
展示資料リスト

1 真田家の歴史
資料名 年代 指定 数量

所蔵及び展示期間
(記述がないものは当館所蔵）

1 滋野世記 江戸時代 1式

2 陣鐘 弘治3年（1557） 1点

3 松尾古城跡絵図 19世紀後半 1点

4 北条氏直書状 （天正10年（1582))10月22日 1点 禰津家所蔵当館寄託

5 真田昌幸朱印状 天正13年（1585）6月21日 1点

6 豊臣秀吉朱印状 (天正14年(1586))11月21日 長野県宝 1点

7 卯の花の茶壷 戦国時代 1点

8 伝　真田信繁画像 江戸時代末期 1幅

9 真田信之書状 （慶長19年(1614))12月6日 1点

10 大坂陣図冬 江戸時代 1点

11 大坂御陣高名討死名面 江戸時代初期 長野県宝 1点

12 松代城下絵図 江戸時代 1点 個人蔵当館寄託

13 紺絲威二枚胴具足 江戸時代 1領

14 狩衣 明治2年（1869）正月 1点

15 御庭焼　香合 江戸時代後期 一括

16 寝殿造之図・武者之図 江戸時代後期 2幅1対

17 阿蘭陀軍艦図解考例 江戸時代末期 1巻

18 背負太鼓 江戸時代末期 2点

19 卒具足 江戸時代末期 1領

2
資料名 年代 指定 数量 所蔵及び展示期間

(記述がないものは当館所蔵）

20 御留守居日記 嘉永6年～7年（1853～1854） 4冊

21 地震で水に浸かった小豆 弘化4年（1847） 一括

22 地震で燃えた籾と俵の灰 弘化4年（1847） 一括

23 十六善神彫刻経筒　細字般若心経 嘉永3年（1850） 一括

24 唐獅子香炉 （江戸時代末期～明治時代） 1点

25 羽毛図巻 江戸時代 1巻

26 真田幸民所用便器 江戸時代末期～明治初期 1点

27 便筒 江戸時代後期～幕末 一括

28 花鳥図屏風 六曲一双 玉依比売命神社寄贈

29 筒守 1点

30 産着 3点

31 割羽織 江戸時代 1点

32 朝陽館漫筆　（肥後の大男部分） 江戸時代後期 一括

33 大空武左衛門画像 江戸時代後期 1点

34 薙刀 銘 於松代高田住正義作之 嘉永二年己酉二月日 嘉永2年(1849) 1振

35 脇差　銘 信濃國正行 窪田清音佩刀　天保癸巳歳秋八月 天保4年（1833） 1口

36 鼻紙台 江戸時代 1点

37 絵本武蔵鐙 天保7年(1836) 1点

38 徳川家康書状 (慶長5年(1600))7月24日 長野県宝 1点

39 徳川家康判物 慶長5年(1600)7月27日 長野県宝 1点

40 源氏かるた 江戸時代 一括

企画展「真田宝物館の推し活」

企画展「真田宝物館の 推し活」
【 前期：12月21日（水）～２月13日（月） 後期：２月15日（水）～４月10日（月）】

【 令和4年12月21日（水）～令和５年4月10日（月）】

【 令和5年2月15日（水）～令和5年4月10日（月）後期展示分】



3
資料名 年代 指定等 数量

所蔵及び展示期間
(記述がないものは当館所蔵）

41 道中絵図 江戸時代 １巻

42 茶弁当 江戸時代 １括

43 幣袋 江戸時代 1点

44 長柄傘 江戸時代 １点

45 茶弁当 江戸時代 １括

46 初雪日記 天保3年（1832） 1巻

47 香合 天保4年（1833） 1点

48 香合 江戸時代 １点

49 赤茶碗 江戸時代 1点

50 蠟色葵紋付棗 江戸時代 １点

51 手取釜・自在鉤・炉縁 江戸時代 3点

52 鎧直垂 江戸時代後期 １点

53 真田幸貫　四十歳寿像 文政13年（1830） １点

54 真田幸貫　四十四歳寿像 天保５年（1834） １点

55 寿像に添え置き　発願記 文政13年（1830）７月17日 1点

56 軍扇 江戸時代 １点

4 真田家の大名道具　２
資料名 年代 指定等 数量 所蔵及び展示期間

(記述がないものは当館所蔵）

57 小鼓 江戸時代 一式

58 掻巻 江戸時代後期 1点

59 京極物語 江戸時代 一式

60 料紙硯箱 江戸時代 1点

61 太刀　銘備前妹尾住守安作　元應二年□三月 元応2年（1320） 1口

62 将棋盤と陶器将棋駒 江戸時代 一式

63 星曼荼羅図 江戸時代後期 一幅

64 茶杓　銘「櫂の茶杓」 江戸時代後期 1式

65 楼閣図 江戸時代後期 1隻

真田家の大名道具　1


