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特別重要刀剣
Tokubetsu Juyo Token

太刀　銘 吉房
Tachi Signed Yoshifusa

刃長　2尺2寸8分（69.3㎝）
反り　6分9厘（2.1㎝）
元幅　9分9厘（3.0㎝）
先幅　6分9厘（2.1㎝）

形状 鎬造、庵棟、身幅広め、反り高くつき、大鋒。
鍛え 板目肌つみ、地沸つき、乱れ映り鮮やかに立つ。
刃文 丁子に小丁子・互の目・小互の目等交じり、足よく入り、葉をわずかに交

え、総体に華やかな乱れとなり、匂出来となる。

解説 この太刀は吉房らしい作柄を見せており、本作のように身幅広めで大鋒の
姿態はこの期のものとしては異例で、往時の特別注文によるものと推察さ
れる。なお、他に一口これに類似する作り込みの同工の太刀が存在してい
る。また、銘字は同工に数種ある中でも最も太鏨に切られた例である。

＜銀座 盛光堂 出品＞

表紙解説
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大刀剣市 2022
全国各地より 63 店舗の刀剣商が一堂に会して開催する
恒例の刀剣・刀装具・甲冑武具大展示即売会（３F・４F）

恒例企画
「現代刀匠による銘切り実演」（４F）

会期：令和 4年 11月 18日（金）
19日（土）
20日（日）

10：00～ 17：00
10：00～ 17：00
10：00～ 16：00

主　催：全国刀剣商業協同組合

後　援：

〈会場〉　東京美術倶楽部 〈問い合わせ先〉　全国刀剣商業協同組合
東京都港区新橋 6-19-15 東京都新宿区大久保 2-18-10
電話 03-5401-1339（直通） 　　新宿スカイプラザ 1302

電話 03-3205-0601

ご案内図
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イー・ソード 尚佳洞 慶長堂 銀座 盛光堂

静心堂 芦澤

晴雅堂 清水美術刀剣 
みらい刀剣 坂田

藏屋はしもと

刀剣 はたや

勝武堂

㈱日本刀剣 組合甲冑コーナー

銀座 長州屋
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銀座 丸英長谷宝満堂 刀剣 杉田

刀箱師
KATANA CASESHI

京都むらかみ 霜剣堂・黒川銀座日本刀ミュージアム
泰文堂

㈱永和堂

城南堂
古美術店

一文字
商会

紀の国屋

※表示の番号は、ブースNo.です。

札幌 横山美術日本甲冑武具
研究保存会
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令和４年 11 月大刀剣市会場見取図 東京美術倶楽部（３F）
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真玄堂 つるぎの屋

古美術 成蹊堂

川越
優古堂 恵那秋水会新堀美術刀剣

服部美術店 日本刀 籏谷

儀平屋

出店者控室

一文字堂

刀剣佐藤
倉敷刀剣美術館 杉江美術店玉山名史刀

休憩室

むさし屋 大阪刀剣会
吉井

大宮 清水商会 飯田高遠堂

古美術・刀剣
山城屋

永楽堂

濃州堂

入口

入口

入口

大
和
美
術
刀
剣

出
店
者
控
室

刀
剣
髙
吉

筑
前
刀
剣
堂

刀
匠
会

コ
ー
ナ
ー

㈱
和
敬
堂舟

山
堂

41424344

45
50 49 48 47

51

56

59

60

616263

64

65

67

66

52535455

58 57

東京美術倶楽部（４F）

1．商品価格等のお問い合わせは、各店舗へ直接ご連絡くだ
さいますよう お願い申し上げます。

2．カタログ掲載品は各店舗が自信と責任をもって出品する
商品です。

3．掲載写真の一部は、出店者が撮影したものです。

4．拵および全身写真は縮尺。
切先および茎写真は実物大。ただし長尺のものは縮小率
を記載します。

5．出店者の都合により掲載品を当日展示されない場合もご
ざいますので、あらかじめご了承ください。



4

出店一覧
ブース
No. 屋号 代表者 〒

都道府県 住所 電話 掲載
ページ

1 銀座 長州屋 深海 信彦 104-0061
東京都 中央区銀座3-10-4 03-3541-8371 106

2 銀座 丸英 瀬下 昌彦 104-0061
東京都

中央区銀座7-13-22
友野ビル1F 03-6264-0739 97

3 刀剣 杉田 杉田 侑司 171-0014
東京都 豊島区池袋2-49-5 03-3980-1461 42

4 長谷宝満堂 蛭田 道子 104-0061
東京都 中央区銀座1-9-1 03-3561-6697 30

5 コレクション情報 村上 和比子 500-8258
岐阜県 岐阜市西手川7-89 058-274-1960 85

6 平成名刀会 鈴木 雅一 110-0003
東京都

台東区根岸2-2-4
根岸相馬ビル 03-3874-9701 23

7 神田 藤古堂 藤田 一男 101-0047
東京都 千代田区内神田1-12-10 03-3518-2442 110

9 ㈱日本刀剣 伊波 賢一 105-0001
東京都 港区虎ノ門3-8-1 03-3434-4321 32

10 刀剣 はたや 籏谷 三男 194-0013
東京都 町田市原町田3-14-14 042-729-2022 34

11 刀箱師
KATANA CASESHI 中村 圭佑 221-0015

神奈川県
横浜市神奈川区神之木町
2-34-102 045-315-4109 ―

12 霜剣堂・黒川 黒川 精吉 150-0001
東京都 渋谷区神宮前6-28-1 03-3499-8080 57

13 銀座日本刀ミュージア
ム泰文堂 川島 貴敏 104-0032

東京都
中央区銀座6-7-16
岩月ビル2F 03-3289-1366 101

14 勝武堂 大平 岳子 164-0012
東京都 中野区本町4-45-10 03-3381-3071 72

15 京都むらかみ 村上 昌也 615-0064
京都府 京都市右京区西院久田町66 075-311-5510 ―

16 もちだ美術 持田 具宏 338-0001
埼玉県

さいたま市中央区上落合
1-9-4-447 048-855-4792 ―

17 ㈱永和堂 朝倉 忠史 380-0836
長野県 長野市南県町1136 026-228-0001 115

18 藏屋はしもと 橋本 建一郎 604-8302
京都府

京都市中京区堀川通御池上
ル池元町408-29 075-811-4645 95

19 福隆美術工芸 綱取 譲一 104-0032
東京都

中央区8丁堀3-1-3
飯野ビル1階 03-6280-4987 25

20 日宝 田澤 二郎 252-0334
神奈川県 相模原市南区若松6-5-62 042-744-5553 ―

屋号又は掲載ページをクリックすると
作品へジャンプします。
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ブース
No. 屋号 代表者 〒

