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福岡5001 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 1 福岡市 遺構面 前期 前期前半 碧玉 管玉 1 239図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5002 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 2 福岡市 住64 前期 前期前半 緑色凝灰岩 管玉 1 239図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5003 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 3 福岡市 住119ピット 前期 前期前半 碧玉 玉未成品 1 239図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5004 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 4 福岡市 住3 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉 1 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5005 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 5 福岡市 住39 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉 3 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5006 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 6 福岡市 住74・78 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 1 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5007 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 7 福岡市 住65 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 2 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5008 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 8 福岡市 住131 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 3 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5009 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 9 福岡市 住97 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 4 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5010 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 10 福岡市 住75b 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 2 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5011 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 11 福岡市 住65 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 3 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5012 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 12 福岡市 住96 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 10 239図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5013 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 13 福岡市 住96 前期 前期前半 蛇紋岩 玉原石 256 240図 石材分析：唐木田 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5014 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 14 福岡市 住4（撹乱） 前期 前期前半 ガラス 小玉 2 240図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5015 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 15 福岡市 遺構面 前期 前期前半 ガラス 小玉 1 240図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5016 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 16 福岡市 住116 前期 前期前半 土 勾玉 1 240図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5017 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 17 福岡市 住114 前期 前期前半 土師質 ガラス勾玉鋳 1 241図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5018 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 18 福岡市 住131 前期 前期前半 土師質 ガラス小玉鋳 1 241図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5019 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 19 福岡市 45号土坑 前期 前期前半 土師質 ガラス小玉鋳 1 241図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5020 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 20 福岡市 45号土坑 前期 前期前半 シルト岩 玉砥石？ 1 246図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡024
福岡5021 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 21 福岡市 住146 前期 前期初頭 砂岩 玉砥石 1 379図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡025
福岡5022 西新町遺跡　第12次 西新町遺跡 22 福岡市 Ⅰ区遺構面 前期 前期初頭 砂岩？ 玉砥石？ 1 381図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡025
福岡5023 西新町遺跡　第13次 西新町遺跡 23 福岡市 86号住 前期 前期前半 蛇紋岩 玉原石 2 192図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡028
福岡5024 西新町遺跡　第13次 西新町遺跡 24 福岡市 住44 前期 前期前半 土師質 ガラス小玉鋳 1 61図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡030
福岡5025 西新町遺跡　第13次 西新町遺跡 25 福岡市 Ⅱ区包含層 前期 前期前半 土師質 ガラス小玉鋳 1 61図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡030
福岡5026 西新町遺跡　第13次 西新町遺跡 26 福岡市 Ⅰ区撹乱 前期 前期前半 土師質 ガラス小玉鋳 1 61図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡030
福岡5027 西新町遺跡　第13次 西新町遺跡 27 福岡市 Ⅱ区遺構面 前期 前期前半 花崗岩 玉砥石 1 59図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡030
福岡5028 西新町遺跡　第14次 西新町遺跡 28 福岡市 13号住 前期 前期初頭 碧玉 玉素材 1 111図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡033
福岡5029 西新町遺跡　第14次 西新町遺跡 29 福岡市 12号土坑 前期 前期初頭 碧玉 勾玉 1 111図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡033

