
名称 ふりがな 時代 所蔵者

55 ●豊臣秀吉判物 とよとみひでよしはんもつ 天正14年(1586)9月10日 立花家史料館 立花文書

56 ●豊臣秀吉朱印状 とよとみひでよししゅいんじょう 天正15年(1587)6月20日 立花家史料館 立花文書

57 ●豊臣秀吉知行宛行状 とよとみひでよしちぎょうあてがいじょう 文禄4年(1595)12月1日 立花家史料館 立花文書

59 立花統虎城料預ヶ状 たちばなむねとらじょうりょうあずけじょう 天正15年(1587)8月14日 個人 米多比家文書

68 立花親成知行宛行状 たちばなちかなりちぎょうあてがいじょう 文禄5年(1596)4月28日 個人 米多比家文書

65 立花親成知行宛行状 たちばなちかなりちぎょうあてがいじょう 慶長4年(1599)5月2日ヵ 個人 十時(正道)家文書

60 立花親成知行宛行状 たちばなちかなりちぎょうあてがいじょう 慶長3年(1598)8月24日 柳川古文書館 隈部家文書

54 立花宗茂肖像 たちばなむねしげしょうぞう 承応3年(1654) 立花家史料館

58 唐物茶壺（呂宋壺） からものちゃつぼ（るそんつぼ） 明時代 立花家史料館

69 新田掃部軍役書上 にったかもんぐんえきかきあげ 天正19年(1591) 個人 佐田家文書

67 立花宗虎書状 たちばなむねとらしょじょう 文禄元年(1592)6月15日ヵ 個人 米多比家文書

66 立花宗虎感状 たちばなむねとらかんじょう 文禄2年(1593)2月3日 個人 田尻惟敏家文書

61 ●豊臣秀吉朱印状 とよとみひでよししゅいんじょう 文禄2年(1593)4月3日 立花家史料館 立花文書

70 軍神掛物 ぐんしんかけもの 桃山時代～江戸時代初期 立花家史料館

71 金箔押桃形兜【修復復元】 きんぱくおしももなりかぶと 桃山時代～江戸時代 立花家史料館

64 虎の歯 とらのは 桃山時代 個人 米多比家文書

62 火縄銃　銘 大虎・小虎 ひなわじゅう　めい　おおとら・ことら 桃山時代 個人 米多比家文書

63 火縄銃　銘 墨縄 ひなわじゅう　めい　すみなわ 江戸時代初期 立花家史料館

73 金白檀塗色々威壺袖 きんびゃくだんぬりいろいろおどしつぼそで 安土桃山時代 柳川古文書館

74 黒漆塗本小札藍韋威大袖
くろうるしぬりほんこざねあいがわおどし
おおそで

室町時代～桃山時代 立花家史料館

76 黒、金本小札色々威大袖
くろきんほんこざねいろいろおどし
おおそで

江戸時代初期～中期 立花家史料館

75 黒漆塗本小札紺糸威大袖
くろうるしぬりほんこざね
こんいとおどしおおそで

江戸時代中期 立花家史料館

77 黒漆塗本小札色々威大袖
くろうるしぬりほんこざね
いろいろおどしおおそで

江戸時代中期 立花家史料館

72
鉄黒漆塗碁石頭伊予礼縹糸素懸威
二枚胴具足

てつくろうるしぬりごいしがしらいよざね
はなだいとすがけおどしにまいどうぐそく

江戸時代初期 柳川古文書館

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第４章　改易　４－１ 宗茂の「関ヶ原合戦」

