
(平戸城）
番号 種類 資料名 数量 管理区分 管理日 相手先氏名 展示・保管場所 参考 備考

1 銃砲 火縄銃 1 寄託 昭和37年7月6日 平戸市 \0 天守閣４階 雲龍紋象嵌あり。 平戸市よりの寄託品

2 朱印状 徳川家康朱印
状

1 寄託 平成2年4月28日 平戸市役所 \0 天守閣３階 複製品。日蘭修好３８０年記念としてオ
ランダ国外務省より平戸市に贈呈された
もの。おらんだ船日本江渡海之時　何之
浦ニ雖為着岸不可有相違候　向後守此旨
無異議可被　往来聊疎意有間敷候也。
よって如件　慶長拾四年七月二十五日
ちゃすく　くるうんへいけ

間瀬局長持参展示。

3 鉄砲 火縄銃 1 寄託 昭和37年7月6日 平戸市役所 \0 天守閣３階

4 刀剣絵図 環頭太刀付図 1 寄託 昭和５８年９月 平戸市役所
観光課

\0 天守閣地下
ロッカー

　幅27.5 長473 東京都田住実氏が市に寄贈

5 刀剣 刀剣＜土肥真
了銘＞

1 寄託 昭和59年8月13日 平戸市役所
観光課

\0 天守閣２階 真了は号、名は正重、土肥作左衛門と称
す。延宝（1673-80）年中摂津大坂に到
り、井上真改の門人となり業を修め、天
和（1681-83）年中平戸に帰る。貞享
（1684-87）年中まで作る所あり。＜古
今鍛冶銘早見出、古今鍛冶備考＞２世真
了は作之丞と称す。享保（1716-35）年
間の人なり。＜同前＞３世真了は重助と
称す。宝暦（1751-63）年間の人なり。
＜同前＞４世真了は大六と称す。安永
（1772-80）天明（1781-88）年間の人な
り。土肥作左衛門、御徒歩組御刀鍛冶。
切米六石五合二人扶持。白銀町＜元禄十
年

東京在住白石昂氏が平戸市に寄贈

6 刀剣 長刀＜備後国
吉井清則＞

1 寄託 昭和52年3月31日 平戸市役所
観光課

\0 天守閣２階 刃長39cm刃幅最大2.9cm

7 刀剣 短刀＜村正＞ 1 寄託 昭和58年10月5日 平戸市役所
観光課

\0 天守閣２階 刀長35.5cm、刃長26.5cm、刃幅最大
2.7cm

昭和５９年８月度島町井元？八郎氏よ
り平戸市が受け入れ。

8 刀剣 槍 1 寄託 昭和52年3月31日 平戸市役所
観光課

\0 天守閣２階 長さ１尺２寸９分

9 刀剣 盛吉太刀 1 購入・寄
託

昭和55年8月5日 \1,500,000 天守閣２階 刀工。（盛廣、盛吉、盛継、盛行）　盛
廣は平戸七左郎三郎と称す。肥前平戸荘
の刀匠にして、建武年間（1334-37）の
人なり。盛吉は左右衛門四郎と称す。左
盛廣の子。応安年間（1368-74）の人。
盛継は肥前平戸の刀匠で左盛吉の子応永
年間（1394-1427）の人。二代盛吉は肥
前平戸の刀匠で、天正年間（1573-91）
の人。又は天文（1532-54）頃の人とも
言う。三代盛吉は源姓山口弥助と称す。
肥前平戸神崎の刀匠にて慶長前後の人。
盛行は肥前平戸の刀匠にして初代盛吉の
門人。慶長年間の人？なり。（人名辞
典、平戸郷土

平戸市観光開発公社が購入、平戸市に
移管。

別紙３　　備品等（Ⅰ種）



10 捕鯨銃 平成13年3月15日 江迎警察署 島の館

11 刀剣 刀剣＜垣本正久＞ 1 寄託 平成20年1月24日 平木敏雄 天守閣３階 銘垣本正久　刀 福岡市在住
12 刀剣 刀剣＜垣本正久＞ 1 寄託 平成20年6月9日 竹下敏雅 天守閣３階 銘垣本大和介正久　脇差 佐賀県在住
13 エアコン 1 購入 平成23年3月31日 平戸市役所

