 阿部裕幸 珍品茸 2012 象牙

現代根付 〈及川空観〉

資料 及川空観 根付制作のためのイメージ画
（特別出品） 唐獅子（初作） 1997 朝熊黄楊

根付制作のためのエスキース
根付制作道具

Ⅱ-214 再生イカロス 2008 鹿角
資料 根付に合わせた洋装（作家私物）  2組
（特別出品） 天啓（提げ物一式） 2016 黒水牛角･アクリル
Ⅱ-211 如意 2001 朝熊黄楊・琥珀・瑪瑙・鹿角・へご
Ⅱ-212 希望〔緒締〕 2008 マンモス牙・瑪瑙
Ⅱ-213 心の鍵 2008 マンモス牙・オレンジムーンストーン・

瑪瑙
Ⅱ-215 七つ面 2009 マンモス牙・へご
Ⅱ-216 隗始 メドューサ 2010 マンモス牙
Ⅱ-217 三賢者 2011 象牙・べっ甲
Ⅱ-218 暁穹 2012 マンモス牙
Ⅱ-219 無何有郷「夢流」 2013 象牙
Ⅱ-220 無何有郷「夢遊」 2013 象牙
Ⅱ-221 突破 2013 象牙

現代根付 〈四季の移ろい〉

Ⅱ-149 宮澤　彩 父を待つ子 2009 象牙
Ⅱ-147 藤井安剛 初雪 2009 鹿角
Ⅱ-146 佐々木明美 三日月 不詳 琥珀
Ⅱ-148 喜多　淳 お重に花一輪 2006 黄楊・象牙
Ⅱ-150 フォード・ハラム 闇の中へ 2007 黄楊・漆・純金・銀・銅
Ⅱ-151 桜井英之 梅 2009 象牙
Ⅱ-152 朝顔の茶事 2009 マホガニー・白蝶貝・象牙・銀板
Ⅱ-153 佐々木　裕 ももの花 2012 象牙
Ⅱ-156 桑原　仁 ほたる袋 2006 鹿角・象牙・鯨ひげ・べっ甲
Ⅱ-154 かになべ 1999 象牙

材質制作年作家名 作品名
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作品
番号
Ⅱ-155 桑原　仁 焼鰯 2000 鹿角
Ⅱ-159 庄司明幹 冬支度 2006 象牙・べっ甲
Ⅱ-157 針谷祐之 大寒 2007 桐・象牙・漆・貝・金粉
Ⅱ-158 針谷祐之 紫陽花に蜻蛉 2009 花梨・漆・卵殻・貝
Ⅱ-160 青木光行 祭り 2007 象牙
Ⅱ-161 落合　雅 猛暑 2006 象牙
Ⅱ-162 駒田柳之 春の香り 2007 黄楊
Ⅱ-163 名残りの雪 1990年代 象牙
Ⅱ-164 弓削祥陽（祥子） 深山乙女椿 1991 黄楊・漆
Ⅱ-165 中畑泰成 いたずら 1953 黄楊
Ⅱ-167 春 2012 黄楊
Ⅱ-166 銀杏 2011 黄楊・軟玉ヒスイ
Ⅱ-168 宮崎輝生 兎 2008 黒檀・白蝶貝・べっ甲・純金板・

純銀板・象牙・鮑貝
Ⅱ-169 宍戸濤雲 胡瓜にこおろぎ 2006 象牙
Ⅱ-170 無花果 2006 象牙
Ⅱ-171 向田陽佳 櫻鯉 2006 象牙・べっ甲・夜光貝
Ⅱ-172 蜻蛉生まる 2007 象牙・白蝶貝
Ⅱ-173 躍る船鉾 2009 象牙

現代根付 〈物語の世界〉

Ⅱ-174 宮澤　彩 至上の愛 2006 象牙
Ⅱ-175 稲田一郎 雪舟 1956 象牙
Ⅱ-176 岸　一舟 面づくし 1960 象牙
Ⅱ-177 伊多呂 羅生門 2007 黄楊
Ⅱ-178 髙木喜峰 脛の誘惑 2009 キョン（鹿）角
Ⅱ-179 愛を求めて 2012 アルミ
Ⅱ-181 中村雅俊 きんこう仙人と鯉 不詳 象牙
Ⅱ-180 奥田浩堂 伎楽面 不詳 象牙
Ⅱ-182 庄司明幹 勧進帳 2009 象牙
Ⅱ-183 河原明秀 ぶんぶく茶釜 1975 象牙・金箔
Ⅱ-184 源頼光と土蜘蛛 1997 象牙
Ⅱ-185 青木光行 鏡獅子 2008 象牙
Ⅱ-186 鈴木（松本）　鈴 蜘蛛の糸 2008 象牙
Ⅱ-187 永島信也（閑溟） スセリヒメ 2013 鹿角・岩絵具
Ⅱ-188 平賀胤壽 奇迷羅 2009 マホガニー・象牙・黒檀
Ⅱ-189 宮崎輝生 源氏物語　花宴 2009 黒柿・漆・白蝶貝
Ⅱ-190 向田陽佳 黒百合は恋の花 2000 縞黒檀・マンモス牙

現代根付 〈栗田元正〉

栗田元正 チゴハヤブサ剥製　〈かしら〉モデル

Ⅱ-223 かしら 2001 象牙
Ⅱ-222 鏡 2000 象牙・べっ甲
Ⅱ-224 みなぞこ 2006 鹿角
Ⅱ-225 花泥坊 2007 鹿角・真鍮・純金・へご
Ⅱ-226 暫 2009 鹿角・柞
Ⅱ-227 初音 2009 鹿角・金・銅
Ⅱ-228 風流 2010 鹿角・金・へご
Ⅱ-229 諸国瀧廻り　阿弥陀ヶ瀧 2011 鹿角
Ⅱ-230 諸国瀧廻り　馬洗滝 2011 鹿角・銀・くるみ
Ⅱ-231 水棲の理 2011 鹿角・シャム柿・貝・銀
資料 根付制作道具
（特別出品） 提げ物一式　（愛用品）

根付試作
根付制作のためのイメージ画およびスケッチ

提げ物

作品
番号
Ⅲ-1 無銘 生け花 象牙・白蝶貝・漆・べっ甲
Ⅲ-3 奥田浩堂 海の詩〔根付〕 1980 根付：象牙　緒締：鶴頭
Ⅲ-4 雲龍庵 鯨取蒔絵印籠 2005 脱活乾漆・金鈖・青金鈖・銀鈖・

銀板金・梨子地
Ⅲ-5 小野里三昧 広有射怪鳥事 2012 根付：黄楊・マンモス牙　緒締：鯨歯

提物：エイ皮・象牙
2017.1.24

作家名 作品名 制作年 材質

材質制作年作家名 作品名

資料
（特別出品）
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