
作品名 製作年 所蔵 展示替え

1
金白金蝕白樺 食器揃

上皇后陛下御調度品
昭和34（1959）年

2
岡染め白樺 食器揃

上皇后陛下御調度品
昭和34（1959）年

3

岡染めベアー 食器揃

天皇陛下（当時の徳仁親王殿下） お箸初めの儀 東宮御

所御用食器

昭和36（1961）年

4

金白金蝕梓 食器揃

天皇陛下（当時の徳仁親王殿下） お箸初めの儀 東宮御

所御用食器

昭和36（1961）年

5
瑠璃金白金蝕桐菊模様 食器揃

上皇 上皇后両陛下御使用 東宮御所御用食器
昭和46（1971）年

6

ヒドロ虫目呉須 絵替り皿

昭和天皇陛下御在位50周年に際し、上皇 上皇后両陛下が

御献上になった御品

昭和50（1975）年

7

上絵那須之花 絵替り皿

昭和天皇陛下80才の御生誕御祝として、上皇 上皇后両陛

下が御献上になった御品

昭和56（1981）年

8

上絵那須之花 絵替り皿

香淳皇后陛下80才の御生誕御祝として、上皇 上皇后両陛

下が御献上になった御品

昭和58（1983）年

9

青華貝づくし紋 食器揃

昭和天皇陛下御成婚60周年に際し、上皇 上皇后両陛下が

御献上になった御品

昭和59（1984）年

10
瑠璃金彩岡染め梓模様 食器揃

天皇陛下御使用 東宮御所御用食器
平成3（1991）年

11
ブルーグレー金白金蝕重ね懐紙模様 食器揃

上皇 上皇后両陛下 御所御用食器
平成9（1997）年

12
岡染め金蝕栂と檜扇菖蒲模様 食器揃

秋篠宮家
平成11（1999）年

13
パールグレー白金彩線条紋 食器揃

上皇 上皇后両陛下 御所御用食器
平成21（2009）年

14 白磁薄肉彫蓋付菓子鉢 大正11（1922）年 大倉陶園

15 白磁薄肉彫菓子鉢 大正11（1922）年 個人蔵

16 白磁薄肉彫菓子銘々皿 大正11（1922）年 大倉陶園

17 作者不詳　大倉孫兵衛肖像画 不詳 大倉陶園

18 鬼頭鍋三郎　大倉和親肖像画 昭和44（1969）年 大倉陶園

19
幸野楳嶺 『楳嶺百鳥画譜』

出版人：大倉孫兵衛　 出版：錦栄堂

明治14（1881）年10月18日版権免

許
公益財団法人　森村豊明会

20 幸野楳嶺 『楳嶺花鳥画譜』  出版人：大倉孫兵衛 明治16（1883）年 大倉陶園

21
葛飾北斎『前北斎富士勝景』

印刷兼翻刻発行者：大倉孫兵衛　出版：錦栄堂
明治22（1889）年 大倉陶園

22 白磁金彩皿、珈琲碗皿、紅茶碗皿、スープ碗皿 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

23 白磁雲鶴彫電気スタンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正14（1925）年 大倉陶園

24 尾長鶏　　　                                                                     　　　　　昭和9（1934）年 大倉陶園

25 白磁金彩デミタスセット 昭和4（1929）年 個人蔵
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26 白磁金彩シャーベットセット 昭和8（1933）年 東京村田コレクション

27 岡染付薔薇花瓶 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

28 岡染付薔薇ベリーセット 昭和7（1932）年 個人蔵

29 岡染付黄地薔薇珈琲セット 昭和10-20（1935-1945）年 大倉陶園

30 上絵染付牡丹花瓶 大正12-昭和24（1923-1940s）年 個人蔵 前期

31 岡染付金彩花瓶 大正12-昭和24（1923-1940s）年 個人蔵 後期

32 金蝕石榴文ベリーセット 昭和3（1928）年 個人蔵

33 蒔絵蝕プラタナス文ベリーセット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和2（1927）年 大倉陶園