観光課
天守閣２階 室内機天吊型、室外機防錆仕様



(平戸城）
番号 種類 資料名 数量 管理区分 管理日 相手先氏名 展示・保管場所 参考 備考

1 十手 十手 1 寄託 昭和６１年３月１４
日

中山冬麿 \0 天守閣４階 深緑色房

2 刀剣 環頭太刀 1 借上 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \50,000 天守閣２階 環頭太刀無名１口　長さ９３cm。刀身長
さ２尺１寸３分。こみ２９cm（環含
む）。環直径7.5cm　国指定重要文化財
大正５年５月２４日。柄頭を環状にまと
めた鉄製の直刀。水牛の角製の鍔を付
け、竹を馬革で包んだ鞘を持つ。神功皇
后の朝鮮出兵に従軍した七郎氏広のはい
刀と伝えられる。

平成２年４月２６日午後、葉山茂によ
り刀身棟部の表層さび落としと称して
亀岡神社宮司下条弘道、間瀬武夫事務
局長、平戸城川渕ほか立ち会う。但
し、油練り打ち粉使用の仕上げ処理。

3 刀剣絵図 環頭太刀付図 1 借上 亀岡神社 \0 天守閣２階 環頭太刀付属資料。軸装幅29.8cm 長
370cm軸装巻物の裏面に、平戸城下七郎宮
宝物太刀之全図、平戸楽歳堂模の墨書あ
り。感恩斎（松浦清）の款あり

収納用桐箱裏蓋に昭和４１年３月修理
了の墨書あり

4 藩札 藩札 177 借用 昭和３９年３月１５
日

沖　廉五郎 \10,000 天守閣２階 各藩々札。１９額に分散収納。 借り上げ料\10,000のうち

5 刀剣 刀剣＜相州住
廣次銘＞

2 借用 昭和３７年２月１５
日

亀岡神社 \0 天守閣２階 大小格２振。廣次は中山徳右衛門と称
し、のち加一右衛門と改める。肥前平戸
の刀匠左の末にして、亦相模に住す。初
め佐賀の初代正廣に学び、慶安中相模に
到り、綱廣の門人となりて萬治元年
（1660）郷里に帰る。元禄１３年
（1700）７月朔日没す。２世廣次は加一
右衛門と称し平戸に住す。享保６年８月
１８日没す。３世廣次は金右衛門と称
す。享保年間の人。＜平戸町郷土史＞
中山加一左衛門、御歩行組御刀鍛冶、切
米四石五合二人扶持。＜平戸城下町鍛冶
屋町＞＜銃砲刀剣類登録証＞登録記号番
号第4264号、長さ弐尺七寸五厘、反り六
分五厘、

借り上げ料一括料金の内

6 刀剣鞘 飾り太刀 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣２階 黒塗り。帯取は緑の真田紐。 借り上げ料一括料金の内

7 刀剣鞘 飾り太刀 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣２階 鞘部は黒塗り、柄鮫革 借り上げ料一括料金の内

8 甲冑 乙宮神号鎧 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣２階 第３５代松浦観中煕所用。紫糸威　籠手
に＜明珍紀宗秋謹製、慶応三年丁卯九月
吉辰＞の銘記あり。付属として金梨地桐
文蒔絵御府太刀、軍扇あり。

借り上げ料一括料金の内

9 甲冑 心月公鎧 0 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣２階 紺糸威　獅子頭兜　松浦家第３７代詮所
用。黒塗り太刀、軍扇付属

借り上げ料一括料金の内

10 陣笠 陣笠 3 借用 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \0 天守閣２階 陣笠３種 借り上げ料一括料金の内

11 鉄砲台 春慶塗鉄砲台 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 木製春慶塗り、引き出し付き。 借用料￥50,000の内。預り証１号に鉄
砲台１台、引き出し内容品として１、
手入れ具、入れ箱１鉄棒３。２、火薬
入れ箱２。３、口火用壷２、弾丸箱２
とあり。

12 弓 重藤赤塗弓 1 借用 昭和３８年６月５日 亀岡神社 \0 天守閣３階 借り上げ料\50,000円の内

別紙４　　備品等（Ⅱ種）



13 片袖 錦片袖 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 弓を射る時のもの 借り上げ料\50,000円の内

14 片袖 家紋片袖 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 弓を射る時のもの 借り上げ料\50,000円の内

15 弓矢 重藤弓と靫 2 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 赤塗と黒塗の重藤弓にそれぞれ靫が付属
している。

借り上げ料\50,000円の内

16 矢 鏑矢 26 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 箱書きに二十六本とあり。鏑矢とは鹿角
で蕪の形に作った中空のものに、数個の
穴をあけ、飛ぶときに音が出るようにし
た矢のこと。合図や魔除けに使われたこ
ともある。

借り上げ料\50,000円の内

17 矢 矢之根（鏃） 51 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 箱２　剣尻、雁又、柳葉あり。 借り上げ料\50,000円の内

