
色絵 瓜文 皿

高9.6cm　口径44.5cm　高台径19.9cm 3.10kg

高11.2㎝　口径35.0㎝　高台径10.6㎝ 2.40kg

白磁 唐花文 輪花鉢

高6.1㎝　口径16.0㎝　高台径5.3㎝ 227.0g

染付 葉文 葉形皿

高2.6㎝　口径15.3×11.7㎝　高台径9.3×7.1㎝ 191.8g

染付 漢詩文 水指

通高22.9㎝　口径13.9㎝ 2.22kg

染付 山水文 水指

通高20.8㎝　口径11.7㎝　高台径7.8㎝ 2.53kg

銹釉染付 松竹梅文 水指

通高21.3㎝　口径12.5㎝　高台径9.4㎝ 1.36kg

染付 葦雁文 皿

高2.8㎝　口径20.1㎝　高台径7.5㎝ 465.6g

染付 曳舟文 捻花皿

高3.3㎝　口径20.0㎝　高台径12.3㎝ 485.9g

染付 撫子文 皿

高3.0㎝　口径21.2㎝　高台径14.3㎝ 342.6g

染付 花唐草文 稜花皿

高2.9㎝　口径21.1㎝　高台径14.0㎝ 349.9g

染付 花唐草文 皿

高2.6㎝　口径18.6㎝　高台径12.6㎝ 425.5g

色絵 鷺文 扇子形皿

高2.8㎝　口径17.5×12.2㎝　高台径10.0×6.0㎝ 126.9g

染付 瓢菖蒲文 変形皿

高6.1㎝　口径29.5×27.8㎝　高台径19.0×15.5㎝ 1.28kg

染付 牡丹宝尽文 分銅形皿

高5.0㎝　口径29.7×22.0㎝　高台径16.6×10.0㎝ 927.4g

染付 松龍文 角皿

高4.3㎝　口径14.4×9.1㎝　高台径9.2×5.9㎝ 297.5g

染付 唐草薊文 皿

高3.0㎝　口径18.4㎝　高台径11.9㎝ 359.9g

染付 花唐草松竹梅文 輪花皿

高3.3㎝　口径19.6㎝　高台径12.8㎝ 372.2g

青磁 菊花形皿

高4.4㎝　口径22.7×12.8㎝　高台径12.6×6.6㎝ 343.0g

白磁 菊花形皿

高3.5㎝　口径15.7×10.4㎝　高台径9.2×6.5㎝ 147.2g

染付 魚形皿

高6.5㎝　口径25.1×21.2㎝　高台径12.5㎝ 798.5g

染付 魚形皿

高2.7㎝　口径16.4×13.1㎝　高台径8.3㎝ 242.7g
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17世紀中期江戸時代伊万里

伊万里

17世紀後半江戸時代伊万里

18世紀前半

18世紀江戸時代

伊万里 江戸時代

伊万里 江戸時代 17世紀前半 12

17世紀後半江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀中期 68

17世紀後半江戸時代伊万里

18世紀江戸時代伊万里

18世紀中期江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀中期

17世紀後半江戸時代伊万里

17世紀中期江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初

作品名
No. 時代

古伊万里の重さを見る展覧会
 出展品リスト      会期：2021年6月23日(水)～9月19日(日)

古伊万里図録掲載No.