34 馬「和鞍置きたる馬」　原型：伊藤國男 昭和9（1934）年 大倉陶園

参考資料 『大倉陶園廿五年誌』（『大倉陶園二十五年譜紀』草稿） 大倉陶園

参考資料 日野厚から岩田恒三郎に宛てられた絵葉書
昭和5（1930）年6月8日、18日、7

月2日
大倉陶園

参考資料 岩田恒三郎のデッサン「ばら」 昭和14（1939）年11月23日 大倉陶園

参考資料 岩田恒三郎のデッサン「菜の花（温室）」 昭和15（1940）年1月10日 大倉陶園

参考資料 世良延雄による大倉和親への聞き書き 昭和21（1946）年7月11日 大倉陶園

35 富士屋ホテル　岡染付富士絵替食器揃 昭和10（1935）年 富士屋ホテル

36 富士屋ホテル　蒔絵高山植物絵替食器揃 昭和10（1935）年 富士屋ホテル

37
奈良ホテル　貴賓用特別食器揃

満州国皇帝溥儀を迎えるに際し製作
昭和10（1935）年 奈良ホテル

38 資生堂アイスクリームパーラー食器揃 昭和2-3（1927-1928）年 資生堂企業資料館

39 上絵金蝕皿 昭和2（1927）年 大倉陶園

40 瑠璃金蝕忘れな草紅茶碗皿、ケーキ皿 昭和6（1931）年 東京村田コレクション

41 瑠璃金彩食器揃 昭和10-20（1935-1945）年 藤山家蔵

42 金蝕コンポート 大正15（1926）年 大倉陶園 前期

43 金蝕フルーツセット 大正14（1925）年 個人蔵 後期

44_1 瑠璃透彫サービス皿 昭和15-20（1940-1945）年 大倉陶園 後期

44_2 瑠璃透彫サービス皿　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和15-20（1940-1945）年 大倉陶園 前期

44_3 瑠璃透彫サービス皿 昭和15-20（1940-1945）年 大倉陶園 後期

44_4 瑠璃透彫サービス皿 昭和15-20（1940-1945）年 個人蔵 前期

44_5 瑠璃透彫サービス皿 昭和15-20（1940-1945）年 個人蔵 後期

44_6 瑠璃透彫サービス皿 昭和15-20（1940-1945）年 東京村田コレクション 前期

45 ライオン 昭和16（1941）年 個人蔵

参考資料 大阪三越催事案内カタログ 昭和3（1928）5月号 個人蔵

46 色蒔煙草セット 大正15（1926）年 大倉陶園

47 色蒔ウーロン茶用ポット 昭和9（1934）年 大倉陶園

48 色蒔デミタス碗皿 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

49 色蒔デミタス碗皿 昭和3（1928）年 個人蔵

50 色蒔ナプキンリング 昭和8（1933）年 個人蔵

51 上絵蓋物 昭和10-20（1935-1945）年 大倉陶園

52 色蒔灰皿 昭和4（1929）年 大倉陶園

53 色蒔花器 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

54_1 青蒔レリーフ鉢カバー 昭和2（1927）年 個人蔵

54_2 黄蒔レリーフ鉢カバー 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

55 色蒔珈琲碗皿　 昭和7（1932）年 東京村田コレクション 前期

56 色蒔珈琲碗皿　 昭和5（1930）年 東京村田コレクション 後期
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57 瑠璃金銀彩小花文珈琲セット　 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

