






宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第71回　北欧の工芸―自然が生み出す）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 デンマーク汽船図花瓶

（制作）ロイヤル・コペ

ンハーゲン社、（絵付）

クリスチャン・ベンジャ

ミン・オールセン／デン

マーク

一対 1928年 p. 8-9

2 デンマーク帆船図花瓶
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1923～1928年 p. 9

3 風景絵皿
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1923～1934年 p. 10

4 人魚像絵皿
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1961年 p. 10

5 染付草花文壺
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1970年 p. 11

6 クチナシ図花瓶
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1957年 p. 12-13

7 白磁彫文鉢
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1957年 p. 12-13

8 シャクナゲ図花瓶
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1962年 p. 12

9 フローラ・ダニカ　蓋付深鉢
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1968年 p. 14

10 フローラ・ダニカ　蓋付深鉢
ロイヤル・コペンハーゲ

ン社／デンマーク
一点 1968～1971年 p. 15

11 少女とガチョウ

（制作）ビング・オー・

グレンダール社、（原

型）アクセル・ロッハー

／デンマーク

一点 1948～1951年 p. 16

12 フォルスター島の民族衣装の婦人

（制作）ロイヤル・コペ

ンハーゲン社、（原型）

カール・マーチン＝ハン

セン／デンマーク

一点 1955年 p. 17

13 大鎌を持つ収穫人

（制作）ロイヤル・コペ

ンハーゲン社、（原型）

クリスチャン・トムセン

／デンマーク

一点 1960年 p. 16

14 ブルー・フィッシュ―シーラカンス

（制作）ロイヤル・コペ

ンハーゲン社、（原型）

ジャンヌ・グリュー／デ

ンマーク

一点 1971年頃 p. 18

15 淡青緑釉碗

カール=ハリー・ストー

ルハーネ（ロールストラ

ンド製陶所）／スウェー

デン

一点 1950年代前半 p. 21

16 飴釉櫛掻文台付鉢

（制作）グスタフスベリ

製陶所、（デザイン）

ヴィルヘルム・コーゲ／

スウェーデン

一点 1957年 p. 20

17 鉄釉方形花瓶

（制作）グスタフスベリ

製陶所、（デザイン）ス

ティーグ・リンドベリ／

スウェーデン

一点 1970年代後半 p. 19

18 ガラス蓋付壺（王冠に葉文様）

（制作）オレフォス社、

（デザイン）エードヴァ

ルド・ハルド／スウェー

デン

一点 1923年 p. 22



19 ガラス蓋付壺（紋章に紐飾文様）

（制作）オレフォス社、

（デザイン）エードヴァ

ルド・ハルド／スウェー

デン

一点 1926年 p. 23

20 熱帯魚文ガラス花瓶

（制作）コスタ社、（デ

ザイン）ヴィッケ・リン

ドストランド／スウェー

デン

二巻 1950年代 p. 24

21 富士山図ガラス置物 コスタ社／スウェーデン 二点 1969年 p. 25

22 花卉文ガラス台付鉢

（制作）コスタ社、（デ

ザイン）リーサ・バウ

アー／スウェーデン

一点 1979年 p. 26

23 リンネソウ文ガラス台付鉢

（制作）コスタ社、（デ

ザイン）リーサ・バウ

アー／スウェーデン

一点 1979年 p. 27

24 香水瓶 コスタ社／スウェーデン 二点 1960年代 p. 27

25 渦巻文ガラス皿

（制作）コスタ社、（デ

ザイン）モナ・モラレス

＝シルト／スウェーデン

一点 1970年 p. 28

26 ボーイスカウト紋章入ガラス花瓶
オレフォス社／スウェー

デン
一点 1980年 p. 29

27 国際連合紋章入ガラス花瓶

（制作）オレフォス社、

（デザイン）オーレ・ア

ルベリウス／スウェーデ

ン

一点 1982年 p. 29

28 ガラス花瓶「四季」
フィン・リンガード／デ

ンマーク
四点 1981年 p. 30

29 花畑に子どもの図ガラス花瓶

（制作）ハーデラン社、

（デザイン）ベンニ・

モッツファイト／ノル

ウェー

一点 1962年 p. 31

30 白熊
ハーデラン社／ノル

ウェー
一点 1983年 p. 32

31 霰文ガラス花瓶
ハーデラン社／ノル

ウェー
一点 1983年 p. 33

32 薄紫色ガラス花瓶
セヴェリン・ブロービー

／ノルウェー
一点 1987年頃 p. 33

33 縞文ガラス花瓶

（制作）ヌータヤルヴィ

社、（デザイン）オイ

