
種類１
(大項目)

種類２
（小項目）

正式名称 出土場所 展示・所蔵施設 ３Ｄ

10-A- 1 人物埴輪 女子埴輪 人物埴輪頭部 古海松塚古墳群11号墳 大泉町文化むら

10-A- 2 人物埴輪 女子埴輪 椅子に座り坏を捧げる巫女 塚廻り古墳群第3号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 3 人物埴輪 女子埴輪 大刀を持つ巫女 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 4 人物埴輪 女子埴輪 坏を片手に捧げ持つ女子 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館

10-A- 5 人物埴輪 女子埴輪 坏を片手に捧げ持つ女子２ 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 6 人物埴輪 女子埴輪 坏をささげる女子 上芝古墳 東京国立博物館

10-A- 7 人物埴輪 女子埴輪 埴輪女子立像 伊勢崎市豊城町 東京国立博物館

10-A- 8 人物埴輪 女子埴輪 三人童女 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 9 人物埴輪 女子埴輪 正座し祭具を捧げる巫女 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 10 人物埴輪 女子埴輪 女子像埴輪 天神二子古墳 館林市第一資料館

10-A- 11 人物埴輪 女子埴輪 双耳坏を捧げ持つ女 坂下（町）古墳群 渋川市立古巻小学校

10-A- 12 人物埴輪 女子埴輪 右手に呪具をもつ女子 多田山古墳群4号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-A- 13 人物埴輪 女子埴輪 坏を捧げる女子 多田山古墳群4号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 14 人物埴輪 女子埴輪 巫女（坏を捧げる女性） 多田山古墳群9号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 15 人物埴輪 女子埴輪 左手を挙げる巫女 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館

10-A- 16 人物埴輪 女子埴輪 人物埴輪 高林西原古墳群8号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 17 人物埴輪 女子埴輪 埴輪　椅子に腰かける巫女 大泉町古海 東京国立博物館

10-A- 18 人物埴輪 女子埴輪 巫女 世良田諏訪下遺跡第30号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 19 人物埴輪 女子埴輪 祭具を持ち右手を上げる巫女 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 20 人物埴輪 女子埴輪 祭具を持ち左手を上げる巫女 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 21 人物埴輪 女子埴輪 島田髷の女子 瀧1号古墳 安中市学習の森ふるさと学習館

10-A- 22 人物埴輪 女子埴輪 人物埴輪 神田・三本木古墳群 藤岡歴史館

10-A- 23 人物埴輪 女子埴輪 人物埴輪 神田・三本木古墳群 藤岡歴史館

10-A- 24 人物埴輪 女子埴輪 皮袋を捧げる巫女 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 25 人物埴輪 女子埴輪 襷がけの女子 富岡5号古墳 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館 

10-A- 26 人物埴輪 女子埴輪 女子 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 27 人物埴輪 女子埴輪 盛装する女子 石山南古墳群 群馬大学共同教育学部 ○

10-A- 28 人物埴輪 女子埴輪 女子 伊勢山遺跡4号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-A- 29 人物埴輪 女子埴輪 女子像（巫女）埴輪 渕ノ上古墳 館林市第一資料館

10-A- 30 人物埴輪 武人埴輪 武人埴輪 上芝古墳 東京国立博物館

10-A- 31 人物埴輪 武人埴輪 武装男子埴輪 高塚古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 32 人物埴輪 武人埴輪 埴輪武装男子立像 太田市飯塚町 東京国立博物館

10-A- 33 人物埴輪 武人埴輪 埴輪武装男子立像 太田市世良田町 天理大学附属天理参考館

10-A- 34 人物埴輪 武人埴輪 埴輪武装男子立像 太田市成塚町 相川考古館

10-A- 35 人物埴輪 武人埴輪 挂甲武人 伊勢崎市安堀町 国立歴史民俗博物館

10-A- 36 人物埴輪 武人埴輪 甲冑をまとう武人 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 37 人物埴輪 貴人埴輪 あぐらをかく王 保渡田Ⅶ遺跡 かみつけの里博物館

10-A- 38 人物埴輪 貴人埴輪 胡座を組み冠をかぶる男 高崎市八幡原町 天理大学附属天理参考館

10-A- 39 人物埴輪 貴人埴輪 冠をかぶる男子 八幡塚古墳 かみつけの里博物館

10-A- 40 人物埴輪 貴人埴輪 椅子に座り帽子をかぶる男 塚廻り古墳群第3号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 41 人物埴輪 貴人埴輪 ひざまづく男 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 42 人物埴輪 貴人埴輪 椅子に座る男 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 43 人物埴輪 貴人埴輪 王冠を被る男 世良田諏訪下遺跡第30号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 44 人物埴輪 貴人埴輪 男子埴輪 富岡5号古墳 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館 