都道府県 住所 電話 掲載
ページ

21 安東貿易 安東 孝恭 700-0861
岡山県 岡山市北区清輝橋2-1-32 086-226-1251 ―

22 紀の国屋 佐孝 宗則 103-0027
東京都 中央区日本橋3-3-5-4F 03-5202-8688 ―

23 札幌 横山美術 横山 忠司 060-0053
北海道 札幌市中央区南三条東1-6 011-251-7652 83

24 銀座 盛光堂 齋藤 恒 104-0061
東京都

中央区銀座8-11-14
盛光堂ビル 03-3569-2251 表紙

16

25 慶長堂 ヒューズ・ロバート 248-0003
神奈川県 鎌倉市浄明寺5-4-5 0467-38-8040 94

27 尚佳洞 深津 尚樹 116-0011
東京都 荒川区西尾久4-12-11-536 03-3810-0549 77

28 イー・ソード 平子 誠之 350-1115
埼玉県 川越市野田町1-4-19 1F 049-246-6622 126

29 古美術草分堂 草分 一雄 169-0051
東京都

新宿区西早稲田1-2-1 
カーサ早稲田508 03-6303-8622 ―

30 晴雅堂 清水 清水 儀孝 111-0032
東京都 台東区浅草2-30-11 03-3842-3777 60

31 江州屋刀剣店 小暮 曻一 529-1315
滋賀県 愛知郡愛荘町沓掛80-1 090-3162-7641 91

32 静心堂 芦澤 芦澤 一幸 272-0826
千葉県 市川市真間2-1-26 047-321-1039 59

33 木村美術刀剣店 木村 義治 370-0013
群馬県 高崎市萩原町484-10 027-352-1590 ―

34 三明貿易
刀剣徳川 福岡 勇仁 461-0025

愛知県 名古屋市東区徳川2-21-20 052-935-2486 80

35 美術刀剣 みらい 中永 善之 166-0002
東京都 杉並区高円寺北2-3-10-101 090-9776-8070 ―

36 銀座 誠友堂 生野 正 100-0006
東京都

千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館2F 03-3558-8001 108

37 城南堂 古美術店 田中 勝憲 153-0051
東京都 目黒区上目黒4-31-10 090-3208-9612 76

38 一文字商会 古屋 祐介 136-0076
東京都 江東区南砂1-19-1-410 090-2421-8029 121

39 ㈱美術刀剣 松本 松本 義行 134-0088
東京都

江戸川区西葛西6-13-14
丸清ビル3F 03-6456-0889 26

40 刀剣 坂田 坂田 哲之 192-0913
東京都 八王子市北野台3-13-13 042-683-0589 49

41 濃州堂 五十嵐 啓司 501-3252
岐阜県 関市山王通1-11-14 0575-22-2397 ―
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ブース
No. 屋号 代表者 〒

都道府県 住所 電話 掲載
ページ

42 古美術・刀剣
山城屋 嶋田 伸夫 170-0002

東京都
豊島区巣鴨1-21-8
吉田ビル1F 03-3942-2701 88

43 つるぎの屋 冥賀 吉也 114-0024
東京都 北区西ヶ原4-35-1 03-3576-1753 53

44 真玄堂 髙橋 歳夫 101-0044
東京都 千代田区鍛冶町1-7-17 03-3252-7844 68

45 大和美術刀剣 大西 康一 336-0042
埼玉県 さいたま市南区大谷口5277 048-875-2122 ―

47 飯田高遠堂 飯田 慶雄 161-0033
東京都 新宿区下落合3-17-33 03-3951-3312 122

48 大宮 清水商会 清水 敏行 330-0802
埼玉県 さいたま市大宮区宮町3-7 048-644-3477 112

49 古美術 成蹊堂 松川 浩一郎 166-0001
東京都 杉並区阿佐ヶ谷北1-45-10 03-5327-5775 89

50 永楽堂 木村 由利子 130-0026
東京都 墨田区両国1-13-14 090-2630-0077 118

51 大阪刀剣会 吉井 吉井 唯夫 542-0073
大阪府 大阪市中央区日本橋2-7-1 06-6631-2210 113

52 むさし屋 猿田 慎男 590-0025
大阪府 堺市堺区向陵東町1-2-19 072-251-8600 22

53 恵那秋水会 松原 正勝 508-0000
岐阜県 中津川市上金1248-2 0573-65-4618 ―

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

55 新堀美術刀剣 新堀 孝道 241-0024
神奈川県 横浜市旭区本村町40-7 045-364-2893 67

57 日本刀 籏谷 籏谷大輔 130-0015
東京都 墨田区横網1-11-4 03-6456-1344 ―

58 服部美術店 服部 暁治 103-0027
東京都

中央区日本橋3-5-12 
DECO TOKYO2F 03-3274-5170 28

59 筑前刀剣堂 黒川 宏明 810-0062
福岡県

福岡市中央区荒戸
2-4-11-101 092-781-3688 55

60 ㈱和敬堂 土肥 豊久 940-0088
新潟県 長岡市柏町1-2-16 0258-33-8510 18

61 杉江美術店 杉江 雄治 110-0005
東京都 台東区上野4-3-8 03-3831-7803 63

62 刀剣佐藤
倉敷刀剣美術館 佐藤 均 710-1101

岡山県 倉敷市茶屋町173 0120-963-411 47

63 玉山名史刀 玉山 真敏 605-0037
京都府 京都市東山区西町149-1 075-708-8210 56
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ブース
No. 屋号 代表者 〒

都道府県 住所 電話 掲載
ページ

64 舟山堂 稲留 修一 332-0011
埼玉県 川口市元郷2-15-1-1309 090-4811-0866 79

65 刀剣 髙吉 髙島 吉童 114-0023
東京都 北区滝野川7-16-6 03-5394-1118 38

66 儀平屋 今津 敦生 640-8482
和歌山県

和歌山市六十谷354
黒潮第1ビル2F 6号 073-461-8837 ―

67 一文字堂 美濃部 政人 194-0014
東京都 町田市高ヶ坂7-6-19 090-1739-2264 120

3F 入口 （有）栗原金庫製作所 栗原 富男 120-0012
東京都 足立区青井1-4-12 03-3886-6733 ―
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作品一覧
No. ページ 種別 銘 刃長 指定等 出品店