17世紀前期江戸時代伊万里

3

17世紀中期江戸時代

17世紀前期江戸時代伊万里

17世紀中期江戸時代伊万里

法量・重量

第1展示室

1

2

伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期 226

染付 楼閣山水文 鉢

伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀中期

17世紀前期江戸時代伊万里

17世紀後半江戸時代伊万里



色絵 魚藻流水文 鉢

高9.8㎝　口径32.8㎝　高台径14.3㎝ 1.60kg

染付 鮎文 輪花皿

高2.3㎝　口径22.2㎝　高台径12.5㎝ 298.0g

染付 磯尽文 輪花鉢

高8.7㎝　口径43.5㎝　高台径19.3㎝ 2.50kg

色絵 牡丹文 変形皿

高3.6㎝　口径17.6×12.4㎝　高台径12.0×5.8㎝ 205.7g

染付 人参文 皿

高4.2㎝　口径14.8㎝　高台径7.9㎝ 212.7g

色絵 亀甲椿文 皿

高4.2㎝　口径19.9㎝　高台径10.4㎝ 361.7g

色絵 毘沙門亀甲文 皿

高6.0㎝　口径20.1㎝　高台径11.2㎝ 477.1g

色絵 波牡丹文 皿

高5.6㎝　口径20.1㎝　高台径10.9㎝ 515.0g

染付 牡丹文 皿

高9.1㎝　口径32.6㎝　高台径15.8㎝ 1.96kg

青磁 皿

高8.1㎝　口径29.5㎝　高台径14.3㎝ 1.89kg

色絵 花果文 面取壺

高23.5cm　口径9.6cm　高台径10.4cm 1.69kg

色絵 花卉文 角瓶

高23.8㎝　口径3.8㎝　底径10.0㎝ 1.33kg

染付 花籠文 皿

高5.4㎝　口径35.2㎝　高台径18.4㎝ 1.30kg

色絵 人物船遊文 皿

高3.2㎝　口径20.6㎝　高台径13.7㎝ 300.1g

色絵 花鳥文 十角鉢

高10.7㎝　口径24.1㎝　高台径10.9㎝ 802.2g

色絵 牡丹文 蓋付壺

通高70.5 cm　口径19.5 cm　底径20.1 cm 14.05kg

染付 山水人物文 面取壺

高49.2㎝　口径20.2㎝　底径18.7㎝ 9.50kg

色絵 菊牡丹文 壺

高50.7cm　口径19.0cm　高台径16.3cm 8.15kg

色絵 菊梅文 鉢

高17.7㎝　口径37.6㎝　高台径16.1㎝ 4.15kg

染付 二果文 皿

高7.9㎝　口径34.9㎝　高台径20.0㎝ 1.38kg

色絵 花文 皿

高7.5㎝　口径28.4㎝　高台径13.0㎝ 1.27kg

色絵 牡丹文 瓶

高23.4㎝　口径3.6㎝　高台径9.9㎝ 1.06kg

色絵 婦人像

高39.2㎝ 1.15kg

色絵 人形（町衆）

高37.6㎝ 1.90kg

色絵 人形（若衆）

高32.3㎝ 1.28kg
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18617世紀後半江戸時代伊万里（柿右衛門様式）

