
ジュエリー　　※所蔵の記載のないものはヴァン クリーフ&アーペル コレクション

第1セクション　ヴァン クリーフ&アーペルの歴史

番号 作品名 年代 素材・技法 所蔵

1 マグダラのマリアのブローチ
イタリア、
1860–1870年頃 ゴールド、ガラス、マイクロモザイク

2 ヴァルナ ヨットのミニチュア 1907年頃 ゴールド、シルバー、ジャスパー、木材、エナメル

3 ウォッチ ペンダント ネックレス 1912年 プラチナ、エナメル、パール、ダイヤモンド

4 ニース航空祭記念 シガレットケース 1922年 ゴールド、サファイア

5 封筒型のパウダーケース 1922年頃 ゴールド、エナメル

6 イヤリング 1923年 プラチナ、サファイア、ダイヤモンド

7 パンピーユ イヤリング 1923年 プラチナ、エメラルド、ダイヤモンド

8 中国風ラペルウォッチ 1924年 プラチナ、ゴールド、エナメル、パール、ダイヤモンド

9 ターバン留めのブローチ 1924年 プラチナ、エメラルド、サファイア、ルビー、ダイヤモンド

10 アールデコ ブレスレット 1925年 プラチナ、ダイヤモンド

11 花かごのラペルウォッチ 1926年 プラチナ、ルビー、サファイア、エメラルド、オニキス、ダイヤモンド

12 極楽鳥のブローチ 1927年 プラチナ、オニキス、ダイヤモンド

13 花かごのブローチ 1927年 プラチナ、エメラルド、ルビー、ダイヤモンド

14 ブローチ 1928年 プラチナ、エメラルド、ダイヤモンド

15 タッセル ブレスレット 1929年 プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

16 アールデコ ブローチ 1930年頃 プラチナ、天然パール、ダイヤモンド

17 サークル クリップ 1931年 プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

18 封筒型のパウダーケース 1932年 ゴールド、オスミオール、ダイヤモンド

19 ピラミッド クリップ 1932年頃 プラチナ、ダイヤモンド

20 ボウ ブローチ 1934年 プラチナ、ダイヤモンド

21 鳥かご 1935年 ゴールド、ガラス、ラピスラズリ、コーラル、ベリル、アゲート、
エナメル、木材、ルビー、サファイア

22 ブレスレット 1936年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、ダイヤモンド

23 アールデコ ネックレス 1936年 プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

24 菊の花のクリップ 1937年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、ダイヤモンド
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25 ブレスレット 1937年 プラチナ、サファイア、ダイヤモンド 個人蔵
（ニューヨーク）

26 ネックレス 1937年 プラチナ、サファイア、ダイヤモンド

27 ブーケ クリップ 1938年 ゴールド、トパーズ、アクアマリン、サファイア、ルビー

28 ブーケ クリップ 1940年 ゴールド、サファイア、ルビー

29 スピリット オブ ビューティ フェアリー クリップ 1941年 プラチナ、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド

30 シダのクリップ 1942年 プラチナ、ゴールド、ダイヤモンド

31 「侍女に囲まれたウジェニー皇后」シガレットケース 1942年 ゴールド、ルビー、サファイア、エメラルド、ダイヤモンド

32 レース クリップ 1943年 ゴールド、ダイヤモンド

33 キューピッド クリップ 1944年 ゴールド、ムーンストーン、ルビー

34 ラブバード ブローチ 1945年 プラチナ、ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

35 三羽の鳥のクリップ 1946年 ゴールド、プラチナ、サファイア、ルビー、ダイヤモンド

36 レース ブーケ クリップ 1947年頃 ゴールド、サファイア、ルビー

37 ユニコーンのクリップ 1948年 ゴールド、サファイア、ルビー、ダイヤモンド

38 コード ネックレス&フラワー クリップ 1949年 ゴールド、ダイヤモンド

39 プラタナスの葉のクリップ 1951年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング エメラルド、ダイヤモンド

40 栗の木の葉のクリップ 1952年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング サファイア、ダイヤモンド

41 綾織のネックレス 1953年 ゴールド、プラチナ、エメラルド、ダイヤモンド

42 ジップ ネックレス（ブレスレットに形を変えて着用可能） 1954年 ゴールド、プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

43 三羽の鳥のクリップ 1954年 プラチナ、ゴールド、サファイア、ルビー、ダイヤモンド

44 二枚の葉のクリップ 1954年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング サファイア、ダイヤモンド