10-A- 45 人物埴輪 貴人埴輪 埴輪男子立像 伊勢崎市豊城町 相川考古館

10-A- 46 人物埴輪 貴人埴輪 帽子をかぶる男子 玉村町八幡原 玉村町歴史資料館

10-A- 47 人物埴輪 貴人埴輪 長手出土の人物埴輪 太田市鳥之郷町 國學院大學博物館

10-A- 48 人物埴輪 貴人埴輪 胡座を組み合掌する男 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 49 人物埴輪 貴人埴輪 両手を腰にあてる振り分け髪の男 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 50 人物埴輪 貴人埴輪 正装男子 四ツ塚古墳 東京国立博物館

10-A- 51 人物埴輪 武人埴輪 埴輪武人頭部 観音山古墳 東京国立博物館

10-A- 52 人物埴輪 武人埴輪 挂甲武人 後閑3号墳 安中市学習の森ふるさと学習館 ○

10-A- 53 人物埴輪 武人埴輪 挂甲に身をかためる男子 伊勢崎市赤堀町 東北歴史博物館

10-A- 54 人物埴輪 貴人埴輪 捧げ持つ男 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館

10-A- 55 人物埴輪 貴人埴輪 大刀を持ち帽子をかぶる男 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 56 人物埴輪 貴人埴輪 祭具を持ち右手を上げる男 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 57 人物埴輪 貴人埴輪 広帯男子像（冠をかぶる正装の男子） 伝大泉町 相川考古館
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10-A- 58 人物埴輪 貴人埴輪 人物埴輪 神田・三本木古墳群 藤岡歴史館

10-A- 59 人物埴輪 貴人埴輪 人物埴輪 和田山天神前遺跡４号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 60 人物埴輪 貴人埴輪 帽子をかぶる男子 中原1号古墳 高崎市教育委員会

10-A- 61 人物埴輪 貴人埴輪 盛装男子埴輪 伝群馬県 奈良国立博物館

10-A- 62 人物埴輪 貴人埴輪 男子埴輪 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 63 人物埴輪 貴人埴輪 鈴付きの帽子をかぶる正装の男子 藤岡市白石 東京国立博物館

10-A- 64 人物埴輪 貴人埴輪 伝市場出土の人物埴輪 太田市市場町 個人蔵

10-A- 65 人物埴輪 農夫埴輪 埴輪男子農夫象 太田市脇屋町 京都国立博物館

10-A- 66 人物埴輪 農夫埴輪 鍬を担ぐ農夫 赤堀村104号墳 東京国立博物館

10-A- 67 人物埴輪 農夫埴輪 帽子をかぶり鍬をかつぐ農夫 オクマン山古墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 68 人物埴輪 その他人物埴輪 菅笠をかぶる男子 多田山古墳群4号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 69 人物埴輪 その他人物埴輪 馬子（左腕を差し上げる男子） 多田山古墳群6号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 70 人物埴輪 その他人物埴輪 馬子１ 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-A- 71 人物埴輪 その他人物埴輪 馬子２ 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館

10-A- 72 人物埴輪 その他人物埴輪 馬子 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 73 人物埴輪 その他人物埴輪 馬子 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館

