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1 彩陶渦文双耳壺 新石器・馬家窯文化期（B.C.2500ーB.C.2300）高44.0cm、口径8.8cm、胴径45.0cm、底径15.2cm

2 灰釉刻文双耳壺 戦国（B.C.5ーB.C.3世紀） 高20.5cm、口径15.8cm、胴径27.3cm、底径10.8cm

3 灰陶加彩雲気文双耳壺 前漢後期（B.C.1ーA.D.1世紀） 高59.2cm、口径21.0cm、胴径41.0cm、幅42.0cm、底径23.4cm

4 灰陶印花文双耳壺 後漢（1ー2世紀） 高49.7cm、口径20.2cm、胴径35.5cm、幅37.5cm、底径15.4cm

5 灰陶加彩雲気文尊 後漢（1ー2世紀） 高17.2cm、口径27.9cm、底径27.5cm

6 灰陶加彩鴟鴞形壺 後漢（1ー2世紀） 高15.2cm、幅7.3cm、奥行8.4cm

7 加彩女子 前漢（B.C.2ーA.D.1世紀） 高67.1cm、幅25.4cm、奥行13.2cm

8 加彩武人 北魏（5ー6世紀） 高33.2cm、幅9.8cm、奥行5.4cm

9 加彩耳杯 後漢（1ー2世紀） 大：高4.2cm、長径12.1cm、短径10.6cm、中：高3.7cm、長径10.2cm、短
径9.0cm、小：高3.1cm、長径8.8cm、短径7.8cm