1 表紙 太刀 吉房 ２尺２寸８分 第16回
特別重要刀剣 銀座 盛光堂

2 16 太刀 景光
（附）黒漆塗鞘打刀拵 ２尺３寸８分 第19回

重要刀剣 銀座 盛光堂

3 17 目貫
無銘 光乗

（附）天明元年代百五拾貫光孝折紙
庄内藩主酒井忠徳筆上包紙

― 第49回
重要刀装具 銀座 盛光堂

4 18 太刀 不明 伝吉包（古備前） ２尺６寸３分 第26回
重要刀剣 和敬堂

5 19 脇指 津田越前守助廣
寛文九年八月日 １尺７分１分

第22回
重要刀剣

『助廣大鑑』
『越前守助廣
大鑑』所載

和敬堂

6 20 二所物
目貫 割短冊銘 和田・一真（花押） 丸龍図
小柄 和田大進一真政龍（花押）

（附）共箱
― 第67回

重要刀装具 和敬堂

7 21 縁頭 東龍斎法眼（金印・清寿）山水図 ― 特別保存刀装具 和敬堂

8 21 縁頭 藤原寿良（花押）旭日松鶴図 ― 特別保存刀装具 和敬堂

9 22 脇指 於武州江戸越前康継 １尺１寸６分５厘 第40回
重要刀剣 むさし屋

10 23 太刀 河内國平製之（刻印）
平成十三年菫花咲く頃 ２尺４寸７分 ― 平成名刀会

11 24 刀 （菊紋）近江守源久道
（菊紋）和泉守来金道 ２尺２寸２分

特別保存刀剣
『新刀大鑑』所
載

平成名刀会

12 25 甲冑 練革朱漆塗本小札紅糸 威二枚胴具足 ― ― 福隆美術工芸

13 26 脇指 越後守包貞 １尺７寸９分 第46回
重要刀剣 ㈱美術刀剣 松本

14 27 刀 坂倉言之進照包
（附）黒呂色塗鞘打刀拵 ２尺１寸８分 特別保存刀剣 ㈱美術刀剣 松本

15 28 刀 無銘 伝青江（金象嵌）衣斗 黒田惣左衛門尉随身
（附）黒呂色塗鞘打刀拵 ２尺１寸３分 第11回

重要刀剣 服部美術店

16 29 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

17 30 鐔 鏗古堂 以宗義図 旭日に梅蘭図
文久三歳次癸亥大呂望造之 東吟亭義照（花押） ― 保存刀装具 長谷宝満堂

18 30 鐔 嘉永辛亥 仲秋 春貫 七福神図 ― 保存刀装具 長谷宝満堂

ページ数をクリックすると作品ページへ
ジャンプします。
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No. ページ 種別 銘 刃長 指定等 出品店

19 30 揃金具
目貫 割際端銘 有・恒 竹に雀図
小柄 篤興（花押）
縁頭 名井手維明需月光興

― 特別保存刀装具 長谷宝満堂

20 31 鐔 応需 正阿弥勝義（花押） 蟷螂に蜂図 ― 保存刀装具 長谷宝満堂

21 31 縁頭 後藤光行（花押）茗荷図 ― 保存刀装具 長谷宝満堂

22 31 縁頭 月光興（鼎印）富岳松原図 ― 保存刀装具 長谷宝満堂

23 32 刀
（葵紋）以南蛮鉄於武州江戸越前康継
（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 毛脇落又二ツ胴落

