








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第21回　慶びの小箱―ボンボニエ－ルの意匠美）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1-1 楕円形鶴亀文ボンボニエール 一個 明治27年（1894） p. 6

1-2 丸形鶴亀文ボンボニエール 一個 明治27年（1894） p. 6

2-1 入目籠形ボンボニエール 一個 大正4年（1915） p. 7

2-2 柏葉筥形ボンボニエール 一個 大正4年（1915） p. 7

2-3 八稜鏡形鳳凰文ボンボニエール 一個 大正4年（1915） p. 7

3-1 双鶴置物形ボンボニエール 一個 大正14年（1925） p. 8

3-2 菊花形鳳凰文ボンボニエール 一個 大正14年（1925） p. 8

4 六花形鴛鴦文ボンボニエール 一個 大正5年（1916） p. 9

5-1 八稜鏡形鶴文ボンボニエール 一個 大正8年（1919） p. 9

5-2 丸形松喰鶴文ボンボニエール 一個 大正8年（1919） p. 9

6-1 箱形波文ボンボニエール 一個 大正10年（1921） p. 10

6-2 箱形波文ボンボニエール 一個 大正10年（1921） p. 10

7-1 六角松鶴文ボンボニエール 一個 大正13年（1924） p. 10

7-2 卵形亀甲文ボンボニエール 一個 大正13年（1924） p. 10

8-1 雅楽大太鼓形ボンボニエール 一個 昭和3年（1928） p. 11

8-2 釣燈籠形ボンボニエール 一個 昭和3年（1928） p. 11

8-3 威儀桙形ボンボニエール 一個 昭和3年（1928） p. 11

9-1 重ね箱形松鶴文ボンボニエール 一個 昭和24年（1949） p. 12

9-2 短冊形朝顔松枝文ボンボニエール 一個 昭和24年（1949） p. 12

10 丸形竹梅文ボンボニエール 一個 昭和49年（1974） p. 12

11-1 丸形竹文ボンボニエール 一個 昭和46年（1971） p. 12

11-2 丸形桃枝文ボンボニエール 一個 昭和48年（1973） p. 12

11-3 丸形竹に鳩文ボンボニエール 一個 昭和56年（1981） p. 12

11-4 丸形桃文ボンボニエール 一個 昭和58年（1983） p. 12

12-1 丸形西欧地図入りボンボニエール 一個 昭和46年（1971） p. 13

12-2 丸形北米地図入りボンボニエール 一個 昭和50年（1975） p. 13

13-1 御紋丸形ボンボニエール 一個 昭和51年（1976） p. 13

13-2 御紋丸形ボンボニエール 一個 昭和51年（1976） p. 13

13-3 丸形菊枝文ボンボニエール 一個 昭和61年（1986） p. 13

14 犬張子形ボンボニエール 一個 昭和8年（1933） p. 14



15-1 丸形鴛鴦文ボンボニエール 一個 昭和27年（1952） p. 14

15-2 丸形鴛鴦文ボンボニエール 一個 昭和27年（1952） p. 14

16-1 丸形鴛鴦文ボンボニエール 一個 昭和34年（1959） p. 15

16-2 菊花形双鶴付ボンボニエール 一個 昭和34年（1959） p. 15

17 丸形榮印桜文ボンボニエール 一個 昭和59年（1984） p. 15

18-1 丸形鳳凰文ボンボニエール 一個 平成2年（1990） p. 16

18-2 丸形花枝文ボンボニエール 一個 平成2年（1990） p. 16

19 丸形菊葉文ボンボニエール 一個 平成11年（1999） p. 16

20-1 碁盤形ボンボニエール 一個 昭和39年（1964） p. 16

20-2 扇形栂文ボンボニエール 一個 昭和45年（1970） p. 16

20-3 花形羊草文ボンボニエール 一個 昭和48年（1973） p. 16

21 丸形鴛鴦文ボンボニエール 一個 平成3年（1991） p. 17

22-1 丸形松鶴文ボンボニエール 一個 平成5年（1993） p. 17

22-2 丸形鴛鴦文ボンボニエール 一個 平成5年（1993） p. 18

