
銘文・表 よみ 所蔵

銘文・裏 作者 備考

広重 ひろしげ 福生市郷土資料室

広重

長曽祢興正 おきまさ 福生市郷土資料室

興正

大和守安定 やすさだ 福生市郷土資料室

安定

武州住安儀 やすよし 福生市郷土資料室

安儀

武蔵大掾左近是一 これかず 板橋区立郷土資料館

是一

河上左近大掾藤原是一 これかず 福生市郷土資料室

延宝九辛酉季八月吉日 是一

武蔵大掾是一 これかず 福生市郷土資料室

是一

近江守法城寺橘正弘 まさひろ 板橋区立郷土資料館

正弘

（菊紋）山城守藤原国次 くにつぐ 板橋区立郷土資料館

国次

藤田近江守藤原継平 つぐひら 板橋区立郷土資料館

継平

正秀 まさひで 板橋区立郷土資料館

電光 正秀

水心子正秀（花押） まさひで 板橋区立郷土資料館

享和二年八月日 正秀

荘司筑前大慶直胤（花押） なおたね 板橋区立郷土資料館

文政十三年仲秋 直胤

氷心子秀世入道 ひでよ 板橋区立郷土資料館

秀世

古山陸奥介弘元　天保八年二月日 ひろもと 福生市郷土資料室

應渡邉如信需　潔斎具官儀以火鍛之 弘元

備前介宗次 むねつぐ 板橋区立郷土資料館

嘉永七年二月日 宗次

備前介藤原宗次 むねつぐ 板橋区立郷土資料館

元治元年十一月日 宗次

藤原国吉造 くによし 板橋区立郷土資料館

国吉

奥州白川家臣手柄山正繁 まさしげ 上里町立郷土資料館

正繁 上里町指定有形文化財

於講武所煨鍛炭素 なかすけカ 福生市郷土資料室

安政己未　矢口中輔 中輔

藤原是一精鍛 これかず 福生市郷土資料室

文久三年二月日 是一

山城大掾藤原国次 くにつぐ 板橋区立郷土資料館

寛永拾八年八月吉 国次

山城大掾藤原国次 くにつぐ 上里町立郷土資料館

国次 上里町指定有形文化財

以南蛮鉄於武州江戸 つぐなが 板橋区立郷土資料館

越前下坂継永作之 継永

近江守藤原継広 つぐひろ 板橋区立郷土資料館

越前住下坂 継広

越前国下坂継広 つぐひろ 板橋区立郷土資料館

継広

越前国兼則 かねのり 横浜市歴史博物館

兼則

播磨大掾藤原重高 しげたか 横浜市歴史博物館

越前住 重高

下坂貞重 さだしげ 上里町立郷土資料館

貞重 上里町指定有形文化財

栗原信秀造 のぶひで 板橋区立郷土資料館

安政五年十一月日 信秀

栗原筑前守信秀 のぶひで 板橋区立郷土資料館

明治二年八月日 信秀

定利 さだとし 上里町立郷土資料館

定利 上里町指定有形文化財

平安城石道助房 すけふさ 板橋区立郷土資料館

於武江作之 助房

室町 40.0 1.4 2645 2502 前期

国名種別№

1 脇差 武蔵

展示期間赤羽刀管理番号官報番号反り(cm)刃長(cm)時代

126 103 前期

3 刀 武蔵 江戸前期 69.5 1.0 3304

2 脇差 武蔵 江戸前期 48.2 1.1

3163 後期

4 脇差 武蔵 江戸前期 51.8 0.2 3450 3191 後期

5 脇差 武蔵 江戸 47.0 0.8 1290 1205 通期

1295 4254 前期

7 脇差 武蔵 江戸中期 51.4 1.5 1293

6 脇差 武蔵 延宝9年（1681） 55.2 2.2

1209 後期

8 脇差 武蔵 江戸 58.3 1.6 2992 2830 前期

9 脇差 越前・武蔵 江戸 57.6 0.9 1105 8001 後期

2064 1948 前期

11 脇差 武蔵 江戸末期 39.4 0.5 2941

10 刀 武蔵・越前 江戸後期 69.4 1.0

2819 通期

武蔵 後期4253

17 刀

16 脇差

2613 2464 通期14 脇差 武蔵 江戸末期 53.2 1.2

武蔵 嘉永7年（1854） 37.7 0.4 3122 2995 後期

武蔵

20 短刀

1272 858 前期18 脇差 武蔵 江戸末期 46.9 1.0

武蔵 安政6年（1859） 27.0 ー 3902 1745 前期