２尺７寸３分 第32回
重要刀剣 ㈱日本刀剣

24 33 刀 国徳（堀川国広門）
（附）黒呂色塗鞘打刀拵 ２尺１寸９分 特別保存刀剣 ㈱日本刀剣

25 34 刀 無銘 伝雲次 ２尺２寸５分 第13回
重要刀剣 刀剣 はたや

26 35 脇指
備州長船康光
永享八年二月日

（附）網代脇指拵
１尺２寸４分強 特別保存刀剣 刀剣 はたや

27 36 短刀 当麻友行 ８寸７分 第40回
重要刀剣 刀剣 はたや

28 37 脇指 無銘 伝初代越前康継
（附）黒呂色塗鞘合口拵 １尺２寸２分 保存刀剣 刀剣 はたや

29 38 刀 無銘 則重
（附）黒呂色金銀葵紋蒔絵鞘打刀拵 ２尺３寸５分 第7回

特別重要刀剣 刀剣 髙吉

30 39 太刀 吉房（福岡一文字） ２尺３寸７分

第64回
重要刀剣

『刀剣銘字大
鑑』『原拓土
屋押形』所載

刀剣 髙吉

31 40 短刀 来国光
（附）変り塗鞘短刀拵 ８寸４分

第15回重要刀剣
備前池田家伝来
岡山県児島市
重要文化財

刀剣 髙吉

32 41 揃金具
粟穂図
鐔 小柄 縁頭 目貫 吟松亭東明（花押）
栗形 東明

― 第65回
重要刀装具 刀剣 髙吉

33 42 太刀 定利 ２尺４寸３分

第19回
特別重要刀剣

『日本刀の近代
的研究』所載

刀剣 杉田

34 43 刀 粟田口忠綱作
彫同作 ２尺４寸４分 第43回

重要刀剣 刀剣 杉田

35 44 刀
無銘 伝 来国俊

（附）黒石目地塗梅に梅枝図蒔絵鞘半
太刀拵

２尺２寸 特別保存刀剣 刀剣 杉田



10

No. ページ 種別 銘 刃長 指定等 出品店

36 45 脇指 繁慶
（附）黒呂金変模様塗鞘脇指拵 １尺３寸９分 特別保存刀剣 刀剣 杉田

37 46 短刀 寿長（山浦）
（附）青貝散塗鞘合口拵 ６寸４分 特別保存刀剣 刀剣 杉田

38 47 刀 無銘 備前長重
（附）古鞘 ２尺６寸２分

第20回
特別重要刀剣
加賀前田家伝来

刀剣佐藤
倉敷刀剣美術館

39 48 脇指 長曽祢興里入道乕徹
（附）黒呂色塗刻鞘脇指拵 １尺７寸６分５厘

第10回重要刀剣
『日本刀大鑑』
所載

刀剣佐藤
倉敷刀剣美術館

40 49 刀 津田越前守助廣
寛文八年二月日 ２尺３寸４分３厘

第26回
重要刀剣

『助廣大鑑』所
載

刀剣 坂田

41 50 短刀 備州長船康光
応永三十二二年八月日 ９寸０分４厘

第25回
重要刀剣

『鑑刀日々抄』
所載

刀剣 坂田

42 51 脇指

筑前守信秀
慶応四年二月日

（附）黒呂色塗印篭刻腰石目地二分刻
鞘合口脇指拵

１尺３寸６分５厘 特別保存刀剣 刀剣 坂田

43 52 短刀
冬廣

（附）金無垢桐紋一作金具金梨子地桐
紋変り葵桐紋散鞘合口拵

８寸４分強 保存刀剣 刀剣 坂田

44 53 脇指 勢州桑名住村正 １尺４寸７分半 特別保存刀剣 つるぎの屋

45 54 脇指 無銘 伝村正 １尺７寸７分強 保存刀剣 つるぎの屋

46 55 脇指 （底銘）□ ｢正｣（村正）
（附）黒石目地塗鞘脇指拵 １尺２寸２分強 保存刀剣 つるぎの屋

47 55 脇指 丹波守吉道（伏見丹波）
（附）青貝微塵盤目文塗鞘脇指拵 １尺０寸４分 特別保存刀剣 筑前刀剣堂

48 56 刀
栗原筑前守平信秀
慶応三年十二月日

（附）黒呂色塗鞘打刀拵
２尺３寸５分 第45回

重要刀剣 玉山名史刀

49 57 刀 （金象嵌銘）国俊 ２尺３寸１分 重要美術品 霜剣堂・黒川

50 58 刀 肥前国忠吉
慶長十四年正月十一日 ２尺２寸７分 第15回

重要刀剣 霜剣堂・黒川

51 59 短刀 則重
（附）金梨地塗鞘合口拵 ８寸２分８厘 第26回

重要刀剣 静心堂 芦澤
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52 60 太刀 吉貞と銘がある
（附）家紋散糸巻太刀拵 ２尺３寸５分

第19回
重要刀剣

『鑑刀日々抄』
所載

晴雅堂 清水

53 61 脇指 和泉守藤原国貞
（附）黒漆塗鞘脇指拵 １尺４寸０分 第50回

重要刀剣 晴雅堂 清水

54 62 脇指 和泉守兼 作
（附）変塗鞘脇指拵 １尺１寸４分半 保存刀剣 晴雅堂 清水

55 62 刀 兼元
（附）黒呂塗鞘打刀拵 ２尺２寸９分 特別保存刀剣 晴雅堂 清水

56 63 刀
備前介宗次
嘉永三年八月日

（附）黒変り塗鞘打刀拵
２尺３寸５分 特別保存刀剣 杉江美術店

57 64 刀
肥前国忠吉
主無刀刑助

（附）波千鳥雲竜図金象嵌鉄地金具打刀拵
２尺３寸２分

第6回重要刀剣
『肥前刀大鑑』
所載

杉江美術店

58 65 脇指
大慶直胤（花押）
天保五年仲秋

（附）黒漆塗脇指拵
１尺４寸１分 第24回

重要刀剣 杉江美術店

59 66 鐔 洛北居伯應作 時年七十六翁 蓮春蘭図
（附）共箱 ― 保存刀装具 杉江美術店

60 66 鐔 一柳友善作 龍透鐔 ― 特別保存刀装具 杉江美術店

61 66 縁頭 安親 葵図 ― 特別保存刀装具
『鏨の華』所載 杉江美術店

62 67 刀 無銘 片山一文字
（附）黒石目塗瑞雲文鞘打刀拵 ２尺３寸３分 第43回

重要刀剣 新堀美術刀剣

63 68 刀
無銘 伝貞宗

（附）茶石目塗鞘打刀拵
鐔 盛親　揃金具 佐藤義照

２尺２寸７分
第25回特別
重要刀剣
特別保存刀装

真玄堂

64 69 刀
無銘 則重

（附）黒呂色塗鞘打刀拵
　　本阿弥光室折紙（元和七年）

２尺２寸４分 第64回
重要刀剣 真玄堂

65 70 鐔 山城国伏見住金家 漁舟図 ―

重要美術品
『日本刀重要
美術品全集』

『鐔名作集』所載

真玄堂

66 71 鐔 甲子師走 孔叟寿良（花押） 大国主図 ― 第57回
重要刀装具 真玄堂

67 72 刀 無銘 伝江 ２尺２寸５分強 特別保存刀剣 勝武堂

68 73 刀 濃州関住兼房造
永禄拾三年二月吉日 ２尺４寸９分弱 特別保存刀剣 勝武堂

69 74 刀 於南紀重国造之 ２尺３寸６分弱 特別保存刀剣 勝武堂
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70 75 短刀 井上真改
延宝三年八月日 ９寸７分 特別保存刀剣 勝武堂

71 76 刀
伯耆守平朝臣正幸
為能勢滝口浩之 寛政十一年未二月

（附）黒石目地家紋散鞘薩摩拵 縁銘 正幸
２尺４寸３分 第39回

重要刀剣 城南堂 古美術店

72 77 刀 （一葉葵紋）主馬首一平安代 ２尺４寸２分強

第18回
特別重要刀剣

『刀剣鑑定の基
礎知識』所載

尚佳洞

73 78 短刀
備州長船住景光
嘉暦二年三月日

（附）黒呂色塗小サ刀短刀拵
８寸３分

第62回
重要刀剣

『木屋押型』所
載

尚佳洞

74 79 脇指 信濃守国広
慶長十四年二月日 １尺０寸１分 第46回

重要刀剣 舟山堂

75 80 刀 （朱書不明）青江
（附）黒蠟色刻鞘打刀拵 ２尺２寸４分 第54回

重要刀剣
三明貿易
刀剣徳川

76 81 小太刀 盛光
（附）錫梨子地吉野桜切金高蒔絵鞘糸巻太刀拵 １尺９寸８分 特別保存刀剣 三明貿易

刀剣徳川

77 82 短刀 越前住肥後大掾藤原下坂
（附）臙脂溜塗鞘桐唐草文小サ刀拵 ８寸７分 特別保存刀剣 三明貿易

刀剣徳川

78 83 脇指 洛陽住藤原国広
慶長十五年十月日 １尺６寸

第67回
重要刀剣

『新刀大鑑』
所載

札幌 横山美術

79 84 短刀 備州長船行貞 ９寸４分 第26回
重要刀剣 札幌 横山美術

80 85 太刀 来源国俊
（附）古鞘　平井千葉鞘書・研ぎ ２尺３寸８分

重要美術品
〈播磨国姫路藩
主本多中務大
輔忠国所持〉

『光山押形』
所載

コレクション情報

81 86 太刀 延房作 ２尺５寸２分弱

第26回
特別重要刀剣
紀州徳川家伝
来

コレクション情報

82 87 脇指 信濃守国広
法橋兼与 １尺０寸１分

第63回重要刀剣
 『国廣大鑑』
所載

コレクション情報

83 88 刀 越後守藤原国儔 ２尺３寸３分

第9回
重要刀剣
因州池田家伝
来

古美術・刀剣
山城屋
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84 89 刀
左行秀（花押）
嘉永六年二月日 足達正達佩之

