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作品名称 付帯事項 員数 製作年代 所蔵者

青銅　饕餮文平底爵 １口 商時代〔紀元前16～14世紀〕 本館蔵

青銅　饕餮文爵 １口 商時代〔紀元前14～11世紀〕

青銅　饕餮文斝 １口 商時代〔紀元前14～11世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅　饕餮文斝 １口 商末～西周時代初期〔紀元前12～11世紀〕

青銅　饕餮文尊 １口 商末～西周時代初期〔紀元前12～11世紀〕

青銅　饕餮文鼎 １口 西周時代〔紀元前11～８世紀〕 本館蔵

青銅　龍文簋 １口 西周時代〔紀元前11～８世紀〕 本館蔵

青銅　卣 １具 春秋時代〔紀元前８～５世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅　雷文鍑 １口 戦国時代〔紀元前５～３世紀〕 本館蔵

青銅銀錯　雲気文鏊 １口 戦国時代〔紀元前５～３世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅　蟠螭文鼎 １具 戦国時代〔紀元前５～３世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅　幾何学文四耳鼓 １個 前漢時代〔紀元前２～１世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅　鉦 １箇 戦国～前漢時代〔紀元前４～２世紀〕

青銅　錞于 １個 戦国～前漢時代〔紀元前４～２世紀〕

青銅　蒜頭瓶 １口 秦～前漢時代〔紀元前３～２世紀〕 本館蔵

青銅　鋞 １具 前漢時代〔紀元前２～１世紀〕 本館蔵

青銅　鍾 ２口 前漢末～後漢時代初期〔紀元前１～１世紀〕 本館蔵

青銅鍍金銀　雲気文洗 １口 前漢時代〔紀元前２～１世紀〕

青銅　四神文染炉 １口 前漢時代〔紀元前２～１世紀〕 本館蔵

青銅　西王母文耳杯 １口 後漢時代〔1～2世紀〕 本館蔵

滑石　耳杯 １口 後漢時代〔1～2世紀〕 本館蔵

緑釉　耳杯 １口 後漢時代〔紀元１世紀〕 本館蔵（辻本コレクション）

青銅　耳杯 ２口 後漢末期～三国時代〔３世紀〕 本館蔵

青銅　騎獣人物博山炉 １具 前漢時代〔紀元前２～紀元前１世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅透彫　雲気文博山炉 １具 後漢時代 〔１～２世紀〕 本館蔵

青銅　人物鳳凰飾龍把香炉 １具 後漢～東晋時代〔２～４世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅透彫　龍文提梁香炉 １具 三国時代・魏・正始８年〔247〕銘 本館蔵

灰陶加彩　雲気文壷 １口 前漢時代〔紀元前１世紀〕 本館蔵

灰陶加彩　獣帯文有蓋鍾 １口 前漢時代〔紀元前１世紀〕 本館蔵

褐釉　鍾 １口 前漢末～後漢時代初期〔１世紀〕 本館蔵

灰釉刻花　雲気文双耳壷 １口 前漢末～後漢時代初期〔紀元１世紀〕

青銅　細文地蟠龍文鏡 １面 戦国時代〔紀元前３世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅　｢漢有名銅｣獣帯文鏡 １面 前漢時代〔紀元前１世紀〕 本館蔵