ヴァ・トイッカ／フィン

ランド

一点 1980年代 p. 36

34 ガラス花器「花」

（制作）イッタラ社、

（デザイン）アル

ヴァー・アールト／フィ

ンランド

一組（四点）
1985年（制作）

1938年（デザイン）
p. 34

35 ガラス鉢「小さな湖」

（制作）イッタラ社、

（デザイン）タピオ・

ヴィルカラ／フィンラン

ド

一点
1985年（制作）

1966年（デザイン）
p. 35

36 銀製燭台
A.ミケルセン社／デン

マーク
一点 1920年代 p. 38

37 銀製盆

（制作）F. ヒンゲルベ

ア社、（デザイン）ス

ヴェン・ヴァイラウフ／

デンマーク

一点 1963年頃 p. 38



38 銀製鉢・銀製水差

（制作）ジョージ・ジェ

ンセン社、（デザイン）

シグヴァルド・ベルナ

ドッテ／デンマーク

二点 1971年頃 p. 37

39 銀製盃
C.G. ホルベリ社／ス

ウェーデン
一点 1894年 p. 40

40 銀製鍍金蓋付深鉢
C.F. カールマン社／ス

ウェーデン
一点 1928年 p. 39

41 銀製鉢
ビルイェル・ホグラン／

スウェーデン
一点 1964年 p. 40

42 銀製鳥文盆

（制作）J.A.タルキアイ

ネン社、（デザイン）

ペッカ・ピエカネン／

フィンランド

一点 1985年 p. 41

43 銀製青色七宝飾皿

（制作）J.トストルップ

社、（デザイン）グレー

テ・プリッツ・キッテル

セン／ノルウェー

一点 1957年頃 p. 42

44 銀製緑色七宝飾皿

（制作）ダヴィッド・ア

ンデルセン社、（デザイ

ン）ハリー・ソービー／

ノルウェー

一点 1962年頃 p. 43

45 銀製白色七宝飾皿
ダヴィッド・アンデルセ

ン社／ノルウェー
一点 1978年 p. 43

46 敷物「カササギの樹」

（制作）ノルディスカ・

コンパニエ社、（デザイ

ン）ウーラ・シューマッ

ヒェル＝ペルシィ／ス

ウェーデン

一点 1964年頃 p. 44



























◆●陶磁◆●

16 

19世紀末には、 多くのデザイナ ーによって人や動物など

をかたどった磁器製骰物のシリー ズが盛んに制作され、 フィ

ギュリンと呼ばれて親しまれている。 作品番号11は香淳皇后

の御追品で、 ロイヤル ・ コペンハー ゲ ンとともにデンマ ー クを

代表する陶磁器メ ー カ ーのビング・オ ー ・ グレ ン ダール(1853

年設立）の作品。 原型は労働する姿の女性像に侵れた作品を

残したアクセル ・ ロッハ ー (1879 - 1941)が制作した。

作品番号13はロイヤル ・ コペンハ ー ゲ ン社製で、 原型は

／此民の田園生活の様子を得意としたクリスチャン ・ トムセン

(1860 - 1921)による。 昭和36年(1961) 7月に駐デンマ ーク特

命全権大使夫人より秩父宮勢津子妃へ献上された。

11 

少女とガチョウ 1 点

（制作）ピング ・ オー ・ グレンダール社、

（原型）アクセル ・ ロッハー ／デンマー ク

1948- 1951年／陶磁/ 13.6 X 12.3 X 24.2 

香淳旦后御辿，，,i’，

Girl and geese

Bing & Grondahl (production), 
心el Locher (original model)/ Denmark 

1948-1951 / ceramic 

relic of Empress Kojun 

13 

大鎌を持つ収穫人 l点

（制作）ロイヤル ・ コペンハーゲン社、

（原型）クリスチャン ・ トムセン／デンマー ク

1960年／陶磁/ [2.6 X [3.5 X 25.3 

秩父宮家旧蔵品

Harvester Man with Scyth 

Royal Copenhagen (production), Christian 
Thomsen (original model) I Denmark 

1960 / ceramic 

formerly owned by Prince Chichibu Family 









































































出品目録
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陶磁

デンマ ーク汽船図花瓶 （制作）ロイヤル ・ コペンハー ゲン ]対 1928年 掏磁 各D22.0 H425 昭和3年(1928）、 即位の礼に際して、

社、 （絵付）クリスチャン・ベンジャ デンマー ク王国国王クリスチャン10
ミン・オ ー ルセン／デンマーク 世より

2 デンマ ーク帆船図花瓶 ロイヤル ・ コペンハー ゲン社／ 1点 1923 - 1928年 陶磁 D12.2 H30.0 香淳崖后御追品
デンマーク

3 風娯絵Jill ロイヤル・コペンハー ゲン社／ 1点 1923 - 1934年 陶磁 D25.3 H30 秩父宮家旧蔵品
デンマーク

4 人魚像絵jlJ1 ロイヤル・コベンハー ゲン社／ ］ .. 山ヽヽ 1961年 陶磁 D21.7 H3.6 昭和37年(1962) 、 秩父宮勢津子妃の
デンマーク 御訪欧の折、 デンマーク王国王族ア