（附）青貝微塵塗打刀拵
２尺４寸５分

第22回
重要刀剣

『寒山刀剣講
座 』『 左 行 秀
と固山宗次そ
の一類』所載

古美術 成蹊堂

85 90 太刀 末行（伝綾小路）
（附）黒呂色塗鞘打刀拵 ２尺５寸２分 特別保存刀剣 古美術 成蹊堂

86 91 刀 美濃国藤原永貞
佐藤義問所持 元治元甲子年五月於東都作之 ２尺３寸９分 第39回

重要刀剣 江州屋刀剣店

87 92 太刀 景秀 ２尺３寸２分 第12回
重要刀剣 江州屋刀剣店

88 92 刀 無銘 一文字 ２尺３寸６分 第20回
重要刀剣 江州屋刀剣店

89 93 刀 於土州五台山呑海亭辺左行秀造之
安政六年八月吉日 ２尺３寸４分

第21回
重要刀剣

『新々刀大鑑』
所載

江州屋刀剣店

90 94 刀 無銘 伝加州真景 ２尺４寸４分

第36回
重要刀剣

『鑑刀日々抄』
所載

慶長堂

91 95 刀
伯耆守平朝臣正幸
享和三年亥八月七十一歳造

（附）黒蠟色塗鞘打刀拵
２尺３寸７分 第19回

重要刀剣 藏屋はしもと

92 96 刀
近江守高木住助直
延宝八年二月日

（附）黒蠟色塗鞘打刀拵
２尺３寸５分 第64回

重要刀剣 藏屋はしもと

93 97 太刀 無銘 安綱 ２尺６寸５分 第44回
重要刀剣 銀座 丸英

94 98 刀
無銘 伝長義

（附）朱石目地塗鞘打刀拵
　　小柄 笄 熊谷義之（花押）

２尺１寸８分 第52回
重要刀剣 銀座 丸英

95 99 短刀

来国俊
（附）黒蠟色絵瓢簞塗鞘短刀拵
　　鐔 尾州二子や満住い和田則寿家

（金印）毘沙門留守模様図

８寸０分

第48回重要刀剣
保存刀装
15代将軍徳
川慶喜指料

『日本刀禅的
鑑賞』所載

銀座 丸英
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96 100 短刀 備州長船住兼光 貞和三年十一月日
（附）黒呂漆塗鞘合口拵 ９寸０分

第20回
重要刀剣
鳥取藩米子荒
尾家伝来

『土屋押形』
『鑑刀日々抄』
所載

銀座 丸英

97 101 短刀 （朱銘）来国俊（三千貫国俊）
本阿（花押）（光常） ９寸５分 第18回

特別重要刀剣
銀座日本刀ミュージアム
泰文堂

98 102 十文字槍 源正行
弘化二年八月日 ６寸４分

特別保存刀剣
『虎徹と清麿』
『日本刀集美』
所載

銀座日本刀ミュージアム
泰文堂

99 103 刀 無銘 五条兼長 ２尺２寸２分 第12回
特別重要刀剣

銀座日本刀ミュージアム
泰文堂

100 104 刀
（金象嵌銘）備中国住貞次

海老鎖切 三浦重代
（附）打刀拵

２尺４寸６分

第50回
重要刀剣

〈御家名物 紀
州徳川家三浦
将監佩刀〉『南
紀徳川史』所
載

銀座日本刀ミュージアム
泰文堂

101 105 脇指

（金象嵌銘）北風 備中国住貞次
三浦将監所持

（附）寛文元年本阿弥光温折紙
脇指拵

１尺５寸 第50回
重要刀剣

銀座日本刀ミュージアム
泰文堂

102 106 太刀
備州長船祐光
寛正二二年八月日

（附）金梨子地螺鈿蒔絵鞘太刀拵
２尺２寸 特別保存刀剣 銀座 長州屋

103 107 鐔 山城国伏見住金家 李杜騎驢図 ― 特別保存刀装具 銀座 長州屋

104 108 刀
嘉永元戌申五月七十翁 藤原直胤（花押）
備中国千屋太田政方以製鉄 応其需
於同所作之（刻印・チヤ）

２尺２寸８分 第62回
重要刀剣 銀座 誠友堂

105 109 刀 肥前国住陸奥守忠吉 ２尺３寸６分 特別保存刀剣 銀座 誠友堂

106 110 刀 吉行（陸奥守・土佐）
（朱書）□丸 ２尺２寸２分 保存刀剣 神田 藤古堂

107 111 太刀 助依（古青江） ２尺２寸 特別保存刀剣 神田 藤古堂

108 112 刀 無銘（古三原） ２尺３寸３分５厘 第55回
重要刀剣 大宮 清水商会

109 113 短刀
国広（新藤五）

（附）本阿弥光忠折紙金梨子地定紋散
蒔絵鞘小サ刀拵

９寸６分 第66回
重要刀剣 大阪刀剣会 吉井
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110 114 短刀

山城国西陣住人埋忠明寿（花押）元和二二年八月日
馬場久兵衛所持之

（附）錆漆芦雁図蒔絵鞘合口短刀拵
孔叟寿良一作金具

９寸１分半

特別保存刀剣
第67回
重要刀装

『鑑刀日々抄』
所載

大阪刀剣会 吉井

111 115 刀 粟田口一竿子忠綱 彫同作
元禄十二二年八月日 ２尺３寸

第9回重要刀剣
『日本刀大鑑』
所載

永和堂

112 116 刀 無銘 伝兼長 ２尺２寸４分 第26回
重要刀剣 永和堂

113 117 脇指
備州長船盛光
応永卅年二月日

（附）青貝微塵塗鞘脇指拵
１尺２寸５分 第31回

重要刀剣 永和堂

114 118 脇指 来国光 １尺３寸 第43回
重要刀剣 永楽堂

115 119 太刀 銘 一（福岡一文字） ２尺６寸２分 第35回
重要刀剣 永楽堂

116 120 刀 和泉守国貞
（附）青貝微塵塗鞘打刀拵 ２尺４寸６分 特別保存刀剣 一文字堂

117 121 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

118 121 刀 無銘 長船師光 ２尺２寸５分半 特別保存刀剣 一文字商会

119 122 太刀 無銘 二字国俊
（附）金沃懸地衛府太刀拵

73・45
センチ

第17回
特別重要刀剣

「日本刀珠玉の
名品展」出品

飯田高遠堂

120 123 揃金具 後藤家十六代揃小柄
（附）上六代折紙並歴代仕覆 ― 重要刀装具 飯田高遠堂

121 124 甲冑 色々威大鎧具足 ― 重要文化資料 飯田高遠堂

122 125 縁頭 宗珉（花押）馬図 ― 第32回
重要刀装具 飯田高遠堂

123 125 小柄 宗珉（花押）
三匹獅子図 ―

第17回
重要刀装具

『日本刀大鑑』
所載

飯田高遠堂

124 126 刀 （金粉銘）来国真
本阿（花押）（光遜） ２尺２寸３分半 特別保存刀剣 イー・ソード

125 127 脇指 長曽祢興正 １尺７寸１分 特別保存刀剣 イー・ソード
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No.2　太刀　景光（第19回重要刀剣）
　　　　　　（附）黒漆塗鞘打刀拵