18 銃砲 弾丸箱 2 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 家紋梶の葉付。火薬入れに三ツ星付。 借り上げ料\50,000円の内。天守閣預り
証番号１の備考に「引き出し内容品」
とあり。？

19 銃砲 火縄筒手入道
具箱

1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 朱塗り金三ツ星付。梶の葉付小箱２。 借り上げ料\50,000円の内

20 銃砲 六斤玉砲筒 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 砲身に記銘あり。「嘉永二年　老公以古
銭鋳五砲其一是也　即以供盥用三為花器
一為香爐　皆置棲霞園中淳風堂　然素戎
器臨時必欲有所用也」　砲身28kg　六斤
は3600g　砲身長さ39.5cm  最大幅14.5cm

借り上げ料\50,000円の内

21 銃砲 煙火打上筒及
台

1 借用 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 砲身長さ13.5cm 最大幅10cm 重量6500g
城門破甲玉筒（亀岡神社の項に記載な
し）

借り上げ料\50,000円の内

22 鞍 菊花紋朱塗鞍 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 同紋様鐙と対品か？ 借り上げ料\50,000円の内

23 鐙 菊花紋朱塗鞍 1 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 同紋様鞍と対品か？ 借り上げ料\50,000円の内

24 矢 征矢 26 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 征矢付属文書　記文　此征矢之羽　於江
府　詮公之所賜因而　元治元年甲子四月
製作　之　矢師橋本勘之助　右征矢之製
能軽重等改　実用に心を尽くし製作　致
重器と非常の備置也　松浦源信賢誌

借り上げ料\50,000円の内

25 衣類 明治天皇御初
衣

1 借用 昭和３８年６月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 中山大納言正二位忠能卿より嘉永六年癸
丑正月二十日到来の書簡とともに送られ
てきた御初衣　附書簡あり。

借り上げ料\50,000円の内

26 褥 孝格天皇褥 1 借用 昭和３８年６月１日 亀岡神社 \0 天守閣３階 借り上げ料\50,000円の内

27 化粧道具 手鏡 1 借用 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \0 天守閣４階 松竹鶴亀図　桐紋付 借用料50,000円のうち

28 化粧道具 小鏡 1 借用 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \0 天守閣４階 梶家紋付 借用料50,000円のうち

29 化粧道具 鏡 1 借用 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \0 天守閣４階 尊文字付　蓬莱図 借用料50,000円のうち

30 化粧道具 梶葉散紋鏡 1 借用 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \0 天守閣４階 和歌　のがれても　影たにとまる　もの
ならば　かがみをみては　なぐさみてま
し

借用料50,000円のうち

31 陣具 陣鐘 2 借用 昭和３７年２月１日 亀岡神社 \0 天守閣４階 直径37.5cm　梵字紋直径6.5cm 借用料50,000円のうち

32 道中具 毛槍 2 借用 昭和４５年１０月 亀岡神社 \0 天守閣４階 大杉大鳥毛毛槍　二段鳥毛毛槍 預り証なし（臨時処理）七種安夫氏持
参



33 衣装 鎖頭巾 1 借用 昭和３７年４月１日 亀岡神社 \0 天守閣４階 三ツ星家紋付 借用料50,000円のうち　陣笠４個のう
ち、頭巾一を含む　とあり。

34 銃砲 武衛流三十匁
玉筒及台

1 借用 昭和３７年２月１５
日

財団法人松
浦史料博物
館

\6,000 天守閣３階 重量１０kg　三十匁は112.5g。砲身に金
の桜花、「不言」の文字象嵌あり。台
付。砲身長さ71cm 最大幅６cm。

35 箙 家紋付箙 1 借用 昭和３７年２月１５
日

財団法人松
浦史料博物
館

\0 天守閣３階 矢を入れて背負うための道具。 借用料6,000円のうち

36 羽織 観中所用陣羽
織

1 借用 昭和３７年２月１５
日

財団法人松
浦史料博物
館

\0 天守閣３階 ３５代観中公所用品。天保八年。緒に梶
の葉

借用料6,000円のうち

37 模型 平戸城模型 1 借用 昭和３７年４月２７
日

財団法人松
浦史料博物
館

\0 天守閣４階 借用料6,000円のうち

38 道中具 茶道弁当箱 1 借用  28581 山鹿浩二 \0 天守閣３階 茶道の野点などに使うほか、道中携行し
て使用。水筒１、風炉１

39 箪笥 蒔絵小箪笥 1 借用 昭和５３年４月１日 山鹿浩二 \0 天守閣３階 鷺秋草文箪笥。裏蓋は唐草文。

40 甲冑 松浦典膳具足 1 借用 昭和５５年８月１日 松浦　聡 \7,000 天守閣２階 増田明珍大隅守作（寛延元年）極（桐箱
付）あり。銘文　霊甲　神功皇后臣式内
宿祢宗徳三十二代末　中興増田明珍出雲
守紀宗介三代嫡孫　宗行号兵部大夫住一
条堀川正作承元之頃　大圓山三拾六間筋
二方白精錬珍奇霊甲也　代黄金五百枚
於武江御城下極之武内宿祢五十五世嫡裔
惟時　日本唯一甲冑良工　寛延元戌辰年
増田明珍大隅守　八月吉辰　（花押）

