
No. 作品名 作者 時代・世紀 所蔵者
3月15日
～4月24日

4月26日
～6月5日

6月7日
～7月18日

7月20日
～8月28日

8月30日
～9月25日

1 画図百鬼夜行　塗仏 鳥山石燕 1776（安永5）年 本館蔵
2 東海道四谷怪談 瀬川如皐・二代歌川国貞 1862（文久2）年 個人蔵
3 東海道中栗毛弥次馬 鈍亭魯文・歌川芳直 1855（安政2）年 個人蔵
4 却説浮世之助話 式亭三馬・歌川国貞 1810（文化7）年 個人蔵
5 金仏壇 大正時代 有限会社花善蔵
6 戸棚式家具仏壇 本館蔵
7 沖縄仏壇および仏具 2000年代 本館蔵

8 台付きの白木位牌（再現） 個人蔵
9 現代の白木位牌 2000（平成12）年 個人蔵

10 初代中村玉七死絵 1860（安政7）年 本館蔵
11 三代目嵐璃寛死絵 三代歌川豊国 1863（文久3）年 本館蔵
12 瀬川路之丞死絵 四代歌川国政 1873（明治6）年 本館蔵
13 六代目坂東三津五郎死絵 安達吟光 1873（明治6）年 本館蔵
14 六代目坂東三津五郎死絵 四代歌川国政 1873（明治6）年 本館蔵
15 中村飛鶴死絵 清光 1881（明治14）年 本館蔵
16 五代目市村竹之丞死絵 歌川国芳 1851（嘉永4）年 本館蔵
17 初代市川猿蔵と八代目市川団十郎死絵 三代歌川豊国 1855（安政2）年 本館蔵
18 四代目市川鰕十郎死絵 一養亭芳瀧 1858（安政5）年 本館蔵
19 二代目中村翫雀死絵 一養亭芳瀧 1861（万延2）年 本館蔵
20 春日位牌 現代 個人蔵
21 葵位牌 現代 個人蔵
22 勝美位牌 現代 個人蔵
23 猫丸位牌 現代 個人蔵
24 呂門位牌 現代 個人蔵
25 千倉位牌 現代 個人蔵
26 繰り出し位牌 現代 本館蔵
27 厨子　安憬　洗朱、位牌　霞雲　紅墨 現代 アルテマイスター　株式会社保志蔵 
28 位牌　本甲丸さざれ波　翡翠 現代 アルテマイスター　株式会社保志蔵 
29 位牌　NANAPLUS　かこい 現代 有限会社吉田松蔵商店蔵
30 匝瑳地域旧家位牌　（以下、内訳） 江戸時代～昭和時代 本館蔵
31 　廟所形扉付位牌 江戸時代～明治時代 本館蔵
32 　廟所形扉付位牌 明治時代 本館蔵
33 　廟所形扉付位牌 明治時代 本館蔵
34 　札形位牌 江戸時代 本館蔵
35 　札形位牌 明治時代 本館蔵
36 　札形位牌 明治時代 本館蔵
37 　札形位牌 江戸時代 本館蔵
38 　札形位牌 江戸時代 本館蔵
39 　札形位牌厨子付 1935（昭和10）年 本館蔵
40 　札形位牌厨子付 昭和時代 本館蔵
41 　雲形位牌 明治時代 本館蔵
42 　欅廟所形位牌厨子付 1977（昭和52）年 本館蔵
43 佐渡白木位牌 明治～昭和時代 本館蔵
44 欅位牌 昭和時代 個人蔵
45 板位牌 本館蔵
46 地蔵の土人形 道川トモ作 2011（平成23）年 本館蔵
47 トートーメー 2000年代 本館蔵
48 仏具一式 現代 本館蔵
49 燭台 本館蔵
50 木魚一式 本館蔵
51 花瓶 本館蔵
52 線香差し 本館蔵
53 仏飯器 本館蔵
54 茶湯器 本館蔵
55 高坏 本館蔵
56 ボンバナ（蓮華） 現代 個人蔵
57 ボンバナ（菊） 現代 個人蔵
58 ボンバナ（梅付） 現代 個人蔵
59 ハス 現代 個人蔵
60 蓮華の造花 現代 個人蔵
61 モリモノ 現代 個人蔵

62 唐木仏壇 1992（平成4）年 本館蔵
63 リメイク後の残材 現代 アルテマイスター　株式会社保志蔵
64 遺骨ペンダント　オープンハート　シルバー925 ダイヤモンド 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
65 遺骨ペンダント　メビウス　K18 イエローゴールド 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
66 リング フラワー  シルバー925 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
67 リストブレス　ピラミッド 　シルバー925　ブラック 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
68 Soul Petit Pot　ミニ骨壷 　きわみ　蒔絵　花おうぎ 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
69 ミニ骨壷　彩　新緑 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
70 ミニ骨壺　虹球　海・桜・柚子 現代 トモエ陶業株式会社蔵
71 ひのきセット 現代 有限会社博國屋蔵
72 繭環 現代 トモエ陶業株式会社蔵
73 alma　ゴールドダイヤモンド 現代 トモエ陶業株式会社蔵
74 巡　空明 現代 トモエ陶業株式会社蔵
75 奏　グリーン 現代 トモエ陶業株式会社蔵
76 つなぐTG-2（複製）、サファイア原石 現代 トモエ陶業株式会社蔵
77 遺影写真付位牌 1905（明治38）年 個人蔵
78 写真入りお位牌　『祭典新聞』広告 株式会社東京経済研究所 2001（平成13）年 個人蔵
79 メモリアルフォトスタンド 　ウッド ダブルフレーム 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
80 メモリアルフォトスタンド 　ウッド ダブルフレーム 現代 株式会社メモリアルアートの大野屋蔵
81 追憶　ウィズ　２人用 現代 有限会社博國屋蔵
82 写真立て　NANAPLUS　ほとり 現代 個人蔵
83 遺人形 現代 株式会社ロイスエンタテインメント蔵
84 そっくり人形　おもかげ スタジオ・セサミ 現代 個人蔵
85 おもかげ雛 現代 特定非営利活動法人ためぞうクラブ蔵

仏壇のかたち

位牌の多様性と仏具

会期　2022年3月15日（火）～9月25日（日）
展示資料一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                                                                          ※グレーの部分が展示期間です

「亡き人と暮らす－位牌・仏壇・手元供養の歴史と民俗－」
第４展示室　特集展示　

手元供養の誕生と仏壇の行方
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