
出品目録

№ 作品名 賞名など 作者 地域 № 作品名 賞名など 作者 地域

1 氷青磁鉢 青木　昌勝 佐賀県 46 藍三彩「1907」 加藤　清和 京都府

2 備前花器 赤毛　敏男 広島県 47 瀬戸黒茶盌 重 加藤　孝造 岐阜県

7 夏草チョーク描文鉢 荒井　ゆきえ 滋賀県 48 萩茶盌 兼田　佳炎 山口県

8 銹輝器「鉢」 飯沼　耕市 茨城県 50 鉄絵銅彩秋海棠文鉢 神谷　紀雄 千葉県

10 釉描彩雪笹文陶筥 日本工芸会奨励賞 井口　雅代 千葉県 51 青白磁刻文花瓶 亀田　緑光 愛媛県

12 彩刻瑠璃磁壺「森精」 鑑 石橋　裕史 京都府 54 備前自然練込大鉢 川端　文男 岡山県

13 角花生 重 伊勢﨑　淳 岡山県 60 碧釉漣文壺 木村　芳郎 広島県

14 灰釉彩鉢 市野　秀作 兵庫県 62 青白磁草花文平鉢 久保田　厚子 岡山県

15 硝彩器 糸井　康博 奈良県 66 あけぼの彩茶注 鯉江　廣 愛知県

16 緑釉花器 伊藤　進矢 岐阜県 72 色絵野葡萄長組皿 斉藤　裕子 神奈川県

17 無名異練上花紋壺 重 伊藤　赤水 新潟県 73 象嵌釉彩樹林文扁壺 佐伯　守美 栃木県

18 無名異線紋鉢 伊藤　栄傑 新潟県 74 染付椿紋大皿 酒井　紫羊 岐阜県

19 釉刻色絵金銀彩鉢 伊藤　北斗 東京都 75 藍色志野壺 酒井　博司 岐阜県

20 銀泥彩磁鉢 鑑 井戸川　豊 千葉県 76 濁手藤文花器 酒井田　柿右衛門 佐賀県

21 黄釉茶呉須蝶文鉢 重 井上　萬二 佐賀県 77 白釉茶碗 坂倉　新兵衛 山口県

22 色絵雪花薄墨墨はじき萩文鉢 重・鑑 今泉　今右衛門 佐賀県 78 青瓷鉢 坂本　章 鳥取県

23 をる陶 今田　拓志 広島県 79 縒舟「烈波」 佐藤　典克 神奈川県

25 紅彩条文五角器 植竹　敏 茨城県 80 備前緋襷広口花器 佐藤　正徳 岡山県

26 彩泥透光紋鉢 宇佐美　成治 栃木県 85 黒彩器「相」 渋谷　英一 山口県

29 色絵流加彩鉢 梅本　孝征 愛知県 90 鉄釉白流掛分扁壺 清水　保孝 京都府

31 重染彩磁花器 上瀧　勝治 千葉県 93 萩茶碗 新庄　貞嗣 山口県

34 鉄釉紫陽花文蓋物 易　みのり 岡山県 94 青磁堆磁線文鉢 特 神農　巌 滋賀県

39 淡青釉鉢 岡田　泰 山口県 95 志野茶碗 重・審 鈴木　藏 岐阜県

40 白化粧象嵌筒花器 小川　哲男 佐賀県 96 志野花器 鈴木　健 岐阜県

42 青白磁面取鉢 鬼丸　尚幸 福岡県 97 緑釉花器 鈴木　徹 岐阜県

43 高取肩衝茶入 鬼丸　碧山 福岡県 99 白磁流紋鉢 髙井　秀樹 北海道

44 備前広口花器 隠﨑　隆一 岡山県 100 青瓷鉢 多賀井　正夫 大阪府

45 金白金彩幾何紋円皿 加藤　一郎 山口県 102 銀彩水指「月のことば」 高橋　朋子 千葉県
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105 灰釉大鉢 竹内　孝一郎 愛知県 150 釉裏白金彩長方鉢 古川　拓郎 京都府

