
本目録は神奈川県立歴史博物館が主催し、2008年10月18日（土）から11月24日（月・祝）までを会期と
する「戦国大名北条氏とその文書 －文書が教えてくれるさまざまなこと－」の出品目録です。
指定記号は下記の通りです。
◎＝重要文化財
□＝県指定重要文化財
所蔵先が記してないものはすべて当館の所蔵になります。
番号に網掛けのある作品の展示期間は次のとおりです。49の展示期間は10/28（火）～10/31（金）4時ま
でとなります。
また、1・37・40・44・49については、11/6（木）～9（日）の間は複製、32については34の展示となり
ます。

No. 出品資料名 時代 文書群名 所蔵先
1◎北条早雲像 一幅 室町時代 早雲寺
2伊勢宗瑞（北条早雲）制札 一通 永正十五年二月三日 個人
3北条家制札 一通 大永四年四月十日 個人
4北条家朱印状 一通 大永五年十二月十四日 個人
5北条家伝馬手形 一通 （天正十七年）三月十五日 個人
6北条氏康書状 一通 （天文二三年ヵ）十月五日 北条家文書
7北条氏政書状 一通 （永禄九年）閏八月二九日 北条家文書
8北条氏直書状 一通 （天正十三年）正月十一日 北条家文書
9北条氏規掟書 一通 （天正八年ヵ）六月二六日 北条家文書

10徳川家康起請文 一通 (天正十年）十月二四日 北条家文書
11北条氏康判物 一通 天文十六年九月二一日 本光寺文書
12北条氏康判物 一通 天文十七年十二月二三日 本光寺文書
13北条氏康判物 一通 天文二十年七月二日 本光寺文書
14北条氏康判物 一通 永禄元年七月十二日 本光寺文書
15北条氏規朱印状 一通 （永禄九年）七月十二日 本光寺文書
16北条家朱印状 一通 天文十六年十月十二日 帰源院文書
17北条氏康判物 一通 天文十六年十一月二一日 帰源院文書
18北条氏繁書状 一通 元亀四年七月二六日 帰源院文書
19北条家朱印状 一通 （永禄四年）二月二八日 帰源院文書
20北条氏康感状 一通 （天文十六年）閏七月四日 桜井家文書
21北条家朱印状 一通 天正十四年七月二四日 桜井家文書
22北条家朱印状 一通 （天正十七年）六月朔日 桜井家文書
23北条家法度書 一通 （元亀四年）七月十六日 江梨鈴木家文書
24北条家朱印状 一通 （天正二年）七月十日 江梨鈴木家文書
25大道寺盛昌書状 一通 （年未詳）卯月二日 江梨鈴木家文書
26北条家朱印状 一通 天正十二年十二月十二日 帰源院文書
27北条氏政判物 一通 永禄九年七月二二日 帰源院文書
28足利義昭御内書 一通 （天正四年）六月十二日 北条家文書
29北条氏直書状 一通 （天正十三年）閏八月二八日本光寺文書
30北条家着到定書 一通 天正九年七月二四日 小田原市郷土文化館
31北条氏康書状 一通 （永禄十二年）三月十三日 小田原城天守閣
32□北条氏康像 一幅 室町時代 早雲寺
33北条氏康判物 一通 （弘治二年）辰八月十日 北条家文書
34北条氏康像 一幅 江戸時代
35北条時長像 一幅 室町時代後期 宝泉寺
36宝泉寺寺領図 一通 元亀三年四月十二日 宝泉寺
37北条氏政像 土佐光起筆 一幅 寛文十年頃 早雲寺
38北条氏政判物 一通 天正八年八月十九日 北条家文書
39軍配団扇 一扇 室町時代 東京国立博物館
40北条氏直像 土佐光起筆 一幅 寛文十年頃 早雲寺
41北条氏直一字書出 一通 天正十七年霜月十日 北条家文書
42北条家朱印状 一通 天正十二年十月四日 桜井家文書
43北条氏政感状 一通 永禄四年十一月二八日 桜井家文書
44□北条氏綱像 一幅 室町時代 早雲寺
45◎阿毘達磨大毘婆沙論 一冊 宋時代 称名寺（神奈川県立金沢文庫保管）
46経筒 一口 大永戊子（享禄元）年七月日 南八幡宮
47経筒 一口 大永戊子（享禄元）年七月日 個人



48法華経 七巻（もと八巻） 大永年間 個人
49□八臂弁才天坐像 一躯 鎌倉時代 江島神社
50北条氏康書状 一通 (天文十五年ヵ）卯月十七日 個人
51ほんしょうの局書状 一通 （元亀二年ヵ） 個人
52出陣次第 一冊 室町時代後期 国立歴史民俗博物館
53鉄黒漆塗四十八間筋兜鉢 一頭 室町時代
54白鷹図 一色直朝筆 一幅 室町時代 栃木県立博物館
55北条幻庵覚書 一巻 （永禄三年ヵ）十二月十六日 世田谷区立郷土資料館
56一節切 一管 室町時代 世田谷区立郷土資料館
57謡本「錦木」 一冊 室町時代 北条家文書
58伝北条氏政和歌短冊 室町時代 北条家文書
59伝北条氏直和歌短冊 室町時代 北条家文書
60北条氏政書状 一通 （天正十年ヵ）正月二三日 本光寺文書
61乙御前釜 一口 室町時代
62茶臼 一据 室町時代 小田原市教育委員会
63鉄釉天目茶碗 四口 室町時代 小田原市教育委員会
64高麗茶碗（井戸茶碗） 一口 朝鮮王朝時代 小田原市教育委員会
65建盞（破片） 宋時代 小田原市教育委員会
66鉄釉茶入 一口 室町時代 小田原市教育委員会
67飛鳥井雅綱書状案 一通 （大永五年ヵ）七月十六日 国立公文書館
68飛鳥井雅綱蹴鞠伝授書案 一枚 大永五年八月 国立公文書館
69飛鳥井雅書状案 一通 （天文十八年ヵ）十月十三日 国立公文書館
70豊臣秀吉書状 一通 （天正十八年）五月十四日
71徳川家康書状 一通 （天正十八）年六月七日 北条家文書
72小田原陣仕寄陣取図（複製） 一幅天正十八年五月
73北条氏直朱印状 一通 （天正十八年）七月十七日 桜井家文書
74豊臣秀吉朱印状 一通 （天正十九年）二月七日 北条家文書
75豊臣秀吉朱印状 一通 天正十九年八月九日 北条家文書
76北条家朱印状 一通 （天正十四年）十一月四日 桜井家文書
77北条家朱印状 一通 （天正十七年）十二月八日 桜井家文書
78結城秀康知行充行状 一通 慶長六年九月九日 個人
79松平忠直知行充行状 一通 元和二年八月二二日 個人
80我等はしりめくり之覚 一通 (年未詳)九月十九日 個人
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