78 立花親成軍忠一見状
たちばなちかなり
ぐんちゅういっけんじょう

江戸時代 福岡県 柳河藩政史料

90 覚 おぼえ 江戸時代 柳川古文書館 鶴田家文書

79 立斎公旧聞記　下 りっさいこうきゅうぶんき　げ 元禄2年(1689) 福岡県 柳河藩政史料

80 薦野家譜　六 こものかふ　ろく 宝永2年(1705) 福岡県 柳河藩政史料

81 浅川聞書　下 あさかわききがき　げ 寛永20年(1643)頃 福岡県 柳河藩政史料

82 立花尚政感状 たちばななおまさかんじょう 慶長5年(1600) 福岡県 小野文書中世

85 立花親成書状 たちばなちかなりしょじょう 慶長5年(1600)10月20日 個人 米多比家文書

83 立花親成書状 たちばなちかなりしょじょう 慶長5年(1600)10月25日 福岡県 小野文書中世

86 立花親成書状 たちばなちかなりしょじょう 慶長5年(1600)10月26日 個人 米多比家文書

87 加藤清正書状 かとうきよまさしょじょう 慶長6年(1601)10月29日 福岡県 小野文書

84 立花尚政書状 たちばななおまさしょじょう 慶長7年(1602)4月1日頃ヵ 柳川古文書館 鶴田家文書

88 伊予札縫延栗色革包仏丸胴具足
いよざねぬいのべくりいろかわつつみ
ほとけまるどうぐそく

桃山時代 立花家史料館

　【中央のぞきケース】　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第５章　　大名復帰の地、棚倉

104 脇指　銘 筑州柳川住鬼塚吉国
わきざし めい ちくしゅうやながわ
じゅうおにづかよしくに

江戸時代 柳川古文書館

105 脇指　銘 筑州住鬼塚吉国
わきざし めい ちくしゅうじゅう
おにづかよしくに

江戸時代 柳川古文書館

101 棚倉江相勤ル侍之覚 たなぐらへあいつとめるさむらいのおぼえ 享保21年(1736) 個人 十時(吉)家文書

102 立花俊正知行預ヶ状 たちばなとしまさちぎょうあずけじょう 慶長11年(1606)11月11日 個人 十時(強)家文書

103 立花俊正知行坪付 たちばなとしまさちぎょうつぼづけ 慶長12年(1607)5月25日 個人 十時(強)家文書

立花家史料館　全展示作品リスト　2017.12.4～2018.2.4　※●は重要文化財

図録
番号

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第３章　柳川城主となる　３－１ 宗茂と秀吉

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第３章　柳川城主となる　３－２ 朝鮮出兵

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第３章　柳川城主となる　３－３ 誉れの袖



　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第４章　改易　４－２ 浪牢生活　
名称 ふりがな 時代 所蔵者