10-A- 74 人物埴輪 その他人物埴輪 馬引き 中原1号古墳 高崎市教育委員会

10-A- 75 人物埴輪 その他人物埴輪 男 雷電神社跡古墳 大林寺

10-A- 76 人物埴輪 その他人物埴輪 男 雷電神社跡古墳 大林寺

10-A- 77 人物埴輪 その他人物埴輪 男 雷電神社跡古墳 大林寺

10-A- 78 人物埴輪 その他人物埴輪 男 雷電神社跡古墳 大林寺

10-A- 79 人物埴輪 その他人物埴輪 馬引き 小泉大塚越3号古墳 玉村町歴史資料館

10-A- 80 人物埴輪 盾持ち人埴輪 盾持ち人埴輪 八幡塚古墳 かみつけの里博物館 ○

10-A- 81 人物埴輪 盾持ち人埴輪 盾持人埴輪 中二子古墳 大室はにわ館

10-A- 82 人物埴輪 盾持ち人埴輪 埴輪盾持人 若水塚古墳 東京国立博物館

10-A- 83 人物埴輪 盾持ち人埴輪 盾持ち人 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館

10-A- 84 人物埴輪 盾持ち人埴輪 山名原口Ⅱ遺跡出土歯のある埴輪 山名原口Ⅱ遺跡1号古墳 高崎市観音塚考古資料館

10-A- 85 人物埴輪 盾持ち人埴輪 盾持ち人埴輪 八幡塚古墳 かみつけの里博物館

10-A- 86 人物埴輪 盾持ち人埴輪 盾持ち人 塚廻り古墳群第1号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-A- 87 人物埴輪 盾持ち人埴輪 盾持ち人埴輪 太子塚古墳 かみつけの里博物館 ○

10-A- 88 人物埴輪 盾持ち人埴輪 盾持ち人 小泉大塚越3号古墳 玉村町歴史資料館

10-A- 89 人物埴輪 その他人物埴輪 狩人形埴輪 保渡田Ⅶ遺跡 かみつけの里博物館

10-A- 90 人物埴輪 その他人物埴輪 埴輪鷹狩男子像 伊勢崎市境上武士 大和文華館

10-A- 91 人物埴輪 その他人物埴輪 オクマン山古墳出土の埴輪鷹匠 オクマン山古墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 92 人物埴輪 その他人物埴輪 琴をひく男子 太子塚古墳 かみつけの里博物館 ○

10-A- 93 人物埴輪 その他人物埴輪 弾琴男子像 前橋市朝倉町 相川考古館

10-A- 94 人物埴輪 その他人物埴輪 琴を弾く男子 世良田諏訪下遺跡第30号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-A- 95 人物埴輪 その他人物埴輪 踊る男子像 前橋市五代町 前橋市立芳賀小学校

10-A- 96 人物埴輪 その他人物埴輪 踊る男子 伝群馬県 埼玉県立さきたま史跡の博物館

10-A- 97 人物埴輪 その他人物埴輪 力士形埴輪 保渡田Ⅶ遺跡 かみつけの里博物館

10-A- 98 人物埴輪 その他人物埴輪 力士形埴輪 芝宮古墳群79号古墳 富岡市郷土館

10-A- 99 人物埴輪 その他人物埴輪 靫を背負った男子 今井神社古墳郡２号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-A- 100 人物埴輪 その他人物埴輪 笑う埴輪 下毛田遺跡 藤岡歴史館 ○

10-B- 101 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 古海松塚古墳群11号墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-B- 102 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪（ぐんまちゃん埴輪） 白藤V-4号墳 前橋市粕川歴史民俗資料館 ○

10-B- 103 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 白藤P-6号墳 前橋市粕川歴史民俗資料館 ○

10-B- 104 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 多田山古墳群4号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-B- 105 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 津久田甲子塚古墳 渋川市赤城歴史資料館 ○

10-B- 106 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-B- 107 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪２ 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館

10-B- 108 動物埴輪 馬形埴輪 高林西原古墳群出土の埴輪人が乗る裸馬 高林西原古墳群 群馬県立がんセンター

10-B- 109 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 釜ノ口遺跡4号墳 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館

10-B- 110 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 蛇塚古墳 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館 ○

10-B- 111 動物埴輪 馬形埴輪 人が乗る馬形埴輪 雷電神社跡古墳 大林寺

10-B- 112 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 中原1号古墳 高崎市教育委員会

10-B- 113 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪頭部 保渡田Ⅶ遺跡 かみつけの里博物館

10-B- 114 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 後閑3号墳 安中市学習の森ふるさと学習館

10-B- 115 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 世良田諏訪下遺跡第23号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-B- 116 動物埴輪 馬形埴輪 飾り馬 太子塚古墳 かみつけの里博物館 ○

10-B- 117 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 安坪Ⅲ遺跡6号古墳 高崎市教育委員会

10-B- 118 動物埴輪 馬形埴輪 西長岡東山古墳群出土の埴輪飾り馬 西長岡東山古墳群 強戸小学校

10-B- 119 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-B- 120 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-B- 121 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 内堀M-4号墳 前橋市教育委員会



10-B- 122 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-B- 123 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-B- 124 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 多田山古墳群2号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-B- 125 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 雷電神社跡古墳 大林寺

10-B- 126 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 雷電神社跡古墳 大林寺

10-B- 127 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 雷電神社跡古墳 大林寺

10-B- 128 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 蛇塚古墳 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館

10-B- 129 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 石山南古墳群 群馬大学共同教育学部 ○