17

No.3　目貫　無銘 光乗（第49回重要刀装具）
　　　　　　（附）天明元年代百五拾貫光孝折紙
　　　　　　　　 庄内藩主酒井忠徳筆上包紙



18

No.4　太刀　不明　伝吉包（古備前）（第26回重要刀剣）
　　　　　　



19

No.5　脇指　津田越前守助廣（第22回重要刀剣）
　　　　　　寛文九年八月日〈『助廣大鑑』『越前守助廣大鑑』所載〉



20

No.6　二所物　  目貫 割短冊銘 和田・一真（花押）丸龍図
（第67回重要刀装具）

　　　　　　　小柄 和田大進一真政龍（花押）
　　　　　　　（附）共箱



21

No.7　縁頭　東龍斎法眼（金印・清寿）　山水図（特別保存刀装具）
No.8　縁頭　藤原寿良（花押）　旭日松鶴図（特別保存刀装具）



22

No.9　脇指　於武州江戸越前康継（第40回重要刀剣）



23

平成名刀会 No.10　太刀　河内國平製之（刻印）平成十三年菫花咲く頃



24

平成名刀会
No.11　刀　（菊紋）近江守源久道（特別保存刀剣）
　　　　　 （菊紋）和泉守来金道
　　　　　 〈『新刀大鑑』所載〉



25

No.12　甲冑　練革朱漆塗本小札紅糸威二枚胴具足



26

No.13　脇指　越後守包貞（第46回重要刀剣）㈱美術刀剣 松本



27

㈱美術刀剣 松本 No.14　刀　坂倉言之進照包（特別保存刀剣）
　　　　　 （附）黒呂色塗鞘打刀拵



28

No.15　刀　無銘 伝青江　（金象嵌）衣斗 黒田惣左衛門尉随身
　　　　　 （第11回重要刀剣）
　　　　　 （附）黒呂色塗鞘打刀拵



29

No.16　刀　越後守包貞（初代）（特別保存刀剣）
　　　　　 （金象嵌）三ツ胴切落 前嶋八郎友次（花押）

No.15　刀　無銘 伝青江　（金象嵌）衣斗 黒田惣左衛門尉随身
　　　　　 （第11回重要刀剣）
　　　　　 （附）黒呂色塗鞘打刀拵



30

No.17　鐔　鏗古堂 以宗義図 旭日に梅蘭図（保存刀装具）
　　　　　 文久三歳次癸亥大呂望造之 東吟亭義照（花押）
No.18　鐔　嘉永辛亥 仲秋 春貫 七福神図（保存刀装具）
No.19　揃金具　目貫 割際端銘 有・恒 竹に雀図（特別保存刀装具）
　　　　　　　 小柄 篤興（花押）
　　　　　　　 縁頭 名井手維明需月光興

長谷宝満堂
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長谷宝満堂
No.20　鐔　応需 正阿弥勝義（花押）蟷螂に蜂図（保存刀装具）
No.21　縁頭　後藤光行（花押）茗荷図（保存刀装具）
No.22　縁頭　月光興（鼎印）富岳松原図（保存刀装具）



32

No.23　刀　（葵紋）以南蛮鉄於武州江戸越前康継（第32回重要刀剣）
　　　　　 （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ツ胴落