106 緑陰の山蟬細口大長壺 武腰　潤 石川県 153 彩泥流文鉢 古谷　徹 大阪府

108 彩釉鉢 田島　正仁 石川県 157 白瓷面取壺 重・審・鑑 前田　昭博 鳥取県

110 黒地縞堆白小花紋陶筥 谷野　明夫 滋賀県 158 色絵洋彩鉢 特 前田　正博 神奈川県

112 萩流白釉鉢 田原　崇雄 山口県 160 鉢「紅白鮮斜陽─1907─」 日本工芸会新人賞 増原　嘉央理 北海道

115 呉須染付銀彩鉢 寺本　守 茨城県 161 椋灰釉練上大鉢 松井　康陽 茨城県

116 朝鮮唐津水指 德澤　守俊 福岡県 162 備前壺 松枝　信 岡山県

117 彩釉花器「紅の扉」 德田　八十吉 石川県 164 染錦朝顔蝶文組鉢 松尾　優子 山口県

121 釉下墨彩鉢「ハミングバード」 中尾　正三郎 佐賀県 165 叩き灰釉壺 松尾　良弘 広島県

122 四方襷文彩色象嵌壺 中尾　恭純 佐賀県 169 黒彩縞紋の器 宮島　正志 東京都

124 彩泥円葉紋鉢 中嶋　敬信 東京都 174 花文大鉢「椿」 日本工芸会総裁賞 望月　集 東京都

125 紫地紫苑釉裏金銀彩花文鉢 特 中田　一於 石川県 176 練込大皿「万華光」 森　寿光 埼玉県

126 真珠光彩鉢 中田　博士 石川県 177 線描幾何文深鉢 森田　由利子 奈良県

128 白磁鉢 中村　清吾 佐賀県 183 萩窯変緋紋花器 大和　稔 山口県

130 練上絖律文壺 西　功一 岐阜県 184 炎彩細波白釉反皿 大和　保男 山口県

131 備前炭化鉢 橋本　和哉 岡山県 186 白磁鉢 兪　期天 新潟県

133 萩茶盌 波多野　善蔵 山口県 188 釉裏金彩牡丹文飾皿 重 吉田　美統 石川県

136 彩泥蓮環文花器 浜渡　富雄 千葉県 189 金襴手彩色鉢 吉田　幸央 石川県

137 茜織彩陶筥 早川　嘉 栃木県 192 粉青瓷茶垸 若尾　誠 岐阜県

139 鉄釉馬文大壺 重・鑑 原　清 埼玉県 195 水指「表裏」 和田　的 千葉県

144 中野月白瓷壺 重・審・鑑 福島　善三 福岡県 197 上野ヤケ釉壺 渡　仁 福岡県

198
江戸小紋着物
「薩摩左手綱と極譜立割」

藍田　愛郎 群馬県 249 木綿経緯絣着尺「雪の声」 竹内　友夏 鳥取県

207 長板中形着物「燕来る石畳」 伊藤　敦子 東京都 250 刺繡着物「あはひの空」 日本工芸会奨励賞 武部　由紀子 大阪府

209 型絵染着物「春のはじまり」 日本工芸会奨励賞 岩井　香楠子 神奈川県 252 花綟り織着尺「紫雲」 段上　育子 沖縄県

211 縠織着物「エチュード」 海老ヶ瀬　順子 京都府 254 紋紗着物「探花」 重・審・鑑 土屋　順紀 岐阜県

