








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第27回　工芸風土記・壱 ―諸国やきものめぐり）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 瀬戸黒花入 荒川豊蔵 一点 昭和50年頃（1975頃） p. 4

2 耳付花入 谷本光生 一点 昭和56年（1981） p. 5

3 茶碗 三代高橋楽斎 一点 昭和48年（1973） p. 14

4 花入 五代上田直方 一点 昭和56年（1981） p. 6

5 扁壺 大谷司朗 一点 平成5年（1993） p. 7

6 耳付花入 金重陶陽 一点 昭和35年頃（1960頃） p. 8

7 耳付花入 金重陶陽 一点 昭和41年頃（1966頃） p. 9

8 砧形花入 藤原啓 一点 昭和28年（1953） p. 10

9 緋襷香炉 藤原啓 一点 昭和30年代 p. 11

10 管耳付水指 浦上善次 一点 昭和56年（1981） p. 12

11 茶碗 三輪休和 一点 昭和30年（1955） p. 15

12 花瓶 三輪休和 一点 昭和38年（1963） p. 16

13 茶碗 十四代坂倉新兵衛 一点 昭和30年代 p. 15

14 管耳付水指 十四代亀井味楽 一点 昭和30年代前半 p. 13

15 萬歳楽置物 初代徳田八十吉 一点 昭和3年（1928） p. 28

16 色絵雲錦文花瓶 作者不詳 一点 昭和2年（1927） p. 19

17 鶴巣籠手焙 五代清水六兵衛 一点 昭和8年（1933） p. 29

18 色絵丸文白椿茶碗 楠部彌弌 一点 昭和46年（1971） p. 18

19 午之年茶碗 六代清水六兵衛 一点 昭和40年（1965） p. 18

20 仁清写色絵鱗波文茶碗 十六代永楽善五郎 一点 昭和50年（1975） p. 17

21 色絵茶碗 「春風」 十六代永楽善五郎 一点 平成3年（1991） p. 18

22 布袋置物 作者不詳 一点 明治期（19～20世紀） p. 30

23 高砂尉嫗立像　 作者不詳 二点 大正13年（1924） p. 31

24 色絵草花文花瓶　 十二代酒井田柿右衛門 一点 昭和36年（1961） p. 22-23

25 色絵桃文大皿 十二代今泉今右衛門 一点 昭和36年（1961） p. 20

26 色絵薔薇水仙文大皿 香蘭社 一点 昭和6年（1931） p. 20

27 色絵菊花文花瓶 香蘭社 一対 昭和10年（1935） p. 21

28 菊花龍鳳凰文花瓶
中里己午太、

今村克次郎
一対 大正7年（1918） p. 24

29 錦手草花文花瓶 作者不詳 一対 明治初期（19世紀） p. 26

30 錦手花鳥文花瓶　 作者不詳 一点 明治初期（19世紀） p. 25



31 錦手富士図花瓶 初代有山長太郎ほか 一点 明治40年（1907） p. 27

32 紅梅文大壺 田村耕一 一点 昭和57年（1982） p. 41

33 地釉象嵌唐草文壺 島岡達三 一点 昭和57年（1982） p. 44

34 灰被象嵌縄文扁壺 島岡達三 一点 昭和58年（1983） p. 45

35 線彫鳳雲文花瓶 三代伊藤赤水 一点 昭和30年頃（1955頃） p. 36

36 壺 大迫みきお 一点 昭和50年（1975） p. 40

37 松文飾皿 富本憲吉 一点 昭和28年（1953） p. 48

38 草花文碗 河井寬次郎 一点 昭和15年（1940） p. 46

39 草花文湯呑  河井寬次郎 一組 昭和18年（1943） p. 46

40 花文扁壺 河井寬次郎 一点 昭和32年（1957） p. 47

41 茶碗 五代尾西楽斎 一点 昭和30年代 p. 35

42 海鼠釉花瓶 芦沢保親 一点 昭和30年頃（1955頃） p. 38

43 黄釉向鳳凰文花瓶  作者不詳 一対 昭和3年（1928） p. 33

44 辰砂釉花瓶 森脇剛 一点 昭和46年（1971） p. 39

45 鳳雲文浮彫花瓶 作者不詳 一点 大正5年（1916） p. 32

46 釉掛分花瓶 作者不詳 一点 昭和前期（20世紀） p. 37

47 飛鉋文花瓶 坂本晴蔵 一点 昭和46年（1971） p. 42

48 黒蛇蝎釉花瓶 初代有山長太郎 一点 昭和3年（1928） p. 34

49 茶碗 作者不詳 一点 昭和50年（1975） p. 35

50 線彫魚文花瓶 金城次郎 一点 昭和62年（1987） p. 43







































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 