41 銃砲 弾丸箱 1 借用 昭和３７年１月３０
日

森下富夫 \1,000 天守閣３階 木製布張り三ツ星家紋入り。野戦の時に
弾丸類を持ち運ぶための背負い箱。

平成４年１１月６日　森下一郎氏より
富夫氏に名義変更。

42 扇 軍扇 1 借用 昭和３７年２月９日 多々良文武 \2,000 天守閣３階 奥州征伐時使用したもの。桐の家紋付。
破損あり、要修理。

借用料6,000円は陣笠共含む。

43 陣笠 陣笠 1 借用 昭和３７年２月９日 多々良文武 \0 天守閣３階 奥州征伐時使用。黒塗り無印。 借用料6,000円は陣笠共含む。

44 鉄砲 火縄銃 1 借用 昭和３７年２月９日 太田諒一 \1,000 天守閣３階

45 銃砲 捕鯨銃 1 借用 昭和３８年５月１日 田中成美 \1,000 島の館 付属火矢２本。 借用料1,000円（火矢２本含む）

46 絵馬 三十六歌仙奉
納絵馬

36 借用 昭和４１年１１月２
１日

平戸市浦の
町

\3,600 天守閣３階 歌天祥公筆　画片山尚景。中納言（藤
原）朝忠。伊勢。大中臣頼基。坂上是
則。紀友則。藤原兼輔。藤原清正。壬生
忠見。藤原敏行。中納言（藤原）敦忠。
源重之。凡河内身弓恒。中納言（大伴）
家持。大中臣能宣朝臣。僧正遍昭。紀貫
之。平兼盛。源宗干。猿丸大夫。斉宮女
御。壬生忠ぎん。在原業平。藤原元真。
清原元輔。源公忠朝臣。藤原仲文。山辺
赤人。藤原高光。藤原興風。源信明。柿
本人丸（麻呂）。中務。小野小町。源
順。素性法師。三條院小大君。
19.5cm*24cm



