
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 階 展示室 4 2022. 1/26 水 ― 4/17 日 *15～*154『東洋陶磁名品図録』掲載番号 
 
 

■Ａケース                                               (cm)  

1 *147 色絵芭蕉柳図輪花鉢 日本 古九谷様式 江戸時代 1650-60 年代 高 10.0 口径 45.0 

2 *154 色絵百花人物図鉢 日本 古九谷様式 江戸時代 1650 年代 高 18.0 口径 39.0 

 3 *141 色絵花卉文大壺 日本 古伊万里 江戸時代 1700-40 年代 総 高 69.0 胴径 39.2 

4 *134 鼠志野秋草文額皿 日本 美濃 桃山時代 16 世紀-17 世紀初    高 4.7 19.8×22.7 

5 *136 色絵唐人物図大壺 日本 柿右衛門様式 江戸時代 1680-90 年代 総 高 58.0 胴径 32.5 

6 *142 染付鳳凰文八角大壺 日本 古伊万里 江戸時代 1670-90 年代 総 高 74.0 胴径 44.7 

7 *145 色絵紫陽花図皿 日本 鍋島藩窯 江戸時代 17 世紀末-18 世紀初 高 15.5 口径 20.6 

8 *146 色絵岩牡丹図皿 日本 鍋島藩窯 江戸時代 17 世紀末-18 世紀初 高 15.5 口径 20.6 
         
■Ｂケース 1 

 9 *89 五彩金襴手人物図仙盞瓶 中国 景徳鎮窯 明 嘉靖期 富貴佳器 在銘 

     1522-1566  総 高 29.5 幅 12.5 

10 *48 青磁双魚文盤 中国 龍泉窯 南宋－元 13 世紀  高 55.3 口径 21.7 

11 *45 青磁貼花牡丹唐草文瓶 中国 龍泉窯 南宋 13 世紀 高 33.0 胴径 14.3 

12 *10 灰陶加彩官人 中国  北魏 6 世紀前半  高 62.7  幅 10.4 

13 *102 五彩花鳥図八角大盤 中国 景徳鎮窯 清 康熙 1662-1722  高 15.2 口径 45.0  

14 *93 五彩花籠図瓶 中国 景徳鎮窯 大明萬暦年製 在銘  1573-1620 高 32.0 胴径 14.0 

15 *65 釉裏紅芭蕉文水注 中国 景徳鎮窯 明 洪武 1368-1398  高 32.5 胴径 19.0 

16 *108 青花胭脂紅双鳳文扁壺 中国 景徳鎮窯 大清乾隆年製 在銘 1736-1795  高 49.0  幅 37.0 

17 *101 五彩花鳥文盤 中国 景徳鎮窯 清 康熙 1662-1722  高 56.2 口径 34.8  

18 *80 法花蓮池仙鶴文壺 中国 景徳鎮窯 明 15 世紀-16 世紀 高 38.5 胴径 36.0  
         
■単独 ケース 1 

19 *54  青花双鳳草虫図八角瓶 中国 景徳鎮窯 元   14 世紀  高 45.0 胴径 25.0 
     
■単独 ケース 2 

20 *67 青花龍唐草文天球瓶 中国 景徳鎮窯 明 永楽  1403-1424  高 41.8 胴径 34.8 

 

 



■のぞきケース 

番外*67 青花龍唐草文天球瓶 取得に関する通信記録（一部）  

 

■Cケース 

21 *20  三彩馬 中国 唐 8 世紀  高 58.0  長 72.0 

22 *197 三彩馬 中国 唐 8 世紀  高 70.0  長 80.0 

23 *217 三彩馬 中国 唐  8 世紀  高 72.0  長 82.4 

24 *56 青花双鸞菊文大盤 中国 景徳鎮窯 元  14 世紀    高 57.6 口径 47.07.8 

25 *76 青花葡萄文大盤 中国 景徳鎮窯 明 永楽 1403-1424 高 57.3 口径 37.7 

26 *106 粉彩八桃文盤 中国 景徳鎮窯 大清雍正年製 在銘 1723-1735 高 53.9 口径 20.5 

27 *63 釉裏紅花卉文大壺 中国 景徳鎮窯 明 洪武 1368-1398 高 54.1 胴径 44.2  

28 *104 黄地琺瑯彩牡丹文碗 中国 景徳鎮窯 康熙御製 在銘  1662-1722 高 56.3 口径 12.4 

29 *120 青花龍文大壺 韓国  朝鮮時代  18 世紀  高 52.5 胴径 44.3 

30 *81 五彩魚藻文壺 中国 景徳鎮窯 大明嘉靖年製 在銘 1522-1566 高 35.5 胴径 40.0 

31 *57 青花瓜草文大盤 中国 景徳鎮窯 元    14 世紀  高 58.2 口径 47.0 

32 *78 青花花果文盤 中国 景徳鎮窯 大明成化年製 在銘  1465-1487 高 55.3 口径 29.9 

33 *52 澱青釉紅斑杯 中国 鈞窯 金－元 12-13 世紀 高 54.3 口径 28.8 

 
 
■Dケース 

34 *31 三彩大壺 中国  唐 13  8 世紀  高 40.3 胴径 34.0 

35 *58 青花魚藻文大盤 中国 景徳鎮窯 元    14 世紀   高 58.0 口径 40.8 

36 *107 紅地粉彩花卉文扁壺  中国 景徳鎮窯 大清乾隆年製 在銘 1736-1795 高 30.2  幅 23.5 

37 *103 藍地琺瑯彩桃花卉文碗  中国 景徳鎮窯 康熙御製 在銘 1662-1722 高 56.7 口径 14.5  

38 *121 青花双龍文大壺 ベトナム   16 世紀頃 高 64.0 胴径 53.0  

39 *105 五彩果鳥文鉢 中国 景徳鎮窯 大清康熙年製 在銘 1662-1722 高 59.0 口径 20.5 

40 *64 釉裏紅牡丹文大盤 中国 景徳鎮窯 明 洪武 1368-1398 高 59.0 口径 45.5 

41 *60 青花孔雀牡丹文扁壺 中国 景徳鎮窯 元  14 世紀  高 39.5  幅 28.5 
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