
ＮＯ 作品名 作家・産地 制作年代 所蔵

Ⅰ 捧ぐ
1 コアガラス脚付杯 エジプト 前14世紀 MIHO MUSEUM
2 獅子頭形杯 アケメネス朝ペルシャ 前5－4世紀 MIHO MUSEUM
3 モザイクガラス杯 東地中海沿岸地域 前1世紀－後1世紀 髙畑美術工芸館
4 モザイクガラス杯 東地中海沿岸地域 前1世紀－後1世紀 サントリー美術館（菊地コレクション）
5 モザイクガラス杯 東地中海沿岸地域 前1世紀－後1世紀 個人蔵
6 モザイクガラス浅鉢 東地中海沿岸地域 前2－1世紀 MIHO MUSEUM
7 リボンガラス台付杯 東地中海沿岸地域 前1世紀－後1世紀 岡山市立オリエント美術館
8 パテラ杯 東地中海沿岸地域 1－3世紀 個人蔵
9 脚付杯 シリアあるいはエジプト 4世紀 岡山市立オリエント美術館
10 動物形リュトン 東地中海沿岸地域 1－2世紀 古代オリエント博物館
11 植物文杯 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 1世紀 MIHO MUSEUM
12 カットガラス杯 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 1世紀 MIHO MUSEUM
13 カットガラス杯 東地中海沿岸地域 4世紀 岡山市立オリエント美術館
14 カットガラス碗 東地中海沿岸地域 3世紀 岡山市立オリエント美術館
15 カットガラス碗 ササン朝ペルシャ 3－7世紀 個人蔵
16 カットガラス碗 ササン朝ペルシャ 3－7世紀 個人蔵
17 カットガラス碗 ササン朝ペルシャ 3－7世紀 サントリー美術館（辻清明コレクション）
18 カットガラス碗 ササン朝ペルシャ 3－7世紀 個人蔵
19 カットガラス脚付杯 ササン朝ペルシャ 7－9世紀 MIHO MUSEUM
20 二重浮出し円文碗 ササン朝ペルシャ 4－6世紀 MIHO MUSEUM
21 浮出円文カット碗 ササン朝ペルシャ 5－7世紀 MIHO MUSEUM
22 浮出カット舟形杯 ササン朝ペルシャ 5－7世紀 岡山市立オリエント美術館

Ⅱ 語らう
23 浅鉢 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 前1世紀－後1世紀 MIHO MUSEUM
24 脚付杯 西アジア 前4世紀 MIHO MUSEUM
25 カット装飾碗 東地中海沿岸地域もしくは西アジア 前4世紀 MIHO MUSEUM
26 カットガラス碗 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 3－5世紀 MIHO MUSEUM
27 リブ装飾碗 東地中海沿岸地域 前1世紀－後1世紀 サントリー美術館（辻清明コレクション）
28 尖底碗 東地中海沿岸地域 前2世紀末－前1世紀初頭 髙畑美術工芸館
29 尖底碗 東地中海沿岸地域 前3世紀－後1世紀 サントリー美術館（辻清明コレクション）
30 碗 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 前1世紀－後1世紀 MIHO MUSEUM
31 スプラッシュガラス台付杯 東地中海沿岸地域 1世紀 岡山市立オリエント美術館
32 脚付杯 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 4－5世紀 MIHO MUSEUM
33 脚付杯 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 4－6世紀 MIHO MUSEUM
34 カット台付杯 イラン 6世紀 岡山市立オリエント美術館
35 把手付水差 東地中海沿岸地域 4世紀 岡山市立オリエント美術館
36 双耳瓶 東地中海沿岸地域 3－5世紀 個人蔵
37 把手付六角水差 東地中海沿岸地域あるいはイタリア 6世紀 MIHO MUSEUM

