
作品
番号

図録
番号 前 中 後 作家名 作品名 員数 制作時期 所蔵先

1 (20) 酒井抱一 松風村雨図 一幅 天明5年（1785） 細見美術館

2 (21) 御寶器明細簿 一冊 明治35年（1902）頃 個人蔵

3 (22) 酒井抱一 遊女と禿図 一幅 天明7年（1787） 出光美術館

4 (24) 酒井抱一 遊女と禿図 一幅 東京国立博物館

5 (26) 四方赤良 編／丹丘 画 『狂歌三十六人撰』 一冊 天明3年（1783） 東京都江戸東京博物館

6 (28) 宿屋飯盛 撰／山東京伝 画 『吾妻曲狂歌文庫』 一冊 天明6年（1786）
千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

7 (29) 宿屋飯盛 撰／山東京伝 画 『古今狂歌袋』 一冊 天明7年（1787）
千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

8 (33) 宿屋飯盛 撰／喜多川歌麿 画 『画本虫撰』 二冊 天明8年（1788） 千葉市美術館

9 (34) 酒井抱一 月次図 十一幅のうち 個人蔵

10 (35) 酒井抱一 月に秋草図 一幅 MOA美術館

11 (36) 酒井抱一／土井利厚 賛 紅梅図 一幅 個人蔵

12 (37) 酒井抱一／橘千蔭 賛 住吉太鼓橋夜景図 一幅 寛政12年（1800） 個人蔵

13 (39) 酒井抱一／橘千蔭 書 桐図屏風 六曲一隻 個人蔵

14 (40) 酒井抱一 水葵に蜻蛉図 一幅 享和元年（1801） 個人蔵

15 (41) 酒井抱一 燕子花図屏風 二曲一隻 享和元年（1801） 出光美術館

16 (42) 酒井抱一 双鶏図 一幅 個人蔵

17 (44) 酒井抱一 画賛 晋子肖像 一幅 文化3年（1806） 個人蔵

18 (45) 酒井抱一 柿本人麿図 一幅 文化4年（1807） 個人蔵

19 (48) 酒井抱一 荷花泰亀図 一幅 個人蔵

20 (49) 酒井抱一／亀田鵬斎 賛 猛虎図 一幅 個人蔵

21 (51) 酒井抱一 立葵図 一幅 個人蔵

22 (52) 酒井抱一 月に秋草図 一幅 個人蔵

23 (54) 酒井抱一 二大字「流水」 一幅 寛政12年（1800） 個人蔵

24 (66) 酒井抱一 観世音図 一幅 文化12年（1815） 妙顕寺

25 (67) 酒井抱一 瓶花図 一幅 文化12年（1815） 大和文華館

26 (68) 酒井抱一 君山君積宛書簡 一巻 個人蔵

27 (70) 酒井抱一 編 『光琳百図』前編・後編 四冊 文政9年（1826）　後刷
千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

28 (77) 酒井抱一 月夜楓図 一幅 静岡県立美術館

29 (78) 酒井抱一 八橋図屏風 六曲一双 出光美術館

30 (79) 酒井抱一 波図屏風 二曲一隻 MIHO MUSEUM

31 (81) 酒井抱一／橘千蔭 賛 人丸図 一幅 京都国立博物館

32 (83) 酒井抱一 琴高仙人図 一幅 MIHO MUSEUM

33 (84) 酒井抱一 秋好中宮図 一幅 個人蔵

34 (89) 酒井抱一 乾山写花籠図 一幅 文政6年（1823） 個人蔵

35 (90) 酒井抱一 編 『乾山遺墨』 一冊 文政6年（1823）頃 東京都江戸東京博物館

36 (91) 酒井抱一 編 『乾山遺墨』 一冊 東京都江戸東京博物館

37 (92) 酒井抱一 吉原月次風俗図の内　二月　初午 一幅 個人蔵

38 (93) 酒井抱一 吉原月次風俗図の内　四月　鏡立て 一幅 個人蔵

39 (94) 酒井抱一 吉原月次風俗図の内　六月　富士参り 一幅 細見美術館

40 (95) 酒井抱一 吉原月次風俗図の内　十一月　酉の市 一幅 細見美術館

41 (96) 酒井抱一／小鸞女史 賛 紅梅図　 一幅 文化7年（1810） 細見美術館

42 (97) 酒井抱一 画賛 雪月花扇面画賛文台 一基 文化7年（1810） 細見美術館

43 (98) 酒井抱一 柳花帖 一帖 姫路市立美術館

44 (102) 酒井抱一 画賛 昼顔図 一幅 個人蔵

45 (106) 酒井抱一 河豚蘿蔔図 一幅 個人蔵
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46 (110) 酒井抱一 雪舟写金山寺図 一幅 個人蔵

