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 Ｉ章　誕生 - 原始・古代のやきもの

指定 図録名称 員数 産地ほか 時代 所蔵者（図録表記）
 把手付深鉢 １口 縄文土器 縄文時代中期 愛知・名古屋市博物館
重要文化財 朱彩壺 １口 弥生土器 弥生時代後期 東京国立博物館
 台付壺 １口 弥生土器 弥生時代後期 愛知県陶磁資料館
 壺 １口 土師器 古墳時代前期 愛知県陶磁資料館
 器台 １口 須恵器 古墳時代中期 福岡・朝倉市
 器台 １口 韓国・陶質土器 三国時代 東京国立博物館
愛知県指定文化財 鳥鈕蓋付台付壺 １合 須恵器 古墳時代後期 愛知・豊川市教育委員会
 三彩壺 １口 奈良三彩 奈良時代 九州国立博物館
 藍彩万年壺 １合 中国・唐三彩 唐時代 文化庁
 三彩女子俑 １く（身＋區） 中国・唐三彩 唐時代 文化庁

重要文化財 灰釉多口瓶 １口 猿投 平安時代初期 愛知県陶磁資料館
（本多静雄氏寄贈）

愛知県指定文化財 灰釉短頸壺 １口 猿投 平安時代 愛知県陶磁資料館
重要文化財 緑釉四足壺 １口 猿投 平安時代 九州国立博物館
 青磁四足壺 １口 中国・越州窯 唐時代 個人蔵
重要文化財 緑釉水注・碗・皿・段皿 １組 美濃 平安時代 群馬県立歴史博物館
重要文化財 青磁水注 １口 中国・越州窯 五代時代 京都国立博物館

 灰釉手付瓶 １口 猿投 平安時代 愛知県陶磁資料館
（本多静雄氏寄贈）

 青磁小形水注 １口 中国・越州窯 唐時代 個人蔵
 灰釉花文浄瓶 １口 猿投 平安時代 千葉・市原市教育委員会

 ２章　発展 - 中世のやきもの

指定 図録名称 員数 産地ほか 時代 所蔵者（図録表記）
重要文化財 灰釉芦鷺文三耳壺 １口 渥美 平安時代 愛知県陶磁資料館

（松永記念館寄贈）
 三筋壺 １口 常滑 平安時代 愛知県陶磁資料館
 甕 １口 常滑 平安時代 愛知県陶磁資料館
 大甕 １口 常滑 鎌倉時代 文化庁
重要文化財 秋草文四耳壺 １口 丹波 室町時代 文化庁
 檜垣文壺 １口 信楽 室町時代 愛知県陶磁資料館
 大壺 １口 越前 室町時代 文化庁
 巴文大壺 １口 珠洲 平安時代 文化庁
重要文化財 草樹文壺 １口 珠洲 鎌倉時代 文化庁
 櫛目波状文大壺 １口 備前 室町時代 岡山県立博物館
 灰釉四耳壺 １口 瀬戸 鎌倉時代 愛知県陶磁資料館
 白磁四耳壺 １口 中国 北宋時代 京都国立博物館
 灰釉画花文瓶子 １口 瀬戸 鎌倉時代 愛知県陶磁資料館
 青白磁唐子唐草文梅瓶 １口 中国・景徳鎮窯 南宋時代 京都国立博物館
 灰釉手付水注 １口 瀬戸 南北朝時代 愛知県陶磁資料館
 青白磁水注 １口 中国・景徳鎮窯 南宋時代 東京国立博物館
重要文化財 灰釉貼花巴文広口壺 １口 瀬戸 鎌倉時代 東京・梅澤記念館
 青磁鎬文有蓋壺 １合 中国・龍泉窯 元時代 東京国立博物館
重要文化財 灰釉魚波文瓶子 １口 瀬戸 鎌倉時代 名古屋市博物館
重要文化財 灰釉瓶子 １口 瀬戸 鎌倉時代 岐阜・白山神社
 鉄釉巴文瓶子 １口 瀬戸 鎌倉時代 文化庁
 鉄釉巴文四耳壺 １口 瀬戸 鎌倉時代 東京国立博物館
 鉄釉印花広口壺 １口 瀬戸 鎌倉時代 文化庁
 鉄釉印花広口壺 １口 瀬戸 鎌倉時代 文化庁
 天目茶碗 １口 瀬戸 室町時代 愛知県陶磁資料館
重要文化財 油滴天目茶碗 １口 中国・建窯 南宋～元時代 九州国立博物館
 灰被天目茶碗 １口 中国・建窯 南宋～元時代 文化庁

 ３章　爆発 - 桃山の茶陶

指定 図録名称 員数 産地ほか 時代 所蔵者（図録表記）
重要文化財 鉄絵芦文壺 １口 唐津 桃山時代 東京・日本民藝館

 鉄砂草花文壺 １口 韓国 朝鮮王朝時代 福岡市美術館
（松永コレクション）

 鉄絵草花文平向付 １口 唐津 桃山時代 文化庁



 鉄絵草花文筒向付 ５口 唐津 桃山時代 文化庁
 志野茶碗 銘橋姫 １口 美濃 桃山時代 東京国立博物館
 黄瀬戸菊鈕蓋付向付 ５合 美濃 桃山時代 個人蔵

 志野あやめ文鉢 １口 美濃 桃山時代 福岡市美術館
（松永コレクション）

 鼠志野草花文大鉢 １口 美濃 桃山時代 文化庁
 鼠志野草花文額皿 １枚 美濃 桃山時代 文化庁
 黒織部沓形茶碗 銘 わらや １口 美濃 桃山時代 東京・五島美術館

