
No. 作品名 古伊万里図録掲載No.

1 染付 花唐草文 瓢形瓶 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀前半
2 色絵 菊梅文 鉢 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀前半 314

3 染付 松樹唐草文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀前期
4 色絵 人物文 皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
5 染付 松龍文 角皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
6 染付 竹文 稜花皿 伊万里 江戸時代 17世紀前期 45

7 染付 竹文 八角猪口 伊万里 江戸時代 17世紀中期
8 染付 竹林文 猪口 伊万里 江戸時代 18世紀中期
9 染付 竹雀文 猪口 伊万里 江戸時代 18世紀末～19世紀初
10 瑠璃銹釉染付 梅文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀中期
11 色絵 花鳥文 木瓜形皿 伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代 17世紀後半 221

12 色絵 梅匂欄文 皿 伊万里 江戸時代 18世紀前半 321

13 色絵 松竹梅文 瓶 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
14 染付 松竹梅文 瓶 伊万里 江戸時代 17世紀前期
15 色絵 丸松竹梅文 蓋付碗 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
16 色絵 花鳥文 輪花皿 伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代 17世紀後半 195

17 色絵 松竹梅文 鉢 伊万里 江戸時代 18世紀前半
18 染付 蛸唐草松竹梅文 皿 伊万里 江戸時代 18世紀前半
19 染付 牡丹文 瓶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        伊万里 江戸時代 17世紀前期 87

20 色絵 牡丹双蝶文 皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
21 色絵 牡丹文 水注 伊万里 江戸時代 17世紀後半 164

22 染付 虎花鳥文 輪花鉢 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初 243

23 色絵 牡丹文 蓋付碗 伊万里 江戸時代 18世紀前半
24 瑠璃釉染付 牡丹文 瓶 伊万里 江戸時代 18世紀前半 127

25 染付 蘭文 杯 伊万里 江戸時代 17世紀前期 128

26 染付 蘭文 猪口 伊万里 江戸時代 18世紀 355

27 色絵 柘榴文 変形皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
28 染付 柘榴蛸唐草文 輪花皿 伊万里 江戸時代 18世紀前半
29 染付 柘榴文 変形鉢 伊万里 江戸時代 17世紀後半
30 色絵 花卉文 皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期 225

31 色絵 蓮鳥文 皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
32 染付 葡萄文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀前期 58

33 色絵 葡萄文 葉形皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
34 染付 葡萄栗鼠文 輪花皿 伊万里 江戸時代 18世紀末～19世紀初
35 染付 葡萄文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
36 染付 蛸唐草松竹梅文 鉢 伊万里 江戸時代 18世紀
37 染付 唐草松竹梅文 皿 伊万里 江戸時代 19世紀
38 青磁染付 花文 鉢 伊万里 江戸時代 18世紀前半 245

39 染付 山水人物文 瓢形皿 伊万里 江戸時代 17世紀中期 70

40 青磁 瓢形瓶 伊万里 江戸時代 18世紀 246

41 瑠璃釉 瓢形瓶 伊万里 江戸時代 17世紀中期
42 染付 花瓢箪文 猪口 伊万里 江戸時代 17世紀後半

43 染付 枝垂桜竹梅文 輪花猪口 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初
44 色絵金銀彩 鷺文 扇子形皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
45 染付 柳格子文 猪口 伊万里 江戸時代 17世紀後半
46 染付 瓢菖蒲文 変形皿 伊万里 江戸時代 17世紀中期
47 色絵　藤花文　瓶 伊万里 江戸時代 17世紀後半 172

48 瑠璃釉金銀彩 藤花文 三足香炉 伊万里 江戸時代 17世紀後半
49 染付 花唐草文 藤花形皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
50 色絵金銀彩 藤花短冊文 瓶 伊万里 江戸時代 17世紀後半
51 染付 大手毬文 鉢 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初
52 染付 茗荷形皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
53 青磁染付 朝顔文 葉形三足皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
54 染付 菊文 瓶 伊万里 江戸時代 17世紀前期
55 染付 菊散文 八角鉢 伊万里 江戸時代 18世紀末～19世紀初
56 色絵 龍文 菊花形鉢 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初 313