青銅　｢宝鼎元年｣二神四獣文鏡 伝 浙江省紹興古墓出土 １面 三国時代・呉・宝鼎元年（266）銘 本館蔵

青銅　呉王伍子胥図画像鏡 １面 後漢末～三国時代〔３世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

青銅　三角縁四神四獣文鏡 伝 鳥取県倉吉市(東伯郡社村)古墳出土 １面 三国時代〔3世紀〕 本館蔵（田万コレクション）

青銅　｢湛若止水｣団華文鏡 １面 隋～唐時代初期〔６～７世紀〕 本館蔵（田万コレクション）

青銅 ｢永徽元年｣方格四神文鏡 １面 唐時代・永徽元年（650）銘 本館蔵

青銅　双鳳瑞花文八花鏡 １面 唐時代〔８世紀〕 本館蔵（田万コレクション）

青銅　狻猊双鸞唐草文八稜鏡 １面 唐時代〔８世紀〕 本館蔵（田万コレクション）

褐釉　四耳壷 １口 隋～唐時代初期〔７世紀〕 本館蔵

白磁　壷 １口 唐時代〔７世紀〕

三彩　壷 １口 唐時代〔８世紀〕

黒釉青白斑　脚付円壷 １口 唐時代〔９世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

白磁劃花　牡丹唐草龍文輪花鉢 河北省定窯 １口 北宋時代〔11世紀〕 本館蔵

青白磁劃花　唐子文鉢 江西省景徳鎮窯 １口 北宋時代〔11世紀〕

青磁刻花　蓮花文鉢 陝西省耀州窯 １口 金時代〔12世紀〕

青磁劃花　雲気文碗 浙江省龍泉窯 １口 元時代〔13世紀〕 本館蔵（田万コレクション）

玳玻釉　双鳳文天目茶碗 江西省吉州窯 １口 南宋時代〔12～13世紀〕

白磁　鳳首水注 広東省広州西村窯 １口 北宋時代〔11世紀〕 本館蔵

青白磁劃花　唐草文水注 江西省景徳鎮窯 １口 北宋時代〔12世紀〕

黒釉銹斑 列点文玉壷春瓶 磁州窯系 １口 金時代〔13世紀〕

白地黒花 ｢風花雪月｣字文扁壷 磁州窯系 １口 元時代〔14世紀〕

青磁　袴腰香炉 浙江省龍泉窯 １口 南宋～元時代〔13～14世紀〕 本館蔵（長田捨三郎氏寄贈）

青花　蓮池文玉壷春瓶 江西省景徳鎮窯 １口 元時代〔14世紀〕 本館蔵

青花　瑞果文水注 江西省景徳鎮窯 １口 明時代初期〔15世紀〕

青花　花鳥文梅瓶 江西省景徳鎮窯 １口 明時代初期〔15世紀〕

青花　花替唐草文鉢 江西省景徳鎮窯､ ｢大明宣徳年製｣青花銘 １口 明時代・宣徳期〔1426～35〕 本館蔵

青花黄彩　花果折枝文盤 江西省景徳鎮窯､ ｢大明弘治年製｣青花銘 １枚 明時代・弘治期〔1488～1505〕

豆彩　瑞果文鉢 江西省景徳鎮窯､ ｢大明万暦年製｣青花銘 １口 明時代・万暦期〔1573～1620〕 本館蔵（山口コレクション）

五彩　獅子文盤 福建省漳州窯・呉州赤絵 １枚 明時代末期〔17世紀〕 本館蔵（山口コレクション）

五彩　鳳凰文盤 福建省漳州窯･呉州赤絵 １枚 明時代末期〔17世紀〕 本館蔵（原晃氏寄贈）

青花　蓮池水禽図盤 福建省漳州窯・呉州染付 １枚 明時代末期〔17世紀〕

白磁堆白 双龍文盤 福建省漳州窯･白呉州餅花手 １枚 明時代末期〔17世紀〕 本館蔵（原晃氏寄贈）

青花　群仙図盤 江西省景徳鎮窯･古染付、｢寅生佳製｣青花銘 １枚 明時代末期〔17世紀〕

青花　楼閣人物図盤 江西省景徳鎮窯・古染付、｢寅生佳製｣青花銘 １枚 明時代末期〔17世紀〕

青花　相傘図盤 江西省景徳鎮窯・古染付 １枚 明時代末期〔17世紀〕

青花　幾何学文盤 江西省景徳鎮窯・古染付 １枚 明時代末期〔17世紀〕

豆彩　蓮花吉祥文杯 江西省景徳鎮窯、｢大清雍正年製｣青花銘 ２口 清時代・雍正期〔1723～35〕 本館蔵

黄釉暗花　牡丹文碗 江西省景徳鎮窯、｢大清嘉慶年製｣刻銘 ２口 清時代・嘉慶期〔1796～1820〕 本館蔵（武居巧氏寄贈）

豆彩　蓮池水禽文鉢 江西省景徳鎮窯、｢大清道光年製｣青花銘 １口 清時代・道光期〔1821～50〕 本館蔵（原晃氏寄贈）

青花　宝相華唐草文碗 江西省景徳鎮窯､｢大清道光年製｣青花銘 １口 清時代・道光期〔1821～50〕

　併設：韓国陶磁
作品名称 付帯事項 員数 製作年代 所蔵者

陶質土器　脚付短頸壷 伽耶系 １口 三国時代〔５世紀〕 本館蔵（原晃氏寄贈）

陶質土器　波状文耳付高杯 新羅系 １口 三国時代〔５世紀〕 本館蔵（勝谷善作氏寄贈）

陶質土器　波状文手付短頸壷 伽耶系 １口 三国時代〔６世紀〕 本館蔵（原晃氏寄贈）

陶質土器　縄索文有蓋碗 新羅系 １合 統一新羅時代〔７世紀〕 本館蔵（原晃氏寄贈）

陶質土器　鋸歯連珠文有蓋壷 新羅系 １合 統一新羅時代〔７世紀〕

青磁陽刻　蓮弁文鉢 １口 高麗時代〔12世紀〕 本館蔵（田万コレクション）

青磁陰刻　花卉文花形碗・托 １具 高麗時代〔12世紀〕 本館蔵（田万コレクション）

青磁陰刻 鎬文盒 １合 高麗時代〔12世紀〕

青磁象嵌　菊花文盒 １合 高麗時代〔13世紀〕

青磁象嵌 花卉文盒 １合 高麗時代〔13世紀〕

青磁陰刻　蓮唐草文梅瓶 １口 高麗時代〔12世紀〕

青磁象嵌　葡萄唐子文瓢形水注 １口 高麗時代〔12末～13世紀初頭〕 本館蔵（広田松繁氏寄贈）

青磁象嵌　柳鶴文浄瓶 １口 高麗時代〔13世紀〕

白磁青花　鳳凰文壷 １口 朝鮮時代〔18世紀〕

白磁鉄砂　龍文壷 １口 朝鮮時代〔18世紀〕 本館蔵（辻本コレクション）

白磁辰砂　花卉文壷 １口 朝鮮時代〔18世紀〕

瑠璃釉線刻　木葉文瓢形瓶 １口 朝鮮時代後期〔19世紀〕

粉青印花 簾縄文玉壷春瓶 三島暦手 １口 朝鮮時代〔15世紀〕



白磁青花辰砂 桃形水滴 １箇 朝鮮時代〔18～19世紀〕

白磁青花　太極文方形水滴 １箇 朝鮮時代〔18世紀〕