18世紀前半江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀前半 330

伊万里 江戸時代 18世紀前半 168

18世紀前半江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 18世紀前半

26917世紀後半江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀前半 277

31417世紀末～18世紀前半江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀後半

33517世紀後半江戸時代伊万里

17世紀末～18世紀前半江戸時代伊万里

伊万里（柿右衛門様式） 江戸時代 17世紀後半 199

17世紀後半江戸時代伊万里（柿右衛門様式）

17世紀後半江戸時代鍋島

伊万里 江戸時代 17世紀後半 170

18世紀江戸時代鍋島

鍋島 江戸時代 18世紀前半

17世紀末～18世紀初江戸時代鍋島

伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期

鍋島 江戸時代 17世紀末～18世紀初

17世紀後半江戸時代鍋島

鍋島 江戸時代 17世紀末～18世紀初

伊万里 江戸時代 17世紀後半

17世紀中期江戸時代伊万里

第2展示室



色絵 鯉人形

高23.2㎝ 936.6g

色絵 人形

高19.5㎝ 391.9g

色絵 ういろう売り人形

高16.8㎝ 307.5g

染付 菊文 瓢形瓶

高21.8㎝　口径2.9㎝　高台径5.7㎝ 722.7g

瑠璃釉 瓢形瓶

高19.5㎝　口径2.4㎝　高台径6.1㎝ 333.0g

色絵 菊椿文 瓶

高25.5cm　口径3.2cm　高台径10.0cm 893.5g

色絵 赤玉雲龍文 鉢

高10.8㎝　口径25.8㎝　高台径11.5㎝ 1.55kg

色絵 吉祥文 鉢

（大）高6.9㎝　口径9.9㎝　高台径4.7㎝

（小）高6.3㎝　口径9.2㎝　高台径4.1㎝

183.2g

121.8g

色絵 人物文 鉢

高5.1㎝　口径14.0㎝　高台径5.8㎝ 269.9g

色絵 宝尽文 角鉢

高5.8㎝　口径15.0×15.0㎝　高台径8.5㎝ 339.9g

色絵 吉祥文 段重

通高21.0㎝　口径13.2㎝　高台径10.6㎝ 1.61kg

染付 蛸唐草文 段重

高19.7㎝　胴径12.7㎝　底径11.7㎝ 1.15kg

染付 扇鼓文 段重

通高18.0㎝　口径13.0㎝　高台径9.1㎝ 1.15kg

染付 蛸唐草松竹梅文 角皿

高5.0㎝　口径22.3×17.5㎝　高台径11.3㎝ 607.0g

染付 蛸唐草文 扇面形皿

高3.3㎝　口径27.0×14.0㎝　高台径17.0×7.8㎝ 526.9g

染付 蛸唐草花文 小判形皿

高3.2㎝　口径22.0×11.8㎝　高台径9.4㎝ 371.7g

染付 蛸唐草漢詩文 菊花形皿

高3.5㎝　口径16.0㎝　高台径6.5㎝ 225.6g

染付 蛸唐草文 碗

高4.4㎝　口径10.1㎝　高台径3.3㎝ 84.2g

染付 蛸唐草文 輪花皿

高1.2㎝　口径6.9㎝　高台径4.3㎝ 27.0g

色絵 丸松竹梅文 蓋付碗

通高7.5㎝　口径10.4㎝　高台径4.0㎝ 191.3g

染付 蛸唐草竹菊文 蓋付碗

通高8.0㎝　口径11.5㎝　高台径4.9㎝ 251.6g

染付 蛸唐草文 平碗

通高8.5㎝　口径11.8㎝　高台径5.9㎝ 333.3g

染付 蛸唐草文 水注

高14.7㎝　口径7.4㎝　高台径7.5㎝ 400.6g
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伊万里 江戸時代 19世紀
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18世紀江戸時代伊万里

14219世紀江戸時代伊万里

19世紀江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 18世紀

17世紀中期江戸時代伊万里（古九谷様式）

18世紀江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 18世紀中期

18世紀江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 18世紀

伊万里 江戸時代 19世紀

19世紀江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 19世紀

18世紀末～19世紀初江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀中期 121

伊万里 江戸時代 18世紀中期

30518世紀前半江戸時代伊万里

17世紀前期江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 17世紀末～18世紀初 291

17世紀後半江戸時代伊万里

伊万里 江戸時代 18世紀前半 340

伊万里 江戸時代 18世紀前半 341

34218世紀前半江戸時代伊万里

階段ケース

第3展示室



1 染付 花卉文 皿 伊万里 江戸時代 17世紀前期 56

2 色絵 花鳥文 皿 伊万里（古九谷様式） 江戸時代 17世紀中期

3 色絵 鳳凰花鳥文 八角鉢 伊万里（柿右衛門様式） 江戸時代 17世紀後半 200

4 色絵 柘榴文 鉢 伊万里 江戸時代 18世紀前半 299

〒150-0046 東京都渋谷区松濤1-11-3
TEL：03-3465-0070

URL：http://www.toguri-museum.or.jp

※本リストでは、組物の場合は最も左側に展示されている一点を、蓋物等の場合は総重量を記載しております。

特別展示室

※感染症予防対策のため、間隔を空けて展示をしております。ご鑑賞時には周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。

おすすめ図録 『古伊万里蔵品選集』 5,000円


