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表紙解説

甲冑 緋⽷威胴丸具⾜�
蜂須賀宗鎮所⽤ ⼀領

 本⼩札を緋⽷で⽑引きに威した胴丸に、⼤袖、籠⼿、栴檀板、鳩尾板、佩楯、
脛当が具備する。弦⾛⾱を装着する⾦具が付いていることから当初は取りはずし
可能な弦⾛⾱があった可能性が指摘できる。兜は三⼗⼆間の筋兜で、⼤きな鍬形
と⾒事な⽊彫りの⿓を乗せる。兜の吹返や栴檀板、鳩尾板には蜂須賀家の定紋丸
に左万字紋を据えている。⼤袖の裏には錦の裏地を貼り、胴には⿐紙袋を付け
る。胴の胸板には双⿓の⾦物を打っている。�
 付属する鎧櫃には、「宗鎮様」と墨書貼紙があり、また、胴に付く紙札には
「宗鎮様」「杢頭様」とあることから、⼋代藩主蜂須賀宗鎮（1721〜1780）の発
注によるものとみてよいだろう。�
 徳島城博物館には、宗鎮所⽤の円⼭応挙が弦⾛⾱（着脱可能）に獅⼦を描いた
豪華な「紫⽷威⼤鎧」が所蔵されており、宗鎮は甲冑制作に意を注いだ殿様であ
ったかもしれない。

江⼾時代中期�
蜂須賀家伝来

＜飯⽥⾼遠堂出品＞

徳島城博物館�蜂須賀家の名宝と⼤名美術の世界�出品作



ご 挨 拶

全国⼑剣商業協同組合�
理事⻑���深�海�信�彦

 令和も三年度となり、「⼤⼑剣市」開催の時期となりました。
昨年中⽌のやむなきに⾄った「⼤⼑剣市」を、今年こそはと準備
しておりましたが、未だ感染状況は厳しく、何千⼈ものお客様を
お迎えする「⼤⼑剣市」は、どのような感染対策を講じても万全
とはいえず、ご来場者、そして販売等に従事する組合員やスタッ
フの健康を第⼀に考え、本年も、⼗⼀⽉⼗九⽇からの東京美術倶
楽部を会場とする「⼤⼑剣市」は、開催を⾒合わせることに致し
ました。�
 開催をお待ちの多くのお客様のご期待にそえず、深くお詫び申
し上げます。感染対策上、本年度は販売図録の発⾏も叶いません
でしたが、図録に匹敵するウェブにての商品のご紹介を試みまし
た。ご覧のように、⼑剣・⼑装具・甲冑も図録同様の鮮明な仕上
がりとなっております。お気に⼊りの商品は直接、各店にお問い
合わせくださいませ。掲載品以外にも沢⼭の商品をご⽤意して、
ご連絡をお待ち致しております。今年は何卒、「ウェブ⼤⼑剣
市」をお楽しみいただきますよう、お願い申し上げます。�

 令和3年10⽉吉⽇



太⼑�備中国住⼈直次作（特別重要⼑剣）

No.2



太⼑�光忠（重要⼑剣）

No.3



⼑�住東叡⼭忍岡邊�⻑曽袮⻁⼊道彫物同作（号稲葉乕徹）�
（重要⼑剣）�
<名⼑図鑑�⻑曽祢乕徹新考所載�佐野美術館�⻁徹と清麿展�
並びに�彦根城博物館�⻑曽祢乕徹�新⼑随⼀の匠展出品>