Ⅲ 誓う
38 ダイヤモンドポイント彫り蓋付ゴブレット ヴェネチアあるいはカタルーニャ 16世紀後半 サントリー美術館
39 聖餐杯　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヴェネチア 17世紀初頭 サントリー美術館
40 ダウメングラス ドイツ 17世紀末 サントリー美術館
41 牡鹿文銀製蓋付マグ ドイツ 1685年 サントリー美術館
42 天使文ゴブレット ディヴィッド・ウォルフ、ネーデルラント 1760―80年 サントリー美術館
43 天使文ゴブレット ディヴィッド・ウォルフ、ネーデルラント 1760―80年 サントリー美術館
44 人物文ビーカー ボヘミア 17－18世紀 サントリー美術館
45 スターラップ二重グラス ボヘミア 18世紀初頭 サントリー美術館
46 鳥動物文ティアードゴブレット ボヘミア 18世紀 サントリー美術館
47 ジャコバイト文ゴブレット　　　　　 イギリス　　　　　 1750年頃 サントリー美術館
48 ジャコバイト文ゴブレット　　　　　 イギリス　　　　　 18世紀 髙畑美術工芸館
49 ジャコバイト文ゴブレット　　　　　 イギリス　　　　　 18世紀 髙畑美術工芸館
50 フリーメイソン文ゴブレット イギリス　　　　　 1868年 髙畑美術工芸館
51 切子三ツ組盃・盃台 日本 19世紀 サントリー美術館
52 切子三ツ組盃 日本 19世紀 サントリー美術館

Ⅳ 促す
53 船形水差　　　　　　　　　　　　　　　 ヴェネチア 16－17世紀 サントリー美術館
54 レースガラス蓋付ゴブレット　　　　　　 ヴェネチア 16世紀 石川県立美術館
55 レースガラス・ゴブレット　　　　　　　　　 ヴェネチア 17－18世紀 サントリー美術館
56 ドラゴンステム・ゴブレット　　　　 ヴェネチアあるいはリエージュ 17世紀 サントリー美術館
57 ドラゴンステム・ゴブレット　　　　 ヴェネチアあるいはヴェネチア様式 17世紀 個人蔵
58 ゴブレット ヴェネチアあるいはヴェネチア様式 16－17世紀 髙畑美術工芸館
59 ダブルウォール・ゴブレット ヴェネチア様式 16－17世紀 髙畑美術工芸館
60 ダブルウォール・ゴブレット ドイツ 16－17世紀 髙畑美術工芸館
61 ダイヤモンドポイント彫りフルートグラス ネーデルラント 16－17世紀 サントリー美術館
62 葡萄鳥文栓付瓶 ネーデルラント 1685年頃 サントリー美術館
63 神聖ローマ帝国選帝侯文フンペン ドイツ 1606年 石川県立美術館
64 神聖ローマ帝国双頭鷲文フンペン ボヘミア 1677年 髙畑美術工芸館
65 神聖ローマ帝国双頭鷲文フンペン ドイツ 1683年 サントリー美術館
66 キリスト文フンペン ドイツ 1661年 サントリー美術館
67 狩猟文ゴブレット ドイツ 17世紀後半 サントリー美術館
68 四大元素文ビーカー ボヘミア 17世紀後半 サントリー美術館
69 ゴールドサンドイッチ聖人文ゴブレット ボヘミア 1730年頃 サントリー美術館
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70 ゴールドサンドイッチ紋章文ゴブレット ボヘミア 1730－55年 個人蔵
71 ゴールドサンドイッチ狩猟文ゴブレット ボヘミア 1730－55年 髙畑美術工芸館
72 ゴールドサンドイッチ狩猟文ビーカー ボヘミア 1730－55年 個人蔵
73 ゴールドサンドイッチ狩猟文ビーカー ボヘミア 18世紀 サントリー美術館
74 ゴールドサンドイッチ四季文ビーカー ボヘミア 18－19世紀 サントリー美術館
75 ホップ文オペークツイストステム・ゴブレット　　　　　　　 イギリス　　　　　 1765年頃 サントリー美術館
76 鳥文オペークツイストステム・ゴブレット　　　　 イギリス　　　　　 1770年頃 サントリー美術館
77 麦文オペークツイストステム・ゴブレット イギリス　　　　　 18世紀後半 髙畑美術工芸館
78 紋章文オペークツイストステム・ゴブレット ドイツ 18世紀 サントリー美術館（辻清明コレクション）
79 ロンドン風景文ゴブレット シレジア 1750年頃 個人蔵
80 花文ゴブレット シレジア 1750年頃 髙畑美術工芸館
81 双頭鷲文ポット ロシア　 18世紀中頃 サントリー美術館
82 双頭鷲文カップ ロシア　 18世紀 サントリー美術館
83 オラニエ公夫妻文ゴブレット ディヴィッド・ウォルフ、ネーデルラント 1790－95年 個人蔵
84 ヴィルヘルム 4 世文ゴブレット ロシア 1790－95年 髙畑美術工芸館
85 肖像文ゴブレット フランス 18世紀 サントリー美術館
86 オランダ帆船文ゴブレット ネーデルラント 18世紀 サントリー美術館
87 サンダーランド・ブリッジ文ゴブレット イギリス 1830年 サントリー美術館
88 ビーズ花文デカンタ ボヘミア 1830－40年 個人蔵
89 ビーズ花文ビーカー ボヘミア 1830－40年 髙畑美術工芸館
90 ビーズ風景文ビーカー ボヘミア 1820－50年 サントリー美術館
91 鶏文ビーカー おそらくアントン・コートガッサー、オーストリア 1820－30年 サントリー美術館
92 人物文ゴブレット ボヘミア 19世紀 髙畑美術工芸館
93 ロウ引聖母子文ゴブレット ボヘミア 19世紀 個人蔵
94 リキュールグラスセット ウイリアム・フリッシェ、イギリス 1880年頃 髙畑美術工芸館
95 狩猟文リキュールグラスセット スペイン 19世紀 石川県立美術館