10 加彩案 後漢（1ー2世紀） 高10.2cm、縦30.0cm、横40.6cm

11 緑釉印花文耳杯 後漢（1ー2世紀） 高4.7cm、長径14.2cm、短径12.0cm

12 褐釉耳杯 後漢（1ー2世紀） 高4.3cm、長径14.7cm、短径11.5cm

13 緑釉双耳壺 後漢（1ー2世紀） 高41.0cm、胴径30.7cm、幅32.5cm、底径18.4cm

14 緑釉鼎 後漢（1ー2世紀） 高18.0cm、胴径18.8cm、幅27.0cm

15 緑釉狩猟文尊 後漢（1ー2世紀） 高19.0cm、口径16.3cm、幅17.2cm、底径16.0cm

16 緑釉囷 後漢（1ー2世紀） 高28.2cm、径21.5cm

17 緑釉楼閣 後漢（1ー2世紀） 高51.5cm、幅55.8cm、奥行24.7cm

18 緑釉犬 後漢（1ー2世紀） 高28.5cm、幅28.1cm、奥行13.0cm

19 灰釉刻花鳥文双耳壺 後漢（1ー2世紀） 高33.7cm、口径10.5cm、胴径40.9cm、底径19.7cm

20 灰釉刻花鳥文双耳壺 後漢（1ー2世紀） 高38.7cm、口径15.4cm、胴径30.8cm、底径16.5cm

21 青磁四耳盤口壺 越州窯 西晋（3世紀） 高26.1cm、口径14.9cm、胴径29.0cm、底径10.7cm

22 青磁神亭壺 越州窯 西晋（3世紀） 高30.9cm、胴径19.2cm、底径11.2cm

23 加彩牛車 隋ー唐（7世紀） 牛：高22.5cm、幅28.9cm、奥行13.6cm、車：高29.8cm、幅35.8cm、奥行
22.0cm

24 緑褐釉騎駝胡人 唐（7世紀） 高46.3cm、幅38.4cm、奥行17.4cm

25 褐釉胡人 唐（7世紀） 高28.6cm、幅8.5cm、奥行6.7cm

26 灰陶加彩女子 唐（8世紀） 高46.7cm、幅12.4cm、奥行14.5cm

27 灰陶加彩鷹匠 唐（8世紀） 高38.2cm、幅17.4cm、奥行9.3cm

28 灰陶加彩鷹匠 唐（8世紀） 高42.1cm、幅17.1cm、奥行10.3cm

29 三彩馬 唐（8世紀） 高62.2cm、幅64.4cm、奥行23.2cm

30 白磁象形燭台 唐（7世紀） 高27.3cm、幅30.9cm、奥行18.7cm

31 三彩鴨形容器 唐（8世紀） 高17.8cm、幅22.6cm、奥行12.3cm

32 緑釉兎形枕 唐（8世紀） 高7.0cm、幅13.4cm、奥行7.8cm

33 緑釉壺 鞏義窯 唐（7ー8世紀） 高22.3cm、口径12.6cm、胴径21.5cm、底径11.1cm

34 三彩弦文壺 唐（7ー8世紀） 高11.6cm、口径7.3cm、胴径13.3cm、底径7.5cm

35 三彩弦文壺 唐（7ー8世紀） 高14.5cm、口径6.7cm、胴径13.0cm、底径7.4cm

36 三彩筋文壺 唐（7ー8世紀） 高22.3cm、口径11.3cm、胴径22.2cm、底径11.4cm

37 三彩合子 唐（7ー8世紀） 高3.6cm、径9.3cm、底径6.3cm

38 三彩貼花文長頸瓶 唐（7ー8世紀） 高23.5cm、口径7.7cm、胴径10.5cm、幅10.9cm、底径8.6cm

39 三彩龍耳瓶 唐（7ー8世紀） 高43.0cm、口径7.4cm、胴径21.8cm、底径10.0cm

40 白磁龍耳瓶 唐（7ー8世紀） 高53.4cm、口径10.9cm、胴径25.0cm、幅25.7cm、底径12.9cm

41 三彩貼花文鳳首水注 唐（7ー8世紀） 高28.4cm、口径4.7cm、幅15.8cm、奥行12.1cm、底径9.5cm

42 三彩貼花文水注 唐（7ー8世紀） 高32.9cm、胴径17.9cm、底径9.4cm

43 三彩貼花宝相華文水注 唐（7ー8世紀） 高25.4cm、幅13.2cm、奥行11.9cm、底径9.0cm

44 藍釉水注 唐（7ー8世紀） 高8.9cm、胴径6.0cm、底径2.8cm

45 褐釉龍耳水注 鞏義窯 唐（8世紀） 高27.5cm、胴径21.5cm、幅23.7cm、底径10.4cm

46 白磁瓜形水注 景徳鎮窯 北宋（11ー12世紀） 高24.2cm、口径6.6cm、胴径13.0cm、幅16.0cm、底径8.1cm

47 白磁刻花牡丹文盤 景徳鎮窯 北宋（11ー12世紀） 高3.0cm、口径24.2cm、底径12.5cm

48 白磁鳳首水注 広東窯 北宋（11ー12世紀） 高20.3cm、口径4.8cm、胴径11.3cm、幅11.8cm、底径6.8cm

49 白磁刻花牡丹文碗 定窯 北宋ー金（11ー12世紀） 高5.4cm、口径18.3cm、底径4.4cm

50 白磁刻花蓮華文鉢 定窯 金（12世紀） 高15.0cm、口径33.5cm、底径14.7cm

51 白磁瓜形水注 遼（11ー12世紀） 高15.6cm、胴径9.4cm、幅10.1cm、底径5.4cm

52 青磁刻花蓮弁文多嘴壺 北宋（11世紀） 高33.3cm、胴径18.7cm、底径13.9cm

53 青磁刻花牡丹文輪花形盤 耀州窯 北宋ー金（11ー12世紀） 高4.6cm、口径18.4cm、底径5.5cm

54 青磁袴腰香炉 龍泉窯 南宋（13世紀） 高11.8cm、口径13.6cm、胴径14.4cm

