
No. 作者 作品名 技法・素材・形状等 制作年代・初出展 サイズ

1
二代 横山 彌左衛門（円中孫平
製）

武人文大香炉
蝋型鋳造、彫金、
象嵌

明治10年(1877)・第1回内国勧業
博覧会、同11年・パリ万博

高68.2×幅33.0×奥行29.0

2 清光（宗金堂製） 麟鳳亀龍文象嵌三段盛器 彫金、象嵌 明治6年(1873)頃 高36.5×径20.3

3 増山 長保（金森宗七製） 春秋文象嵌獅子耳付花瓶(一対) 彫金、象嵌 明治前期 各 高49.7×径22.4

4 関沢  卯市 蓮之花金銀象嵌香炉 彫金、象嵌 明治期 高32.0×径21.0

5 室江 吉兵衛 麟鳳亀龍置物(一対) 彫金、象嵌 明治期
各 高85.0×幅53.5×奥行
35.4

6
増山 長三郎（五代塩崎利平
製）

羅漢文金銀象嵌大飾皿 彫金、象嵌 明治後期 高2.7×径52.0

7 竹田 竹義 梅文鋳銅花瓶 彫金、象嵌 大正11年(1922) 高15.5×径5.5

8 金森 映井智 金銀象嵌三友文色紙箱 彫金、象嵌
昭和48年(1973)・第26回高岡市
美術展覧会

高6.0×幅29.0×奥行32.0

9 金森 映井智 象嵌鋳銅花瓶 彫金、象嵌
平成3年(1991)・第21回伝統工芸
日本金工展

高20.8×径20.0

10 北 重信 海老文一刀彫鋳銅花瓶 彫金
昭和51年(1976)・現代富山県金
工展

高33.5×径21.0

11 鳥田 宗吾 色絵重肉象嵌飾皿「海老」 彫金、象嵌 平成7年(1995)・巧美会展 高3.0×幅35.0×奥行35.0

12 室江 吉兵衛 金銀銅象嵌芭蕉に猫文様花器 彫金、象嵌 明治前期 高58.5×径34.5

13
佐野 隆親（九代角羽勘左衛門
製）

天燈鬼 蝋型鋳造、彫金 明治前期
高180.0×幅57.0×奥行
40.0

14 玉川 光清 武者文耳付薄端 蝋型鋳造、彫金 明治前期 高45.3×径25.8

15 初代 須賀 松園 攀龍文大花瓶 蝋型鋳造 大正－昭和初期 高71.5×径44.0

16 二代 須賀 松園 風景額面 蝋型鋳造・額 昭和50年(1975)・第7回日展 縦33.0×横176.0

17 二代 須賀 松園 獅子額面 蝋型鋳造・額 昭和52年(1977) 縦18.8×横31.0

18 三代 須賀 月真 蔦文蝋型薄端 蝋型鋳造 昭和中期 高26.0×口径29.7

19 酒井 静女 蝋型鋳銅花器 蝋型鋳造 昭和40年(1965)・第8回新日展 高11.5×幅32.0×奥行32.0

20 山本 達次 丸文鋳銅花瓶 鋳金 昭和8年(1933)・第14回帝展 高31.0×径43.0

21 米田 鳩秀 渦文花瓶 鋳金 昭和18年(1943)・第6回新文展 高40.0×径24.0

22 初代 畠 春斎 四方釜 双型鋳造
昭和49年(1974)・第21回日本伝
統工芸展

高17.0×幅26.3×奥行25.5

23 般若 保 吹分花器 鋳金
平成5年(1993)・第40回日本伝統
工芸展 日本工芸会総裁賞

高26.0×幅26.0×奥行16.0

24 畠山  耕治 白い雨 鋳金・青銅、銀箔
平成14年(2002)・個展（東京国際
フォーラム）

高33.8×幅39.7×奥行21.3

25 大澤 光民 鋳ぐるみ鋳銅花器
焼型鋳造・青銅、ス
テンレス

平成16年(2004)・第33回伝統工
芸日本金工展

高41.0×幅20.0×奥行11.0

高岡市美術館　常設展（第53期）　「高岡の技と美　－金工・漆芸－」出品リスト　（計45件48点）
会期：2012年3月23日(金)～6月24日(日)

１．高岡の金工

(1) 彫金（ちょうきん）・象嵌（ぞうがん）の技

(3) 鋳金（ちゅうきん）の技

(2) 蝋型鋳造（ろうがたちゅうぞう）の技



26 宮島 信行 唐銅鎚起龍文水指 鍛金・唐金 高23.5×幅18.0×奥行14.5

27 祖川 祖仙 龍文銅鍛金瓶掛 鍛金・唐金 高20.5×径39.0

28 小林 栄二 接合鍛金水指 鍛金
昭和57年(1982)・第37回富山県
美術展覧会

高11.8×径21.0

29 初代 石井 勇助 山水花鳥文茶棚 勇助塗 明治前期 高83.0×幅87.0×奥行37.0

30 二代 石井 勇助 福寿文勇助塗飾棚 錆絵、蒔絵 明治14年(1881)頃 高97.5×幅68.5×奥行35.0

31 石井 勇介 勇助塗箔絵高卓 箔絵 明治－大正期 高40.5×幅32.5×奥行28.7

32 石井 勇介 山水文箔絵香盆 箔絵 明治末期 高3.6×幅42.4×奥行25.5

33 二代 三村 卯右衛門 唐子文足付菓子器 錆絵 明治27年(1894) 高6.6×径33.0

34 三村 松斎 山水文文台・牧童文硯箱 錆絵 明治30年(1897)
台 高13.0×幅64.0×奥行32.0・
硯箱 高4.5×幅24.0×奥行26.0

35 細野 萩月 梅花茶器鑞石文錆絵冠卓 錆絵 大正期 高18.8×幅52.0×奥行30.3

36 高瀬 想風 錆絵軸盆 錆絵
昭和33年(1958)・第5回日本伝統
工芸展

高7.5×幅54.6×奥行22.8

37 伝 石瀬 松次郎 唐風青貝器局 青貝塗 明治末期－大正初期 高54.0×幅47.5×奥行29.5

38 木村 天紅 蟹文螺鈿飾壺 螺鈿 高17.5×径15.7

39 木村 天紅 双鶴文青貝卓 螺鈿 高29.0×幅64.5×奥行33.0

40 武蔵川 貢山 青貝普賢菩薩漆塗飾鉢 青貝塗 昭和58年(1983) 高4.5×径39.0

41 和田 長次郎 鯛盆 彫刻塗 高3.0×幅36.0×奥行29.0

42 福岡 小一郎 花文八角盆 彫刻塗 昭和16年(1941) 高6.5×径59.0

43 室谷 芳月 東海道文文庫 彫刻塗 昭和40年(1965)頃 高11.0×幅24.5×奥行33.0

44 堀江 是閑 松虫文堆朱香合 彫漆 高3.0×幅7.4×奥行6.5

45 三代 石井 勇助 風神文硯箱 彫漆 大正期 高5.2×幅20.5×奥行27.0

(4) 鍛金（たんきん）の技

２．高岡の漆芸

(3) 青貝塗（あおがいぬり）の技

(2) 錆絵（さびえ）の技

(1) 勇助塗（ゆうすけぬり）の技

※全て高岡市美術館蔵。　※予告なく展示内容が変更される場合があります。ご了承ください。

(4) 彫刻塗（ちょうこくぬり）・彫漆（ちょうしつ）の技