Ⅴ 祝い、集い、もてなし、愉しむ
96 ロータスバッズビーカー 東地中海沿岸地域 前1世紀－後1世紀 個人蔵
97 ビーカー 東地中海沿岸地域 1－7世紀 個人蔵
98 ビーカー 東地中海沿岸地域 1－2世紀 個人蔵
99 ビーカー 東地中海沿岸地域 1－3世紀 個人蔵
100 ビーカー 東地中海沿岸地域 1－3世紀 個人蔵
101 ビーカー 東地中海沿岸地域 1－3世紀 個人蔵
102 ビーカー 東地中海沿岸地域 1－3世紀 個人蔵
103 ビーカー 東地中海沿岸地域 1－3世紀 個人蔵
104 ゴブレット 東地中海沿岸地域 4－5世紀 個人蔵
105 可杯あるいはランプ 東地中海沿岸地域 3－4世紀 個人蔵
106 角杯形容器 ビザンツ 4世紀 岡山市立オリエント美術館
107 バイコニカルボトル ドイツ 15世紀 サントリー美術館
108 シュタンゲングラス ドイツ 16世紀 サントリー美術館
109 ベルクマイヤー ドイツあるいはネーデルラント 16世紀後半－17世紀 髙畑美術工芸館
110 クットロルフ ネーデルラント 17世紀 髙畑美術工芸館
111 レーマー杯 ドイツ 17世紀 サントリー美術館
112 花文字入りレーマー杯　　　　　　　 ドイツ　　　　　　 17世紀 サントリー美術館
113 レーマー杯 ドイツ 1679年 髙畑美術工芸館
114 レーマー杯 ドイツあるいはネーデルラント 18世紀後半 髙畑美術工芸館
115 レーマー杯 ドイツあるいはネーデルラント 18世紀後半 髙畑美術工芸館
116 鹿形パズルゴブレット　　　　　　　　 ドイツ　　　　　　 17世紀末 ―18世紀 サントリー美術館
117 乙女の杯 ドイツ　　　　　　 18世紀 サントリー美術館
118 レースガラス・カンティール　　　　　　　　 スペイン　　　　　　 17世紀末 ―18世紀初頭 サントリー美術館
119 バッカス文蓋付ゴブレット フリードリヒ・ヴィンター、シレジア 1712年頃 サントリー美術館
120 ゴールドサンドイッチ酒宴文ゴブレット ボヘミア 18世紀 個人蔵
121 ゴールドサンドイッチ酒宴文ビーカー ボヘミア 18世紀 個人蔵
122 藍色ちろり　　　　　　　　　　　　　　　 日本　　　　　　　　 18世紀 サントリー美術館
123 藍色縁杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
124 ギヤマン彫りタンポポに蝶文脚付杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
125 梅文杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
126 水色徳利 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
127 銚子 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
128 紫色急須・猪口 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
129 黄色瓢形瓶 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
130 瓶（黄色、緑色、紫色）、黄色杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
131 徳利・二段重・小皿入り提重 日本　　　　　　　　 18世紀 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
132 ツイストステム杯 日本　　　　　　　　 18世紀 サントリー美術館
133 藍色ツイストステム杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
134 つまみ脚付杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
135 つまみ脚付杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
136 二ツボタン脚付杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
137 ボタン脚付杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
138 藍色四ツボタン脚付杯 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
139 紫色鷹文瓶 日本　　　　　　　　 天保10年（1839）頃 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
140 紫色牡丹文盃・盃台 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