No.4



茨⽊童⼦図鐔�雪⼭（花押）（重要⼑装具）�
<⽇本⼑⼤鑑所載>

No.5



獅⼦図⼆所物�柳川直政（花押）（重要⼑装具）

No.6



⼑�肥前国忠吉（特別保存⼑剣）⼀⽂字商会

No.7



⼑�無銘（左国弘）（特別保存⼑剣）�
<鑑⼑⽇々抄所載>⼀⽂字商会

No.8



太⼑�⽣ぶ在銘�⼀�福岡⼀⽂字（重要⼑剣）永楽堂

No.9



永楽堂 脇差�⻑曽祢⻁徹⼊道興⾥�（⾦象嵌）�
寛⽂五年三⽉⼗⽇�三ツ胴裁断�⼭野加右衛⾨六⼗⼋歳永久�
（花押）（特別保存⼑剣）

No.10



⼑�近江守⾼⽊住助直�延宝⼋年⼆⽉⽇（重要⼑剣）永楽堂

No.11



永和堂 ⼑�無銘�則⻑（重要⼑剣）

No.12



永和堂 短⼑�国光（重要⼑剣）

No.13



恵那秋⽔会 短⼑�兼定（保存⼑剣）�
肥後⼀作拵

No.14



恵那秋⽔会 脇差�曽間池原住正勝（滋賀県甲南町杉⾕）（保存⼑剣）

No.15



恵那秋⽔会 脇差�無銘（菊池槍）（保存⼑剣）<紀州家伝来>�
素銅海⽼図⼀作拵�南紀住常之（花押）

No.16



⼤阪⼑剣会�吉井 脇差�相州住正広�⽂明元年⼆⽉⽇（特別保存⼑剣）�
⿊呂⾊塗脇指拵

No.17



⼤阪⼑剣会�吉井
脇差�於武州江⼾越前下坂（初代越前康継）（重要⼑剣）�
<⼤村⼗蔵書之、康継⼤鑑所載>�
茶刻塗枝梅⽂蒔絵合⼝拵

No.18



⼤宮�清⽔商会 ⼑�無銘�⻑光（重要⼑剣）

No.19



太⼑�
表：備州住（以下切）、裏：應安五（以下切）（重要美術品）

No.20



神⽥�藤古堂 ⼑�備前国住⻑船彦兵衛尉祐定�
永正⼗⼆年⼋⽉吉⽇（特別保存⼑剣）�
⽷巻太⼑拵

No.21



神⽥�藤古堂 脇差�無銘（初代忠吉）鑿鉋藤原宗⻑（保存⼑剣）�
⿊呂⾊塗合⼝短⼑拵

No.22



神⽥�藤古堂 短⼑�源正雄作�安政五年⼋⽉⽇以蝦夷地沙鉄（特別保存⼑剣）�
合⼝短⼑拵

No.23



神⽥�藤古堂 菊籬鉄線図⼤⼩縁頭�野村正光（花押）（特別保存⼑装具）

No.24



神⽥�藤古堂 吉祥図鐔�短⻑（花押）（特別保存⼑装具）

No.25



神⽥�藤古堂 酒壺に猩々図鐔�椙川正隆（特別保存⼑装具）

No.26



⽊村美術⼑剣店 ⼑�繁慶（重要⼑剣）�
<剣槍秘録所載�春五⼗番�伊達家伝来>

No.27



⽊村美術⼑剣店 ⼑�折返銘�⻑船住元重（重要⼑剣）

No.28



⽊村美術⼑剣店 脇差�⽔⼼⼦正次（花押）天保⼗年仲春（特別保存⼑剣）

No.29



⼑�無銘�兼光（特別重要⼑剣）

No.30



⿊呂⾊蒔絵鞘合⼝短⼑拵（重要⼑装）�
鞘 ⾦蒔絵銘 永⽥習⽔（花押）�
⽬貫 割際端銘 篤・興�
⼩柄（銘）⼀⾏斎篤興�
笄（銘）⼀⾏斎篤興

No.31



銀座�誠友堂
No.32

⼑�於南紀重国造之（重要⼑剣）



短⼑�備前国住⻑船与三左衛⾨尉祐定作（⼆代）�
天正⼋季⼆⽉吉⽇（特別保存⼑剣）銀座�誠友堂

No.33



銀座⻑州屋

⼑�［刻印］（イセ）天保三年中元為津藩渡辺脩�
作於久居⼤慶荘司直胤（花押）（重要⼑剣）�
⾦梨⼦地家紋散鞘⽑抜太⼑拵�
所載：伊勢の⼑⼯、寒⼭⼑剣講座、新々⼑⼤鑑、古⼑新⼑名品集

No.34



銀座⻑州屋

No.34
⼑�［刻印］（イセ）天保三年中元為津藩渡辺脩�
作於久居⼤慶荘司直胤（花押）（重要⼑剣）�
⾦梨⼦地家紋散鞘⽑抜太⼑拵�
所載：伊勢の⼑⼯、寒⼭⼑剣講座、新々⼑⼤鑑、古⼑新⼑名品集