58 瑠璃金彩白盛紅茶碗皿、ケーキ皿 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

59 瑠璃金銀蝕サンドイッチ皿 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

60 蒔絵銀杏文紅茶碗皿　 昭和3（1928）年 個人蔵

61 瑠璃金彩珈琲碗皿 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

62 蒔絵人物文ベリー皿 大正15（1926）年 東京村田コレクション

63 上絵植物文ベリー皿 昭和2（1927）年 東京村田コレクション

64 呉須鳥文紅茶碗皿 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

65 上絵呉須草花珈琲セット 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

66 呉須捻文珈琲碗皿 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

67 上絵龍文紅茶セット 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

68 呉須銀彩龍文壺 大正12-昭和24（1923-1940s）年 東京村田コレクション

69 白盛菊文紅茶セット 昭和19（1944）年 大倉陶園

70 青磁キャセロール 昭和21（1946）年 個人蔵

71 ジプシーの踊子 昭和3（1928）年 個人蔵

72 農夫 昭和9（1934）年 東京村田コレクション

73 ゴルファー（男） 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

74 ゴルファー（女） 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

75 スキーヤー 昭和6（1931）年 東京村田コレクション

76 乗馬 昭和6（1931）年 東京村田コレクション

77 兵隊 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

78 ボルゾイ 昭和9（1934）年 東京村田コレクション

79 ブラッドハウンド 昭和6（1931）年
岐阜県立多治見工業高等学校

（岐阜県現代陶芸美術館寄託）

80 セッター 昭和9（1934）年 個人蔵

81 エアデールテリア 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

82 シェパード 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

83 シェパード 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

84 グレイハウンド 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

85 猫 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

86 眠る猫 昭和5（1930）年 東京村田コレクション

87 牛 昭和5（1930）年 東京村田コレクション

88 羚羊【カモシカ】 昭和5（1930）年 大倉陶園

89 猪 昭和9（1934）年 東京村田コレクション

90 土竜【モグラ】 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

91 駱駝【ラクダ】 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

92 犀【サイ】 昭和5（1930）年 東京村田コレクション

93 虎　原型：池田勇八 昭和2（1927）年頃 大倉陶園

94 熊 昭和9（1934）年 個人蔵

95 雛 昭和8（1933）年頃 東京村田コレクション

96 1 雛 昭和8（1933）年 東京村田コレクション

96 2 雛 昭和8（1933）年頃 東京村田コレクション

97 雛 昭和8（1933）年 個人蔵

98 鶏 昭和8（1933）年 東京村田コレクション

99 鶏 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション
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100 鳥「若菜をつむ」　原型：池田勇八 昭和8（1933）年 個人蔵

101 鷺【サギ】 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

102 家鴨【アヒル】 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

103 鸚鵡【オウム】 昭和3（1928）年 東京村田コレクション

104 鸚鵡【オウム】 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

105 山女魚【ヤマメ】 昭和8（1933）年 個人蔵

106 秋刀魚【サンマ】 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

107 魚 昭和8（1933）年 個人蔵

108 魚 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

109 魚 昭和10-20（1935-1945）年 東京村田コレクション

110 魚 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

111 魚 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

112 緬羊【ヒツジ】　原型：沼田一雅 昭和17-20（1942-1945）年 大倉陶園

113 熊 昭和26-31（1951-1956）年頃 大倉陶園

114 白熊 昭和26-31（1951-1956）年頃 大倉陶園

115 矮鶏【チャボ】 昭和26-31（1951-1956）年頃 大倉陶園

116 上絵花籠 昭和11-20（1936-1945）年 大倉陶園

117 上絵薔薇蓋物 昭和10-20（1935-1945）年 大倉陶園

118 上絵薔薇蓋物 昭和10-20（1935-1945）年 大倉陶園

119 上絵花カード立 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

120 上絵花付蓋物 昭和10-20（1935-1945）年 個人蔵

121 赤坂迎賓館食器揃 昭和49（1974）年 迎賓館赤坂離宮

122 京都迎賓館食器揃 平成17（2005）年 京都迎賓館

123 呉須正倉院 紅茶セット 昭和35（1960）年 大倉陶園 後期

124 金蝕薔薇 紅茶セット 昭和27（1952）年 大倉陶園 前期

125 ホテルニューグランド 珈琲セット 昭和45（1970）年 ホテルニューグランド

126 ザ・オークラ 碗皿、ケーキ皿 昭和54（1979）年 大倉陶園

参考資料 《ザ・オークラ スウィートメモリー》のためのデザイン画 昭和54（1979）年 大倉陶園

参考資料 《ザ・オークラ ブルーインペリアル》のためのデザイン画 昭和54（1979）年 大倉陶園

127 どんぐりのバラード プレート 昭和54（1979）年 大倉陶園

参考資料 百木春夫《どんぐりのバラード プレート》のためのデザイン画 大倉陶園

参考資料 百木春夫《どんぐりのバラード カップ》のためのデザイン画 大倉陶園

128 オテル・ドゥ・ミクニ  12ヶ月のプレート 昭和60（1985）年 オテル・ドゥ・ミクニ

129 一本のバラ プレート 平成2（1990）年 大倉陶園

参考資料 百木春夫《一本のバラ プレート》のためのデザイン画 大倉陶園

130 日本 プレート 平成11（1999）年 大倉陶園

131 天文十二月 プレート 平成6（1994）年 個人蔵

参考資料 テーブルセッティング 百花譜 平成30（2018）年 大倉陶園

参考資料 陶板 メリーゴーランド 平成30（2018）年 大倉陶園

・本目録は「華めく洋食器 大倉陶園100年の歴史と文化」展の出品目録です。

・会期中、一部展示替えを行います。

・会場の作品は、リストの順番どおりではありません。

・作品保護等の都合により、展示作品や展示期間を変更する場合があります。

第5章　日本の洋食器を追い求めて－戦後～現在