23 丸形栂檜扇菖蒲文ボンボニエール 一個 平成2年（1990） p. 18

24-1 箱形雲鶴文ボンボニエール 一個 大正11年（1922） p. 20

24-2 箱形松唐草文ボンボニエール 一個 大正11年（1922） p. 20

24-3 箱形松唐草文ボンボニエール 一個 大正11年（1922） p. 20

25 丸形鳳凰文ボンボニエール 一個 p. 20

26 鼓形若松星文ボンボニエール 一個 昭和3年（1928） p. 21

27-1 箱形梅花散文ボンボニエール 一個 大正14年（1925） p. 22

27-2 丸形梅花散文ボンボニエール 一個 大正14年（1925） p. 22

28 洲浜形松波文ボンボニエール 一個 昭和5年（1930） p. 22

29 入隅箱形鳥居杉木立文ボンボニエール 一個 昭和10年（1935） p. 22

30-1 八花形桐文ボンボニエール 一個 昭和16年（1941） p. 22

30-2 扇形三笠山に若杉桐図ボンボニエール 一個 昭和16年（1941） p. 22

31 帙入和書形ボンボニエール 一個 大正14年（1925） p. 23

32 梅花形ボンボニエール 一個 昭和4年（1929） p. 23

33 巻物形ボンボニエール 一個 昭和4年（1929） p. 23

34 丸形菊花文ボンボニエール 一個 昭和9年（1934） p. 23

35 箱形弓に巻物文ボンボニエール 一個 昭和6年（1931） p. 24

36 でんでん太鼓形ボンボニエール 一個 昭和10年（1935） p. 24



37 柳箱形ボンボニエール 一個 明治41年（1908） p. 25

38 炭箱形ボンボニエール 一個 p. 25

39 六角火爐形ボンボニエール 一個 p. 25

40 重扇形松竹梅文ボンボニエール 一個 p. 26

41 檜扇形ボンボニエール 一個 p. 26

42 檜扇形藤桜文ボンボニエール 一個 p. 26

43 重扇形松竹梅文ボンボニエール 一個 p. 26

44 舞楽兜形ボンボニエール 一個 p. 27

45 舞楽兜形ボンボニエール 一個 大正15年（1926） p. 27

46 鷁首船形ボンボニエール 一個 p. 27

47 御所車形ボンボニエール 一個 p. 27

48 蹴鞠形ボンボニエール 一個 p. 28

49 双六盤形ボンボニエール 一個 p. 28

50 碁盤形ボンボニエール 一個 大正8年（1919） p. 28

51 八稜鏡形梅文ボンボニエール 一個 p. 28

52 八稜鏡形ボンボニエール 一個 p. 28

53 柄鏡箱形すみれ文ボンボニエール 一個 p. 28

54 帙入和書形ボンボニエール 一個 p. 29

55 飾棚形ボンボニエール 一個 p. 29

56 文台硯箱形ボンボニエール 一個 p. 29

57 香炉形ボンボニエール 一個 p. 30

58 香炉形ボンボニエール 一個 大正13年（1924） p. 30

59 桶形ボンボニエール 一個 p. 30

60 糸目丸櫃形ボンボニエール 一個 p. 30

61 丸櫃形松鶴文ボンボニエール 一個 p. 30

62 菊鉢植形ボンボニエール 一個 p. 31

63 竹筒形ボンボニエール 一個 p. 31

64 竹形ボンボニエール 一個 昭和9年（1934） p. 32

65 竹形ボンボニエール 一個 p. 32

66 桃形ボンボニエール 一個 大正14年（1925） p. 32

67 桃形ボンボニエール 一個 p. 32

68 瓢形ボンボニエール 一個 p. 32



69 うさぎ置物形ボンボニエール 一個 大正12～13年頃（1923～24頃） p. 33

70 親子亀置物ボンボニエール 一個 p. 33

71 鷹置物形ボンボニエール 一個 p. 34

72 諫鼓形ボンボニエール 一個 p. 34

73 鳥籠形ボンボニエール 一個 大正10年（1921） p. 35

74 籠に鶏形ボンボニエール 一個 大正13年（1924） p. 35

75 鳥籠形ボンボニエール 一個 大正13年（1924） p. 36

76 鳥籠形ボンボニエール 一個 大正15年（1926） p. 36