47 甲冑 白緑糸威鎧 1 借用 昭和３７年４月１４
日

本山久雄 \3,000 天守閣２階 安満岳白山神社伝来品。柄鮫革黒塗り鞘
付属

48 甲冑 具足 1 借用 昭和５２年５月１７
日

本山久雄 \0 天守閣２階 黒塗り　前立中空三ツ星　安満岳白山神
社に伝来。

49 甲冑 鎧 1 借用 昭和４１年２月１６
日

本沢祥一 \3,000 天守閣２階 紫糸威　前立は中空三ツ星。（一般的に
家臣の具足にはこの家紋入りが用いられ
ている。）侍大将格の鎧として展示。

50 羽織 陣羽織 1 借用 昭和３７年１月１０
日

本沢利夫 \2,000 天守閣３階 黒羅紗製。三ツ星紋付 借用料2,000円のうち（裃とも）平成４
年１１月６日本沢しず氏より利夫氏へ
名義変更あり。

51 裃 梶の葉紋付裃 1 借用 昭和３７年１月１０
日

本沢利夫 \0 天守閣３階 麻　青色　梶家紋付 借用料2,000円の内

52 文具 蒔絵硯箱（秋
草文）

1 借用 平成４年１１月５日 本沢利夫 \0 天守閣３階

53 化粧道具 蒔絵化粧箱 1 借用  1992年 11月 5日 木
曜日

本沢利夫 \0 天守閣３階 秋草文 櫛３、その他

54 文具 高蒔絵文箱 1 借用  1992年 11月 5日 木
曜日

本沢利夫 \0 天守閣３階 秋草に月

55 化粧道具 慶賀文柄鏡 1 借用  1992年 11月 5日 木
曜日

本沢利夫 \0 天守閣３階



(平戸城）
番号 種類 資料名 数量 管理区分 管理日 相手先氏名 展示・保管場所 参考 備考

1 木像 中山愛子様像 1 寄贈 昭和４３年１０月 亀岡敬神婦
人会

\0 天守閣３階 明治１００年の懐古に当たって、昭和
４３年１０月、亀岡敬神婦人会は中山
愛子追慕のため、亀岡公園内に石像を
建て、木像を彫って平戸城に寄贈。

2 瓦 鯱瓦 1 寄贈 昭和４１年４月１日 久野直作 \0 天守閣４階 久野氏が平戸市に寄贈したもの

3 甲冑 雑兵具足 3 寄贈 昭和５８年１０月１
日

佐々陽一郎 \0 天守閣２階 ２点は黒塗り胴に金三ツ星。１点は朱
塗り胴に金二つ引き。うち２点に記名
あり＜安政五年十月春田宗正、安政六
年未十二月鴨川政次郎の筆跡あり＞

佐々氏より平戸市観光開発公社に寄贈

4 絵画 黒崎義介画額 8 寄贈 平成元年１０月３日 森　尚一 \0 天守閣３階 平戸の四季（昭和初期）、亀岡古城懐
古（昭和初期）、室生（昭和２２年
写真パネル）、きのこのきのすけ（昭
和４２年　写真パネル）、ボタン（昭
和４２年写真パネル）、ベニス風景
（昭和４５年　写真パネル）、一寸ぼ
うし（昭和４７年　写真パネル）、花
のおふね（昭和５６年　写真パネ
ル）。

間瀬局長持参展示。

5 鍔 雲竜紋鍔 1 購入 昭和５１年１月１８
日

\10,000 天守閣３階 銘　平戸住國重（花押）。雲龍紋。銅
製彫金鍍金あり。國重は平戸藩の鍔
師。初代は寛永（1624-44）の人。三代
國重の頃までは平戸に住し、後京都に
出たと言われている。真鍮地の鍔で縁
にローマ字や中国趣味的な龍を刻んで
いる。松浦静山は「これを世に平戸龍
と呼ぶ」と記している。

平戸観光開発公社購入

6 鍔 双龍紋鍔 1 購入 昭和５４年１１月１
４日

\100,000 天守閣３階 銘　なし。鉄製の地金に双龍の透かし
彫り。珠二つは金鍍金。直径
7.2cmx6.4cm。

平戸市観光開発公社購入

7 化粧道具 松浦公大鏡 1 購入 昭和４３年１２月５
日

井上利夫 \28,000 天守閣４階 松浦公拝領物　共箱あり。松竹梅鶴亀
図

8 刀剣鞘 御府太刀 1 購入 昭和５２年２月４日 梶原皇刀軒 \0 天守閣２階 桐絵金梨地。昭和３年御大礼儀典配役
はい刀、２尺１寸。源良近作。帯取は
紫革製、桐型目貫、

刀身は昭和５９年５月７日盗難。

9 小柄・簪
類

二頭獅子図小
柄簪

2 購入 昭和５２年７月１日 間商店 \150,000 天守閣３階 二頭獅子図。箱内記載平戸住高田英季
のステッカーあり。小柄長さ21.3cm
銘　河内守國助（刀身）　平戸住英季
（柄部）簪21.7cm 一分刻みで五寸の刻
みあり。

平戸市観光開発公社購入

別紙５　備品等（Ⅲ種）



10 鍔 三ツ星紋鍔 1 購入 昭和４９年７月１３
日

間商店 \100,000 天守閣３階 銘　真了。鉄製、直径9.9cm、厚
1.5cm、桐箱付き。四方に三ツ星の切り
込み穴。土肥真了、本業は刀鍛冶。名
は正重、土肥作左衛門と称す。延宝年
間に大坂に到り、井上真改の門人とな
り業を修める。天和年中に平戸に帰
る。貞享年間まで作刀すという。二世
真了は作之丞、享保年間の人。三世真
了は重助、宝暦年間の人。四世真了は
大六、安永・天明年間の人。

平戸市観光開発公社購入。

11 鍔 心字紋鍔 1 購入 昭和４９年７月１３
日

間商店 \50,000 天守閣３階 銘　真了。鉄製、心字は金の象嵌。直
径8.4cm。桐箱入り。

平戸市観光開発公社購入。

12 鍔 真了鍔 1 購入 昭和４９年８月２５
日

間商店 \45,000 天守閣３階 銘　真了。鉄製無地。直径7.5cm。桐箱
入り。

平戸市観光開発公社購入。他のキリシ
タン鍔、南蛮鍔と一括購入品。

13 鍔 真了鍔 1 購入 昭和５２年７月１日 間商店 \60,000 天守閣３階 銘　真了。鉄製無地に縁取あり。直径
8.4cm。無地の関部に大きさの異なる三
穴あり。