クセルより

5 染付箪花文壺 ロイヤル ・ コペンハー ゲン社／ l．,．h ．、 1970年 陶磁 D21.0 H29.2 昭和45年(1970) 、 来日のデンマー ク
デンマー ク 王国王女マルグレー テ殿下、 同夫君

ヘンリック殿下より

6 クチナシ図花瓶 ロイヤル・コペンハー ゲン社／ 1.9!i. 1957年 陶磁 D10.4 H22 2 昭和32年(1957) 、 三笠宮同妃両殿下
デンマーク の御訪欧の折 、 デンマー ク王国王族

アクセル妃より

7 白磁彫文鉢 ロイヤル・コペンハー ゲン社／ 1点 1957年 陶磁 D26.0 Hl5.0 昭和33年(1958) 、 来日のデンマー ク
デンマー ク 王国王族アクセルより

8 シャクナゲ図花瓶 ロイヤル・コペンハー ゲン社／ 1点 1962年 掬磁 D19.2 H33.4 昭和37年(1962) 、 秩父宮勢津子妃の
デンマー ク 御訪欧の折、 デンマーク王国王族ア

クセルより

， フロ ー ラ ・ ダニカ ロイヤル・コペンハー ゲン社／ 1点 1968年 陶磁 総D288 総Hl8.0 昭和44年(1969) 、 来日のデンマー ク

薔付深鉢 デンマー ク 王国外務大臣夫要より

10 フロ ー ラ・ ダニカ ロイヤル ・ コペンハー ゲン社／ 1点 1968 - 1971年 陶磁 総D33.6 総H26.4 昭和46年(1971) 、 昭和天皇香淳皇

蓋付深鉢 デンマー ク 后の御訪欧の折、 ロイヤル・コペン
ハー ゲン社より

11 （制作）ピング・オー ・グレンダー 1点 1948 - 1951年 掏磁 13 6 X 12.3 X 24 2 香淳皇后御迫品
ル社、 （原型）アクセル・ロッハー／
デンマー ク

12 （制作）ロイヤル・コペンハー ゲン 1点 1955年 陶磁 9.3 X J0.3 X 323 秩父宮家旧蔵品
社、 （原型）カ ー ル ・ マー チン＝ハン
セン／デンマーク

13 

少女とガチョウ

フォルスタ ー 島の民族 

衣装の婦人

大鎌を持つ収穫人 （制作）ロイヤル・コペンハー ゲン l点 1960年 掏磁 12 6 X 13.5 X 25.3 秩父宮家旧蔵品
社、 （原型）クリスチャン ・ トムセン
／デンマー ク

14 プルー ・ フィッシュー （制作）ロイヤル・コペンハー ゲン 1点 l97l年頃 陶磁 55 5 x llO.O x 18.5 昭和46年(1971) 、 昭和天皇香淳皇
シー ラカンス 社、 （原型）ジャンヌ ・ グリュ ー／ 后の御訪欧の折、 ロイヤル ・ コペン

デンマーク ハーゲン社より

15 淡行緑釉碗 カ ー ル＝ハリー ・スト ー ルハー ネ 1点 1950年代前半 陶磁 D119 H95 昭和30年(1955) 、 駐日スウェ ー デン
（ロー ルストランド製陶所）／ 王国公使より
スウェ ー デン

16 飴釉櫛掻文台付鉢 （制作）グスタフスベリ製陶所、 l点 1957年 附磁 023.4 H20.3 昭和32年(1957) 、 駐日スウェ ー デン
（デザイン） ヴィルヘルム・コー ゲ 王国公使より
／スウェ ー デン

17 鉄釉方形花瓶 （制作）グスタフスベリ製陶所、 1 9 占9 9ヽ 1970年代後半 陶磁 115X38.QX465 昭和56年(1981) 、 日本スウェ ーデン
（デザイン）スティ ー グ・リンドベリ 協会より
／スウェ ー デン