77 鳥籠形ボンボニエール 一個 大正14年（1925） p. 36

78 冑形ボンボニエール 一個 大正15年（1926） p. 37

79 折紙兜形ボンボニエール 一個 p. 37

80 鍔形ボンボニエール 一個 p. 37

81 印籠形ボンボニエール 一個 大正11年（1922） p. 37

82 駕籠形ボンボニエール 一個 p. 38

83 提灯形ボンボニエール 一個 昭和11年（1936） p. 38

84 能太鼓形ボンボニエール 一個 p. 38

85 太鼓形ボンボニエール 一個 p. 38

86 軍配形菊桐文ボンボニエール 一個 p. 39

87 団扇形萩流水文ボンボニエール 一個 p. 39

88 和船形ボンボニエール 一個 昭和4年（1929） p. 39

89 宝船形ボンボニエール 一個 p. 39

90 儀礼帽形ボンボニエール 一個 p. 40

91 鳩に地球形ボンボニエール 一個 p. 40

92 地球儀形ボンボニエール 一個 昭和6年（1931） p. 40

93 洋書形ボンボニエール 一個 昭和5年（1930） p. 41

94 紋章付楕円形ボンボニエール 一個 大正11年（1922） p. 41

95 紋章入楕円形ボンボニエール 一個 大正9年（1920） p. 42

96 馬蹄形松巴文ボンボニエール 一個 p. 42

97 六花形菊に勾玉文ボンボニエール 一個 p. 42

98 重ね箱形松鶴文ボンボニエール 一個 明治43年（1910） p. 43

99 箱形燕文ボンボニエール 一個 p. 43

100 亀甲形松喰鶴文ボンボニエール 一個 昭和9年（1934） p. 43



101 丸隅箱形木目模様ボンボニエール 一個 p. 43

102 重ね箱形ボンボニエール 一個 p. 44

103 六角形松鶴文ボンボニエール 一個 p. 44

104 台付文庫形ボンボニエール 一個 p. 44

105-1 文箱形唐草文ボンボニエール 一個 p. 45

105-2 文箱形唐草文ボンボニエール 一個 p. 45

106 丸香合形梅唐草文ボンボニエール 一個 p. 45

107 丸形梅枝文ボンボニエール 一個 昭和18年（1943） p. 45

108 箱形松梅文ボンボニエール 一個 昭和18年（1943） p. 45

109 紋入丸形ボンボニエール 一個 p. 46

110 御紋丸容器形ボンボニエール 一個 p. 46

111 馬蹄形ボンボニエール 一個 p. 47

112 台付箱形桐文ボンボニエール 一個 昭和3年（1928） p. 47

113 箱形ボンボニエール 一個 p. 48

114 扇形ボンボニエール 一個 p. 48

115 重ね箱形梅文ボンボニエール 一個 p. 49

116 食籠形ボンボニエール 一個 昭和2年（1927） p. 49

117 卵形弓に菊文ボンボニエール 一個 p. 50

118 唐櫃形桐鳳凰文ボンボニエール 一個 p. 50

119 六角形岩に杜若文ボンボニエール 一個 p. 51

































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・各展覧会図録中，作品名や作者，制作年などの表記は，図録発行当時のものです。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録の著作権はすべて宮内庁に属し，本ファイルを改変，再配

布するなどの行為は有償・無償を問わずできません。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録（PDF ファイル）に掲載された文章や図版を利用する場合

は，書籍と同様に出典を明記してください。また，図版を出版・放送・ウェブサイト・

研究資料などに使用する場合は，宮内庁ホームページに記載している「三の丸尚蔵館収

蔵作品等の写真使用について」のとおり手続きを行ってください。なお，図版を営利目

的の販売品や広告，また個人的な目的等で使用することはできません。 

 