214 佐賀錦袋「芳春」 小形　由美子 東京都 258 花絽織帯「蜃気楼」 比嘉　瑠美子 沖縄県

215 献上博多男帯 重 小川　規三郎 福岡県 259 組紐「竹取物語」 平田　竹峯 東京都

216
絞り染訪問着
「An early spring night dream」 小倉　淳史 京都府 260 吉野織着物「五月の公園」 平山　八重子 東京都

217 小倉織木綿小児袴「星宿」 小野　亜由美 福岡県 261 佐賀錦袋「土筆」 福川　美亀 東京都

218 アットゥシ織帯「Pet～川～」 貝澤　雪子 北海道 262 刺繡訪問着「百合の集い」 重 福田　喜重 京都府

221 絣織着物「たんぽぽの囁き」 加藤　幸乃恵 沖縄県 263 絞り染訪問着「八瀬の里」 福村　廣利 京都府

222 生絹着物「海の中のできごと」 朝日新聞社賞 神谷　あかね 愛知県 264 道屯織着物「笑い声」 藤岡　敏惠 福岡県

224 経錦丸帯「連環」 重 北村　武資 京都府 265 友禅訪問着「荒浜」 重・鑑 二塚　長生 石川県

226 精好仙台平袴地「雪聲」 重 甲田　綏郎 宮城県 266 綴帯「春うらら」 細見　巧 京都府

227 風通織木綿着物「青梅雨」 小林　佐智子 愛知県 267 友禅訪問着「追憶」 毎田　健治 石川県

228 江戸小紋結城地着尺「根竹」 重・鑑 小宮　康正 東京都 269 草木染佐賀錦袋帯「鈴虫」 真坂　節子 東京都

232 友禅訪問着「極光」 坂井　洋 京都府 270
ほら絽織菱絽生絹着物
「湖水を渡る」

松浦　弘美 島根県

234 紬織着物「碧空」 重 佐々木　苑子 東京都 274 浮織生絹着物「晩夏」 宮入　映 京都府

237 刺繡着物「共鳴」 柴田　久恵 神奈川県 275 紬織着物「河畔」 重・鑑 村上　良子 京都府

238
琉球紅入藍型着物
「ティンザケェー（水平線）」 城間　栄市 沖縄県 276 友禅着物「緋格子文」 重 森口　邦彦 京都府

239 友禅訪問着「朝もやの中」 菅原　髙幸 岩手県 277 双紬織着尺「紫間道」 山岸　幸一 山形県

240 紬織着物「散歩道」 鈴木　節 三重県 278 半紗織着物「花波」 鑑 山下　郁子 富山県

242 木版摺更紗着物「黄花蕊」 重・審・鑑 鈴田　滋人 佐賀県 279 佐賀錦尺八袋「雛の季」 山名　久美子 千葉県

246 紬織着物「川ひかる」 平　恵子 広島県 280 久留米絣着物「コスモ」 山村　省二 福岡県

247
煮綛芭蕉布九寸帯地
「赤地花織グバン」

重 平良　敏子 沖縄県
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284 紙胎蒟醬青嵐合子 安藤　源一郎 愛知県 327 乾漆描蒟醬蓋物
「光と風と共に」 塩津　容子 岡山県

