
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 階 展示室 4 二色

ふたいろ
の美 2022. 4/26 火 ― 7/24 日  

 
■Ａケース                                                 (cm)  

 1 白磁龍耳瓶 景徳鎮窯 唐  7-8 世紀   高 53.5 胴径 27.87.8 

 2 白磁刻花蓮花文盤 定窯  北宋 11-12 世紀 高 52.5 口径 25.77.8 

3 白磁刻花蓮花文鉢 定窯  北宋 11-12 世紀 高 55.0 口径 20.57.8 

4 白釉百合口瓶 磁州窯  北宋 11-12 世紀 高 22.5 胴径 12.37.8 

5 白釉劃花牡丹文洗 磁州窯  北宋 11-12 世紀 高 10.3 口径 37.07.8 

6 白釉劃花木槿文枕 磁州窯系  北宋 11 世紀    高 12.4 長 24.6 幅 16.6 

7 緑釉劃花飛鳥文枕 磁州窯系  金  12-13 世紀 高 14.0 長 38.2 幅 28.07.8 

8 白釉掻落牡丹唐草文梅瓶 磁州窯系  北宋-金 12-13 世紀 高 43.0 胴径 20.37.8 

   
■Ｂケース 1 
9 白地黒掻落牡丹文瓶 磁州窯  北宋 11-12 世紀 高 22.0 胴径 12.77.8 

10 白釉黒花魚文瓶 磁州窯系  金  12-13 世紀 高 36.5 胴径 15.57.8 

11 白釉黒花牡丹文瓶 磁州窯系  金  12-13 世紀 高 31.5 胴径 15.57.8 

12 白釉黒花人物図壺 磁州窯  元  14 世紀    高 32.0 胴径 33.17.8 

13 白釉黒花龍鳳文壺 磁州窯系  元  14 世紀    高 25.0 胴径 27.07.8 

14 白釉黒花花鳥文壺 磁州窯系  元  14 世紀    高 24.5 胴径 26.07.8 

15 白釉黒花飛鳳文壺 磁州窯系  元  13-14 世紀 高 31.7 胴径 33.47.8 

16 黒釉銹花瓶 磁州窯系  北宋-金  12-13 世紀 高 40.5 胴径 35.57.8 

17 黒釉掻落唐草文壺 磁州窯系  金-元  12-13 世紀 高 32.0 胴径 26.87.8 
         
■単独 ケース 1 
18 黒釉掻落花卉文四耳壺 磁州窯系  金-元  12-13 世紀 高 60.0 胴径 53.07.8 
         
     
■Cケース 
19 白磁褐彩俑群 景徳鎮窯  北宋  11 世紀    高 32.0 胴径 26.87.8 

20  白磁馬上杯  景徳鎮窯 大明宣徳年製 在銘 1426-1435 高 10.3 口径 15.0 

21  青花双鸞菊文大盤 景徳鎮窯 元  14 世紀    高 57.6 口径 47.07.8 

 
 



■Cケース 
22  青花魚藻文大盤 景徳鎮窯 元  14 世紀    高 58.0 口径 40.87.8 

23  青花アラベスク文扁壺 景徳鎮窯 明 永楽 1403-1424 高 32.0  幅 22.1 

24  青花葡萄文大盤 景徳鎮窯 明 永楽  1403-1424 高 57.3 口径 37.7 

25  瑠璃釉魚藻文鉢 景徳鎮窯 大明宣徳年製 在銘 1426-1435 高 10.2 口径 15.0 

26  青花双龍文鉢 景徳鎮窯 大明宣徳年製 在銘 1426-1435 高 10.1 口径 21.4 
27  青花花果文盤 景徳鎮窯 大明成化年製 在銘  1465-1487 高 55.3 口径 29.9 
28  青花龍鳳文瓢形瓶 景徳鎮窯 大明嘉靖年製 在銘  1522-1566 高 47.7 胴径 27.4 

29  青花双龍文鉢 景徳鎮窯 大明隆慶年造 在銘 1567-1572 高 10.8 口径 23.0 
30  青花飛龍霊獣文合子 景徳鎮窯 大明萬暦年製 在銘 1573-1620 総高 15.5  径 25.0 
31  青花果鳥図扁壺 景徳鎮窯 大清雍正年製 在銘 1723-1735 高 49.5  幅 36.1  

32  青花八宝文扁壺 景徳鎮窯 大清乾隆年製 在銘 1736-1795 高 49.5  幅 37.2  

33  藍地金彩花唐草文盤 景徳鎮窯 大清康熙年製 在銘 1662-1722 高 56.9 口径 40.0 
 
■単独 ケース 2 
34  青花龍唐草文天球瓶 景徳鎮窯 明 永楽 1403-1424 高 541.8 胴径 34.8 

  
■Dケース 

35  黄地青花梔子文盤 景徳鎮窯 明 正徳年製 在銘 1506-1521 高 54.6 口径 21.5 
36  黄地緑彩人物図鉢 景徳鎮窯 大明嘉靖年製 在銘 1522-1566 高 57.7 口径 16.5 
37  黄地緑彩龍文鉢 景徳鎮窯 大清康熙年製 在銘 1662-1722 高 16.5 口径 14.6 
38  青白磁紅釉鳳凰文瓶 景徳鎮窯 元  14 世紀前半 高 23.5 胴径 11.5 

39  釉裏紅牡丹文大盤 景徳鎮窯 明 洪武 1368-1398 高 59.0 口径 45.5 

40  紅彩雲龍文鉢 景徳鎮窯 大明嘉靖年製 在銘 1522-1566 高 13.0 口径 30.5 
41  釉裏紅魚文馬上杯 景徳鎮窯 大清雍正年製 在銘 1723-1735 高 11.4 口径 15.6  

42  火焔紅長頸瓶 景徳鎮窯 清  1644-1912 高 30.3 胴径 19.3  

43  火焔青管耳方瓶 景徳鎮窯 大清乾隆年製 在銘 1736-1795 高 38.5  幅 23.8  

 
 
 
  

  
次回展観   

2022. 8/2 火―10/23 日  
 

霊獣の文様
し る し

 