福岡5030 西新町遺跡　第14次 西新町遺跡 30 福岡市 18号住 前期 前期初頭 ガラス 小玉 287 112図
成分分析：福岡市埋文　
比佐

朝鮮半島系遺構・遺物多数　
コバルトブルー196点、ライトブ
ルー1点、赤褐色85点

福岡033

福岡5031 西新町遺跡　第17次 西新町遺跡 31 福岡市 住31 前期 前期初頭 碧玉 管玉 1 152図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡034
福岡5032 西新町遺跡　第20次 西新町遺跡 32 福岡市 住15 前期 前期前半 蛇紋岩 勾玉未成品 1 115図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡036
福岡5033 西新町遺跡　第20次 西新町遺跡 33 福岡市 住1 前期 前期後半 砂岩 勾玉仕上砥石 1 115図 朝鮮半島系遺構・遺物多数 福岡036
福岡5034 唐原遺跡 唐原遺跡 1 福岡市 SC09 前期 前期後半 蛇紋岩 勾玉未成品 1 17図 福岡177
福岡5035 唐原遺跡 唐原遺跡 2 福岡市 SC09 前期 前期後半 碧玉 勾玉 1 17図 福岡177
福岡5036 唐原遺跡 唐原遺跡 3 福岡市 SC20 前期 前期後半 蛇紋岩 勾玉 1 35図 福岡177
福岡5037 唐原遺跡 唐原遺跡 4 福岡市 SC20 前期 前期後半 碧玉 勾玉未成品 1 35図 福岡177
福岡5038 唐原遺跡 唐原遺跡 5 福岡市 SC28 前期 前期後半 ガラス 小玉 1 53図 福岡177
福岡5039 唐原遺跡 唐原遺跡 6 福岡市 SC29 前期 前期後半 メノウ？ 勾玉 1 56図 福岡177

福岡5040 飯倉C遺跡第２次 飯倉C遺跡第２次 1 福岡市 ２９号住居跡 後期 ６世紀後半 滑石 臼玉 3 97図
滑石チップ出土　工
房？

福岡201

福岡5041 蒲田部木原遺跡第3次
蒲田部木原遺跡第3
次

1 福岡市
31号竪穴住居
跡

後期 滑石 臼玉 8 37図
有孔円板未成品、大
型円板状未成品

福岡210

福岡5042 蒲田部木原遺跡第3次
蒲田部木原遺跡第3
次

2 福岡市
31号竪穴住居
跡

後期 滑石 臼玉未成品 3 37図
有孔円板未成品、大
型円板状未成品

福岡210

福岡5043 蒲田部木原遺跡第3次 蒲田部木原遺跡第3 3 福岡市 32号竪穴住居 後期 滑石 臼玉 4 40図 未成品数点 福岡210
福岡5044 蒲田部木原遺跡第3次 蒲田部木原遺跡第3 4 福岡市 32号竪穴住居 後期 滑石 勾玉 1 40図 未成品数点 福岡210

福岡5045 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 1 福岡市 SC0001 後期 6世紀前半 滑石 臼玉未成品 321 19図
有孔円板、紡錘車、
大型石材

福岡213

福岡5046 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 2 福岡市 SC0001 後期 6世紀前半 滑石 臼玉 201 19図
有孔円板、紡錘車、
大型石材

福岡213

福岡5047 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 3 福岡市 SC0001 後期 6世紀前半 滑石 勾玉 3 19図
有孔円板、紡錘車、
大型石材

福岡213

福岡5048 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 4 福岡市 SC0001 後期 6世紀前半 滑石 管玉 1 19図
有孔円板、紡錘車、
大型石材

福岡213

福岡5049 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 5 福岡市 SC0001 後期 6世紀前半 ガラス 小玉 1 19図
有孔円板、紡錘車、
大型石材

福岡213

福岡5050 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 6 福岡市 SC0002 後期 6世紀前半 滑石 臼玉未成品 56 21図 福岡213
福岡5051 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 7 福岡市 SC0002 後期 6世紀前半 滑石 臼玉未成品 169 21図 福岡213
福岡5052 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 8 福岡市 SC0002 後期 6世紀前半 滑石 臼玉 35 21図 福岡213
福岡5053 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 9 福岡市 SC0002 後期 6世紀前半 滑石 勾玉 1 21図 福岡213
福岡5054 三苫遺跡第2次、第4次 三苫遺跡 10 福岡市 SC0075 後期 滑石 臼玉 96 47図 福岡213
福岡5055 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 11 福岡市 SC1005 後期 6世紀前半 滑石 勾玉 1 50図 丁字頭 福岡213
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福岡5056 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 12 福岡市 SC1005 後期 6世紀前半 滑石 勾玉未成品 1 50図 福岡213
福岡5057 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 13 福岡市 SC1008 後期 6世紀前半 滑石 臼玉未成品 3 55図 有孔円板、紡錘車 福岡213
福岡5058 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 14 福岡市 SC1008 後期 6世紀前半 滑石 勾玉未成品 1 55図 有孔円板、紡錘車 福岡213
福岡5059 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 15 福岡市 SC1008 後期 6世紀前半 滑石 勾玉 1 55図 有孔円板、紡錘車 福岡213
福岡5060 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 16 福岡市 SC1013 後期 6世紀後半 碧玉 管玉 1 67図 福岡213
福岡5061 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 17 福岡市 SB1073 滑石 勾玉 1 93図 福岡213