ガラス

18 ガラス蓋付壺 （制作）オレフォス社、 1点 1923年 ガラス D25.0 1-144.5 大正12年(1923) 、 翌年の皇太子裕仁

（王冠に菜文様） （デザイン）エー ドヴァルド・ハル 親王御成婚の折、 スウェ ー デン王国
ド／スウェ ーデン 国王グスタフ5世より

19 ガラス盗付壺 （制作）オレフォス社、 1点 1926年 ガラス D21.0 1-139.5 大正15年(1926) 、 来日のスウェ ー デ

（紋卒に紐飾文様） （デザイン）エ ー ドヴァルド ・ ハル ン王国皇太子同妃より
ド／スウェ ーデン

20 熱帯魚文ガラス花瓶 （制作）コスタ社、 1点 1950年代 ガラス 70 X \4.0 X 22.5 昭和37年(1962) 、 秩父宮勢津子妃の
（デザイン）ヴィッケ・リンドストラ 御訪欧の折、 スウェ ー デン王国国王
ンド／スウェ ー デン グスタフ6世アドルフより

21 窃士山図ガラス協物 コスタ社／スウェ ーデン l点 1969年 ガラス 総115x25.2x257 昭和44年(1969) 、 元駐日スウェ ーデ
ン王国公使より

22 花舟文ガラス台付鉢 （制作）コスタ杜、 l点 1979年 ガラス D237 H29.5 昭和55年(1980) 、 国賓として来日の
（デザイン）リーサ・バウアー ／ スウェ ー デン王国国王カ ー ル16世グ
スウェ ーデン スタフ王妃シルヴィア両陛下より

23 リンネソウ文ガラス台 （制作）コスタ社、 l点 1979年 ガラス D12.7 Hl4.5 昭和55年(1980) 、 国徴として来日の

付鉢 （デザイン）リーサ・バウアー ／ スウェ ー デン王国国王カ ー ル16世グ
スウェ ー デン スタフ王妃シルヴィア両陛下より

24 香水瓶 コスタ社／スウェ ー デン 2点 1960>f-代 ガラス 各D50 総H8.l 秩父宮家旧蔵品





List of Exhibits 
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Ceramics 

1 
Pair of vases with Danish steamship design 
Royal Copenhagen (production), Christian Benjamin Olsen 
(ceramic painting)/ Denmark 
1928 
ceramic 
each d. 22.0, h. 42.5 
gift from King Christian X of Kingdom of Denmark, on the 
occasion of the Ceremony of Enthronement of Emperor 
Showa in 1928 

2 
Vase with Danish sailboat design 
Royal Copenhagen/ Denmark 
1923-1928 
ceramic 
d.12.2, h. 30.0 
relic of Empress Kojun 

3 

Dish with scenery 
Royal Copenhagen/ Denmark 
1923-1934 
ceramic 
d. 25.3, h. 3.0 
formerly owned by Prince Chichibu Family 

4 

Dish with mermaid figure 
Royal Copenhagen / Denmark 
1961 
ceramic 
d. 21.7, h. 3.6 
gift from Prince Axel of Kingdom of Denmark, when 
Princess Chichibu Setsuko visited Europe in 1962 

5 

Bottle with flowers and grass design in underglaze 
blue 
Royal Copenhagen / Denmark 
1970 
ceramic 
d. 21.0, h. 29.2 
gift from H.R.H. the Princess Margrethe and her husband 
H.R.H. the Prince Henrik of the Kingdom of Denmark, to 
Emperor Showa when visiting Japan in 1970 

6 

Vase with gardenia design 
Royal Copenhagen / Denmark 
1957 
ceramic 
d.10.4, h. 22.2 
gift from Princess Margaretha of Kingdom of Denmark, 
to Princess Chichibu Setsuko when TR.H. Prince and 
Princess Mikasa visited Europe in 1957 

7 
White porcelain bowl with carved designs 
Royal Copenhagen / Denmark 
1957 
ceramic 
d. 26.0, h. 15.0 
gift from Prince知el ofl(jngdom of Denmark, to Princess 
Chichibu Setsuko when visiting Japan in 1958 

8 

Vase with rhododendron design 
Royal Copenhagen/ Denmark 
1962 
ceramic 
d. 19.2, h. 33.4 
gift from Princeふel of Kingdom of Denmark, when 
Princess Chichibu Setsuko visited Europe in 1962 

， 

F lora Danica, Oval tureen with lid on stand 

Royal Copenhagen / Denmark 
1968 
ceramic 
total d. 28.8, total h. 18.0 
gift from Minister of Foreign Affairs of Kingdom of 
Denmark and his wife, to Emperor Showa when visiting 
Japan in 1969 