286 堆漆象嵌蝦夷之小簞笥 石原　雅員 香川県 329 乾漆螺鈿うどんげの華箱 しんたに　ひとみ 奈良県

287 蒟醬盛器「星の雲」 磯井　星児 香川県 331 乾漆合子 砂田　正博 富山県

288 蒔絵刻盤 特 市島　桜魚 石川県 332 存清飾重箱「悠」 高橋　香葉 島根県

289 蒟醬螺鈿筥「山の詩」 井上　みゆき 岡山県 334 彩貝蒔絵飾箱「華」 特 田口　義明 埼玉県

291 彩漆蒟醬盤「ムーンライト」 鵜飼　敏伸 愛知県 338 乾漆黒塗蓋物 築地　久弥 神奈川県

293 乾漆塗立盛器 内島　正雄 富山県 341 沈金飾箱「一夜」 東京都知事賞 鳥毛　清 東京都

296 切金螺鈿箱「蛍川」 江端　俊雄 石川県 342 乾漆蒟醬水指「うしろ雲」 中田　真裕 石川県

299 籃胎蒟醬箱「さくら」 重 太田　儔 香川県 343 蒔絵梅花文八角箱 重 中野　孝一 石川県

300 籃胎蒟醬水指「黎明」 特 大谷　早人 香川県 344 沈金箱「梅花空木」 鑑
日本工芸会保持者賞 西　勝廣 石川県

301 曲輪造盛器 重 大西　勲 茨城県 346 朱塗堤盤 特 林　曉 富山県

303 乾漆箱「新樹」 奥井　美奈 神奈川県 348 蒟醬彫漆箱「照」 藤田　正堂 青森県

304 乾漆赤抜花小鉢 奥窪　聖美 東京都 349 沈金箱「爽秋」 重 前　史雄 石川県

307 蒟醬箱「６月の収穫」 忰山　美知子 山口県 350 乾漆銀地水指「瀑」 重 増村　紀一郎 埼玉県

311 彫漆箱「秋暁」 北岡　省三 香川県 352 彫漆箱「輪廻」 松原　弘明 香川県

313 蓮池念珠箱 重 北村　昭斎 奈良県 356 彩切貝蒔絵乾漆筥「月の韻」 NHK会長賞 三好　かがり 神奈川県

315 切金螺鈿箱「青柳」 鑑 金城　一国斎 広島県 357 乾漆蒔絵水指「精」 重・審・鑑 室瀬　和美 東京都

318 蒔絵箱「カラタチの…」 小松原　賢次 岡山県 360 沈黒漆象嵌箱「錦秋」 重 山岸　一男 石川県

319 籃胎十二稜菓子器 重・鑑 小森　邦衞 石川県 362 蒟醬存清筥「夏のダンス」 山下　哲二 香川県

320 蒔絵菊花陽光文四方盆 特 小栁　種𡈁𡈁 東京都 363 山装う蒟醬箱 重・審 山下　義人 香川県

325 蒟醬草花文八角箱 鑑 佐々木　正博 香川県

365 重ね金象嵌香炉「渓想」 審 浅井　盛征 東京都 395 木目金花瓶 重 玉川　宣夫 新潟県

366 あやおりがね器「結」 鑑 家出　隆浩 埼玉県 396 杢目銅接合せ花器 千貝　弘 秋田県

367 川蟬手銀透彫文鉄吊り香炉 特 井尾　建二 東京都 397 象嵌朧銀花器「映光」 重・審・鑑 中川　衛 石川県

368 布目象嵌華文鉄箱 市川　正美 新潟県 398 階調膚釜 特 長野　垤志 埼玉県

369 砂張水指「夜空２」 重 魚住　為楽 石川県 399 黄銅花器 中村　孝富 富山県

370 銀打出花器「海景」 重・鑑 大角　幸枝 東京都 400 鍛矧合鉢 萩野　紀子 埼玉県

374 接合せ菓子器「木洩れ日」 岡本　佳子 山口県 402 魚々子象嵌六角文花器 原　智 石川県

376 接合せ朝顔文花器 重 奥山　峰石 東京都 403 吹分長方盤 日本工芸会会長賞 般若　泰樹 富山県

379 糸目独楽形釜 角谷　征一 大阪府 404 吹分花器 特 般若　保 富山県

380 芦辺鳥図独楽形釜 特 角谷　勇圭 大阪府 406 二十日大根　金具 日本工芸会奨励賞 藤江　聖公 東京都

382 朱鷺　金具 重 桂　盛仁 東京都 407 四分一象嵌打出銀器 鑑 前田　宏智 東京都

383 朧銀花器「蒼穹」 後藤　明良 東京都 409 接合せ象嵌花器「巡りゆく」 松永　英男 大阪府

384 杢目金打出花器 佐故　龍平 岡山県 412 鍛鉄船形花器 鑑 三好　正豊 大阪府

390 糸目文様末広釜 鑑 鈴木　盛久 岩手県 413 城壁文象嵌花器「甃」 村上　浩堂 石川県

391 鍛銅切嵌象嵌花器「蓮根」 鈴木　頼彦 東京都 415 切嵌象嵌接合せ花器「蛍草」 重 山本　晃 山口県

392 蠟型鋳銅花器「緑蔭」 髙橋　阿子 京都府

417 欅拭漆盛器 天野　豊 大阪府 432 柾割把編摺漆釣花籠「花の舞」 重 勝城　蒼鳳 栃木県

424 盛籠「天潮」 大木　淑恵 埼玉県 433 黄檗造鉢 特 川北　浩彦 石川県

426 神代欅十角箱 大島　猛 岡山県 434 欅造方盛器 重 川北　良造 石川県

427 梻拭漆食籠 大西　正俊 兵庫県 435 欅拭漆盛器「回」 川口　清三 愛知県

428 欅造拭漆盛器 小椋　芳之 岡山県 436 透網代花籠「秋茜」 河野　祥篁 大分県

429 栓拭漆三足器 文部科学大臣賞 甲斐　幸太郎 大阪府 437 欅拭漆捻紋箱 北原　昭一 長野県

431 神代杉箱 角間　泰憲 石川県 438 流線文花籃「舞」 鑑 岐部　笙芳 大分県
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439 欅拭漆盛器 木山　昌吾 岡山県 469 欅造拭漆鉢 濱田　幸介 島根県