55 青磁琮形瓶 龍泉窯 南宋（13世紀） 高25.9cm、口径6.7cm、幅9.5cm、奥行9.4cm、底径6.5cm

56 青磁八卦文香炉 龍泉窯 南宋ー元（13ー14世紀） 高8.8cm、口径14.2cm、底径6.0cm

57 青磁酒会壺 龍泉窯 元（14世紀） 高30.7cm、口径26.0cm、胴径34.2cm、底径20.5cm

58 青磁稜花盤 龍泉窯 明前期（14ー15世紀） 高10.5cm、口径62.3cm、底径39.8cm

59 青磁梅瓶 龍泉窯 明前期（14ー15世紀） 高38.1cm、口径6.0cm、胴径24.0cm、底径11.8cm

60 青磁刻花牡丹唐草文酒会壺 龍泉窯 明前期（15世紀） 高33.0cm、口径24.0cm、胴径31.2cm、底径19.3cm

61 澱青釉紫紅斑杯 鈞窯 金（12ー13世紀） 高4.3cm、口径8.5cm、底径3.3cm

62 緑釉皮嚢壺 遼（11ー12世紀） 高22.0cm、幅14.8cm、奥行13.2cm、底径8.5cm



－開館30周年記念・東京富士美術館所蔵－

中国陶磁名品展
2014年1月12日現在

作品名 作家名 制作年 サイズ

63 褐釉皮嚢壺 遼（11ー12世紀） 高28.7cm、幅10.8cm、奥行10.1cm、底径6.9cm

64 三彩花文盤 遼（11ー12世紀） 高6.7cm、口径24.8cm、底径8.3cm

65 白地鳳首瓶 遼（11ー12世紀） 高46.0cm、口径7.0cm、胴径16.2cm、底径9.8cm

66 白地五曜文瓶 磁州窯系 北宋（11世紀） 高21.6cm、口径8.7cm、胴径12.7cm、底径7.2cm

67 白地鉄絵花卉文水注 磁州窯 金（12ー13世紀） 高17.4cm、口径3.1cm、胴径12.8cm、底径7.6cm

68 白地印花象嵌唐草文枕 磁州窯系 北宋（11ー12世紀） 高9.7cm、幅18.0cm、奥行10.0cm

69 緑釉白地掻落牡丹文枕 磁州窯系 金（12世紀） 高11.4cm、幅31.5cm、奥行22.4cm

70 白地刻花牡丹文鉢 磁州窯系 北宋（11ー12世紀） 高13.3cm、口径28.9cm、底径9.4cm

71 白地刻花七宝文鉢 磁州窯系 北宋（11ー12世紀） 高14.7cm、口径14.1cm、胴径16.8cm、底径7.3cm

72 白地黒掻落牡丹文梅瓶 磁州窯 北宋（11ー12世紀） 高32.4cm、口径6.4cm、胴径19.1cm、底径9.4cm

73 白地鉄絵牡丹文瓶 磁州窯系 金（12世紀） 高21.0cm、口径7.2cm、胴径20.2cm、底径12.0cm

74 白地鉄絵牡丹文梅瓶 磁州窯 金ー元（12ー13世紀） 高39.1cm、口径3.9cm、胴径18.0cm、底径10.4cm

75 白地鉄絵鳳凰文壺 磁州窯 元（14世紀） 高34.2cm、口径12.9cm、胴径35.6cm、底径13.9cm

76 翡翠釉鉄絵牡丹文梅瓶 磁州窯 明前期（14世紀） 高24.5cm、口径4.2cm、胴径13.5cm、底径7.8cm

77 黒釉銹斑壺 磁州窯系 金（12ー13世紀） 高16.5cm、胴径16.1cm、底径7.8cm

78 黒釉銹花草花文壺 磁州窯系 金（12ー13世紀） 高19.6cm、口径20.2cm、胴径27.4cm、底径13.6cm

79 黒釉銹花草花文瓶 磁州窯系 金（12ー13世紀） 高27.5cm、口径7.2cm、胴径15.7cm、底径7.0cm

80 黒釉堆線文瓶 磁州窯系 金（12ー13世紀） 高33.6cm、口径15.1cm、胴径14.7cm、底径12.2cm

81 白地紅緑彩牡丹文碗 磁州窯系 金（13世紀） 高3.5cm、口径12.5cm、底径4.6cm

82 白地紅緑彩牡丹文碗 磁州窯系 金（13世紀） 高5.6cm、口径15.6cm、底径5.4cm

83 玳皮釉双鸞文碗 吉州窯 南宋（12ー13世紀） 高5.0cm、口径15.0cm、底径3.7cm

84 青花魚藻文酒会壺 景徳鎮窯 元（14世紀） 高29.6cm、口径21.5cm、胴径34.8cm、底径19.5cm

85 青花花卉文八角瓶 景徳鎮窯 元（14世紀） 高25.6cm、口径7.6cm、胴径13.1cm、底径7.7cm

86 青花菊唐草文瓶 景徳鎮窯 元（14世紀） 高23.4cm、口径7.3cm、胴径12.4cm、底径7.4cm

87 釉裏紅牡丹唐草文瓶 景徳鎮窯 明・洪武期（14世紀） 高32.2cm、口径8.5cm、胴径20.3cm、底径12.0cm

88 青花葡萄文盤 景徳鎮窯 明・永楽期（15世紀） 高7.2cm、口径38.0cm、底径23.8cm

89 青花宝相華唐草文梅瓶 景徳鎮窯 明・永楽期（15世紀） 高31.2cm、口径5.3cm、胴径20.2cm、底径11.8cm

90 青花花卉唐草文扁壺 景徳鎮窯 明・永楽期（15世紀） 高43.9cm、口径8.6cm、幅35.3cm、奥行24.6cm、底幅14.5cm、底奥行
10.0cm

91 青花花文双耳扁壺 景徳鎮窯 明・宣徳年間（1426ー35） 高29.7cm、口径3.3cm、幅21.1cm、奥行13.6cm、底幅7.2cm、底奥行
92 青花果樹文仙盞瓶 景徳鎮窯 明前期（15世紀） 高25.5cm、口径6.3cm、胴径16.5cm、幅22.9cm、底径9.7cm