脇差�備州⻑船忠光�⽂明⼗五年⼆⽉⽇（特別保存⼑剣）�
桐紋鳳凰螺鈿蒔絵鞘衛府太⼑拵（特別保存⼑装）銀座⻑州屋

No.35



脇差�備州⻑船忠光�⽂明⼗五年⼆⽉⽇（特別保存⼑剣）�
桐紋鳳凰螺鈿蒔絵鞘衛府太⼑拵（特別保存⼑装）銀座⻑州屋

No.35



銀座�⼑剣柴⽥ ⼑�若狭守⽒房作（特別保存⼑剣）�
茶⾍喰呂⾊塗鞘太⼑拵（特別保存⼑装具）

No.36



銀座�丸英 ⼑�津⽥越前守助広（重要⼑剣）�
<越前守助廣⼤鑑所載>

No.37



藏屋はしもと ⼑�伯耆守平朝⾂正幸�享和三年亥⼋⽉七⼗⼀歳造（重要⼑剣）

No.38



藏屋はしもと ⼑�近江守⾼⽊住助直�延宝⼋年⼆⽉⽇（重要⼑剣）

No.39



慶⻑堂 ⼑�無銘�直江志津（重要⼑剣）

No.40



古美術�成蹊堂 短⼑�国弘（左国弘）（特別重要⼑剣）

No.41



古美術�成蹊堂 ⼑�兼定（之定）（特別保存⼑剣）�
半太⼑拵

No.42



古美術・⼑剣⼭城屋 ⾦梨⼦地葵紋散⾦⾙蒔絵鞘⽷巻太⼑拵�
鐔�銘�後藤悦乗（花押）（特別重要⼑装）

No.43



古美術・⼑剣⼭城屋 ⼑�越後守藤原国儔（特別重要⼑剣）�
<因州池⽥家伝来>

No.44



古美術・⼑剣⼭城屋 ⼑（朱銘）雲⽣�光遜（花押）（重要⼑剣）

No.45



コレクション情報 ⼤津絵図鐔�⾦剛斎�⽉⼭（特別保存⼑装具）

No.46



コレクション情報 蝙蝠図三所物�⼤森英満（花押）�
（特別保存⼑装具）

No.47



コレクション情報
三⽦⽜図⼩柄�銘�於東府後藤法橋⼀乗（花押）�
⼲時嘉永七寅年仲夏�應肥州佐賀住嶋⽥⽒需作�
（特別保存⼑装具）

No.48



コレクション情報 波濤上猛⻁図鐔�⻯駒堂�光興（花押）�
（特別保存⼑装具）

No.49



札幌�横⼭美術 太⼑�⻑則（特別重要⼑剣）�
<上杉家伝来><有名古⼑⼤鑑所載>

No.50



三明貿易�
⼑剣徳川

短⼑�於豊原下坂（初代康継）本多⾶騨守所持之内（⽴葵紋）�
わかゑまさむねうつし（特別保存⼑剣）�
⻘⾙微塵⽟⾍塗鞘合⼝短⼑拵�
<康継⼤鑑所載>

No.51



⾈⼭堂 ⼑�於南紀重国造之（重要⼑剣）�
<紀州の⼑と鐔・⽇本⼑押形展「幽⽞美の世界」所載>

No.52



尚佳洞 短⼑�繁慶（重要美術品）�
<⽇本⼑重要美術品全集第七巻、⼑剣美術�-�名⼑鑑賞所載>

No.53



尚佳洞 脇差�奥⼤和守平朝⾂元平�⽂化元年甲⼦秋�彫物同造（特別保存⼑剣）�
<図録薩摩の⼑と鐔所載>

No.54



城南堂古美術店 ⼑�伯耆守平朝⾂正幸�寛政⼗⼀年年未⼆⽉�
為能勢滝⼝造之（重要⼑剣）

No.55



太⼑�無銘�伝成⾼（重要⼑剣）

No.56



短⼑�ヒ（ヤ）ウエノデウ（当⿇）�
⽂和⼆（以下不明）（重要⼑剣）�
⿊呂⾊塗鞘合⼝拵�<鑑⼑⽇々抄所載>

No.57



真⽞堂 漁⾈図鐔�⼭城国伏⾒住⾦家（重要美術品）�
<⽇本⼑重要美術品全集第⼋巻、鐔名作集所載>

No.58



新堀美術⼑剣 ⼑�薩摩国出⽔住藤原正良作（重要⼑剣）

No.59



杉江美術店 ⼑�薩藩⾂奥元平�天明⼆⼆甲⾠⼋⽉�
⿊呂⾊塗鞘打⼑拵（特別保存⼑剣）

No.60



杉江美術店 脇差�⼤慶直胤（花押）天保五年仲秋（重要⼑剣）

No.61



杉江美術店
⿊蝋⾊笛巻塗鞘⼤⼩拵（重要⼑装）�
⼤の鐔�銘�多知華貞幹（花押）・縁�銘�勝吉�
⼩の鐔�銘�出⽻秋⽥住正阿弥傳兵衛�
⼩柄�銘�⾏年⼋拾⼋歳吉岡因幡介