45 ネックレス 1955年 プラチナ、ゴールド、ターコイズ、ダイヤモンド

46 テーブルクロック 1957年 ゴールド、ロッククリスタル、サファイア、ダイヤモンド

47 フラワー イヤリング 1958年 ゴールド、サファイア、アクアマリン

48 カクテル リング 1959年 ゴールド、エメラルド、ブルー&イエローサファイア、ダイヤモンド

49 メッシュ リング 1961年 プラチナ、ゴールド、トパーズ、ダイヤモンド

50 セージ草のブレスレット 1962年 プラチナ、ゴールド、ダイヤモンド

51 バード クリップ 1963年 プラチナ、ゴールド、サファイア、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド

52 ツイスト ネックレス（二つのブレスレットに形を変えて着用可能） 1964–1966年 ゴールド、パール、ラピスラズリ

53 ペイズリー クリップ 1966年 ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

54 フューシャ クリップ 1968年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、ダイヤモンド

55 ライオンの頭のリング 1970年 ゴールド、エメラルド、ダイヤモンド

56 グリフォン（鷲獅子） クリップ 1971年 ゴールド、アメジスト、コーラル、エメラルド、ダイヤモンド

57 ブラーザ リング 1972年 ゴールド、タイガーズアイ

58 アルハンブラ ロングネックレス 1973年 ゴールド、マラカイト

59 ネックレス 1973年 プラチナ、ゴールド、ダイヤモンド

60 カメリア クリップ 1973年 プラチナ、ルビー、ダイヤモンド 個人蔵
（ニューヨーク）

61 エトルリア風ブレスレット 1973年 ゴールド

62 エトルリア風ネックレス 1975年 ゴールド

63 ネックレス 1976年 ゴールド、トルマリン、アメジスト、ダイヤモンド

64 イヤリング 1977年 ゴールド、トルマリン、アメジスト、ダイヤモンド

65 ブッダ ペンダント クリップ 1978年 ゴールド、プラチナ、ピンククオーツ、エメラルド、サファイア、
ダイヤモンド

66 リオン エブリフェ（ぼさぼさ頭のライオン） クリップ 1982年 ゴールド、プラチナ、エメラルド、エナメル、ダイヤモンド

67 レース イヤリング 1983年 ゴールド、ダイヤモンド

68 ボウ クリップ 1987年 ゴールド、木材、ダイヤモンド

69 サンドリヨン（シンデレラ） ネックレス 1988年 ゴールド、マザーオブパール、ダイヤモンド

70 スブリム ネックレス 1988年 ゴールド、ダイヤモンド、
ミステリーセッティング ルビー&エメラルド

個人蔵（アメリカ、
ウエストコースト）

71 グリフォン（鷲獅子） ネックレス 1990年 ゴールド、ルビー、ダイヤモンド



72 カスケード セット 1993–1994年 プラチナ、ダイヤモンド、ルビー 個人蔵

73 ベル ド ジュール（昼顔） ネックレス 2006年 ゴールド、ターコイズ、ダイヤモンド 個人蔵

74 シーラ ネックレス（形を変えて着用可能） 2007年 ゴールド、ダイヤモンド 個人蔵
（ニューヨーク）

75 カーペンテリア クリップ 2009年 プラチナ、ゴールド、エメラルド、ホワイトオパール、
ガーネット、イエローサファイア、ペリドット

76
アメリカン ペインテッド レディ（ヒメアカタテハ） 
クリップ

2009年 ゴールド、サファイア、スピネル、ダイヤモンド
個人蔵（ベゾブラー
ゾフ夫妻、サンク
トペテルブルグ）

77 オートゥール ド ラ リュンヌ（月世界へ行く） クリップ 2010年 ゴールド、ラピスラズリ、ダイヤモンド 個人蔵

78 パオン コンステラシオン（孔雀座） クリップ 2010年 ゴールド、サファイア、ダイヤモンド 個人蔵

79 タンパ ネックレス（形を変えて着用可能） 2011年 ゴールド、サファイア、ガーネット、スピネル、ベリル、オニキス、
ダイヤモンド

個人蔵

80 スフル デ ヌアージュ ネックレス（形を変えて着用可能） 2012年
ゴールド、エメラルドの原石（112.44カラット、アフガニスタ
ン産）、養殖パール、スターサファイア&ルビー、サファイア、
トルマリン、ダイヤモンド

個人蔵

第2セクション　技を極める

81 龍のヴァニティケース 1923年 ゴールド、エナメル、ジェイド、ダイヤモンド

82 日本風ヴァニティケース 1923年 プラチナ、ゴールド、エナメル、ダイヤモンド

83 ラペルウォッチ 1924年 プラチナ、ゴールド、オニキス、ジェイド、エナメル、パール、
ダイヤモンド

84 ラペルウォッチ 1924年 プラチナ、オニキス、エナメル、サファイア、ダイヤモンド

85 ブレスレット 1924年 プラチナ、エメラルド、ダイヤモンド

86 エジプト風ブレスレット 1924年 プラチナ、サファイア、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド、
オニキス