33

No.24　刀　国徳（堀川国広門）（特別保存刀剣）
　　　　　 （附）黒呂色塗鞘打刀拵



34

No.25　刀　無銘 伝雲次（第13回重要刀剣）刀剣はたや



35

刀剣はたや
No.26　脇指　備州長船康光（特別保存刀剣）
　　　　　　 永享八年二月日

（附）網代脇指拵



36

No.27　短刀　当麻友行（第40回重要刀剣）刀剣はたや



37

刀剣はたや No.28　脇指　無銘 伝初代越前康継（保存刀剣）
　　　　　　 （附）黒呂色塗鞘合口拵



38

No.29　刀　無銘 則重（第7回特別重要刀剣）
　　　　　 （附）黒呂色金銀葵紋蒔絵鞘打刀拵



39

No.30　太刀　吉房（福岡一文字）（第64回重要刀剣）
　　　　　　 〈『刀剣銘字大鑑』『原拓土屋押形』所載〉



40

No.31　短刀　来国光（備前池田家伝来）（第15回重要刀剣）
　　　　　　 （附）変り塗鞘短刀拵



41

No.32　揃金具　粟穂図（第65回重要刀装具）
　　　　　　　 鐔 小柄 縁頭 目貫 吟松亭東明（花押）
　　　　　　　　　　　栗形 東明



42

No.33　太刀　定利（第19回特別重要刀剣）
　　　　　　 〈『日本刀の近代的研究』所載〉刀剣杉田



43

刀剣杉田 No.34　刀　粟田口忠綱作（第43回重要刀剣）
　　　　　 彫同作



44

No.35　刀　無銘 伝来国俊（特別保存刀剣）
　　　　　 （附）黒石目地塗梅に梅枝図蒔絵鞘半太刀拵刀剣杉田



45

刀剣杉田 No.36　脇指　繁慶（特別保存刀剣）
　　　　　　 （附）黒呂金変模様塗鞘脇指拵



46

No.37　短刀　寿長（山浦）（特別保存刀剣）
　　　　　　 （附）青貝散塗鞘合口拵刀剣杉田



47

刀剣佐藤
倉敷刀剣美術館

No.38　刀　無銘 備前長重（加賀前田家伝来）
　　　　　 （第20回特別重要刀剣）
　　　　　 （附）古鞘



48

No.39　脇指　長曽祢興里入道乕徹（第10回重要刀剣）
　　　　　　 （附）黒呂色塗刻鞘脇指拵
　　　　　　 〈『日本刀大鑑』所載〉

刀剣佐藤
倉敷刀剣美術館



49

No.40　刀　津田越前守助廣（第26回重要刀剣）
　　　　　 寛文八年二月日
　　　　　 〈『助廣大鑑』所載〉

No.39　脇指　長曽祢興里入道乕徹（第10回重要刀剣）
　　　　　　 （附）黒呂色塗刻鞘脇指拵
　　　　　　 〈『日本刀大鑑』所載〉



50

No.41　短刀　備州長船康光（第25回重要刀剣）
　　　　　　 応永三十二二年八月日
　　　　　　 〈『鑑刀日々抄』所載〉



51

No.42　脇指　筑前守信秀（特別保存刀剣）
　　　　　　 慶応四年二月日
　　　　　　 （附）黒呂色塗印篭刻腰石目地二分刻鞘合口脇指拵



52

No.43　短刀　冬廣（保存刀剣）
　　　　　　 （附）金無垢桐紋一作金具金梨子地桐紋変り葵桐紋散鞘合口拵



53

No.44　脇指　勢州桑名住村正（特別保存刀剣）



54

No.45　脇指　無銘 伝村正（保存刀剣）
No.46　脇指　（底銘）□ ｢正｣（村正）（保存刀剣）
　　　　　　 （附）黒石目地塗鞘脇指拵



55

No.47　脇指　丹波守吉道（伏見丹波）（特別保存刀剣）
　　　　　　 （附）青貝微塵盤目文塗鞘脇指拵筑前刀剣堂



56

玉山名史刀
No.48　刀　栗原筑前守平信秀（第45回重要刀剣）
　　　　　 慶応三年十二月日
　　　　　 （附）黒呂色塗鞘打刀拵



57

霜剣堂・黒川 No.49　刀　（金象嵌銘）国俊（重要美術品）



58

霜剣堂・黒川 No.50　刀　肥前国忠吉（第15回重要刀剣）
　　　　　 慶長十四年正月十一日



59

No.51　短刀　則重（第26回重要刀剣）
　　　　　　 （附）金梨地塗鞘合口拵静心堂 芦澤



60

晴雅堂清水
No.52　太刀　吉貞と銘がある（第19回重要刀剣）
　　　　　　 （附）家紋散糸巻太刀拵
　　　　　　 〈『鑑刀日々抄』所載〉



61

No.53　脇指　和泉守藤原国貞（第50回重要刀剣）
　　　　　　 （附）黒漆塗鞘脇指拵晴雅堂清水



62

晴雅堂清水
No.54　脇指　和泉守兼 作（保存刀剣）
　　　　　　 （附）変塗鞘脇指拵
No.55　刀　兼元（特別保存刀剣）
　　　　　 （附）黒呂塗鞘打刀拵



63

杉江美術店
No.56　刀　備前介宗次（特別保存刀剣）
　　　　　 嘉永三年八月日
　　　　　 （附）黒変り塗鞘打刀拵



64

No.57　刀　肥前国忠吉（第6回重要刀剣）
　　　　　 主無刀刑助 〈『肥前刀大鑑』所載〉
　　　　　 （附）波千鳥雲竜図金象嵌鉄地金具打刀拵杉江美術店



65

杉江美術店
No.58　脇指　大慶直胤（花押）
　　　　　　 天保五年仲秋（第24回重要刀剣）
　　　　　　 （附）黒漆塗脇指拵



66

No.59　鐔　洛北居伯應作 時年七十六翁 蓮春蘭図（保存刀装具）
　　　　　 （附）共箱
No.60　鐔　一柳友善作 龍透鐔（特別保存刀装具）
No.61　縁頭　安親 葵図（特別保存刀装具）
　　　　　　 〈『鏨の華』所載〉

杉江美術店



67

新堀美術刀剣 No.62　刀　無銘 片山一文字（第43回重要刀剣）
　　　　　 （附）黒石目塗瑞雲文鞘打刀拵



68

No.63　刀　無銘 伝貞宗（第25回特別重要刀剣）
　　　　　 （附）茶石目塗鞘打刀拵（特別保存刀装）

鐔 盛親　揃金具 佐藤義照



69

No.64　刀　無銘 則重（第64回重要刀剣）
　　　　　 （附）  黒呂色塗鞘打刀拵

本阿弥光室折紙（元和七年）



70

No.65　鐔　山城国伏見住金家 漁舟図（重要美術品）
　　　　　 〈『日本刀重要美術品全集』『鐔名作集』所載〉



71

No.66　鐔　甲子師走 孔叟寿良（花押） 大国主図（第57回重要刀装具）



72

No.67　刀　無銘 伝江（特別保存刀剣）



73

No.68　刀　濃州関住兼房造（特別保存刀剣）
　　　　　 永禄拾三年二月吉日



74

No.69　刀　於南紀重国造之（特別保存刀剣）



75

No.70　短刀　井上真改（特別保存刀剣）
　　　　　　 延宝三年八月日



76

No.71　刀　伯耆守平朝臣正幸（第39回重要刀剣）
　　　　　 為能勢滝口浩之 寛政十一年未二月
　　　　　 （附）黒石目地家紋散鞘薩摩拵　縁銘 正幸城南堂古美術店



77

尚佳洞 No.72　刀　（一葉葵紋）主馬首一平安代（第18回特別重要刀剣）
No.71　刀　伯耆守平朝臣正幸（第39回重要刀剣）
　　　　　 為能勢滝口浩之 寛政十一年未二月
　　　　　 （附）黒石目地家紋散鞘薩摩拵　縁銘 正幸



78

No.73　短刀　備州長船住景光（第62回重要刀剣）
　　　　　　 嘉暦二年三月日〈『木屋押型』所載〉
　　　　　　 （附）黒呂色塗小サ刀短刀拵尚佳洞



79

舟山堂 No.74　脇指　信濃守国広（第46回重要刀剣）
　　　　　　 慶長十四年二月日



80

No.75　刀　（朱書不明）青江（第54回重要刀剣）
　　　　　 （附）黒蠟色刻鞘打刀拵



81

No.76　小太刀　盛光（特別保存刀剣）
　　　　　　　 （附）錫梨子地吉野桜切金高蒔絵鞘糸巻太刀拵



82

No.77　短刀　越前住肥後大掾藤原下坂（特別保存刀剣）
　　　　　　 （附）臙脂溜塗鞘桐唐草文小サ刀拵



83

No.78　脇指　洛陽住藤原国広（第67回重要刀剣）
　　　　　　 慶長十五年十月日
　　　　　　 〈『新刀大鑑』所載〉

札幌 横山美術



84

札幌 横山美術 No.79　短刀　備州長船行貞（第26回重要刀剣）



85

コレクション情報
No.80　太刀　来源国俊（重要美術品）
　　　　　　 （附）古鞘　平井千葉鞘書・研ぎ
　　　　　　 〈播磨国姫路藩主本多中務大輔忠国所持〉
　　　　　　 〈『光山押形』所載〉