No.62



晴雅堂清⽔ 鉄錆地六⼗⼆間筋兜�銘義道

No.63



晴雅堂清⽔ 鉄錆地塗り打ち出し桃型変り兜

No.64



晴雅堂清⽔ 鉄錆地打ち出し総⾯�銘宗久�
鉄錆地烈勢⾯

No.65



静⼼堂�芦澤 薙⼑直し脇差�無銘�左弘安（重要⼑剣）

No.66



霜剣堂 太⼑�造⼤慶直胤（花押）天保四年仲春（重要⼑剣）

No.67



筑前⼑剣堂 短⼑�安吉（特別保存⼑剣）�
⻘⾙微塵鞘短⼑拵

No.68



つるぎの屋 ⼑（無銘）伝�⻑義（特別重要⼑剣）

No.69



つるぎの屋 太⼑�国⾏（来）（特別保存⼑剣）

No.70



つるぎの屋 短⼑（銘不明）（村正）（保存⼑剣）

No.71



⼑剣坂⽥
⼑�泰⿓斎宗寛造之�
藤原姓春⽇⽒景定⼗世之末孫同苗⾏守依求鍛之�安政六年五⽉⽇�
（重要⼑剣）

No.72



⼑剣坂⽥ ⼑�於東京泰⿓斎宗寛造之�
明治⼆年⼋⽉⽇（特別保存⼑剣）

No.73



⼑剣坂⽥ ⼑�備州⻑船忠光�延徳⼆年⼆⽉⽇（特別保存⼑剣）�
梅花⽪鮫鞘丸に⼗字紋⾦具打⼑拵

No.74



⼑剣坂⽥ 左：短⼑�平安城⻑吉（特別保存⼑剣）�
右：短⼑�栗原謙司信秀�萬延元年⼗⼆⽉⽇（特別保存⼑剣）

No.75



⼑剣杉⽥ 太⼑�定利（特別重要⼑剣）

No.76



⼑剣杉⽥ ⼑�無銘�伝来国俊（特別保存⼑剣）�
⿊⽯⽬塗梅に梅枝図蒔絵鞘半太⼑拵

No.77



⼑剣杉⽥
脇差�無銘�⻘江（重要⼑剣）�
潤塗勝⾍散鞘脇指拵�
⿊蝋⾊笛巻塗鞘脇指拵�
<続徳川実記、南紀徳川史所載>

No.78



⼑剣杉⽥ ⼑�粟⽥⼝忠綱作�彫同作（重要⼑剣）

No.79



⼑剣�髙吉 太⼑�無銘�伝⼀⽂字（重要美術品）<⽑利家伝来>

No.80



⼑剣�髙吉 太⼑�延房作（古⼀⽂字）（特別重要⼑剣）<紀州徳川家伝来>

No.81



⼑剣�髙吉 太⼑�吉房（福岡⼀⽂字）（重要⼑剣）�
<⼑剣銘字⼤鑑�原拓⼟屋押形所載>

No.82



⼑剣はたや ⼑�栗原筑前守信秀�慶応三年⼗⼆⽉⽇（特別保存⼑剣）

No.83



⼑友会 ⼑�無銘（則重）（特別保存⼑剣）

No.84



⼑友会 ⼑�備前国住⻑船新拾郎祐定作�天正⼆年⼋⽉吉⽇（保存⼑剣）

No.85



⽇本⼑剣
⼑�（葵紋）以南蛮鉄於武州江⼾越前康継�
（⾦象嵌）寛永三年閏四⽉四⽇卯ノ六⽉⼗六⽇�
袈裟落以同刃弐胴落⽑脇落⼜⼆ッ胴落（重要⼑剣）

No.86



研出梅花⽪鮫鞘打⼑拵�
秋草図�⼩柄・笄�紋廉乗�光晃（花押）�
縁�廉乗作�光晃（花押）（特別保存⼑装）

⽇本⼑剣
No.87



九曜紋散⾦具⿊呂⾊塗鞘打⼑拵�
陰九曜紋三双図�⽬貫�無銘�栄乗�
⼩柄・笄�栄乗作�光孝（花押）（保存⼑装）

⽇本⼑剣
No.88



⽇本⼑柴⽥ 蠅に⽠種図�銘�夏雄（重要⼑装）�
<鏨廼花（正編）、夏雄⼤鑑、加納夏雄名品集、�
��図説⼑装⾦⼯銘集録、⼑装具優品図譜、夏雄先⽣⽚影所載>

No.89



⻑⾕宝満堂 富岳図鐔�明珍宗治練之�夏雄作（特別保存⼑装具）�
<夏雄⼤艦所載>

No.90



⻑⾕宝満堂 親⼦鶏図縁頭�⽯⿊盛常（花押）（保存⼑装具）�
<⼑装⽯⿊派の世界�⼑剣博物館所載>

No.91



⻑⾕宝満堂 猫に⼩禽図縁頭�越前⼤掾⻑常（花押）（保存⼑装具）

No.92



⼑�越後守包貞（初代）�
（⾦象嵌）三ツ胴切落�前嶋⼋郎友次（花押）�
（特別保存⼑剣）

No.93



⼑�無銘（⻘江）（特別保存⼑剣）

No.94



脇差�重幸（尾張）（保存⼑剣）�
⾦梨地蒔絵雲⻯図鞘銀⾦具合⼝拵

No.95



福隆美術⼯芸 練⾰⿊漆塗伊予札萌⻩⽩段威胴丸具⾜

No.96



平成名⼑会 ⼑�⼤和国住⽉⼭貞利彫同作（花押）�平成⼗六年五⽉吉⽇

No.97



平成名⼑会 ⼑�以南蛮鉄�於武州江⼾越前康継（特別保存⼑剣）

No.98



むさし屋 短⼑�国村（延寿）（特別保存⼑剣）�
⿊漆⾦淡蒔絵鞘合⼝拵�⾦具：後藤⼀乗（特別保存⼑装具）

No.99



太⼑�来国俊（重要⼑剣）

No.100



太⼑�備中住国次作（特別重要⼑剣）

No.101



粟穂図揃⾦具�吟松亭東明（花押）（重要⼑装具）�
⿓獅堂箱�隆雄箱書

No.102



獅⼦図⼆所�宗与（花押）（重要⼑装具）

No.103



商品解説

No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

表紙 甲冑 緋⽷威胴丸具⾜ - <蜂須賀家伝来> 飯⽥⾼遠堂

2 太⼑ 備中国住⼈直次作 ２尺３⼨４分 特別重要⼑剣 飯⽥⾼遠堂

3 太⼑ 光忠 ２尺４⼨５分 重要⼑剣 飯⽥⾼遠堂

4 ⼑
住東叡⼭忍岡邊�

⻑曽袮⻁⼊道彫物同作�
（号稲葉乕徹）

２尺３⼨

重要⼑剣�
<名⼑図鑑�⻑曽祢乕