10-B- 130 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 成塚石橋遺跡2号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-B- 131 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 上栗須寺前遺跡6号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-B- 132 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 オトカ塚古墳 玉村町歴史資料館

10-B- 133 動物埴輪 馬形埴輪 騎馬人物埴輪 伝群馬県 四天王寺宝物館

10-B- 134 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 伝群馬県 群馬県立歴史博物館 ○

10-B- 135 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 小泉長塚1号古墳 玉村町歴史資料館

10-B- 136 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 大道西遺跡 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-B- 137 動物埴輪 鳥形埴輪 鶏形埴輪 浅田3号墳 渋川市埋蔵文化財センター

10-B- 138 動物埴輪 鳥形埴輪 鶏形埴輪 上武士天神山古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-B- 139 動物埴輪 鳥形埴輪 水鳥形埴輪 太田天神山古墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-B- 140 動物埴輪 鳥形埴輪 鵜形埴輪 八幡塚古墳 かみつけの里博物館

10-B- 141 動物埴輪 その他動物埴輪 埴輪猪 上武士天神山古墳 東京国立博物館

10-B- 142 動物埴輪 その他動物埴輪 埴輪犬 上武士天神山古墳 東京国立博物館

10-B- 143 動物埴輪 その他動物埴輪 猪形埴輪 保渡田Ⅶ遺跡 かみつけの里博物館 ○

10-B- 144 動物埴輪 その他動物埴輪 犬形埴輪 保渡田Ⅶ遺跡 かみつけの里博物館 ○

10-B- 145 動物埴輪 その他動物埴輪 鹿形埴輪 太子塚古墳 かみつけの里博物館 ○

10-B- 146 動物埴輪 その他動物埴輪 熊形埴輪 白石古墳群 藤岡歴史館

10-C- 147 家形埴輪 ー 埴輪切妻家 赤堀茶臼山古墳 東京国立博物館

10-C- 148 家形埴輪 ー 埴輪囲形 赤堀茶臼山古墳 東京国立博物館

10-C- 149 家形埴輪 ー 家形埴輪 釜ノ口遺跡 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館 ○

10-C- 150 家形埴輪 ー 家形埴輪 三峰神社裏遺跡M-1号墳 みなかみ町月夜野郷土歴史資料館

10-C- 151 家形埴輪 ー 家形埴輪 中原1号古墳 高崎市教育委員会

10-C- 152 家形埴輪 ー 家形埴輪 平井地区1号古墳 藤岡歴史館 ○

10-C- 153 家形埴輪 ー 高床寄棟造の家形埴輪 白石稲荷山古墳 東京国立博物館

10-C- 154 家形埴輪 ー 切妻造の家形埴輪１ 白石稲荷山古墳 東京国立博物館

10-C- 155 家形埴輪 ー 切妻造の家形埴輪２ 白石稲荷山古墳 東京国立博物館

10-C- 156 家形埴輪 ー 寄棟造の家形埴輪 世良田諏訪下遺跡第3号墳 太田市立新田荘歴史資料館

10-C- 157 家形埴輪 ー 入母屋造の家形埴輪 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館

10-C- 158 家形埴輪 ー 家形埴輪 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-C- 159 家形埴輪 ー 家形埴輪 深津三ヶ尻古墳 前橋市粕川歴史民俗資料館

10-D- 160 器財埴輪 ー 器台形埴輪 下郷天神塚古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-D- 161 器財埴輪 ー 埴輪　椅子 赤堀茶臼山古墳 東京国立博物館

10-D- 162 器財埴輪 ー 埴輪高坏 赤堀茶臼山古墳 東京国立博物館

10-D- 163 器財埴輪 ー 石見型埴輪 前二子古墳 大室はにわ館

10-D- 164 器財埴輪 ー 埴輪翳 伊勢崎市豊城町 東京国立博物館

10-D- 165 器財埴輪 ー 帽子形埴輪 波志江今宮遺跡7号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館） ○

10-D- 166 器財埴輪 ー 甲冑形埴輪 八幡塚古墳 かみつけの里博物館

10-D- 167 器財埴輪 ー 盾形埴輪 塚廻り古墳群第3号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-D- 168 器財埴輪 ー 盾形埴輪 国土古墳 大間々博物館（コノドント館）

10-D- 169 器財埴輪 ー 鞆形埴輪 高山遺跡1号墳 伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館 ○

