
出品リスト

名称 点数 時代 遺跡など 所在地 所蔵者・管理者 備考

土偶 1縄文 元屋敷遺跡 朝日村 朝日村教育委員会

土偶 3縄文 アチヤ平遺跡 朝日村 朝日村教育委員会

土偶 4縄文 熊登遺跡 朝日村 朝日村教育委員会

土偶 35縄文 元屋敷遺跡 朝日村 朝日村教育委員会

人面付き土器 1縄文 元屋敷遺跡 朝日村 朝日村教育委員会

土偶 8縄文 高平遺跡 村上市 村上市教育委員会

土偶 2縄文 分谷地Ａ遺跡 胎内市（黒川） 胎内市教育委員会

土偶 2縄文 二軒茶屋遺跡 胎内市（中条） 胎内市教育委員会

土偶 3縄文 石田遺跡 新発田市 新発田市教育委員会

土偶 13縄文 村尻遺跡 新発田市 新発田市教育委員会

土偶 3縄文 中野遺跡 新発田市 新発田市教育委員会

土偶 1縄文 現明嶽遺跡 阿賀町（津川） 新潟県教育委員会

土偶 1縄文 原遺跡 阿賀町（津川） 阿賀町教育委員会

土偶 3縄文 キンカ杉遺跡 阿賀町（上川） 阿賀町教育委員会

土偶 1縄文 狐塚遺跡 阿賀町（上川） 阿賀町教育委員会

土偶 1縄文 ツベタ遺跡 阿賀野市（安田） 阿賀野市教育委員会

土偶 1縄文 藤堂遺跡 阿賀野市（安田） 阿賀野市教育委員会

土偶 2縄文 村杉遺跡 阿賀野市（笹神） 阿賀野市教育委員会

土偶 2縄文 大蔵遺跡 五泉市 五泉市教育委員会

土偶 1縄文 御井戸遺跡 新潟市（巻） 新潟市埋蔵文化財センター

土偶 1縄文 上ン原遺跡 新潟市（巻） 個人

土偶 1縄文 大沢遺跡 新潟市（巻） 新潟市埋蔵文化財センター

土偶 1縄文 大沢Ａ遺跡 新潟市（巻） 新潟市埋蔵文化財センター

土偶 1縄文 大平遺跡 新潟市（巻） 新潟市埋蔵文化財センター

土偶 1縄文 大沢遺跡 新潟市（巻） 新潟大学旭町学術資料展示館

土偶 1縄文 原遺跡 新潟市（新津） 新潟市埋蔵文化財センター

土偶 2縄文 平遺跡 新潟市（新津） 新潟市埋蔵文化財センター

人面把手 1縄文 黒坂遺跡 見附市 見附市教育委員会

土偶 1縄文 耳取遺跡 見附市 見附市教育委員会

土偶 5縄文 吉野屋遺跡 三条市（栄） 三条市教育委員会

土偶 5縄文 吉野屋遺跡 三条市（栄） 個人

岩偶 1縄文 赤松遺跡 三条市（下田） 長岡市立科学博物館

土偶 1縄文 馬高遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館 重要文化財

顔面付き土器 1縄文 中道遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館

土偶 2縄文 中道遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館

人面把手 1縄文 山下遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館

土偶 1縄文 山下遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館

土偶 4縄文 岩野原遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館

土偶 3縄文 三十稲場遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館

土偶 1縄文 藤橋遺跡 長岡市 長岡市立科学博物館

土偶 1縄文 外新田遺跡 長岡市 長岡市立岡南中学校

土偶 1縄文 松葉遺跡 長岡市（寺泊） 個人

土偶 1縄文 松葉遺跡 長岡市（寺泊） 長岡市教育委員会

土偶 3縄文 栃倉遺跡 長岡市（栃尾） 長岡市教育委員会

土器波頂部 1縄文 剣野Ｂ遺跡 柏崎市 柏崎市教育委員会

土偶 5縄文 剣野Ｂ遺跡 柏崎市 柏崎市教育委員会

土偶 1縄文 寿久保遺跡 十日町市 十日町市教育委員会

土偶 5縄文 小坂遺跡 十日町市 十日町市教育委員会

土偶 2縄文 上ノ山開墾地遺跡 十日町市 十日町市教育委員会

土偶 8縄文 野首遺跡 十日町市 十日町市教育委員会

土偶 1縄文 土橋遺跡 十日町市（中里） 十日町市教育委員会

土偶 1縄文 芋川原遺跡 十日町市（中里） 個人

土偶 3縄文 城之腰遺跡 小千谷市 新潟県教育委員会

土偶 1縄文 館清水遺跡 小千谷市 小千谷市教育委員会

土偶 1縄文 三仏生遺跡 小千谷市 長岡市立科学博物館

土偶 2縄文 原遺跡 南魚沼市（塩沢） 南魚沼市教育委員会
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人面把手 1縄文 原遺跡 南魚沼市（塩沢） 南魚沼市教育委員会