徹新考所載�佐野美

術館�
⻁徹と清麿展�

並びに�彦根城博物
館�⻑曽祢乕徹�
新⼑随⼀の匠展�

出品>

飯⽥⾼遠堂

5 鐔 茨⽊童⼦図鐔�雪⼭（花押） - 重要⼑装具�
<⽇本⼑⼤鑑所載>

飯⽥⾼遠堂

6 ⼆所 獅⼦図⼆所物�
柳川直政（花押） - 重要⼑装具 飯⽥⾼遠堂

7 ⼑ 肥前国忠吉 ２尺２⼨５分 特別保存⼑剣 ⼀⽂字商会

8 ⼑ 無銘（左国弘） ２尺３⼨１分 特別保存⼑剣�
<鑑⼑⽇々抄所載>

⼀⽂字商会

9 太⼑ ⽣ぶ在銘�⼀�福岡⼀⽂字 ２尺６⼨２分 重要⼑剣 永楽堂

10 脇差

⻑曽祢⻁徹⼊道興⾥�（⾦象
嵌）寛⽂五年三⽉⼗⽇�三ツ胴
裁断�⼭野加右衛⾨六⼗⼋歳永

久（花押）

１尺７⼨８分 特別保存⼑剣 永楽堂

11 ⼑ 近江守⾼⽊住助直�
延宝⼋年⼆⽉⽇ ２尺４⼨４分 重要⼑剣 永楽堂



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

12 ⼑ 無銘�則⻑ ２尺２⼨７分 重要⼑剣 永和堂

13 短⼑ 国光 ８⼨５分 重要⼑剣 永和堂

14 短⼑ 兼定�
肥後⼀作拵 ９⼨２分 保存⼑剣 恵那秋⽔会

15 脇差 曽間池原住正勝�
（滋賀県甲南町杉⾕） １尺３⼨ 保存⼑剣 恵那秋⽔会

16 脇差
無銘（菊池槍）�

素銅海⽼図⼀作拵�南紀住常之（花
押）

１尺２⼨４分 保存⼑剣�
<紀州家伝来> 恵那秋⽔会

17 脇差 相州住正広�⽂明元年⼆⽉⽇�
⿊呂⾊塗脇指拵 １尺５⼨１分強 特別保存⼑剣 ⼤阪⼑剣会�

吉井

18 脇差
於武州江⼾越前下坂�
（初代越前康継）�

茶刻塗枝梅⽂蒔絵合⼝拵
１尺０⼨７分

重要⼑剣�
<⼤村⼗蔵書之、康
継⼤鑑所載>

⼤阪⼑剣会�
吉井

19 ⼑ 無銘�⻑光 ２尺３⼨５分 重要⼑剣 ⼤宮�
清⽔商会

20 太⼑ 表：備州住（以下切）�
裏：應安五（以下切） ２尺４⼨２分 重要美術品 川越�優古堂

21 ⼑
備前国住⻑船彦兵衛尉祐定�
永正⼗⼆年⼋⽉吉⽇�

⽷巻太⼑拵
２尺８分 特別保存⼑剣 神⽥�藤古堂

22 脇差
無銘（初代忠吉）�
鑿鉋藤原宗⻑�

⿊呂⾊塗合⼝短⼑拵
１尺３分 保存⼑剣 神⽥�藤古堂

23 短⼑
源正雄作�

安政五年⼋⽉⽇以蝦夷地沙鉄�
合⼝短⼑拵

- 特別保存⼑剣 神⽥�藤古堂

24 縁頭 菊籬鉄線図⼤⼩縁頭�野村正光
（花押） - 特別保存⼑装具 神⽥�藤古堂

25 鐔 吉祥図鐔�短⻑（花押） - 特別保存⼑装具 神⽥�藤古堂



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

26 鐔 酒壺に猩々図鐔�椙川正隆 - 特別保存⼑装具 神⽥�藤古堂

27 ⼑ 繁慶 ２尺３⼨２分
重要⼑剣�
<剣槍秘録所載�

春五⼗番伊達家伝来
>

⽊村美術�
⼑剣店

28 ⼑ 折返銘�⻑船住元重 ２尺２⼨９分４厘 重要⼑剣 ⽊村美術�
⼑剣店

29 脇差 ⽔⼼⼦正次（花押）�
天保⼗年仲春 １尺３⼨１分強 特別保存⼑剣 ⽊村美術�

⼑剣店

30 ⼑ 無銘�兼光 ２尺２⼨３分 特別重要⼑剣 銀座�盛光堂

31 拵

⿊呂⾊蒔絵鞘合⼝短⼑拵（重要⼑装）�
鞘 ⾦蒔絵銘 永⽥習⽔（花押）�
⽬貫 割際端銘 篤・興�
⼩柄（銘）⼀⾏斎篤興�
笄（銘）⼀⾏斎篤興

- 重要⼑装 銀座�盛光堂

32 ⼑ 於南紀重国造之 ２尺３⼨１分 重要⼑剣 銀座�誠友堂

33 短⼑
備前国住⻑船与三左衛⾨尉�

祐定作（⼆代）�
天正⼋季⼆⽉吉⽇

７⼨８分 特別保存⼑剣 銀座�誠友堂

34 ⼑

［刻印］（イセ）�作於久居⼤
慶荘司直胤（花押）��

天保三年中元為津藩渡辺脩�
⾦梨⼦地家紋散鞘⽑抜太⼑拵

２尺２⼨７分７厘

重要⼑剣�
<伊勢の⼑⼯、寒⼭
⼑剣講座、新々⼑⼤
鑑、古⼑新⼑名品集

所載>

銀座⻑州屋

35 脇差
備州⻑船忠光⽂明⼗五年⼆⽉⽇�
桐紋鳳凰蒔絵螺鈿蒔絵鞘衛府�

太⼑拵
１尺７⼨９分強 特別保存⼑剣�

特別保存⼑装 銀座⻑州屋

36 ⼑ 若狭守⽒房作�
茶⾍喰呂⾊塗鞘太⼑拵 ２尺３⼨弱 特別保存⼑剣�

特別保存⼑装
銀座�
⼑剣柴⽥



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

37 ⼑ 津⽥越前守助広 ２尺４⼨８分
重要⼑剣�
<越前守助廣�
⼤鑑所載>

銀座�丸英

38 ⼑ 伯耆守平朝⾂正幸�
享和三年亥⼋⽉七⼗⼀歳造 ２尺３⼨７分 重要⼑剣 藏屋�

はしもと

39 ⼑ 近江守⾼⽊住助直�
延宝⼋年⼆⽉⽇ ２尺３⼨５分 重要⼑剣 藏屋�

はしもと

40 ⼑ 無銘�直江志津 ２尺３⼨６分半 重要⼑剣 慶⻑堂

41 短⼑ 国弘（左国弘） ６⼨９分１厘 特別重要⼑剣 古美術�
成蹊堂

42 ⼑ 兼定（之定）�
半太⼑拵

２尺１⼨０分５厘 特別保存⼑剣 古美術�
成蹊堂

43 拵�
鐔

⾦梨⼦地葵紋散⾦⾙蒔絵鞘⽷巻
太⼑拵�

鐔�銘�後藤悦乗（花押）
- 特別重要⼑装 古美術�

⼑剣⼭城屋

44 ⼑ 越後守藤原国儔 ２尺３⼨３分 特別重要⼑剣�
<因州池⽥家伝来>

古美術�
⼑剣⼭城屋

45 ⼑ （朱銘）雲⽣�光遜（花押） ２尺１⼨８分 重要⼑剣 古美術�
⼑剣⼭城屋

46 鐔 ⼤津絵図鐔�⾦剛斎�⽉⼭ - 特別保存⼑装 コレクション
情報

47 三所 蝙蝠図三所物�
⼤森英満（花押） - 特別保存⼑装具 コレクション

情報

48 ⼩柄

三⽦⽜図⼩柄�銘�於東府後藤法
橋⼀乗（花押）�

⼲時嘉永七寅年仲夏�應肥州佐
賀住嶋⽥⽒需作

- 特別保存⼑装具 コレクション
情報

49 鐔 波濤上猛⻁図鐔�
⻯駒堂�光興（花押） - 特別保存⼑装具 コレクション

情報



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

50 太⼑ ⻑則 ２尺４⼨６分

特別重要⼑剣�
<上杉家伝来>�
<有名古⼑⼤鑑
所載>

札幌�
横⼭美術

51 短⼑

於豊原下坂（初代康継）本多⾶
騨守所持之内（⽴葵紋）�
わかゑまさむねうつし�

⻘⾙微塵⽟⾍塗鞘合⼝短⼑拵

８⼨８分強
特別保存⼑剣�
<康継⼤鑑�
所載>

三明貿易�
⼑剣徳川

52 ⼑ 於南紀重国造之 ２尺３⼨１分
重要⼑剣�

<紀州の⼑と鐔・⽇
本⼑押形展「幽⽞美
の世界」所載>

⾈⼭堂

53 短⼑ 繁慶 ９⼨９分７厘
重要美術品�

<⽇本⼑重要美術品
全集第七巻、⼑剣美
術�-�名⼑鑑賞所載>

尚佳洞

54 脇差 奥⼤和守平朝⾂元平�
⽂化元年甲⼦秋�彫物同造 １尺１⼨９分強

特別保存⼑剣�
<図録薩摩の⼑
と鐔所載>

尚佳洞

55 ⼑
伯耆守平朝⾂正幸�
寛政⼗⼀年年未⼆⽉�
為能勢滝⼝造之

２尺４⼨３分 重要⼑剣 城南堂�
古美術店

56 太⼑ 無銘�伝成⾼ ２尺４⼨強 重要⼑剣 勝武堂

57 短⼑
ヒ（ヤ）ウエノデウ（当⿇）�
⽂和⼆（以下不明）�
⿊呂⾊塗鞘合⼝拵

９⼨３分
重要⼑剣�
<鑑⼑⽇々抄�
所載>

勝武堂

58 鐔 漁⾈図鐔�⼭城国伏⾒住⾦家 -
重要美術品�

<⽇本⼑重要美術品
全集第⼋巻、鐔名作

集所載>

真⽞堂

59 ⼑ 薩摩国出⽔住藤原正良作 ２尺３⼨２分 重要⼑剣 新堀美術�
⼑剣

60 ⼑
薩藩⾂奥元平�
天明⼆⼆甲⾠⼋⽉�
⿊呂⾊塗鞘打⼑拵

２尺３⼨５分弱 特別保存⼑剣 杉江美術店



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

61 脇差 ⼤慶直胤（花押）�
天保五年仲秋 １尺４⼨１分 重要⼑剣 杉江美術店

62 拵�
鐔

⿊蝋⾊笛巻塗鞘⼤⼩拵�
⼤の鐔�銘�多知華貞幹�
（花押）・縁�銘�勝吉�

⼩の鐔�銘�
出⽻秋⽥住正阿弥傳兵衛�

⼩柄�銘�
⾏年⼋拾⼋歳吉岡因幡介

- 重要⼑装 杉江美術店

63 兜 鉄錆地六⼗⼆間筋兜�銘義道 - - 晴雅堂清⽔

64 兜 鉄錆地塗り打ち出し�
桃型変り兜 - - 晴雅堂清⽔

65 ⾯頬 鉄錆地打ち出し総⾯�銘宗久�
鉄錆地烈勢⾯ - - 晴雅堂清⽔

66 脇差 薙⼑直し脇差�無銘�左弘安 １尺９⼨３分 重要⼑剣 静⼼堂�芦澤

67 太⼑ 造⼤慶直胤（花押）�
天保四年仲春 ２尺３⼨４分 重要⼑剣 霜剣堂

68 短⼑ 安吉�
⻘⾙微塵鞘短⼑拵 ８⼨７分５厘 特別保存⼑剣 筑前⼑剣堂

69 ⼑ （無銘）伝�⻑義 ２尺３⼨８分 特別重要⼑剣 つるぎの屋

70 太⼑ 国⾏（来） ２尺３⼨２分半 特別保存⼑剣 つるぎの屋

71 短⼑ （銘不明）（村正） ９⼨２分 保存⼑剣 つるぎの屋



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

72 ⼑

泰⿓斎宗寛造之�
藤原姓春⽇⽒景定⼗世之末孫同

苗⾏守依求鍛之�
安政六年五⽉⽇

２尺４⼨６分５厘 重要⼑剣 ⼑剣坂⽥

73 ⼑ 於東京泰⿓斎宗寛造之�
明治⼆年⼋⽉⽇ ２尺３⼨５分 特別保存⼑剣 ⼑剣坂⽥

74 ⼑ 備州⻑船忠光�延徳⼆年⼆⽉⽇�
梅花⽪鮫鞘丸に⼗字紋⾦具打⼑拵

２尺２⼨１分１厘 特別保存⼑剣 ⼑剣坂⽥

75 短⼑
左：平安城⻑吉�
右：栗原謙司信秀�
萬延元年⼗⼆⽉⽇

左：７⼨３分３厘�
右：９⼨５分半

特別保存⼑剣 ⼑剣坂⽥

76 太⼑ 定利 ２尺４⼨３分 特別重要⼑剣 ⼑剣杉⽥

77 ⼑
無銘�伝来国俊�
⿊⽯⽬塗梅に�

梅枝図蒔絵鞘半太⼑拵
２尺１⼨９分 特別保存⼑剣 ⼑剣杉⽥

78 脇差
無銘�⻘江�

潤塗勝⾍散鞘脇指拵�
⿊蝋⾊笛巻塗鞘脇指拵

１尺５⼨８分
重要⼑剣�

<続徳川実記、南
紀徳川史所載>

⼑剣杉⽥

79 ⼑ 粟⽥⼝忠綱作�彫同作 ２尺４⼨４分 重要⼑剣 ⼑剣杉⽥