10-D- 170 器財埴輪 ー 埴輪靫 伊勢崎市豊城町 東京国立博物館

10-D- 171 器財埴輪 ー 靫形埴輪 萩原塚古墳 藤岡歴史館 ○

10-D- 172 器財埴輪 ー 大刀形埴輪 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館 ○

10-D- 173 器財埴輪 ー 大刀形埴輪 中原1号古墳 高崎市教育委員会

10-D- 174 器財埴輪 ー 大刀形埴輪 平井地区1号古墳 藤岡歴史館 ○

10-D- 175 器財埴輪 ー 翳形埴輪 中原1号古墳 高崎市教育委員会

10-D- 176 器財埴輪 ー 盾形埴輪 簗瀬二子塚古墳 安中市学習の森ふるさと学習館

10-D- 177 器財埴輪 ー 盾形埴輪 太田市強戸町 太田市立高山彦九郎記念館

10-D- 178 器財埴輪 ー 盾形埴輪 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-D- 179 器財埴輪 ー 埴輪鞆 恵下古墳 東京国立博物館

10-D- 180 器財埴輪 ー 鞆形埴輪 西長岡東山古墳群 太田市立高山彦九郎記念館

10-D- 181 器財埴輪 ー 鞆形埴輪 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-D- 182 器財埴輪 ー 鞆形埴輪 波志江今宮遺跡7号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-D- 183 器財埴輪 ー 靫形埴輪 中原1号古墳 高崎市教育委員会

10-D- 184 器財埴輪 ー 靫形埴輪 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-D- 185 器財埴輪 ー 靫形埴輪 富岡5号古墳 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館 



10-D- 186 器財埴輪 ー 靫形埴輪 駒形神社埴輪窯跡 太田市教育委員会

10-D- 187 器財埴輪 ー 盾形埴輪 駒形神社埴輪窯跡 太田市教育委員会

10-D- 188 器財埴輪 ー 大刀形埴輪２ 塚廻り古墳群第4号古墳 群馬県立歴史博物館

10-D- 189 器財埴輪 ー 大刀形埴輪 神保下條2号古墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