福岡5062 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 18 福岡市 SK0003 後期 6世紀後半 滑石 臼玉 5 97図
未成品、チップ、原
石等複数

福岡213

福岡5063 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 19 福岡市 SK0003 後期 6世紀後半 ヒスイ 小玉 1 97図
未成品、チップ、原
石等複数

福岡213

福岡5064 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 20 福岡市 SK0021 後期 滑石 管玉 2 99図
有孔円板未成品、臼
玉未成品

福岡213

福岡5065 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 21 福岡市 SK0021 後期 滑石 臼玉未成品 9 99図
有孔円板未成品、臼
玉未成品

福岡213

福岡5066 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 22 福岡市 SK0022 後期 滑石 管玉 1 99図
有孔円板未成品、臼
玉未成品

福岡213

福岡5067 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 23 福岡市 SK0050 滑石 臼玉未成品 3 102図 未成品、チップ 福岡213
福岡5068 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 24 福岡市 SK0053 滑石 臼玉 1 102図 未成品、チップ 福岡213
福岡5069 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 25 福岡市 SK007１ 滑石 臼玉 1 102図 未成品、チップ 福岡213
福岡5070 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 26 福岡市 SK0082 滑石 臼玉 3 102図 未成品、チップ 福岡213
福岡5071 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 27 福岡市 SK0082 滑石 臼玉未成品 4 102図 未成品、チップ 福岡213
福岡5072 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 28 福岡市 その他の遺構 滑石 勾玉 2 117図 福岡213
福岡5073 三苫遺跡第2次、第3次 三苫遺跡 29 福岡市 その他の遺構 滑石 管玉 1 117図 福岡213
福岡5074 有田遺跡群180次 有田遺跡群180次 1 福岡市 SC09 中期 中期前半 滑石 臼玉未成品 433 50図 福岡237
福岡5075 有田遺跡群180次 有田遺跡群180次 2 福岡市 SC09 中期 中期前半 滑石 臼玉 1 50図 福岡238
福岡5076 有田遺跡群180次 有田遺跡群180次 3 福岡市 SC09 中期 中期前半 砂岩 砥石 2 50図 福岡239