91 ●日置流弓條々 へきりゅうゆみじょうじょう 慶長7年(1602)7月1日 立花家史料館 立花文書

94 金溜地塗籠弓 きんだみじぬりごめゆみ 江戸時代初期 立花家史料館

93 朱漆塗弓 しゅうるしぬりゆみ 江戸時代初期 立花家史料館

92 ●立花宗茂歩射図 たちばなむねしげほしゃず 天保11年(1840) 立花家史料館

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第４章　改易　４－３ 家臣たちの行方　

89 立花家旧記 たちばなけきゅうき 江戸時代 個人 米多比家文書

98 小野鎮幸ヵ書状 おのしげゆきかしょじょう 慶長11年(1606)10月28日ヵ 個人 佐田家文書

95 加藤清正知行宛行状 かとうきよまさちぎょうあてがいじょう 慶長11年(1606)11月8日 福岡県 小野文書

97 加藤清正知行宛行状 かとうきよまさちぎょうあてがいじょう 慶長13年(1608)8月26日 福岡県 柳河藩政史料

99 立花宗茂書状 たちばなむねしげしょじょう 慶長17年(1612)6月4日 個人 十時(正道)家文書

96 江戸幕府老中奉書写 えどばくふろうじゅうほうしょうつし 元和4年(1618)8月19日ヵ 個人 米多比家文書

100 ●立花尚政書状(写真パネル展示) たちばななおまさしょじょう 慶長6年(1601)7月16日ヵ 立花家史料館 立花文書

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第６章　　ふたたび柳川へ　６－１ 柳川十万九六四七石

106 柳川旧城図 やながわきゅうじょうず 大正3年(1914) 立花家史料館

109 立花宗茂書状 たちばなむねしげしょじょう 元和6年(1620)12月1日ヵ 福岡県 小野文書

110 立花宗茂書状 たちばなむねしげしょじょう 江戸時代初期 個人 谷田家文書

107 御領内絵図 ごりょうないえず 江戸時代初期 柳川古文書館 渡辺家史料

108 寛永六巳年侍帳 かんえいろくみどしさむらいちょう 寛永6年(1629) 個人 益子家文書

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第６章　　ふたたび柳川へ　６－２ 宗茂と将軍家

111 徳川家光領知判物 とくがわいえみつりょうちはんもつ 寛永11年(1634)8月4日 立花家史料館 立花文書

114 如意亭図 にょいていず 江戸時代後期 立花家史料館

112 世戸茶壺　銘 養老 せとちゃつぼ　めい ようろう 江戸時代初期 立花家史料館

113 貝香合 かいこうごう 江戸初期 立花家史料館

116 鑓 銘 濃州関住兼貞作
やり めい
のうしゅうせきじゅうかねさださく

天文6年(1537) 立花家史料館

115 鑓 銘 播州住政国作
やり めい
ばんしゅうじゅうまさくにさく

室町時代 立花家史料館

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第６章　　ふたたび柳川へ　６－３ 立斎宗茂 りっさいそうも

117 立花宗茂書状 たちばなむねしげしょじょう 寛永期 9月5日ヵ 柳川市 安東家文書

118 軍旗 ぐんき 江戸時代初期 立花家史料館

119 軍書 ぐんしょ 寛永13年(1636) 立花家史料館

120 木付帯刀・村尾主税助連署書状
きむらたてわき・むらおちからのすけ
れんしょしょじょう

寛永11年(1634)2月14日ヵ 立花家史料館

121 霊符 れいふ 寛永16年(1639) 立花家史料館

122 ●江戸幕府老中奉書 えどばくふろうじゅうほうしょ 寛永19年(1642)12月15日 立花家史料館 立花文書

123 碁石頭伊予札縫延丸胴具足
ごいしがしらいよざねぬいのべ
まるどうぐそく

江戸時代初期 立花家史料館

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第６章　　ふたたび柳川へ　６－４ 島原の乱

126 佐田三郎太夫覚書 さたさぶろうだゆうおぼえがき 江戸時代中期～後期 個人 佐田家文書

124 ●嶋原御陣図（写真パネル展示） しまばらごじんず 江戸時代初期(元禄期頃) 福岡県 柳河藩政史料

127 刀　無銘 伝清綱 かたな　むめい でんきよつな 室町時代 個人 安東家史料

125 鉄黒漆塗骨牌鉄繋畳具足
てつくろうるしぬりかるたがねつなぎたたみ
どうぐそく

江戸時代初期 立花家史料館

　特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」　第６章　　ふたたび柳川へ　６－５　柳川の武士たち

128
鉄黒漆塗碁石頭伊予札紺糸素懸威
二枚胴具足 佐田家伝来

てつくろうるしぬりごいしがしらいよざねこ
んいとすがけおどしにまいどうぐそく

江戸時代中期 個人

129
鉄黒漆塗碁石頭伊予札紺糸素懸威
二枚胴具足　十時家伝来

てつくろうるしぬりごいしがしらいよざね
こんいとすがけおどしにまいどうぐそく

江戸時代中期～後期 立花家史料館

130
鉄黒漆塗桶側五枚胴具足
米多比家伝来

てつくろうるしぬりおけがわ
ごまいどうぐそく

江戸時代後期 個人

131
鉄黒漆塗桶側二枚胴具足
由布家伝来

てつくろうるしぬりおけがわ
にまいどうぐそく

江戸時代末期 個人

特別
出陳

鉄黒漆塗縹糸素懸威最上胴具足
生家家伝来

てつくろうるしぬりはなだいと
すがけおどしもがみどうぐそく

江戸時代末期 個人




