
番号 指定 名称

1 瀬戸 瓶子 鎌倉時代

2 備前 波状文壺 室町時代

3 丹波 壺 室町時代

4 信楽 線文壺 室町時代

5 重文 黄瀬戸 立鼓花入　銘「旅枕」 桃山時代

6 重文 唐津 茶碗　銘「三宝」 桃山時代

7 唐津 片口 桃山～江戸時代

8 絵唐津　芦鷺文耳付水指 江戸時代

9 備前　矢筈口水指 桃山時代

10 丹波　鉄釉茶入　銘「山科」 江戸時代

11 信楽　肩衝茶入　銘「聚楽」 江戸時代

12 鉄釉 天目茶碗 室町時代

13 織部　木瓜形向付 江戸時代

14 志野 草花文向付 桃山時代

15 萩 手鉢 江戸時代

16 黒楽 筒茶碗　銘「初霜」　長次郎作 桃山時代

17 黒楽 茶碗　銘「曙雲」　楽道入(ノンコウ)作 江戸時代

18 赤楽 茶碗　銘「猩々」　楽一入作 江戸時代

19 古清水 色絵 松竹文瓶 江戸時代

20 交趾　火灯　永楽保全作 江戸時代

21 金襴手 神獣文杯・托　永楽和全作 江戸時代

22 彩陶 円文双耳壺 中国・新石器時代 紀元前3000～2000年

23 灰釉 双耳壺 中国・前漢時代 紀元前3～後1世紀

24 緑釉 鍾 中国・後漢時代 1～2世紀

25 灰陶加彩 雲気獣面文鈁 中国・前漢時代　 紀元前3～後1世紀

26 灰陶 井欄 中国・前漢時代～後漢時代 紀元前1～後1世紀

27 青磁 猪圏 中国・西晋時代～東晋時代 3～4世紀

28 青磁 竈 中国・西晋時代～東晋時代 3～4世紀

29 青磁 神亭 中国・西晋時代 3～4世紀

30 青磁 弦文盂 中国・西晋時代 3～4世紀

31 三彩 壺 中国・唐時代 8世紀

32 三彩 騎馬人物俑 中国・唐時代 8世紀

33 白磁 盤・壺・杯 中国・隋時代　 6～7世紀

34 白磁 長頸瓶 中国・唐時代 7世紀

35 白釉 面盆 中国・北宋時代 11～12世紀

36 青白磁刻花 唐子文鉢 中国・南宋時代 12～13世紀

37 青磁刻花 牡丹唐草文鉢 中国・北宋時代 11～12世紀

38 青磁刻花　花文梅瓶 中国・金時代 12～13世紀

39 国宝 青磁 鳳凰耳花生　銘「万声」 中国・南宋時代 13世紀

中国

日本

常設展　東洋のやきもの－日本・中国・アジアの国ぐに－　出陳作品目録

　　　　　　　　会期：令和2年12月19日（土）～12月25日（金）、
　　　　　　　　　　　  令和3年1月5日（火）～1月31日（日）

時代



40 青磁鉄斑 馬上杯 中国・元時代 13～14世紀

41 青磁印花 蓮鷺文角皿 中国・明時代 14～15世紀

42 黒釉 碗 中国・北宋時代 12世紀

43 玳玻天目　花鳥文碗 中国・南宋時代 12～13世紀

44 青花　山水図芋頭水指 中国・明時代 17世紀

45 青花　山水図扇形香合 中国・明時代 17世紀

46 青花　人物図松皮菱香合 中国・明時代 17世紀

47 五彩　花鳥龍文盤 中国・明時代 17世紀

48 青花粉彩　器玩図碗 「大清道光年製」銘 中国・清時代　 道光年間(1821～1850)

49 釉裏紅　江山図角鉢 中国・清時代 19世紀

50 茶葉末 瓶　「大清乾隆年製」銘 中国・清時代 乾隆年間(1736～1795)

51 紫泥 茶銚　「万豊順記」銘 中国・清時代 17～19世紀

52 朱泥　茶銚　「三友居」銘 中国・清時代 17～19世紀

53 白磁刻花 捻花文杯　「大明成化年製」銘 中国・明～清時代 17世紀

54 赤泥 湯罐 (熟柿) 中国・清時代 17～19世紀

55 白泥 三峰炉　「引動清風度山林」銘 中国・清時代 17～19世紀

56 白磁印花　花文八角炉座 中国・清時代 17～19世紀

57 白磁 水注 中国・清時代 17～19世紀

58 白磁　巾篭　「大清乾隆年製」銘 中国・清時代 乾隆年間(1736～1795)

59 粉引　茶碗 朝鮮王朝時代 16～17世紀

60 玉子手　茶碗 朝鮮王朝時代 16世紀

61 御本　茶碗 朝鮮王朝時代 17世紀

62 黄伊羅保　茶碗 朝鮮王朝時代 17世紀

63 斗々屋　平茶碗 朝鮮王朝時代 16世紀

64 灰釉 把手杯 ベトナム・1～3世紀

65 青花 花唐草文盤 ベトナム・15世紀

66 灰釉 相輪形鈕盒 カンボジア・10～11世紀

67 灰釉  盤口瓶 カンボジア・11～12世紀

68 灰釉 瓢形瓶 カンボジア・11～13世紀

69 黒褐釉 象頭残欠 カンボジア・10～11世紀

70 青磁 鎬文双耳瓶 タイ・15世紀

71 鉄絵 宝相華唐草文有蓋壺 タイ・15世紀

72 紅陶白化粧印花 蓮弁文壺 タイ・13世紀

73 彩陶 幾何文嘴形注口壺 イラン・紀元前10世紀

74 彩陶 幾何文注口壺 イラン・紀元前10世紀

75 彩陶 幾何文壺 イラン・紀元前10世紀

76 彩陶 幾何文獣形把手壺 イラン・紀元前10世紀

77 赤色磨研 注口壺 イラン・紀元前10世紀

78 赤色磨研 壺 イラン・紀元前10世紀

79 黄地彩画 鳥獣文鉢 イラン・9世紀

80 青釉 水注 イラン・12～13世紀

81 白釉藍黒彩 菊花文盤 イラン・13世紀
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