57 染付 花卉幾何文 菊花形鉢 伊万里 江戸時代 17世紀後半 280

58 染付 蛸唐草漢詩文 菊花形皿 伊万里 江戸時代 19世紀
59 白磁 菊花形鉢 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初
60 色絵 草花文 角瓶 伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代 17世紀後半
61 色絵 松竹梅女郎花文 皿 伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代 17世紀後半
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62 染付 撫子文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
63 染付 水仙文 輪花皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半 152

64 染付 椿鳥文 鉢 伊万里 江戸時代 17世紀前半
65 色絵 花鳥文 面取壺 伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代 17世紀後半 190

66 色絵 花果文 面取壺 伊万里 江戸時代 17世紀後半 170

67 染付 草花文 菊花形鉢 伊万里 江戸時代 17世紀後半
68 色絵 花卉文 鉢 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初 302

69 色絵 獅子根菜文 鉢 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀前半 300

70 色絵 丸文 瓶 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
71 色絵 梅竹粟鶉文 皿 伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代 17世紀後半 207

72 色絵 花鳥文 輪花皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期 232

73 瑠璃釉染付 桐鳳凰文 鉢 伊万里 江戸時代 17世紀中期
74 染付 桜樹文 皿 鍋島 江戸時代 18世紀前半
75 色絵 蒲公英文 皿 鍋島 江戸時代 17世紀末～18世紀初
76 青磁 瓜形香炉 鍋島 江戸時代 18世紀
77 青磁色絵 紅葉竹垣文 皿 鍋島 江戸時代 18世紀
78 色絵 花籠文 皿 鍋島 江戸時代 17世紀末～18世紀初

1 染付 銀杏文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀前期 47

2 染付 山水文 鉢 伊万里 江戸時代 17世紀前期
3 染付 草花文 瓶 伊万里 江戸時代 17世紀前期
4 青磁 橘文 四方形水指 伊万里 江戸時代 17世紀前半
5 染付 菊桜鳥文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀前半
6 染付 曳舟文 捻花皿 伊万里 江戸時代 17世紀中期
7 染付 波兎文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀中期 150

8 色絵 布袋文 皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
9 色絵 羊歯文 変形皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期
10 瑠璃銹釉 瓶 伊万里 江戸時代 17世紀中期 116

11 色絵 牡丹文 水注 伊万里 江戸時代 17世紀後半 166

12 色絵 桐葉唐草文 瓶 伊万里 江戸時代 17世紀後半
13 色絵 孔雀文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
14 色絵 竹虎梅樹文 輪花皿 伊万里（柿右衛門様式） 江戸時代 17世紀後半 203

15 色絵 鳳凰花鳥文 十角鉢 伊万里(柿右衛門様式) 江戸時代 17世紀後半 199

16 白磁 龍宝珠文 輪花皿 伊万里 江戸時代 17世紀後半
17 染付 貝形蓋物 伊万里 江戸時代 17世紀後半
18 色絵 花果人物文 鉢 伊万里 江戸時代 18世紀前半 319

19 色絵 牡丹唐草文 猪口 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初 303

20 色絵 龍唐花文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初 218

21 染付 花鳥文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初 278

22 染付 蛸唐草松竹梅文 竹筒形猪口 伊万里 江戸時代 18世紀
23 染付 唐草文 輪花鉢 伊万里 江戸時代 18世紀
24 染付 栗文 蓋付碗 伊万里 江戸時代 18世紀末～19世紀初
25 染付 日本地図文 皿 伊万里 江戸時代 19世紀 379

26 色絵 菊花繋文 皿 鍋島 江戸時代 17世紀後半
27 染付 桃文 皿 鍋島 江戸時代 17世紀末～18世紀初

上 染付 花寿字文 蓋付碗 伊万里 江戸時代 18世紀末～19世紀初 371
階段ケース

第3展示室

〒150-0046 東京都渋谷区松涛１－１１－３

TEL：03-3465-0070

URL：http://www.toguri-museum.or.jp
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