86

No.81　太刀　延房作（第26回特別重要刀剣）
　　　　　　 〈紀州徳川家伝来〉コレクション情報



87

コレクション情報 No.82　脇指　信濃守国広（第63回重要刀剣）
　　　　　　 法橋兼与　〈『国廣大鑑』所載〉

No.81　太刀　延房作（第26回特別重要刀剣）
　　　　　　 〈紀州徳川家伝来〉



88

No.83　刀　越後守藤原国儔（第9回特別重要刀剣）
　　　　　 〈因州池田家伝来〉古美術・刀剣山城屋



89

古美術 成蹊堂
No.84　刀　左行秀（花押）（第22回重要刀剣）
　　　　　 嘉永六年二月日 足達正達佩之
　　　　　 （附）青貝微塵塗打刀拵

No.83　刀　越後守藤原国儔（第9回特別重要刀剣）
　　　　　 〈因州池田家伝来〉



90

No.85　太刀　末行（伝綾小路）（特別保存刀剣）
　　　　　　 （附）黒呂色塗鞘打刀拵古美術 成蹊堂



91

江州屋刀剣店 No.86　刀　美濃国藤原永貞（第39回重要刀剣）
　　　　　 佐藤義問所持 元治元甲子年五月於東都作之



92

No.87　太刀　景秀（第12回重要刀剣）
No.88　刀　無銘 一文字（第20回重要刀剣）江州屋刀剣店



93

No.89　刀　於土州五台山呑海亭辺左行秀造之（第21回重要刀剣）
　　　　　 安政六年八月吉日〈『新々刀大鑑』所載〉江州屋刀剣店



94

慶長堂 No.90　刀　無銘 伝加州真景（第36回重要刀剣）
　　　　　 〈『鑑刀日々抄』所載〉



95

No.91　刀　伯耆守平朝臣正幸（第19回重要刀剣）
　　　　　 享和三年亥八月七十一歳造
　　　　　 （附）黒蠟色塗鞘打刀拵藏屋はしもと



96

藏屋はしもと
No.92　刀　近江守高木住助直（第64回重要刀剣）
　　　　　 延宝八年二月日
　　　　　 （附）黒蠟色塗鞘打刀拵



97

No.93　太刀　無銘 安綱（第44回重要刀剣）銀座 丸英



98

銀座 丸英 No.94　刀　無銘 伝長義（第52回重要刀剣）
　　　　　 （附）  朱石目地塗鞘打刀拵

小柄 笄 熊谷義之（花押）



99

No.95　短刀　来国俊（第48回重要刀剣）
　　　　　　 （附）  黒蠟色絵瓢簞塗鞘短刀拵（保存刀装具）

鐔 尾州二子や満住い和田則寿家（金印）毘沙門留守模様図
　　　　　　 〈15代将軍徳川慶喜指料〉

銀座 丸英



100

銀座 丸英
No.96　短刀　備州長船住兼光（第20回重要刀剣）
　　　　　　 貞和三年十一月日
　　　　　　 （附）黒呂漆塗鞘合口拵
　　　　　　 〈鳥取藩米子荒尾家伝来〉〈『土屋押形』『鑑刀日々抄』所載〉



101

No.97　短刀　（朱銘） 来国俊（三千貫国俊）（第18回特別重要刀剣）
本阿（花押）（光常）

銀座日本刀ミュージアム

泰文堂



102

銀座日本刀ミュージアム

泰文堂
No.98　十文字槍　源正行（特別保存刀剣）
　　　　　　　　 弘化二年八月日
　　　　　　　　〈『虎徹と清麿』『日本刀集美』所載〉
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No.99　刀　無銘 五条兼永（第12回特別重要刀剣）
銀座日本刀ミュージアム

泰文堂
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No.100　刀　（金象嵌銘）  備中国住貞次（第50回重要刀剣）
海老鎖切 三浦重代

（附）打刀拵
〈御家名物 紀州徳川家三浦将監佩刀〉
〈『南紀徳川史』所載〉

銀座日本刀ミュージアム

泰文堂
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No.101　脇指　（金象嵌銘）北風 備中国住貞次（第50回重要刀剣）
　　　　　　 三浦将監所持
　　　　　　（附）  寛文元年本阿弥光温折紙

脇指拵

銀座日本刀ミュージアム

泰文堂
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銀座長州屋
No.102　太刀　備州長船祐光（特別保存刀剣）

　寛正二二年八月日
　（附）金梨子地螺鈿蒔絵鞘太刀拵
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No.103　鐔　山城国伏見住金家　李杜騎驢図（特別保存刀装具）銀座長州屋
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No.104　刀　嘉永元戌申五月七十翁藤原直胤（花押）（第62回重要刀剣）
備中国千屋太田政方以製鉄応其需於同所作之（刻印・チヤ）
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No.105　刀　肥前国住陸奥守忠吉（特別保存刀剣）



110

No.106　刀　吉行（陸奥守・土佐）（保存刀剣）
　　　　　　（朱書）□丸
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No.107　太刀　助依（古青江）（特別保存刀剣）



112

大宮 清水商会 No.108　刀　無銘（古三原）（第55回重要刀剣）
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No.109　短刀　国広（新藤五）（第66回重要刀剣）
　　　　　　　（附） 本阿弥光忠折紙

金梨子地定紋散蒔絵鞘小サ刀拵大阪刀剣会 吉井
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大阪刀剣会 吉井
No.110　短刀　山城国西陣住人埋忠明寿（花押）元和二二年八月日
　　　　　　　馬場久兵衛所持之（特別保存刀剣）〈『鑑刀日々抄』所載〉
　　　　　　　（附）錆漆芦雁図蒔絵鞘合口短刀拵（第67回重要刀装）

　　　 孔叟寿良一作金具
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No.111　刀　粟田口一竿子忠綱 彫同作（第9回重要刀剣）
　　　　　　元禄十二二年八月日
　　　　　　〈『日本刀大鑑』所載〉
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No.112　刀　無銘 伝兼長（第26回重要刀剣）



117

No.113　脇指　備州長船盛光（第31回重要刀剣）
　　　　　　　応永卅年二月日
　　　　　　　（附）青貝微塵塗鞘脇指拵
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永楽堂 No.114　脇指　来国光（第43回重要刀剣）
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No.115　太刀　銘 一（福岡一文字）（第35回重要刀剣）永楽堂



120

一文字堂 No.116　刀　和泉守国貞（特別保存刀剣）
　　　　　　（附）青貝微塵塗鞘打刀拵
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No.117　刀　無銘 左国弘（特別保存刀剣）
　　　　　　〈『鑑刀日々抄』所載〉
No.118　刀　無銘 長船師光（特別保存刀剣）一文字商会 
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No.119　太刀　無銘 二字国俊（第17回特別重要刀剣）
　　　　　　　（附）金沃懸地衛府太刀拵
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No.120　揃金具　後藤家十六代揃小柄（重要刀装具）
　　　　　　　　（附）上六代折紙並歴代仕覆



124

No.121　甲冑　色々威大鎧具足（重要文化資料）
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No.122　縁頭　宗珉（花押）馬図（第32回重要刀装具）
No.123　小柄　宗珉（花押）三匹獅子図（第17回重要刀装具）
　　　　　　　〈『日本刀大鑑』所載〉
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No.124　刀　（金粉銘）来国真（特別保存刀剣）
　　　　　　本阿（花押）（光遜）
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No.125　脇指　長曽祢興正（特別保存刀剣）
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