福岡5077 高畑遺跡第18次 高畑遺跡第18次 1 福岡市 SC058 中期 中期前半 滑石 勾玉未成品 1 54図
未成品、チップ
600g、原石20点

専用工房？ 福岡240

福岡5078 高畑遺跡第18次 高畑遺跡第18次 2 福岡市 SC058 中期 中期前半 滑石 臼玉 67 54図
未成品、チップ
600g、原石20点

専用工房？ 福岡240

福岡5079 高畑遺跡第18次 高畑遺跡第18次 3 福岡市 SC058 中期 中期前半 滑石 臼玉未成品 34 54図
未成品、チップ
600g、原石20点

専用工房？ 福岡240

福岡5080 高畑遺跡第18次 高畑遺跡第18次 4 福岡市 SK038 前期 前期後半 ガラス 丸玉 1 81図 コバルトブルー 福岡240

福岡5081
立花寺B遺跡第4次～6
次

立花寺B遺跡第4次
～6次

1 福岡市 竪穴建物、溝 中期 中期後半 滑石 臼玉 8 133図 原石・剥片8.5kg 福岡241

福岡5082
立花寺B遺跡第4次～6
次

立花寺B遺跡第4次
～6次

2 福岡市 竪穴建物、溝 中期 中期後半 滑石 臼玉未成品 17 133図 原石・剥片8.5kg 福岡241

福岡5083
立花寺B遺跡第4次～6
次

立花寺B遺跡第4次
～6次

3 福岡市 竪穴建物、溝 中期 中期後半 滑石 子持勾玉 5 133図 原石・剥片8.5kg 福岡241

福岡5084 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 30 福岡市 SC0049 中期 中期後半 滑石 臼玉 8 41図 チップ等数片 福岡248
福岡5085 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 31 福岡市 SC0050 中期 中期後半 滑石 臼玉 246 45・46図 紡錘車 福岡248
福岡5086 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 32 福岡市 SC0387 中期 中期後半 滑石 勾玉 1 50図 福岡248
福岡5087 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 33 福岡市 SC0393 中期 中期後半 滑石 臼玉 6 58図 福岡248

福岡5088 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 34 福岡市 SC0395 後期
6世紀中頃
～後半

滑石 臼玉 1 61図 福岡248

福岡5089 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 35 福岡市 SC0396 後期
6世紀中頃
～後半

滑石 臼玉 17 64図 福岡248

福岡5090 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 36 福岡市 SC0396 後期
6世紀中頃
～後半

滑石 臼玉未成品 3 64図 福岡248

福岡5091 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 37 福岡市 SC0400 後期 滑石 勾玉 1 72図 欠損 福岡248
福岡5092 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 38 福岡市 SC0400 後期 滑石 臼玉 2 72図 福岡248
福岡5093 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 39 福岡市 SC0400 後期 滑石 臼玉未成品 4 72図 福岡248
福岡5094 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 40 福岡市 SC0400 後期 滑石 勾玉未成品 1 72図 福岡248

福岡5095 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 41 福岡市 SC0401 後期
6世紀中頃
～後半

滑石 臼玉 1 74図 福岡248

福岡5096 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 42 福岡市 SC0401 後期
6世紀中頃
～後半

滑石 臼玉未成品 2 74図 福岡248

福岡5097 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 43 福岡市 SC0866 後期 6世紀前半 滑石 臼玉 2 79図 福岡248
福岡5098 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 44 福岡市 SC0866 後期 6世紀前半 滑石 臼玉未成品 2 79図 福岡248
福岡5099 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 45 福岡市 SC0871 後期 6世紀前半 滑石 臼玉 21 81図 福岡248
福岡5100 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 46 福岡市 SC0876 後期 6世紀中頃 滑石 臼玉 1 89図 福岡248
福岡5101 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 47 福岡市 SC0891 後期 6世紀前半 滑石 子持勾玉 1 95図 福岡248
福岡5102 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 48 福岡市 SC0891 後期 6世紀前半 滑石 臼玉 1 95図 福岡248
福岡5103 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 49 福岡市 SC0892 後期 滑石 臼玉 3 97図 紡錘車2、有孔円板 福岡248
福岡5104 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 50 福岡市 SC0892 後期 滑石 臼玉未成品 2 97図 紡錘車2、有孔円板 福岡248
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福岡5105 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 51 福岡市 SC0921 後期
6世紀前半
～中頃

滑石 臼玉 3 110図 福岡248

福岡5106 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 52 福岡市 SC0922 後期 6世紀初頭 滑石 臼玉未成品 1 113図 福岡248
福岡5107 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 53 福岡市 SC1252 後期 6世紀中頃 滑石 臼玉 1 121図 福岡248
福岡5108 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 54 福岡市 SC1252 後期 6世紀中頃 滑石 臼玉未成品 1 121図 福岡248
福岡5109 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 55 福岡市 SC1255 後期 6世紀後半 滑石 臼玉 1 123図 福岡248

福岡5110 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 56 福岡市 SC1258 後期 6世紀前半 滑石 臼玉 37 127図
有孔円板未成品、
チップ

福岡248

福岡5111 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 57 福岡市 SC1258 後期 6世紀前半 滑石 臼玉未成品 6 127図
有孔円板未成品、
チップ