141 紫色牡丹文盃・盃台 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
142 紫色藤蒔絵徳利 日本　　　　　　　　 文政8年（1825） サントリー美術館
143 藍色徳利 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
144 藍色徳利 日本　　　　　　　　 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
145 藍色盃・盃台 日本　　　　　　　　 19世紀 サントリー美術館（辻清明コレクション）
146 練上手盃・盃台 日本　　　　　　　　 19世紀 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
147 練上手徳利・脚付杯 日本　　　　　　　　 19世紀 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
148 練上手徳利・脚付杯 日本　　　　　　　　 19世紀 サントリー美術館
149 練上手脚付杯 日本　　　　　　　　 19世紀 サントリー美術館（辻清明コレクション）
150 彩絵盃 6 種 日本　　　　　　　　 19世紀 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
151 梅文盃 日本　　　　　　　　 19世紀 サントリー美術館
152 可杯 日本 18世紀後半 ―19世紀前半 サントリー美術館
153 つる朝顔形杯　　　　　　　　　　　　　　　　 日本　　　　　　　　 18世紀後半 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
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154 練上手可杯 日本 19世紀 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
155 角形杯 日本 19世紀 瓶泥舎びいどろ・ぎやまん・ガラス美術館
156 切子脚付杯 日本 19世紀中頃 サントリー美術館
157 薩摩切子紅色被栓付瓶 日本 19世紀中頃 サントリー美術館
158 薩摩切子藍色被栓付瓶 日本 19世紀中頃 サントリー美術館
159 薩摩切子藍色被脚付杯 日本 19世紀中頃 サントリー美術館
160 薩摩切子藍色被船形鉢 日本 19世紀中頃 サントリー美術館
161 薩摩切子紫色被ちろり 日本 19世紀後半 サントリー美術館
162 薩摩切子藍色被脚付杯 日本 19世紀後半 サントリー美術館
163 薩摩切子藍色被脚付杯 日本 19世紀後半 サントリー美術館
164 薩摩切子藍色被脚付杯 日本 19世紀後半 サントリー美術館
165 花形ステム・ゴブレット イタリア 1875－80年頃 サントリー美術館
166 クラウンステム・ゴブレット イタリア 1875－80年頃 サントリー美術館
167 金赤リキュールグラスセット バカラ社、フランス 20世紀初頭 個人蔵
168 水差 エミール ･ ガレ、フランス 1890年 サントリー美術館（辻清明コレクション）
169 ステム・ゴブレット 4 種 エミール ･ ガレ、フランス 19世紀末 サントリー美術館（菊地コレクション）
170 葡萄文栓付瓶 エミール ･ ガレ、フランス 1900年 サントリー美術館
171 黒幾何学文リキュールグラスセット オーストリア 1920年頃 石川県立美術館
172 黒幾何学文リキュールグラスセット オーストリア 1920年頃 個人蔵
173 アムステルダム地下鉄発掘杯類　破片 ネーデルラント 15－17世紀 個人蔵
174-1 Goblet 関野　亮 2013 作家蔵
174-2 white & red 関野　亮 2013 作家蔵
174-3 round cup 関野　亮 2013 作家蔵
175-1 庭とっくり 由良　園 2012 作家蔵
175-2 金ぐいのみ 由良　園 2012 作家蔵
175-3 庭　一対 由良　園 2012 作家蔵
175-4 トカゲ　一対 由良　園 2012 作家蔵
175-5 スミレ　 由良　園 2012 作家蔵
175-6 秋草・庭　ヘビ　一対 由良　園 2012 個人蔵
175-7 秋草・庭　カメ 由良　園 2012 作家蔵
175-8 秋草・庭　カラス 由良　園 2012 作家蔵
175-9 春草・庭　ウサギ 由良　園 2012 作家蔵
175-10 春草・庭　トカゲ 由良　園 2012 作家蔵
175-11 春草・庭　ツバメ 由良　園 2012 作家蔵
175-12 春草・庭　カブ・ネズミ 由良　園 2012 作家蔵
175-13 秋草 ･ 庭　カラス 由良　園 2012 個人蔵
175-14 秋草・庭　カメ 由良　園 2012 作家蔵
175-15 秋草・庭　カラス 由良　園 2012 作家蔵