人物線刻 1縄文 柳古新田下原A遺跡 南魚沼市（大和） 南魚沼市教育委員会

土偶 1縄文 上野遺跡 津南町 津南町教育委員会 町指定

人面付き土器 1縄文 正面が原Ａ遺跡 津南町 津南町教育委員会

土偶 5縄文 沖の原遺跡 津南町 津南町教育委員会 県指定

土偶 8縄文 道尻手遺跡 津南町 津南町教育委員会

土偶 1縄文 顕聖寺遺跡 上越市（浦川原） 上越市教育委員会

土偶 2縄文 長峰遺跡 上越市（吉川） 上越市教育委員会 市指定

土偶 1縄文 原山遺跡 上越市（三和） 上越市教育委員会

土偶 3縄文 黒保遺跡 上越市（清里） 上越市教育委員会

土偶 20縄文 籠峰遺跡 上越市（中郷） 上越市教育委員会 県指定

土偶 1縄文 松が峰遺跡 上越市（中郷） 上越市教育委員会

土偶 4縄文 長者原遺跡 糸魚川市 糸魚川市教育委員会

土偶 1縄文 十二平遺跡 糸魚川市（能生） 糸魚川市教育委員会

土偶 1縄文 葎生遺跡 妙高市 妙高市教育委員会

土偶 1弥生 上山遺跡 山北町 明治大学考古学研究室

ヒト形容器 1弥生 村尻遺跡 新発田市 新発田市教育委員会 （複製）

線刻土器 1弥生 緒立遺跡 新潟市（黒埼） 新潟市教育委員会

土面？ 1弥生？ 高稲場遺跡 見附市 見附市教育委員会

線刻画付土師器壷 1古墳時代 葛塚遺跡 新潟市 新潟市豊栄博物館

人形 10奈良平安時代 的場遺跡 新潟市 新潟市埋蔵文化財センター

人物墨画板 1奈良時代 下ノ西遺跡 長岡市 長岡市教育委員会

人物線刻瓦 1奈良時代 佐渡国分寺跡 佐渡市 原資料・佐渡市教育委員会 （複製）

人面墨書土器 1奈良時代 緒立遺跡 新潟市 新潟市埋蔵文化財センター

墨書土器「津」 1平安時代 蔵ノ坪遺跡 胎内市 原資料・胎内市教育委員会 （複製）

木簡「少目御館米」 1平安時代 蔵ノ坪遺跡 胎内市 原資料・胎内市教育委員会 （複製）

人面墨書土器 1平安時代 船戸桜田遺跡 胎内市 胎内市教育委員会

人面墨書土石 1鎌倉時代 山田郷内遺跡 長岡市 長岡市教育委員会

曲げ物 1鎌倉室町時代 大畑遺跡 上越市 上越市教育委員会

木製仮面 1鎌倉室町時代 寺前遺跡 出雲崎町 (財)新潟県埋蔵文化財調査事業団

木製人頭 1鎌倉室町時代 寺前遺跡 出雲崎町 (財)新潟県埋蔵文化財調査事業団

雛人形（雄雛） 1大正～昭和初期 大浜人形 村上市 新潟市豊栄博物館

雛人形（雌雛） 1大正～昭和初期 大浜人形 村上市 新潟市豊栄博物館

お姫様 1 山口人形 阿賀野市 新潟市豊栄博物館

天神様 1昭和初期 長木 佐渡市 新潟市豊栄博物館

天神様 1昭和 山口人形 阿賀野市 新潟市豊栄博物館

天神様 1昭和 山口人形 阿賀野市 新潟市豊栄博物館

天神様 1明治 八幡 佐渡市 新潟市豊栄博物館

天神様 1昭和 山口人形 阿賀野市 新潟市豊栄博物館

天神様 1昭和 山口人形 阿賀野市 新潟市豊栄博物館

天神様 1昭和 山口人形 阿賀野市 新潟市豊栄博物館

天神様 1昭和 山口人形 阿賀野市 新潟市豊栄博物館

ノロマ人形 1 佐渡市 新潟市豊栄博物館

のろま人形 1昭和 佐渡市 個人

三角だるま 2明治 今町 見附市 個人

三角だるま 7現代 水原 阿賀野市 個人

三角だるま 2現代 水原 阿賀野市 個人

三角だるま 2現代 水原 阿賀野市 個人

三角達磨 2現代 新潟 新潟市 個人

三角達磨 1現代 新潟 新潟市 個人

三角だるまキーホルダー 1現代 新潟 新潟市 個人

いろいろな三角だるま 6現代 個人

つなっぺ人形 2現代 つなっぺ 津南町 津南町観光協会

はっぴ 1現代 サケ坊 村上市 村上市防災交通課

トッキッキぬいぐるみ 2現代 トッキッキ 新潟県国体・障害者スポーツ大会局

トッキッキグッズ各種 現代 トッキッキ 新潟県国体・障害者スポーツ大会局
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パウダー枕（青） 1現代 バリンボリン 株式会社栗山米菓

パウダー枕（赤） 1現代 バリンボリン 株式会社栗山米菓

抱き枕 2現代 バリンボリン 株式会社栗山米菓

はんてん 1現代 バリンボリン 株式会社栗山米菓

タペストリー 1現代 バリンボリン 株式会社栗山米菓