10-D- 190 器財埴輪 ー 短甲形埴輪 白石稲荷山古墳 東京国立博物館

10-D- 191 器財埴輪 ー 弓形埴輪 高塚古墳 群馬県立歴史博物館

10-D- 192 器財埴輪 ー 蓋形埴輪 芝宮古墳群79号古墳 富岡市郷土館

10-D- 193 器財埴輪 ー 帽子形埴輪 綿貫観音山古墳 群馬県立歴史博物館

10-E- 194 円筒埴輪 ー 7条突帯普通円筒埴輪 七輿山古墳 藤岡歴史館

10-E- 195 円筒埴輪 ー 人面付円筒埴輪 小泉大塚越7号古墳 玉村町歴史資料館

10-E- 196 円筒埴輪 ー 人面付円筒埴輪 中二子古墳 大室はにわ館

10-E- 197 円筒埴輪 ー 小像付円筒埴輪 後二子古墳 前橋市教育委員会

10-E- 198 円筒埴輪 ー 円筒埴輪 富沢24号墳 太田市教育委員会

10-E- 199 円筒埴輪 ー 埴輪棺 亀山京塚古墳 太田市教育委員会

10-E- 200 円筒埴輪 ー 円筒埴輪 少林山台3号墳 群馬県埋蔵文化財調査センター（発掘情報館）

04-C- 201 家形埴輪 ー 埴輪家残闕 経の塚古墳 東北大学

04-D- 202 器財埴輪 ー 埴輪甲 経の塚古墳 東北大学

04-E- 203 円筒埴輪 ー 埴輪円筒 経の塚古墳 東北大学

07-A- 204 人物埴輪 貴人埴輪 埴輪男子胡坐像 福島県いわき市 いわき市考古資料館（複製品）

08-A- 205 人物埴輪 貴人埴輪 埴輪男子立像 結城郡八千代町 大和文華館

08-A- 206 人物埴輪 貴人埴輪 埴輪男子跪坐像 鹿島郡鉾田町 東京大学総合研究博物館

08-B- 207 動物埴輪 その他動物埴輪 埴輪猿 大日塚古墳 東京国立博物館

09-A- 208 人物埴輪 女子埴輪 埴輪女子像 栃木県宇都宮市雀宮町 東京大学総合研究博物館

09-D- 209 器財埴輪 ー 機織形埴輪 甲塚古墳 しもつけ風土記の丘資料館

10-A- 210 家形埴輪 ー 家形埴輪 舞台１号墳 群馬県立歴史博物館

11-A- 211 人物埴輪 貴人埴輪 筒袖の男子埴輪 酒巻14号墳 行田市郷土博物館

11-A- 212 人物埴輪 その他人物埴輪 力士の男子埴輪 酒巻14号墳 行田市郷土博物館

11-A- 213 人物埴輪 武人埴輪 短甲の武人 中条古墳群 東京国立博物館

11-A- 214 人物埴輪 女子埴輪 埴輪女子像 埼玉県本庄市 早稲田大学會津八一記念博物館

11-A- 215 人物埴輪 貴人埴輪 貴人埴輪２ 生出塚埴輪窯 クレアこうのす

11-B- 216 動物埴輪 馬形埴輪 旗を立てた馬形埴輪 酒巻14号墳 行田市郷土博物館

11-B- 217 動物埴輪 馬形埴輪 馬形埴輪 中条古墳群 東京国立博物館

11-B- 218 動物埴輪 鳥形埴輪 水かきを表現する白鳥 生出塚埴輪窯 クレアこうのす

12-A- 219 人物埴輪 武人埴輪 豊かなひげの男 姫塚古墳 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

12-A- 220 人物埴輪 女子埴輪 二重の首飾りの女 姫塚古墳 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

12-A- 221 人物埴輪 その他人物埴輪 腰に鎌を下げている男 姫塚古墳 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

12-B- 222 動物埴輪 その他動物埴輪 ムササビ形埴輪 南羽鳥正福寺１号墳 成田市下総歴史民俗資料館

17-A- 223 人物埴輪 その他人物埴輪 騎乗する従臣 矢田野エジリ古墳 小松市埋蔵文化財センター

17-A- 224 人物埴輪 女子埴輪 襷掛け袈裟衣の女子 矢田野エジリ古墳 小松市埋蔵文化財センター

17-A- 225 人物埴輪 女子埴輪 刀子を佩びる人 矢田野エジリ古墳 小松市埋蔵文化財センター

24-D- 226 器財埴輪 ー 船形埴輪 宝塚1号墳 松阪市教育委員会

27-B- 227 動物埴輪 鳥形埴輪 埴輪水鳥 津堂城山古墳 藤井寺市生涯学習センター

27-C- 228 家形埴輪 ー 家形埴輪 美園古墳 大阪府立近つ飛鳥博物館

27-D- 229 器財埴輪 ー 船形埴輪 高廻り２号墳 大阪歴史博物館　

27-D- 230 器財埴輪 ー 甲冑形埴輪 高廻り１号墳 大阪歴史博物館

27-D- 231 器財埴輪 ー 靫形埴輪 萱振１号墳 大阪府立近つ飛鳥博物館

27-E- 232 円筒埴輪 ー 壺形埴輪 美園古墳 大阪府立近つ飛鳥博物館

28-B- 233 動物埴輪 鳥形埴輪 水鳥形埴輪 池田古墳 兵庫県立考古博物館

28-E- 234 円筒埴輪 ー 鰭付円筒埴輪 五色塚古墳 神戸市埋蔵文化財センター

29-B- 235 動物埴輪 その他動物埴輪 牛形埴輪 羽子田1号墳 唐古・鍵考古学ミュージアム

29-C- 236 家形埴輪 ー 埴輪家 奈良県桜井市外山 東京国立博物館

29-E- 237 円筒埴輪 ー 円筒埴輪残欠 東大寺山古墳 東京国立博物館

29-E- 238 円筒埴輪 ー 円筒埴輪 メスリ山古墳 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館　

30-A- 239 人物埴輪 その他人物埴輪 両面人物埴輪 大日山35号墳 和歌山県立紀伊風土記の丘

31-C- 240 家形埴輪 ー 家形埴輪 長瀬高浜遺跡 湯梨浜町羽合歴史民俗資料館

31-D- 241 器財埴輪 ー 蓋形埴輪 長瀬高浜遺跡 湯梨浜町羽合歴史民俗資料館

31-D- 242 器財埴輪 ー 甲冑形埴輪 長瀬高浜遺跡 湯梨浜町羽合歴史民俗資料館

32-B- 243 動物埴輪 その他動物埴輪 見返りの鹿埴輪 平所遺跡埴輪窯跡 島根県立八雲立つ風土記

45-C- 244 家形埴輪 ー 埴輪子持家 西都原古墳群 東京国立博物館

45-D- 245 器財埴輪 ー 埴輪船 西都原古墳群 東京国立博物館

　　　　　群馬県文化振興課


