
1 上蝦夷森古墳出土衝角付冑(複製) 一頭 古墳 時代 岩手県立博物館

2 岩手県指定有形文化財 鉄錆地十二枚張兜鉢 一頭 室町 時代 岩手県立博物館

3 鉄黒漆塗二十八間筋兜 一頭 室町 時代 神奈川県立歴史博物館

4 鉄黒漆塗四十八間筋兜鉢 一頭 室町 時代 神奈川県立歴史博物館

5 仙台五枚胴具足 兜鉢 一頭 江戸 時代 岩手県立博物館

6 白糸威褄取鎧　兜　大袖付(模造) 一領 現代 個人

7 重要文化財 白糸威肩赤胴丸 一領 南北朝 時代 櫛引八幡宮

8 山形県指定有形文化財 素懸白綾威黒皺韋包板物腹巻 一領 室町 時代 後期 宮坂考古館

9 本小札白糸威二枚胴具足 一領 桃山 時代 岩手県立博物館

10 仙台五枚胴具足 一領 江戸 時代 中期 岩手県立博物館

11 岩手県指定有形文化財 紺糸威最上胴具足 一領 江戸 時代 中期 岩手県立博物館

12 南蛮胴具足 一領 桃山 時代 宝仙寺

13 岩手県指定有形文化財 金小札茶糸縅二枚胴具足 一領 江戸 時代 岩手県立博物館 10月20日(日)まで展示

14 岩手県指定有形文化財 銀本小札紫糸威二枚胴具足 一領 江戸 時代 中期 岩手県立博物館 10月22日(火)から展示

15 岩手県指定有形文化財 黒羅紗地唐獅子牡丹文二枚胴具足 一領 江戸 時代 もりおか歴史文化館

16 岩手県指定有形文化財 卯花威紅羅紗地唐獅子牡丹文二枚胴具足 一領 江戸 時代 後期 岩手県立博物館

17 黒漆五枚胴具足 一領 桃山 時代 駒形神社

18 秋田市指定有形文化財 黒塗紺糸縅具足 一領 桃山 時代 秋田市立佐竹史料館

19 山形県指定有形文化財 浅葱糸威黒皺韋包板物二枚胴具足 一領 室町 時代 後期 宮坂考古館

20 御宝蔵御具足帳 一冊 もりおか歴史文化館

21 御具足御判帳 一冊 もりおか歴史文化館

22 御具足櫃開閉立合帳 一冊 もりおか歴史文化館

23 御小納戸支配諸職人面附帳 一冊 もりおか歴史文化館

24 兵具要法 一冊 江戸 時代 小田原市立図書館(藤田文庫)

25 御代々御画像 一巻 江戸 時代 もりおか歴史文化館

26 鉄八枚張椎形眼鏡付兜　 一頭 江戸 時代 国立歴史民俗博物館

27 岩手県指定有形文化財 唐冠兜 一頭 桃山 時代 個人

28 黒漆塗執金剛杵形兜鉢 一頭 江戸 時代 靖國神社遊就館

29 金泥叩塗十王頭形兜鉢 一頭 桃山 時代 靖國神社遊就館

30 黒漆塗家紋散唐人笠形兜 一頭 江戸 時代 靖國神社遊就館

31 鉄三枚張峯界形張懸兜 一頭 江戸 時代 国立歴史民俗博物館

32 錆色石目地漆塗野郎頭兜 一頭 桃山 時代 東京富士美術館

33 鉄五枚張朱漆塗板谷貝形兜鉢 一頭 桃山 時代 東京富士美術館

34 銀箔押張懸兎耳形兜 一頭 桃山 時代 国立歴史民俗博物館

35 岩手県指定有形文化財 銀本小札紫糸威二枚胴具足 兜 一頭 江戸 時代 中期 岩手県立博物館 9月23日(月)まで展示

36 岩手県指定有形文化財 白檀塗合子形兜 一頭 桃山 時代 もりおか歴史文化館 9月25日(水)から展示

37 銀泥塗富士山形張懸兜 一頭 桃山 時代 靖國神社遊就館

38 岩手県指定有形文化財 槍　銘　濃州之住長俊 一口 室町 時代 岩手県立博物館

39 銀白檀塗鯖尾形兜 一頭 桃山 時代 宝仙寺

40 岩手県指定有形文化財 鯰尾兜 一頭 桃山 時代 岩手県立博物館

41 銀箔押鯰尾形兜 一頭 桃山 時代 宝仙寺

42 重要文化財 太刀　銘　助真 一振 鎌倉 時代 中期 岩手県立博物館

43 刀　無銘　伝助真 一振 鎌倉 時代 前期 公益財団法人東京富士美術館

44 岩手県指定有形文化財 刀  銘　新藤源義國（２代義国） 一振 江戸 時代 岩手県立博物館

45 岩手県指定有形文化財 刀  銘  奥州舞草友長 一振 室町 時代 岩手県立博物館

46 岩手県指定有形文化財 短刀  銘 奥州津住森宗 一振 岩手県立博物館

47 岩手県指定有形文化財 脇指  銘 手柄山甲斐守正繁 一振 江戸 時代 岩手県立博物館

48 岩手県指定有形文化財 銀装衛府太刀拵 一腰 江戸 時代 後期 岩手県立博物館

49 岩手県指定有形文化財 雉子尾雌雄御太刀 二腰 江戸 時代 初期 もりおか歴史文化館

50 御刀剣御鎗御鉄砲御判帳 一冊 もりおか歴史文化館

刀装具の世界

異形の美
～「変わり兜」の世界

～
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刀工の業
～助真を中心に～

コーナー

刀工の業
～郷土の刀を中心に
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かぶとの誕生

よろいの移り変わり

盛岡藩のよろい

武将が愛したよろい

古文書にみる
よろい・かぶと

備考

室町時代末～桃山時代

明治三年(1870)
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