平戸市観光開発公社購入

14 鍔 珍獣透彫鍔 1 購入 昭和４９年８月２５
日

間商店 \0 天守閣３階 銘　なし。真鍮製地金に珍獣（龍）の
透かし彫り。直径7.5cmx6.4cm。俗に南
蛮鍔

平戸市観光開発公社購入。真了１、南
蛮鍔１とも￥45,000円の内

15 鍔 南蛮鍔 1 購入 昭和４９年８月２５
日

間商店 \45,000 天守閣３階 銘　なし。鉄製鋳物。意味不明デザイ
ン文字あり。一部鍍金あり。直径
7.6cmx6.6cm。刀身台の関金に銅使用。

平戸市観光開発公社購入。真了１、南
蛮鍔１とも￥45,000円の内

16 柄頭 龍図柄頭 2 購入 昭和５２年７月１日 間商店 \120,000 天守閣３階 平戸住　國重　龍の彫金象嵌。黄銅
製。

平戸市観光開発公社購入

17 柄頭 竜図柄頭 2 購入 昭和５２年７月１日 間商店 \60,000 天守閣３階 平戸住　國重　鉄製に金象嵌。 平戸市観光開発公社購入

18 柄頭 竜図柄頭 2 購入 昭和５２年７月１日 間商店 \60,000 天守閣３階 平戸住　國重　鉄製に金象嵌。 平戸市観光開発公社購入

19 笛 石笛 1 購入 昭和５２年２月４日 間商店 \15,000 天守閣３階 石を空洞に加工している。 平戸市観光開発公社購入

20 馬具 雲龍紋泥障 2 購入 昭和４９年１１月２
日

間商店 \150,000 天守閣３階 乗馬の時に鞍の下側にしくもので、
「あふり」と呼ばれる。

鐙（購入価格含）と同時購入。

21 馬具 鐙 2 購入 昭和４９年１１月２
日

間商店 \0 天守閣３階 漆塗　内側朱塗　１対 雲龍紋泥障（購入価格含）と同時購
入。22 衣装 鎖帷子 1 購入 昭和４９年３月４日 間商店 \250,000 天守閣４階 平戸市観光開発公社購入品

23 銃砲 捕鯨銃 1 購入 昭和４９年３月４日 間商店 \100,000 島の館 登録証番号１８５４６号。付属火矢２
本。

登録証ありが公社品か？　購入費
100,000円に火矢２、捌き包丁２、銛１



24 鍔 明珍雲竜紋鍔 1 購入 昭和４７年５月２９
日

月出博四郎 \170,000 天守閣３階 銘　平戸住明珍守宗秋。鉄製地金の上
に金銀象嵌にて雲龍を配す。裏面は切
羽台を除いて斑点状に鍍金。外周も布
目地に鍍金。直径8.1cm。箱裏書きに丸
形鉄地布目象嵌　銘平戸住明珍守宗秋
昭和戌年初秋　寒山　清（花押）。布
目象嵌とは象嵌すべき部分に布目を彫
りつけその上に薄い金属をかぶせ打っ
て布目に嵌入し、地板と象嵌が離れな
いようにする技法をいう。明珍とは甲
冑師の家名。平安末期初代宗介が近衛
天皇から家名を賜ったのが始まりとい
うが、信ずるに足りない。元来は轡鍛
冶であり、甲冑師、鍔工としては戦国
時代の信家の頃から知られる

平戸市観光開発公社購入。

25 箪笥 水軍船箪笥 1 購入 昭和４８年８月２日 笹田　文 \155,000 天守閣４階 ４、５００年前水軍で使用（公社記
載）26 鍔 船手鍔 1 購入 昭和４６年６月２３

日
真砂　泉 \3,000 天守閣４階 銘　平戸船手　本座庭打　正久　船足

軽が船中にて使用した刀の鍔。方形は
船中にても転がらないためのもの。
寸法7.3x6.6cm 厚さ3.5cm 重量100g

27 書簡 吉田矩方（松
陰）書簡

1 購入 昭和５３年８月４日 大塚工藝社 \160,000 天守閣２階 （複製品）山鹿流の支流を汲もの長陽
吉田矩方窃に先生を奉音欠慕百里門下
に礼拝仕候旨趣者矩方ヶ遠祖ハ浪人衆
にて和漢流の兵学を唱罷在候処元祖友
之允と申ものに至り藩の兵学師に召出
され君命にても候由東武江上り藤介先
生緯高基に従ひ武教全書一部・・・