176-1 むさしの（ナズナ、クサノオウ、ムラサキ、オミナエシ、ヤブジラミ、
カスマグサ、ガマ、オナモミ、ノアザミ、ネズミガヤ）　全 10 点 中野　幹子 2013 作家蔵

176-2
かまくら（ホタルブクロ、ヒヨドリジョウゴ、タチツボスミレ、ウグイ
スカズラ、ホウチャクソウ、ノブドウ・ヘクソカズラ・ヤマガシュウ・
サンキライ、キブシ、ムカゴ、ワレモコウ、ミズヒキ）　全 10 点

中野　幹子 2013 作家蔵

176-3 モノクロ（ウリ、ハンノキノミ、ヒッツキムシ、サボテン 2 点、ワレモコウ、
ハルジオン、ツクシ、ハス、ドングリ）　全 10 点 中野　幹子 2013 作家蔵

177 切子　酒器　一式 小川　郁子 2013 作家蔵
178-1 リキュールセット 高橋　禎彦 2013 作家蔵
178-2 コップ　一式 高橋　禎彦 2013 作家蔵
179-1 虹彩陽刻レース錐盤 松島　巌 2011 個人蔵
179-2 箔挿み陽刻リブ碗 松島　巌 2012 個人蔵
179-3 花蝶文モザイク器 松島　巌 2006 個人蔵
179-4 虹彩水玉文錐盤 松島　巌 2001 個人蔵
179-5 虹彩陽刻レース錐盤 松島　巌 2010 個人蔵
179-6 綾紡ぎコーン「瑞穂」 松島　巌 2011 MIHO MUSEUM
179-7 陽刻レース有脚杯 松島　巌 2013 個人蔵
179-8 マーブル文有脚杯 松島　巌 2013 個人蔵
179-9 虹彩水玉文有脚杯 松島　巌 2012 個人蔵
179-10 箔マーブル文有脚杯 松島　巌 2010 個人蔵
179-11 多色レース有脚杯 松島　巌 2000 作家蔵
179-12 料紙文盃 松島　巌 2001 作家蔵
179-13 虹文レース片身替り碗 松島　巌 2003 個人蔵
179-14 虹彩矢羽根文器 松島　巌 2002 作家蔵
179-15 虹彩蓮弁 松島　巌 2013 作家蔵
179-16 虹彩蓮弁 松島　巌 2013 個人蔵
179-17 箔挿みリブ盃 松島　巌 2013 個人蔵
179-18 スパイラルレース碗 松島　巌 2013 個人蔵
179-19 陽刻光杯 松島　巌 2007 個人蔵
179-20 羽状文花弁器 松島　巌 2013 個人蔵
179-21 十字文レース器 松島　巌 2007 作家蔵
179-22 継ぎ文レース盃 松島　巌 2007 個人蔵
179-23 箔羽状文盃 松島　巌 2013 個人蔵
179-24 花蝶モザイクレース盃 松島　巌 2013 個人蔵
179-25 虹彩マーブル文器 松島　巌 1997 作家蔵
179-26 虹彩水紋器 松島　巌 2003 個人蔵
179-27 虹彩水玉文盃 松島　巌 2003 個人蔵
179-28 虹彩水玉文器 松島　巌 2001 作家蔵
179-29 四分割箔挿みリブ盃 松島　巌 2003 個人蔵
179-30 色マーブル文畝器 松島　巌 1999 作家蔵
179-31 虹彩四分割盃 松島　巌 1998 個人蔵
179-32 色マーブル文畝有脚杯 松島　巌 2010 作家蔵
179-33 陽刻レース器 松島　巌 2013 個人蔵
179-34 フェスツーン文モザイクレース器 松島　巌 2012 個人蔵
179-35 杉綾文モザイク盃 松島　巌 2003 作家蔵
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