93 法花蓮池水禽文壺 景徳鎮窯 明前期（15世紀） 高33.9cm、口径16.7cm、胴径30.0cm、底径18.8cm

94 白磁龍文盤 景徳鎮窯 明・弘治年間（1488ー1505） 高4.2cm、口径16.0cm、底径9.4cm

95 白磁緑彩龍文鉢 景徳鎮窯 明・弘治年間（1488ー1505） 高8.7cm、口径20.0cm、底径8.1cm

96 黄地青花花果文盤 景徳鎮窯 明・弘治年間（1488ー1505） 高5.0cm、口径26.4cm、底径18.4cm

97 黄地青花花果文盤 景徳鎮窯 明・正徳年間（1506ー21） 高5.4cm、口径29.4cm、底径18.8cm

98 五彩花鳥文壺 景徳鎮窯 明中期（16世紀） 高22.2cm、口径8.9cm、胴径19.1cm、底径11.0cm

99 五彩双鳳文盤 明中期（16世紀） 高7.0cm、口径31.0cm、底径18.8cm

100 青花花鳥文八角合子 景徳鎮窯 明・嘉靖年間（1522ー66） 高17.9cm、胴径31.8cm、底径24.0cm

101 青花紅彩魚藻文壺 景徳鎮窯 明・嘉靖年間（1522ー66） 高30.6cm、口径22.0cm、胴径34.7cm、底径20.7cm

102 五彩魚藻文壺 景徳鎮窯 明・嘉靖年間（1522ー66） 高44.8cm、胴径40.5cm、底径24.1cm

103 五彩龍花蝶文方盤 景徳鎮窯 明・嘉靖年間（1522ー66） 高4.8cm、幅17.6cm、奥行17.6cm、底幅11.6cm、底奥行11.4cm
105 青花紅彩龍濤文鉢 景徳鎮窯 明・隆慶年間（1567ー72） 高9.2cm、口径20.1cm、底径7.7cm

106 五彩蓮池水禽文甕 景徳鎮窯 明・隆慶年間（1567ー72） 高36.2cm、口径56.2cm、底径42.0cm

107 青花人物図梅瓶 景徳鎮窯 明・万暦年間（1573ー1620） 高40.0cm、口径5.9cm、胴径22.4cm、底径13.2cm

108 五彩魚藻文面盆 景徳鎮窯 明・万暦年間（1573ー1620） 高9.7cm、口径35.5cm、底径22.2cm

109 五彩人物図面盆 景徳鎮窯 明・万暦年間（1573ー1620） 高9.0cm、口径37.5cm、底径22.5cm

110 五彩蓮池水禽文瓶 景徳鎮窯 明・万暦年間（1573ー1620） 高55.4cm、口径9.2cm、胴径27.2cm、底径18.3cm

111 五彩唐子図瓶 景徳鎮窯 明・万暦年間（1573ー1620） 左：高72.5cm、口径19.0cm、胴径18.3cm、底径16.3cm、右：高73.5cm、
口径18.8cm、胴径18.4cm、底径16.2cm

112 五彩力士形燭台 景徳鎮窯 明・万暦年間（1573ー1620） 高22.5cm、幅12.4cm、奥行8.0cm

113 五彩獅子鳳凰文盤 漳州窯 明後期（17世紀） 高9.5cm、口径39.0cm、底径19.0cm

114 五彩鳳凰文盤 漳州窯 明後期（17世紀） 高10.4cm、口径43.9cm、底径21.8cm

115 藍釉堆花草花文盤 漳州窯 明後期（17世紀） 高10.3cm、口径40.0cm、底径19.8cm

116 五彩人物図香炉 景徳鎮窯 明後期（17世紀） 高9.4cm、径7.5cm、底径6.5cm

117 五彩山水図鉢 景徳鎮窯 明後期（17世紀） 高4.0cm、口径16.9cm、底径9.3cm

118 五彩鳥兎文輪花皿 景徳鎮窯 明後期（17世紀） 高3.5cm、口径20.0cm、底径15.3cm

119 青花人物図輪花盤 清・康煕年間（1662ー1722） 高6.9cm、口径27.6cm、底径14.1cm

120 青花釉裏紅団文瓶 景徳鎮窯 清・康煕年間（1662ー1722） 高22.7cm、口径3.3cm、胴径9.5cm、底径7.3cm

121 五彩花鳥文瓶 景徳鎮窯 清・康煕期（17ー18世紀） 高75.2cm、口径25.7cm、胴径28.0cm、底径22.3cm

122 五彩花鳥文盤 景徳鎮窯 清・康煕期（17ー18世紀） 高5.2cm、口径31.4cm、底径25.8cm

123 五彩蓮池水禽文甕 景徳鎮窯 清前期（17ー18世紀） 高48.3cm、径59.2cm、底径30.5cm

124 五彩蓮池文方瓶 景徳鎮窯 清・康煕期（17ー18世紀） 左：高47.7cm、口径11.5cm、幅14.4cm、奥行14.5cm、底幅11.2cm、底奥
行11.4cm、右：高47.7cm、口径12.0cm、幅14.4cm、奥行14.5cm、底幅
11.0cm、底奥行11.1cm

125 粉彩百鹿図双耳壺 景徳鎮窯 清・乾隆年間（1736ー95） 高44.0cm、口径16.0cm、胴径36.5cm、底径24.5cm