平戸市観光開発公社購入品。大塚工藝
社に対し８月９日支払い

28 起証文 浅野匠頭長
矩・大学誓書

1 購入 昭和５３年８月４日 大塚工藝社 \290,000 天守閣２階 （複製品）資料の誓詞は浅野内匠頭長
矩（１８才）・大学長広（１５才）の
兄弟から山鹿甚五左衛門同藤介父子に
宛てたもの。なお長矩、長広は花押の
みで、奥野と安井が血判したのは、兵
学の秘事を他言しないとの誓約を保証
する意味であろう。山鹿流兵学は勘介
流の単なる継承ではなく、勘介・景憲
の「軍法的」兵学を発展せしめて「武
教」としたものであり、素行自らも
「年譜」延宝八年（５９才）正月七日
の条に「我が涙の兵書」「山鹿派」と
記している。それにも拘わらずなお勘
介流と称したのは、甲州流・北条流そ
の他の流派と対抗するため、軍法の神
様

平戸市観光開発公社が購入。８月９日
支払い

29 起請文 吉田大次郎
（松蔭）起請

1 購入 昭和５３年８月４日 大塚工藝社 \160,000 天守閣２階 （複製品）嘉永三庚戌年九月二十九日 平戸市観光開発公社が購入



30 肖像画 山鹿素行肖像 1 購入 昭和５３年８月４日 大塚工藝社 \290,000 天守閣２階 （複製品）素行の家系には平戸、津軽
の両系統がある。津軽山鹿家は素行と
妻の間に生まれた興信以下高豊、高
直、高美、高備、高補（素水）、高
幸、高敏、高朗、旗之助。平戸山鹿家
は素行と側室（不知）の三男高基（藤
介・万助）から高道、高武、その弟高
賀（以後弟系）、高忠、高元、高満、
高明、高紹、高通、高三、光世。素行
弟の山鹿平馬系は義行（平馬）より清
吉（貞行）、義甫、一学、義都、義都
弟の亀三郎（以下弟系）、平馬、平
馬、伊織、文五郎、誠之助。素行は幼
名を左太郎、又は文（紋）三郎とい
い、名はしばしば改めて貞直・義以・
義もち、

平戸市観光開発公社が購入

31 長崎古版
画

唐人蛇躍 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 白黒。踊り手９人、玉１人。 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

32 長崎古版
画

唐船入津の図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

33 長崎古版
画

楽人の図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 唐人が楽器を演奏 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

34 長崎古版
画

ダッタン人の
図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 彼国自日本海上凡八百里余 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

35 長崎古版
画

道中ハヤシ方
行列之図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 西洋軍服着用 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

36 長崎古版
画

紅毛人康楽之
図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 西欧料理の晩餐の図 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

37 長崎古版
画

阿蘭陀人巡見
之図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 像に乗り行列 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

38 長崎古版
画

阿蘭陀人饗宴
之図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 オランダ人が食事をしている 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

39 長崎古版
画

阿蘭陀船図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 阿蘭陀船に万国旗 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

40 長崎古版
画

唐船入津之図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 長崎港の図 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

41 長崎古版
画

阿蘭陀線入港
之図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 阿蘭陀船が礼砲を発している。 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内



42 長崎古版
画

ヲロシヤ人之
図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 文化元年九月七日　ヲロシヤ国より使
節の役人　長崎に初めて渡来。　同二
年三月十九日出帆す。使節名ニコラア
レサノツト・・。長崎勝山町文錦堂板

平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

43 長崎古版
画

大清朝人図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 子供に習字を教えている 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

44 長崎古版
画

駝鳥之図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 落款に文錦堂名あり 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

45 長崎古版
画

五ヶ国人之図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 大清人、朝鮮人、琉球人、阿蘭陀人、
魯西亜人

平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

46 長崎古版
画

唐館交加遊女
之図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 長崎大和屋板 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

47 長崎古版
画

大清人男女之
図

1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 文錦堂板 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

48 長崎古版
画

アメリカ人図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 男女２枚組の１つ。女性が子犬を抱く 平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

49 長崎古版
画

アメリカ人図 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 男女１組の１つ。　ステッキに望遠
鏡。益永板