 黒織部筒茶碗 銘 さわらび １口 美濃 桃山時代 福岡市美術館
（松永コレクション）

 織部角向付 ５口 美濃 桃山時代 愛知県陶磁資料館
 織部扇形蓋物 １合 美濃 桃山時代 東京国立博物館
 織部四方蓋物 １合 美濃 桃山時代 文化庁
 織部舟形手鉢 １口 美濃 桃山時代 東京・五島美術館
 織部平鉢 １口 美濃 桃山時代 文化庁
 織部花生 １口 美濃 桃山時代 文化庁
 耳付花生 １口 伊賀 桃山時代 文化庁
 耳付水指 １口 伊賀 桃山時代 個人蔵
 円座花生 １口 備前 桃山時代 文化庁
 矢筈口水指 １口 備前 桃山時代 東京・五島美術館
  緋襷大徳利 １口 備前 室町時代 岡山県立博物館
重要文化財 赤楽茶碗 銘無一物 １口 長次郎作 桃山時代 兵庫・頴川美術館

 黒楽茶碗 銘次郎坊 １口 長次郎作 桃山時代 福岡市美術館
（松永コレクション）

重要文化財 黒楽茶碗 銘雨雲 １口 本阿弥光悦
（１５５８～１６３７）作 江戸時代 東京・三井記念美術館

 赤楽茶碗 銘十王 １口 本阿弥光悦
（１５５８～１６３７）作 江戸時代 東京・五島美術館

 ４章　飛翔 - 伊万里の磁器

指定 図録名称 員数 産地ほか 時代 所蔵者（図録表記）
 染付楼閣山水文大皿 １枚 伊万里（有田・山辺田窯） 江戸時代 佐賀県立九州陶磁文化館
 青花山水文大皿 １枚 中国・景徳鎮窯 明時代 東京国立博物館
 染付草花文大鉢 １口 有田・山辺田窯 江戸時代 文化庁
 染付吹墨兎文皿 １枚 伊万里（有田・稗古場窯） 江戸時代 福岡・田中丸コレクション
 染付棕櫚文葉形皿 ５枚 伊万里（有田） 江戸時代 佐賀県立九州陶磁文化館
 色絵牡丹蝶文捻大皿 １枚 伊万里（有田）・古九谷様式 江戸時代 東京・サントリー美術館
 色絵菱畳蓮文大皿 １枚 伊万里（有田）・古九谷様式 江戸時代 東京・出光美術館
 色絵松竹図平鉢 １口 伊万里（有田）・古九谷様式 江戸時代 文化庁
 色絵山水家屋文大皿 １枚 伊万里（有田）・古九谷様式 江戸時代 個人蔵
重要文化財 色絵牡丹獅子文銚子 １合 伊万里（有田）・古九谷様式 江戸時代 文化庁
 色絵山水文壺 １口 伊万里（有田）・柿右衛門様式 江戸時代 文化庁
 色絵樹下人物文八角大壺 １口 伊万里（有田）・柿右衛門様式 江戸時代 文化庁
 色絵花鳥文六角壺 １対 伊万里（有田）・柿右衛門様式 江戸時代 佐賀県立九州陶磁文化館
 色絵花鳥文六角壺 １合 フランス・シャンティイ １８世紀 九州国立博物館
重要文化財 色絵花卉文輪花鉢 １口 伊万里（有田）・柿右衛門様式 江戸時代 広島県立美術館
 色絵唐人物文大蓋物 １合 伊万里（有田）・柿右衛門様式 江戸時代 文化庁
 色絵婦人像 １く（身＋區） 伊万里（有田）・柿右衛門様式 江戸時代 文化庁
 色絵唐花文皿 １枚 伊万里（有田） 江戸時代 文化庁
 色絵赤玉雲龍文鉢 １口 伊万里（有田） 江戸時代 福岡・田中丸コレクション
 色絵荒磯文鉢 １口 伊万里（有田） 江戸時代 福岡・田中丸コレクション
 色絵琴高仙人文鉢 １口 伊万里（有田） 江戸時代 福岡・田中丸コレクション
 色絵麒麟文鉢 １口 伊万里（有田） 江戸時代 福岡・田中丸コレクション
 色絵五艘船図大平鉢 １口 伊万里（有田） 江戸時代 静岡・ＭＯＡ美術館

 色絵風俗絵図六角大壺 １合 伊万里（有田） 江戸時代 佐賀・有田町
（蒲原コレクション）

 五彩花鳥文蓋付壺 １合 中国・景徳鎮窯 明～清時代 東京国立博物館
 色絵御所車風俗図髭皿 １枚 伊万里（有田） 江戸時代 佐賀県立博物館
 粉彩花卉文髭皿 １枚 中国・景徳鎮窯 清時代 東京・出光美術館
 藍絵花卉柴垣文髭皿 １枚 オランダ・デルフト １８世紀 東京・出光美術館