10 
Flora Danica, Oval tureen with lid on stand 
Royal Copenhagen/ Denmark 
1968-1971 
ceramic 
total d. 33.6, total h. 26.4 
gift from Ro州Copenhagen when Emperor Showa and 
Empress Kojun visited Europe in 1971 

11 
Girl and geese
Bing & Grondahl (production)ふcl Locher {original 
model) I Denmark 
1948-1951 
ceramic 
13.6xl2.3x24.2 
relic of Empress Kojun 

12 
Falster from the series of Danish folk costumes 
Royal Copenhagen (production), Carl Martin-Hansen 
(original model)/ Denmark 
1955 
ceramic 
9.3xl0.3x32.3 
formerly owned by Prince Chichibu Family 

13 
Harvester Man with Scyth 
Royal Copenhagen (production), Christian Thomsen 
(original model)/ Denmark 
1960 
ceramic 
12.6x 13.5 x25.3 
formerly owned by Prince Chichibu Family 

14 
Blue fish, coelacanth 
Royal Copenhagen (production),Jeanne Grut (original 
model) / Denmark 
c.1971 
ceramic 
55.5xl10.0x18.5 
gift from Royal Copenhagen when Emperor Showa and 
Empress Kojun visited Europe in 1971 

15 
Bowl with light bluish green glaze 
Carl-Harry St紐hane,Rorstrands / Sweden 
early 1950's 
ceramic 
d. 11.9, h. 9.5 
gift from Minister of Kingdom of Sweden to Japan, to 
Princess Chichibu Setsuko in 1955 

16 
Bowl with comb scratched pattern, amber glaze, 
with a base 
Gustavsberg (production), Wilhelm Kage (design)/ Sweden 
1957 
ceramic 
d. 23.4, h. 20.3 
gift from Minister of Kingdom of Sweden to Japan, to 
Princess Chichibu Setsuko in 1957 

17 
Square vase, iron glaze 
Gustavsberg (production), Stig Lindberg (design)/ Sweden 
late 1970's 
ceramic 
11.5 x38.0x46.5 

gift from Japan-Sweden Society, to Princess Chichi bu 
Setsuko in 1981 

Glass 

18 
Covered glass jar with crown and leaf design 
Orrefors (production), Edward Hald (design)/ Sweden 
1923 
glass 
d. 25.0, h. 44.5 
gift from King GustafV of Kingdom of Sweden, in 1923, 
the year before the Imperial Wedding of Crown Prince 
Hirohito (Emperor Showa) 

19 
Covered glass jar with crest and string ornament 
design 
Orrefors (production), Edward Hald (design)/ Sweden 
1926 
glass 
d. 21.0, h. 39.5 
gift from Crown Prince and Princess of Kingdom of 
Sweden, to Empress Teimei when visiting Japan in I 926 

20 
Glass vase with tropical fish design 
Kosta (production), Vicke Lindstrand (design)/ Sweden 
1950's 
glass 
7.0xl4.0x22.5 
gift from King Gustaf VI Adolf of Kingdom of Sweden, 
when Princess Chichibu Setsuko visited Europe in 1962 

21 
Glass ornament of Mt. Fuji 
Kosta / Sweden 
1969 
glass 
total size ll.Sx25.2x25.7 
gift from former Minister of Kingdom of Sweden to Japan, 
to Princess Chichibu Setsuko in 1969 

22 
Glass bowl with flower design, with a base 
Kosta (production), Lisa Bauer (design)/ Sweden 
1979 
glass 
d. 23.7, h. 29.5 
gift from H.M. the King Carl XVI Gustaf and H.M. the 
Q匹en Silvia of Kingdom of Sweden, to Emperor Showa 
and Empress Kojun when visiting Japan as State Guests in 
1980 

23 
Glass bowl with twinflower design, with a base 
Kosta (production), Lisa Bauer (design)/ Sweden 
1979 
glass 
d. 12.7, h. 14.5 
gift from H.M. the King Carl XVI Gustaf and H.M. the 
⑮een Silvia, of Kingdom of Sweden, to Princess Chichibu 
Setsuko when visiting Japan as State Guests in 1980 

24 
Perfume bottles 
Kosta / Sweden 
1960's 
glass 
each d. 5.0, total h. 8.1 
formerly owned by Prince Chichibu Family 

25 
Glass dish with spiral pattern 
Kosta (production), Mona Morales-Schildt (design)/ 
Sweden 
1970 
glass 
d. 37.0, h. 5.9 







・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。 