440 紫檀彩線象嵌合子 桑山　弥宏 新潟県 472 花籃「明ける」 久富　夢庵 福岡県

442 欅拭漆盛器 小林　松斎 広島県 475 花籃「水面に日の出の輝き」 福西　良笙 奈良県

447 樺結氷文木画飾箱 島田　晶夫 北海道 476 彩変化竹花器「うず潮」 鑑 藤塚　松星 神奈川県

449 黒柿拭漆象嵌長手箱 菅生　均 熊本県 477 束編花籃「氣輝」 重・審・鑑 藤沼　昇 栃木県

450 楓連子装小簞笥「以加留賀」 重・審・鑑 須田　賢司 群馬県 478 煤竹花籃「月の道」 特 武関　翠篁 東京都

454 蘇芳染千筋組盛籃「夜光」 特 田中　旭祥 東京都 480 栃拭漆盛器 特 細川　毅 富山県

455 矢竹舟形花籃「高帆」 田辺　竹雲斎 大阪府 482 欅拭漆盛鉢 本間　潔 宮城県

458 栃拭漆手刳器 栂坂　美紀子 石川県 488 欅拭漆波濤紋卓 特 宮本　貞治 滋賀県

459 拭漆楓盛器 戸田　純一 熊本県 490 欅拭漆卓 重・鑑 村山　明 京都府

462 栃杢造食籠「溢水」 中嶋　虎男 石川県 491 欅拭漆刳貫箱「分水嶺」 森　一三 滋賀県

464 楓拭漆盛鉢 西端　良雄 石川県 492 桑拭漆食籠 矢吹　良文 岡山県

466 神代杉木画色紙箱 西山　謙二 岡山県 494 黒柿赤漆嵌荘軸盆「西流」 鑑 渡辺　晃男 東京都

468 神代杉挽曲造木象嵌飾箱 灰外　由美子 石川県

496
木芯桐塑布紙貼
「十五夜の獅子加那志」

重 秋山　信子 大阪府 507 桐塑紙貼「最後の夏」 阪上　展子 愛知県

497 紙塑紙貼「朝靄」 吾郷　江美子 島根県 514 木芯桐塑紙貼「飛驒　闘鶏楽」 高田　和司 石川県

498 木彫木目込「みちくさ」 鑑 井上　春子 千葉県 515 陶胎紙貼彩色「胡清」 中島　広量 福岡県

500 張抜胡粉「とこしえに」 鑑 岡　弘美 京都府 516 陶彫彩色「月魄」 特 中村　信喬 福岡県

501 木彫胡粉「豊穣の風」 岡本　祐治 京都府 517 陶彫彩色「雨滴」 中村　弘峰 福岡県

502 木芯桐塑布紙貼「春の宵」 日本工芸会新人賞 北　芳子 大阪府 518 木芯桐塑紙貼「聚楽」 重 林　駒夫 京都府

503 桐塑布紙貼「無我」 鑑 小嶋　香代子 愛知県 519 桐塑胡粉「去来」 審・鑑 春木　均夫 大阪府

504 木芯桐塑嵌込「佳き日」 小島　尚子 東京都 521 木芯桐塑紙貼「捕獲」 堀部　信子 愛知県

506 桐塑彩色「修二会幻想」 特 紺谷　力 石川県 522 木彫彩色「Inside and Outside」 松崎　幸一光 東京都

528 七宝流文鉢 鑑 粟根　仁志 広島県 555 須美須利「実」 髙原　祐二 山口県

530 有線七宝蓋物「あじさい」 石坂　久美子 東京都 556 省胎七宝器「秋の野」 種澤　有希子 宮城県

531 鋳込み硝子筥「漣」 石田　知史 京都府 557 砂子風炉先屏風 日本工芸会奨励賞 長岡　達雄 富山県

535 有線七宝花瓶「風光る」 岩本　文子 岡山県 561 曲陵硯「豆仙」 特 名倉　鳳山 愛知県

540 被硝子切子鉢「福芽」 小川　郁子 東京都 562 有線七宝蓋物「花曇り」 橋詰　峯子 鳥取県

542 泥釉七宝花入「律」 高松宮記念賞 河田　貴保子 埼玉県 563 扇様硯 日枝　玉峯 山口県

543 硝子切子蓋物 鑑 氣賀澤　雅人 神奈川県 564 有線七宝蓋物「粋」 深作　千春 千葉県

544 有線七宝蓋物「短夜」 特 久保　かよ子 埼玉県 565 截金飾筥「翠風奏花」 藤野　聖子 大阪府

545 赤瑪瑙香炉 河野　道一 山梨県 566 変形十字文研「はやぶさ」 鑑 堀尾　信夫 山口県

547 被切子鉢「潮流」 日本工芸会新人賞 小林　昂平 東京都 568 省胎七宝鉢「爽春」 鑑 松本　三千子 島根県

551 有線七宝抽象文花器 特 柴田　明 愛知県 571 宙吹網目文様水指 宮田　髙志 群馬県

552 扁花瓶 審・鑑 白幡　明 埼玉県 572 截金飾筥「群翔」 村上　茂子 京都府

554 泥七宝花入「梅香」 須田　美津子 埼玉県 576 積層プラチナ彩切子器「銀波」 特 渡邊　明 京都府

577 朧銀円文様壺 北村　鍾 578 染牙孔雀合子 中村　雅明

※都合により、展示作品および展示期間に変更が生じる可能性があります。
※作品番号は展示順序と一致しておりません。
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