80 太⼑ 無銘�伝⼀⽂字 ２尺４⼨７分 重要美術品�
<⽑利家伝来> ⼑剣�髙吉

81 太⼑ 延房作（古⼀⽂字） ２尺５⼨１分半
特別重要⼑剣�
<紀州徳川家�
伝来>

⼑剣�髙吉

82 太⼑ 吉房（福岡⼀⽂字） ２尺３⼨６分半

重要⼑剣�
<⼑剣銘字⼤鑑�
原拓⼟屋押形�
所載>

⼑剣�髙吉



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

83 ⼑ 栗原筑前守信秀�
慶応三年⼗⼆⽉⽇ ２尺３⼨５分 特別保存⼑剣 ⼑剣はたや

84 ⼑ 無銘（則重） ２尺２⼨３分強 特別保存⼑剣 ⼑友会

85 ⼑ 備前国住⻑船新拾郎祐定作�
天正⼆年⼋⽉吉⽇ ２尺３⼨１分 保存⼑剣 ⼑友会

86 ⼑

（葵紋）以南蛮鉄於武州�
江⼾越前康継�

（⾦象嵌）寛永三年閏四⽉四⽇
卯ノ六⽉⼗六⽇�

袈裟落以同刃弐胴落⽑脇落⼜⼆
ッ胴落

２尺７⼨３分 重要⼑剣 ⽇本⼑剣

87 拵

研出梅花⽪鮫鞘打⼑拵�
秋草図�⼩柄・笄�
紋廉乗�光晃（花押）�
縁�廉乗作�光晃（花押）

- 特別保存⼑装 ⽇本⼑剣

88 拵
九曜紋散⾦具⿊呂⾊塗鞘打⼑拵�
陰九曜紋三双図�⽬貫�無銘�栄乗�
⼩柄・笄�栄乗作�光孝（花押）

- 保存⼑装 ⽇本⼑剣

89 鐔 蠅に⽠種図�銘�夏雄 -

重要⼑装�
<鏨廼花（正編）、
夏雄⼤鑑、加納夏雄
名品集、�
図説⼑装⾦⼯銘集
録、⼑装具優品図
譜、夏雄先⽣⽚影所
載>

⽇本⼑柴⽥

90 鐔 富岳図鐔�
明珍宗治練之�夏雄作 - 特別保存⼑装具�

<夏雄⼤艦所載>
⻑⾕宝満堂

91 縁頭 親⼦鶏図縁頭�
⽯⿊盛常（花押） -

保存⼑装具�
<⼑装⽯⿊派の世
界�⼑剣博物館�
所載>

⻑⾕宝満堂



No. 種別 銘 刃⻑ 指定等 出店者

92 縁頭 猫に⼩禽図縁頭�
越前⼤掾⻑常（花押） - 保存⼑装具 ⻑⾕宝満堂

93 ⼑
越後守包貞（初代）�
（⾦象嵌）�三ツ胴切落�
前嶋⼋郎友次（花押）

２尺３⼨３分弱 特別保存⼑剣 服部美術店

94 ⼑ 無銘（⻘江） ２尺２⼨３分半 特別保存⼑剣 服部美術店

95 脇差 重幸（尾張）�
⾦梨地蒔絵雲⻯図鞘銀⾦具合⼝拵

１尺３分 保存⼑剣 服部美術店

96 甲冑�
武具

練⾰⿊漆塗伊予札�
萌⻩⽩段威胴丸具⾜ - - 福隆美術�

⼯芸

97 ⼑ ⼤和国住⽉⼭貞利彫同作�
（花押）平成⼗六年五⽉吉⽇ ２尺２⼨６分 - 平成名⼑会

98 ⼑ 以南蛮鉄�於武州江⼾越前康継 ２尺１⼨９分 特別保存⼑剣 平成名⼑会

99 短⼑
国村（延寿）�

⿊漆⾦淡蒔絵鞘合⼝拵�
⾦具：後藤⼀乗

７⼨８分 特別保存⼑剣�
特別保存⼑装具 むさし屋

100 太⼑ 来国俊 ２尺３⼨４分 重要⼑剣 和敬堂

101 太⼑ 備中住国次作 ２尺７⼨９分 特別重要⼑剣 和敬堂

102 揃⾦具
粟穂図揃⾦具�

吟松亭東明（花押）�
⿓獅堂箱�隆雄箱書

- 重要⼑装具 和敬堂

103 ⼆所 獅⼦図⼆所�宗与（花押） - 重要⼑装具 和敬堂



出店者名簿

⽒名 屋号 都道府県 住所 電話 掲載項

飯⽥�慶雄 飯⽥⾼遠堂 161-0033�
東京都 新宿区下落合3-17-33 03-3951-3312 1

古屋�祐介 ⼀⽂字商会 136-0076�
東京都 江東区南砂1-19-1-410 090-2421-8029 7

⽊村�由利⼦ ㈱永楽堂 130-0026�
東京都 墨⽥区両国1-13-14 090-2630-0077 9

朝倉�忠史 ㈱永和堂 380-0836�
⻑野県 ⻑野市南県町1136 026-228-0001 12

松原�正勝 恵那秋⽔会 508-0001�
岐⾩県 中津川市上⾦1248-2 0573-65-4618 14

吉井�唯夫 ⼤阪⼑剣会 
吉井

542-0073�
⼤阪府

⼤阪市中央区�
⽇本橋2-7-1 06-6631-2210 17

清⽔�敏⾏ ⼤宮�清⽔商会 330-0802�
埼⽟県

さいたま市⼤宮区�
宮町3-7 048-644-3477 19

三浦�優⼦ 川越�優古堂 350-1124�
埼⽟県 川越市新宿町1-9-13�1F 049-249-0700 20

藤⽥�⼀男 神⽥�藤古堂 101-0047�
東京都 千代⽥区内神⽥1-12-10 03-3518-2442 21

⽊村�義治 ⽊村美術�
⼑剣店

370-0013�
群⾺県 ⾼崎市萩原町484-10 027-352-1590 27

齋藤�恒 銀座�盛光堂 104-0061�
東京都

中央区銀座8-11-14�
盛光堂ビル 03-3569-2251 30

⽣野�正 銀座�誠友堂 104-0061�
東京都

中央区銀座5-1�
銀座ファイブ2F 03-3558-8001 32

深海�信彦 ㈱銀座�⻑州屋 104-0061�
東京都 中央区銀座3-10-4 03-3541-8371 34

