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秀麗精緻
No.

名 称

2021. 6/22(火)～ 8/15(日) 南１F 第12･13室

― 明清時代の工芸 ―

出品目録１

員数

生産地 / 銘 / 伝 来 / 備 考

時 代・世 紀

所蔵者

1 漆塗 棚（夕顔棚）

1基

大阪・平瀬家伝来

明時代末期・17世紀

個人蔵

2 青磁 卓

1基

「宣徳年造」銘 大阪・平瀬家伝来

明時代・16世紀

個人蔵

3 漆塗 七弦琴

1張

明時代末期～清時代初期・17世紀

本館蔵（田万コレクション）

4 填漆 雲鶴文長方盆（存星 一文字茗盆）

1枚

赤星家伝来

清時代・18～19世紀

個人蔵

5 朱泥 茶注（具輪珠茶銚）

1口

宜興窯 「子上」銘

清時代・17～18世紀

個人蔵

6 青花 団花文煎茶碗（茗碗）

8口のうち 景徳鎮窯

明時代・16世紀

個人蔵

7 絹地 敷布（紫繻子 茶具敷）

1枚

清時代・17～18世紀

個人蔵

8 白地笹蔓文金華布（金更紗 茶具敷）

1枚

インド・ムガール朝・17～18世紀

個人蔵

1面

明～清時代・16～17世紀

個人蔵

10 青銅 饕餮文平底爵

1口

殷（商）時代中期・紀元前16～14世紀 本館蔵

11 青銅 卣（蓋のみ）

1口

「遽父己」銘

西周時代前期・紀元前11～10世紀

本館蔵（山口コレクション）

12 泰字硯

1面

呉昌碩(1844-1927)題

中華民国4年（1915）銘

個人蔵

13 青銅鍍金 載壺獅子

1個

唐時代・8～9世紀

本館蔵（山口コレクション）

14 犀角 蓮葉形筆洗

1口

清時代・18世紀

本館蔵（カザールコレクション）

15 螺鈿 捻花形盒

1合

「千里」銘

清時代・18世紀

本館蔵（カザールコレクション）

16 彫漆 牡丹文天目台

1口

「大明永楽年製」銘

明時代・永楽期（1403－24）

本館蔵（田万コレクション）

17 白玉 「秀圃図記」印

1顆

朱白文方印

清時代後期・19世紀

本館蔵（田万コレクション）

18 螺鈿 捻花文盒

1合

「乾隆年製」銘

清時代・乾隆期（1736-95）

本館蔵（カザールコレクション）

19 螺鈿 花鳥丸文鼻煙壺

1口

20 豆彩 宝相華文盒

1合

21 三彩 龍鯉形水滴

文人の愉しみ

茶と琴と

香煙ゆらぐ書斎
9 端渓石 蘭亭硯

文房清玩

清時代もしくは江戸～明治時代・19～20世紀 本館蔵（カザールコレクション）

景徳鎮窯 ｢大清道光年製｣銘

清時代・道光期（1821－50）

本館蔵（原晃氏寄贈）

3個のうち 福建系諸窯 ダイアナ･カーゴ引揚品

清時代後期・19世紀

本館蔵（なにわの海の時空館移管品）

22 五彩 双龍文硯

1面

景徳鎮窯 ｢大明万暦年製｣銘

清時代後期・19世紀

本館蔵（井関健夫氏寄贈）

23 五彩 双龍文筆軸

1本

景徳鎮窯 ｢大明万暦年製｣銘

清時代後期・19世紀

本館蔵（井関健夫氏寄贈）

24 螺鈿 七宝繋文時計

1点

清時代・18世紀

本館蔵（カザールコレクション）

25 螺鈿 唐子形盒

1合

「乾隆年製」銘

清時代もしくは江戸～明治時代・19～20世紀 本館蔵（カザールコレクション）

26 青銅透彫 龍文提梁香炉

1口

「正始八年十二月三日中尚方造銅着爪鑪重一斤十二第廿」銘

三国時代（魏）・正始８年（247）銘

本館蔵
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27 螺鈿 人物図六稜盒

1合

元時代末期～明時代初期・14世紀

本館蔵

28 彫漆 牡丹文盆

1枚

明時代・15世紀

本館蔵（カザールコレクション）

29 青花 瑞果文水注

1口

景徳鎮窯

明時代・15世紀

個人蔵

30 五彩 八吉祥文長方盒

1合

景徳鎮窯 ｢大明万暦年製｣銘

明時代・万暦期（1573－1620）

個人蔵

カ ラ フ ル・チ ャ イ ナ

清時代のいろどり

31 豆彩 蓮花吉祥文杯

2口

景徳鎮窯 ｢大清雍正年製｣銘

清時代・雍正期（1723－35）

本館蔵

32 豆彩 蓮池鴛鴦文鉢

1口

景徳鎮窯 ｢大清道光年製｣銘

清時代・道光期（1821－50）

本館蔵（原晃氏寄贈）

33 黄釉 牡丹文碗

2口

景徳鎮窯 ｢大清嘉慶年製｣銘

清時代・嘉慶期（1796－1820）

本館蔵（武居巧氏寄贈）

34 炉鈞釉 双耳瓶

1口

景徳鎮窯 ｢大清乾隆年製｣銘

清時代・乾隆期（1736－95）

本館蔵（武居巧氏寄贈）

35 七宝 宝相華文香炉

1合

清時代・18～19世紀

本館蔵（原晃氏寄贈）

36 白玉 歳寒四友文扁壺

1口

清時代・18世紀

個人蔵

37 青玻璃 碗

1口

「道光年製」銘

清時代・道光期（1821－50）

本館蔵（田万コレクション）

38 犀角 赤壁図杯

1口

「尤侃直生」銘 紀州徳川家伝来

明～清時代・17～18世紀

個人蔵

39 青花 蘭亭図方瓶

1口

景徳鎮窯

清時代初期・17世紀

本館蔵（山口コレクション）

40 藍釉堆白 花卉文蒜頭瓶

1口

景徳鎮窯

明時代末期・17世紀

本館蔵（原晃氏寄贈）

41 豆彩 八吉祥文香炉

1口

景徳鎮窯 ｢大清乾隆年製｣銘

清時代・19世紀

本館蔵（武居巧氏寄贈）

42 青銅 蒜頭壺

1口

秦～前漢時代・紀元前3～前2世紀

本館蔵

温故知新

古典の素養と倣古

星に願いを

信仰世界と造形

43 青銅 半鐘

1口

44 青銅 九鈷鈴

1口

元～明時代・14～15世紀

本館蔵（田万コレクション）

45 青銅鍍金 龍文盂

1口

明時代・16世紀

本館蔵（田万コレクション）

46 青銅 楼閣神仙文鏡

1面

明時代・16～17世紀

本館蔵

47 青銅 八卦七星文八角鏡

1面

明時代・16世紀

本館蔵

48 犀角 魁星筆洗

1口

清時代・18世紀

本館蔵（カザールコレクション）

49 銅造 玄天上帝像

1躯

清時代・18～19世紀

本館蔵（長谷川忠男氏寄贈）

「大明万暦丙申 季春吉日置 羽士敬泉 鋳戸陸守愚」銘 明時代・万暦24年（1596）

本館蔵（清海復三郎氏寄贈）
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