47 (112) 酒井抱一 文華君（大澤永之）宛書状 一幅 個人蔵

48 (116) 酒井抱一 富峯・吉野花・武蔵野月 三幅 個人蔵

49 (119) 酒井抱一／亀田鵬斎 賛 猫図 一幅 個人蔵

50 (120) 酒井抱一／亀田鵬斎 賛 寒牡丹図　 一幅 細見美術館

51 (121) 酒井抱一／亀田鵬斎 賛 寒山拾得図 一幅 個人蔵

52 (126) 八百屋善四郎 『料理通』初編、二編 二冊
文政5年（1822）、
二編文政8年（1825）

千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

53 (127) 酒井抱一 鶴懸松図 一幅 文政10年（1827） 個人蔵

54 (132) 酒井抱一 扇面夕顔図 一幅 個人蔵

55 (133) 酒井抱一 雀児図　倣徐崇嗣 一幅 姫路市立美術館

56 (134) 酒井抱一 住吉神図 一幅 個人蔵

57 (135) 酒井抱一 三社託 一幅 個人蔵

58 (137) 酒井抱一 天満宮御影 一幅 個人蔵

59 (138) 酒井抱一 集外三十六歌仙図画帖 二帖 姫路市立美術館

60 (139) 酒井抱一 仁徳帝・雁樵夫・紅葉牧童図 三幅 個人蔵

61 (140) 酒井抱一 ○五節句図 五幅 文政10年（1827） 大倉集古館

62 (143) 酒井抱一 青面金剛図 一幅 文化14年（1817） 細見美術館

63 (144) 酒井抱一 地蔵菩薩来迎図 一幅 個人蔵

64 (145) 酒井抱一 観音大士図 一幅 文政6年（1823） 個人蔵

65 (146) 酒井抱一 灑水観音像 一幅 MOA美術館

66 (149) 酒井抱一 涅槃図 一幅 個人蔵

67 (151) 酒井抱一 日課観音像（五月廿日） 一幅 文政7年（1824） 個人蔵

68 (153) 酒井抱一 白蓮図 一幅 細見美術館

69 (154) 酒井抱一 画 『鶯邨画譜』 一冊 文化14年（1817）
千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

70 (155) 酒井抱一 画 『鶯邨画譜』 一冊 千葉市美術館

71 (156) 酒井抱一 四季花鳥図巻 二巻 文化15年（1818） 東京国立博物館

72 (157) 酒井抱一 ○秋草鶉図屏風 二曲一隻 山種美術館

73 (158) 酒井抱一 ◎夏秋草図屏風 二曲一双 文政4年（1821）頃 東京国立博物館

74 (164) 酒井抱一／亀田綾瀬 賛 桜に小禽図 一幅 細見美術館

75 (165) 酒井抱一／亀田綾瀬 賛 菊に小禽図 一幅 山種美術館

76 (166) 酒井抱一／亀田綾瀬 賛 枯芦に白鷺図　 一幅 山種美術館

77 (167) 酒井抱一 桜に小禽図・柿に小禽図 双幅 個人蔵

78 (169) 酒井抱一 寿老・春秋七草図 三幅 個人蔵

79 (172) 酒井抱一 十二ヶ月花卉図短冊 十二枚 個人蔵

80 (173) 酒井抱一 十二ヶ月花卉図豆画帖 一帖 個人蔵

81 (174) 酒井抱一 鹿楓図団扇 一柄 細見美術館

82 (176) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 蔓梅擬目白蒔絵軸盆、下絵、書状一式 一枚 文政4年（1821） 東京都江戸東京博物館