柴⽥�光隆 銀座�⼑剣柴⽥ 104-0061�
東京都 中央区銀座5-6-8 03-3573-2801 36

瀬下�昌彦 銀座�丸英 104-0061�
東京都

中央区銀座7-13-22�
友野ビル1F 03-6264-0739 37

橋本�建⼀郎 藏屋はしもと 604-8302�
京都府

中京区堀川通御池上ル
池元町408-29 075-811-4645 38



⽒名 屋号 都道府県 住所 電話 掲載項

ヒューズ・�
ロバート 慶⻑堂 248-0003�

神奈川県 鎌倉市浄明寺5-4-5 0467-38-8040 40

松川�浩⼀郎 古美術�成蹊堂 166-0001�
東京都

杉並区阿佐ヶ⾕北�
1-45-10 03-5327-5775 41

嶋⽥�伸夫 古美術�
⼑剣⼭城屋

170-0002�
東京都

豊島区巣鴨1-21-8�
吉⽥ビル1F 03-3942-2701 43

村上�和⽐⼦ コレクション
情報

500-8258�
岐⾩県 岐⾩市⻄⼿川7-89 058-274-1960 46

横⼭�忠司 札幌�横⼭美術 060-0053�
北海道

札幌市中央区�
南三条東1-6 011-251-7652 50

福岡�勇仁 ㈱三明貿易�
⼑剣徳川

461-0025�
愛知県

名古屋市東区�
徳川2-21-20 052-935-2486 51

稲留�修⼀ ㈱⾈⼭堂 332-0011�
埼⽟県 川⼝市元郷2-15-1-1309 090-4811-0866 52

深津�尚樹 尚佳洞 116-0011�
東京都

荒川区⻄尾久�
4-12-11-536 03-3810-0549 53

⽥中�勝憲 ㈱城南堂�
古美術店

153-0051�
東京都 ⽬⿊区上⽬⿊4-31-10 090-3208-9612 55

⼤平�岳⼦ 勝武堂 164-0012�
東京都 中野区本町4-45-10 03-3381-3071 56

⾼橋�歳夫 真⽞堂 101-0044�
東京都 千代⽥区鍛治町1-7-17 03-3252-7844 58

新堀�孝道 新堀美術⼑剣 241-0822�
神奈川県 横浜市旭区さちが丘2 045-364-2893 59

杉江�雄治 ㈱杉江美術店 110-0005�
東京都 台東区上野4-3-8 03-3831-7803 60

清⽔�儀孝 ㈱晴雅堂�清⽔ 111-0032�
東京都 台東区浅草2-30-11 03-3842-3777 63

芦澤�⼀幸 静⼼堂�芦澤 272-0826�
千葉県 市川市真間2-1-26 047-321-1039 66

⿊川�精吉 霜剣堂・⿊川 150-0001�
東京都 渋⾕区神宮前6-28-1 03-3499-8080 67

⿊川�宏明 筑前⼑剣堂 810-0062�
福岡県

福岡市中央区�
荒⼾2-4-11-101 092-781-3688 68

冥賀�吉也 つるぎの屋 114-0024�
東京都 北区⻄ヶ原4-35-1 03-3576-1753 69

坂⽥�哲之 ⼑剣�坂⽥ 192-0913�
東京都 ⼋王⼦市北野台3-13-13 042-683-0589 72



⽒名 屋号 都道府県 住所 電話 掲載項

杉⽥�侑司 ⼑剣�杉⽥ 171-0014�
東京都 豊島区池袋2-49-5 03-3980-1461 76

髙島�吉童 ⼑剣�髙吉 114-0023�
東京都 北区滝野川7-16-6 03-5394-1118 80

籏⾕�三男 ⼑剣�はたや 194-0013�
東京都 町⽥市原町⽥3-14-14 042-729-2022 83

⼭本�⼀郎 ⼑友会 033-0123�
⻘森県

三沢市堀⼝17-332�
ブレインマンション202 090-3361-9555 84

伊波�賢⼀ ⽇本⼑剣 105-0001�
東京都 港区⻁ノ⾨3-8-1 03-3434-4321 86

柴⽥�和光 ㈱⽇本⼑�柴⽥ 206-0023�
東京都

多摩市⾺引沢1-2-13�
ビルデンス柴⽥ 042-371-1489 89

蛭⽥�道⼦ ⻑⾕宝満堂 104-0061�
東京都 中央区銀座1-9-1 03-3561-6697 90

服部�暁治 服部美術店 103-0027�
東京都

中央区⽇本橋3-5-12�
DECO�TOKYO2F 03-3274-5170 93

綱取�譲⼀ 福隆美術⼯芸 104-0032�
東京都

中央区⼋丁堀3-1-3�
１飯野ビル１階 03-6280-4987 96

鈴⽊�雅⼀ 平成名⼑会 110-0003�
東京都

台東区根岸2-2-4�
根岸相⾺ビル 03-3874-9701 97

猿⽥�慎男 ㈱むさし屋 590-0025�
⼤阪府

堺市堺区�
向陵東町1-2-19 072-251-8600 99

⼟肥�豊久 ㈱和敬堂 940-0088�
新潟県 ⻑岡市柏町1-2-16 0258-33-8510 100