平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

50 長崎古版
画

阿蘭陀人黒坊 1 購入 昭和４２年９月２９
日

池田建作 \80,000 天守閣３階 オランダ人に日傘をさしかける子供、
パイプとステッキ

平戸市観光開発公社が購入。２０枚の
内の１枚、価格\80,000円の内

51 木版 木版 4 購入 昭和５３年６月２３
日

的野照夫
代理人古川
忠

\22,000 天守閣３階 刻たばこの包み紙ラベル用版木 平戸市観光開発公社購入

52 額類 梶の葉紋額 1 購入 昭和５１年５月１１
日

鉄本古美術
商

\100,000 天守閣４階 金箔張　中空三ツ星家紋付 マリア観音３体（切支丹資料館貸出
品）と同時購入。

53 小柄簪類 這龍図小柄簪 2 購入 昭和４８年２月５日 田中国一郎 \250,000 天守閣３階 日本美術刀剣保存協会認定書あり。銘
長州住二王方清

平戸市観光開発公社が購入

54 甲冑 鎧 1 購入 昭和４１年１２月３
日

平戸市観光
開発公社

\50,000 天守閣２階 黒塗り胴朱二つ引具足。前立中空三ツ
星

55 版画 生月鯨太左衛
門手形錦絵

1 購入 昭和４９年３月１９
日

平戸市観光
開発公社

\30,000 天守閣２階 国貞改二代豊国画。肥前平戸　身丈七
尺五寸　重さ四十五貫目

56 人物写真 板垣退助ほか
写真

1 不明 \0 天守閣２階 板垣退助、伊藤博文、木戸孝允、大隈
重信、後藤象二郎、大井健太郎

所有者不明。沖図書館分か。

57 風景画 平戸城図 1 不明 平成元年７月 \0 天守閣２階 京都の絵師、龍俊介の水墨画。昭和３
０年平戸が西海国立公園に指定された
ときの記念作品。

平戸城に所有者なく展示していた物を
修理して公社備品として保管する。
（修繕費で支出）



58 風景画 西海の奇勝＜
平戸瀬戸＞

0 不明 平成元年７月 \0 天守閣４階 京都の絵師、龍俊介の水墨画。昭和３
０年平戸が西海国立公園に指定された
ときの記念作品。

平戸城に所有者なく展示していた物を
修理して公社備品として保管する。
（修繕費で支出）

59 箱類 文箱 1 不明 \0 天守閣４階 木製　箱中に「平戸　用方」朱文字あ
り60 鉄砲台 千鳥紋透鉄砲

台
1 不明 \0 天守閣４階 木製。波に千鳥紋透かし彫り。

61 測量器具 羅針盤 1 不明 平戸市振興
公社

\0 天守閣４階 文字盤に干支文字 管理区分不明。観光開発公社所蔵品か

62 机 1 平戸市振興
公社

天守閣事務室 106*73*74

63 机 2 平戸市振興
公社

天守閣事務室 145*73*74

64 PCデスク 1 平戸市振興
公社

天守閣事務室 64*70*106

65 PC 1 平戸市振興
公社

天守閣事務室 DELL

66 書棚 1 平戸市振興
公社

天守閣事務室 88*47*179

67 食器棚 1 平戸市振興
公社

天守閣事務室 88*47*179

68 金庫 1 平戸市振興
公社

天守閣事務室 45*45*65

69 書棚 1 平戸市振興
公社

天守閣事務室 60*51*179

70 展示ケース 1 平戸市振興
公社

天守閣４階 194*194*137

71 タタミ椅子 1 平戸市振興
公社

天守閣 191*100*40

72 タタミ椅子 7 平戸市振興
公社

天守閣 191*55*40

73 エアコン 1 平戸市振興
公社

売店 60*35*180

74 レジスター 1 平戸市振興
公社

売店 TEC　MA-109

75 展示ケース 4 平戸市振興
公社

売店 180*45*115

76 机 1 平戸市振興
公社

売店 102*73*73

77 棚 1 平戸市振興
公社

売店 80*60*91

78 展示ケース 2 平戸市振興
公社

見奏櫓 200*100*92

79 展示ケース 1 平戸市振興
公社

見奏櫓 375*98*203

80 展示ケース 2 平戸市振興
公社

見奏櫓 190*98*203

81 展示ケース 2 平戸市振興
公社

見奏櫓 200*50*92

82 展示ケース 2 平戸市振興
公社

見奏櫓 75*75*180

83 展示ケース 2 平戸市振興
公社

見奏櫓 320*90*203



84 展示ケース 4 平戸市振興
公社

地蔵坂櫓 182*60*91

85 展示ケース 6 平戸市振興
公社

地蔵坂櫓 182*60*182

86 棚 1 平戸市振興
公社

切符売場 90*51*179

87 冷蔵庫 1 平戸市振興
公社

切符売場 TOSHIBA（BiBi）

88 金庫 1 平戸市振興
公社

切符売場 27*18*12

89 ファンヒーター 1 平戸市振興
公社

切符売場 ナショナル

90 ポット 1 平戸市振興
公社

切符売場 ナショナル