佐賀県重要文化財 染付色絵群馬文変形皿 ５枚 鍋島 江戸時代 佐賀県立九州陶磁文化館
（白雨コレクション）

 ５章　洗練 - 鍋島の精華

指定 図録名称 員数 産地ほか 時代 所蔵者（図録表記）
重要文化財 色絵藤棚文大皿 １枚 鍋島 江戸時代 九州国立博物館
 色絵桜柴垣文皿 １枚 鍋島 江戸時代 東京・サントリー美術館



 色絵宝尽文皿 １枚 鍋島 江戸時代 岡山・林原美術館
 色絵花筏文皿 １枚 鍋島 江戸時代 静岡・ＭＯＡ美術館
 色絵芥子文皿 １枚 鍋島 江戸時代 個人蔵
 色絵竜田川文皿 １枚 鍋島 江戸時代 静岡・ＭＯＡ美術館
 色絵組紐文皿 １枚 鍋島 江戸時代 岡山・林原美術館
 色絵唐花文皿 １枚 鍋島 江戸時代 佐賀・今右衛門古陶磁美術館
 色絵桜御所車文皿 １枚 鍋島 江戸時代 岡山・林原美術館
 色絵鶺鴒文皿 １枚 鍋島 江戸時代 岡山・林原美術館
 青磁染付水車文皿 １枚 鍋島 江戸時代 佐賀・今右衛門古陶磁美術館
 青磁染付桜青海波文皿 １枚 鍋島 江戸時代 文化庁
 青磁染付紫陽花文皿 １枚 鍋島 江戸時代 佐賀県立九州陶磁文化館
 青磁染付笹文皿 １枚 鍋島 江戸時代 佐賀・今右衛門古陶磁美術館
 青磁染付秋草文皿 １枚 鍋島 江戸時代 佐賀・今右衛門古陶磁美術館
 青磁染付水車文皿 １枚 鍋島 江戸時代 福岡・田中丸コレクション
 色絵茶摘文釜 １口 鍋島 江戸時代 福岡・田中丸コレクション
 染付橘文大壺 １口 鍋島 江戸時代 個人蔵

 ６章　風雅 - 都のやきもの

指定 図録名称 員数 産地ほか 時代 所蔵者（図録表記）
重要文化財 色絵若松図茶壺 １口 野々村仁清 江戸時代 文化庁
重要文化財 色絵牡丹文水指 １口 野々村仁清 江戸時代 東京国立博物館
重要文化財 色絵鱗波文茶碗 １口 野々村仁清 江戸時代 京都・北村美術館

 銹絵秋草図角皿 光琳画 １枚
尾形乾山（１６６３～１７４３）作
・尾形光琳（１６５８～１７１６）
画

江戸時代 東京・出光美術館

重要文化財 白藍絵金彩薄文蓋物 １合 尾形乾山
（１６６３～１７４３）作 江戸時代 東京・サントリー美術館

 色絵紅葉図透彫反鉢 １口 尾形乾山
（１６６３～１７４３）作 江戸時代 個人蔵

 色絵椿透重箱 １合 古清水 江戸時代 東京国立博物館

重要美術品 呉須赤絵写四方隅切平鉢 １口 奥田頴川
（１７５３～１８１１）作 江戸時代 東京国立博物館

重要文化財 染付龍濤文提重 １口 青木木米
（１７６７～１８３３）作 江戸時代 東京国立博物館

 銹絵雪笹文手鉢 １口 仁阿弥道八
（１７８３～１８５５）作 江戸時代 文化庁

 交趾写荒磯文水指 １口 永楽保全
（１７９５～１８５４）作 江戸時代 文化庁

 ７章　独創 - 近現代のやきもの

指定 図録名称 員数 産地ほか 時代 所蔵者（図録表記）
重要文化財 黄釉銹絵梅樹文大瓶 １口 宮川香山

（１８４２～１９１６）作 明治２６年 東京国立博物館

 葆光彩磁瑞花鳳凰文花瓶 １口 板谷波山
（１８７２～１９６３）作 大正１２年頃 東京・出光美術館

 柿釉刷毛目鉢 １口 石黒宗麿
（１８９３～１９６８）作 昭和３３年 東京国立近代美術館

 瑠璃塩釉面取方壺 １口 浜田庄司
（１８９４～１９８７）作 昭和３４年 東京国立近代美術館

 紅地金襴手菊花文飾壺 １合 加藤土師萌
（１９００～１９６８）作 昭和３６年 東京国立近代美術館

 彩えん花瓶「山帰来」 １口 楠部彌弌
（１８９７～１９８４）作 昭和５０年 東京国立近代美術館

 晴白練上壺「潮」 １口 松井康成
（１９２７～２００３）作 平成元年 東京国立近代美術館

 燿彩華文鉢 １口 三代徳田八十吉
（１９３３～）作 平成３年 東京国立近代美術館
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