24 脇差 越前 江戸 50.9 0.4 2060 1945 前期

25 刀 越前 江戸 66.9 1.1 2068 1953 前期

2074 1959 後期26 刀 越前 江戸 68.2 1.0

28 脇差 越前 江戸 31.4 0.2 1474 4270 後期

32 太刀

2445 2291 前期30 槍 越後 安政5年（1858） 15.9 ー

426313472.970.9鎌倉山城 後期

12 脇差 武蔵 享和2年（1802） 46.2 1.0 2944 8115 通期

武蔵 文政13年（1830） 38.3 0.8 2268 4531 通期

15 刀 武蔵 天保8年（1837） 67.0 2.2 2710 2555 後期

13 脇差

3116 2990 前期

19 刀 播磨・武蔵 江戸後期 65.8 0.5 2810 2706 後期

元治元年（1864） 70.7 1.4

12881.267.8

薙刀23 後期423611082.740.8江戸越前

1103 4233 通期22 脇差 越前 寛永18年（1641） 47.1 1.1

21 刀 文久3年（1863）

脇差27 4075471.038.2江戸越前 前期

13941324ー18.2江戸越前 後期

刀31 229424431.358.5明治2年（1869）越後 後期

29 槍

64.3江戸山城 前期33 刀 146617632.2

開館50周年記念特別展「接収刀剣ー板橋に集いし赤羽刀ー」展示リスト

展示期間　通期：10月8日（土）～12月11日（日）　　前期：10月8日（土）～11月6日（日）　後期：11月8日（土）～12月11日（日）



大和守源広信 ひろのぶ 横浜市歴史博物館

以南蛮鉄造之 広信

兼常 かねつね 上里町立郷土資料館

兼常 上里町指定有形文化財

兼涌 かねわく 横浜市歴史博物館

兼涌

近江大掾藤原忠広 ただひろ 上里町立郷土資料館

忠広 上里町指定有形文化財

近江大掾藤原忠広 ただひろ 横浜市歴史博物館

忠広

備州長船則光 のりみつ 横浜市歴史博物館

宝徳元年八月日 則光

祐定作之 すけさだ 横浜市歴史博物館

祐定

備州長船祐定作 すけさだ 横浜市歴史博物館

天正四年二月日 祐定

奥州住兼定 かねさだ 会津若松市

兼定

近江大掾兼定 かねさだ 会津若松市

天保十二年三月二日於西河原
大脇毛落切手長坂勝安

兼定

兼定作 かねさだ 会津若松市

兼定

和泉守兼定 かねさだ 会津若松市

元治元年子八月於皇都作
小池信政所持

兼定

安儀 やすよし 福生市郷土資料室

安儀 未研磨

萬歳　継秀造 つぐひで 福生市郷土資料室

天明三卯年春吉日 継秀 未研磨

江府住戸崎金四郎義明 よしあき 福生市郷土資料室

慶応三年八月日 義明 未研磨

後期451 624ー室町末期 29.1美濃35 短刀

37 脇差

36 短刀

252534 刀 江戸 69.6 1.1 2686山城

美濃 1947920.330.2室町末期

41 刀

40 短刀

1816

39 脇差 宝徳元年（1449） 53.7 1.6 2535 2367

38 脇差 江戸 50.4 1.0 1918肥前

備前

1590

45 刀

44 脇差

58042 脇差 江戸前期 57.4 1.9 325陸奥

陸奥 5643131.037.8江戸末期

319246 脇差 江戸前期 52.8 1.2 3451武蔵 通期

通期195120610.436.9江戸後期武蔵

通期武蔵48 刀 江戸末期 70.0 1.4 3514 3362

脇差47

後期

前期

前期

肥前 180519080.853.4江戸 後期

28.3室町末期備前 ー 16431675 後期

後期

前期

前期

前期

陸奥 5963041.870.6元治元年（1864） 後期

16181.666.4天正4年（1576）備前 前期

刀43 陸奥 5862941.472.4江戸中期