福岡248

福岡5112 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 58 福岡市 SC1264 後期 滑石 臼玉 22 130図 福岡248
福岡5113 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 59 福岡市 SC1269 後期 滑石 臼玉 2 133図 福岡248
福岡5114 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 60 福岡市 その他 後期 滑石 勾玉未成品 1 159図 福岡248
福岡5115 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 61 福岡市 その他 後期 滑石 臼玉 21 159図 福岡248
福岡5116 三苫遺跡群第5次 三苫遺跡 62 福岡市 その他 後期 滑石 臼玉未成品 2 159図 福岡248
福岡5117 博多遺跡群第166次 博多遺跡群第166次 1 福岡市 2面下層 前期 前期前葉？ 碧玉 管玉未成品 1 46図 玉生産に関する原稿あり 福岡269
福岡5118 博多遺跡群第166次 博多遺跡群第166次 2 福岡市 2面下層 前期 前期前葉？ 細粒砂岩 砥石 1 46図 玉砥石？ 福岡269

福岡5119 博多遺跡群第166次 博多遺跡群第166次 3 福岡市 1面検出時
前期～中
期

前期後半～
中期前半

片岩 勾玉 1 47図 欠損 福岡269

福岡5120 中西コモリ遺跡 中西コモリ遺跡 1 大野城市 １号住居跡
中期～後
期

6世紀初頭
～前半

滑石 臼玉 6 2図 未成品、作業台？ 福岡321

福岡5121 富千原神屋崎遺跡 富千原神屋崎遺跡 1 宗像市 SK８土坑 中期
5世紀後半
～末

土 丸玉未成品 1 13図
原石･方形チップ・臼
玉等１２０以上

福岡364

福岡5122 富千原神屋崎遺跡 富千原神屋崎遺跡 2 宗像市 SB１６住居 中期
5世紀後半
～末

土 丸玉未成品 1 49図 赤橙色 福岡364

福岡5123 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 1 須恵町 住1 前期 前期初頭 ガラス 小玉 1 9・10図 福岡497
福岡5124 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 2 須恵町 住3 前期 前期初頭 硬玉 勾玉 1 9・10図 福岡497
福岡5125 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 3 須恵町 住6 後期 滑石 原石 1 9・10図 福岡497
福岡5126 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 4 須恵町 住7 後期 6世紀末 滑石 原石 1 7図 福岡497
福岡5127 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 5 須恵町 住7 後期 6世紀末 花崗岩 台石 1 5図 福岡497
福岡5128 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 6 須恵町 住9 後期 6世紀中葉 滑石 臼玉 1 5図 剥片多量 福岡497
福岡5129 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 7 須恵町 住9 後期 6世紀中葉 滑石 臼玉未成品 5 85図 剥片多量 福岡497

福岡5130 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 8 須恵町 住10 後期
6世紀末～7
世紀初頭

滑石 板状品 1 85図 剥片多量 福岡497

福岡5131 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 9 須恵町 住10 後期
6世紀末～7
世紀初頭

花崗岩 台石 1 85図 福岡497

福岡5132 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 10 須恵町 住11 後期 滑石 板状品 1 85図 福岡497

福岡5133 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 11 須恵町 住12 後期
6世紀後半
～7世紀初

滑石 原石 1 85図 福岡497

福岡5134 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 12 須恵町 住14 後期 7世紀初頭 滑石 勾玉 1 85図 剥片多量 福岡497
福岡5135 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 13 須恵町 住21 後期 6世紀後半 滑石 臼玉未成品 1 85図 福岡497

福岡5136 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 14 須恵町 住23 後期
6世紀末～7
世紀初頭

滑石 剥片 85図 多量 福岡497

福岡5137 牛ガ熊遺跡 牛ガ熊遺跡 15 須恵町 住28 後期 6世紀後半 滑石 臼玉 1 85図 福岡497
福岡5138 古大間玉造遺跡 古大間玉造遺跡 1 粕屋町 中期？ 滑石 勾玉 P99 S7報告　S51國學院調査 福岡509
福岡5139 古大間玉造遺跡 古大間玉造遺跡 2 粕屋町 中期？ 滑石 臼玉 P99 S7報告　S51國學院調査 福岡509

2701 2569
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