83 (178) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 蕨蒔絵三組盃・花月台 三口・一組 個人蔵

84 (179) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 瓢箪蒔絵盃台 一基 個人蔵

85 (180) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 春草・雪持藪柑子蒔絵取肴盆 一対 個人蔵

86 (181) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 浪蒔絵三組盃 三口 個人蔵

87 (182) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 正月蒔絵印籠 一合 個人蔵

88 (183) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 牡丹蒔絵櫛 一枚 個人蔵

89 (184) 酒井抱一 下絵／原羊遊斎 銘 椿柳文蒔絵竹茶器 一合 大和文華館

90 (185) 酒井抱一 下絵／古満寛哉 銘 亀蒔絵三組盃 三口 個人蔵

91 (186) 原羊遊斎 原羊遊斎下絵帖 一冊 享和元年（1801）奥書 大和文華館

92 (187) 原羊遊斎 蒔絵下絵帖のうち「光琳風下画」 一冊 出光美術館

93 (189) 酒井抱一 下絵／嵐山常行 作 波に燕図鍔 一枚 個人蔵

94 (194) 鈴木蠣潭 山水図屏風 六曲一双 個人蔵

95 (197) 鈴木蠣潭／酒井抱一 賛 藤図扇面 一幅 個人蔵

96 (204) 鈴木其一 宮女奏楽図 一幅 大倉集古館

97 (205) 鈴木其一 山水図 一幅 大倉集古館

98 (209) 鈴木其一 夏秋渓流図屏風 六曲一双 根津美術館



99 (216) 鈴木其一 蔬菜群虫図 一幅 出光美術館

100 (219) 鈴木其一 桜町中納言図 一幅 千葉市美術館

101 (221) 鈴木其一 芒野図屏風 二曲一隻 千葉市美術館

102 (230) 鈴木其一 林檎花図 一幅
愛知県美術館
（木村定三コレクション）

103 (235) 鈴木其一 牡丹図 一幅 嘉永4年（1851） 個人蔵

104 (249) 市川其融 水花菖蒲図 双幅 個人蔵

105 (250) 市川其融 四季草花虫図 一幅 個人蔵

106 (260) 無款（酒井鶯蒲） 浄土曼荼羅図 一幅 個人蔵

107 (261) 酒井鶯蒲 地蔵尊 一幅 個人蔵

108 (268) 池田孤邨 百合図屏風 二曲一隻 遠山記念館

109 (270) 池田孤邨 大黒天図 一幅 個人蔵

110 (274) 田中抱二 不動明王尊 一幅 個人蔵

111 (276) 鈴木其一 桜・銀杏図扇 一柄 個人蔵

112 (277) 松本交山 朝顔夕顔図扇 一柄 東京国立博物館

113 (280) 鈴木其一 金地描絵左義長羽子板 一枚 滴翠美術館

114 (282) 鈴木其一 道成寺図凧 一枚 個人蔵

115 (283) 鈴木其一 達磨図凧 一枚 個人蔵

116 (284) 池田孤邨 天女図凧 一枚 個人蔵

117 (291) 鈴木其一 猩々舞図 双幅 東京国立博物館

118 (292) 村越其栄 高砂図 双幅 個人蔵

119 (293) 鈴木其一 白蔵司・紅花・白粉花図 三幅 東京国立博物館

120 (304) 酒井鶯蒲 紙雛・桜・桃図 三幅 個人蔵

121 (308) 鈴木其一 竹鍾馗図 一幅 安政2年（1855） 個人蔵

122 (309) 鈴木其一 業平東下り図 一幅 遠山記念館

123 (312) 鈴木其一 夏宵月に水鶏図 一幅 個人蔵

124 (313) 鈴木守一 秋草図（絵表装印尽）	 一幅 個人蔵

125 (314) 鈴木其一 抱一上人遺像 一幅 個人蔵

126 (315) 水上景邨 抱一上人像 一幅 個人蔵

127 (324) 中野其明 『尾形流略印譜』 一冊 明治25年（1892） 個人蔵

128 (325) 野崎真一 四季草花鳥獣図巻 一巻 個人蔵