87 バード ブローチ 1924年 プラチナ、エメラルド、サファイア、ルビー、オニキス、ダイヤモンド

88 中世風ヴァニティケース 1925年 ゴールド、エナメル、マザーオブパール、ダイヤモンド

89 中世風ヴァニティケース 1925年 プラチナ、ゴールド、エナメル、マザーオブパール、パール、
ダイヤモンド

90 帽子ピン 1925年 プラチナ、ロッククリスタル、ダイヤモンド

91 ペルシャ風シガレットケース 1925年 ゴールド、エナメル

92 封筒型のヴァニティケース 1925年頃 ゴールド、エナメル、サファイア、ダイヤモンド

93 日本の風景のヴァニティケース 1925年頃 ゴールド、パール、マラカイト、オニキス、
マザーオブパール、エナメル、ダイヤモンド

94 薔薇のヴァニティケース 1926年 プラチナ、ゴールド、ジェイド、エナメル、ルビー、イエロー
サファイア、エメラルド、ダイヤモンド

95 ピルボックス 1926年 プラチナ、ゴールド、アメジスト、ジェイド、エナメル、ダイヤモンド

96 ヴァニティケース 1926年 プラチナ、ゴールド、エナメル、ジェイド、ダイヤモンド

97 ルーレット シガレットケース 1926年 ゴールド、エナメル、ガラス

98 シガレットケース 1926年 ゴールド、エナメル

99 イブニングバッグ 1926年 プラチナ、ゴールド、クリソプレーズ、エナメル、ダイヤモン
ド、ベルベット

100 狐のブローチ 1926年 プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

101 カモメのブローチ 1926年 プラチナ、クオーツ、ダイヤモンド

102 二匹のトンボのブローチ 1926年 プラチナ、オニキス、エメラルド、ダイヤモンド

103 蜂のブローチ 1926年 プラチナ、オニキス、ダイヤモンド

104 蘭のクリップ 1927年 プラチナ、ダイヤモンド

105 ペルシャ風シガレットケース 1927年 プラチナ、ゴールド、アメジスト、エナメル、マザーオブパール、
ダイヤモンド

106 パウダーケース 1927年 ゴールド、エナメル、サファイア、ダイヤモンド

107 パウダーケース 1927年 ゴールド、エナメル、サファイア、ダイヤモンド

108 ヴァニティケース 1927年 ゴールド、エナメル、アメジスト、ダイヤモンド

109 アールデコ イブニングバッグ 1927年 プラチナ、ゴールド、エナメル、ロッククリスタル、
ダイヤモンド、フェルト、レザー

110 アールデコ イブニングバッグ 1927年頃 ゴールド、プラチナ、エナメル、ダイヤモンド、絹

111 ミルフィオリ ヴァニティケース 1928年 ゴールド、エナメル、ジャスパー、ダイヤモンド

112 アールデコ ブレスレット 1928年 プラチナ、ダイヤモンド



113 ボウ ブローチ 1955年 プラチナ、ダイヤモンド

114 コルレット 1929年 プラチナ、エメラルド、ダイヤモンド

115 ヴァニティケース 1929年 ゴールド、ダイヤモンド

116 アールデコ ブローチ 1930年 ゴールド、ラピスラズリ、ルビー

117 時計付シガレットケース 1930年 ゴールド、ダイヤモンド

118 風景モチーフのパウダーボックス 1930年 ゴールド、エナメル

119 アールデコ 読書灯 1930年 ゴールド、ラッカー、クオーツ、オニキス、ルビー

120 アヒルのテーブルクロック 1930年 ゴールド、ジェイド、ラッカー、エナメル、ダイヤモンド

121 アールデコ 灰皿 1930年頃 ゴールド、シルバー、木材

122 アールデコ トレイ 1930年頃 ゴールド、アゲート、ネフライト、ルビー

123 喫煙者のためのセット 1930年頃 ゴールド、クオーツ、ラピスラズリ、サファイア

124 テーブルクロック 1930年頃 ゴールド、アゲート、ネフライト、オニキス、ジェイド、コーラル

125 シャッター式ポケットウォッチ 1930年頃 プラチナ、ゴールド

126 アールデコ クリップ&バッグ クラスプ 1931年 プラチナ、ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

127 トランブルー（青列車） パウダーケース 1931年頃 プラチナ、エメラルド、サファイア、ダイヤモンド

128 シークレットウォッチ付ミノディエール 1934年 スティプトール、ゴールド、サファイア、サテン

129 シークレットウォッチ付ミノディエール 1934年 スティプトール、ゴールド、ダイヤモンド

130 ラディアント ミノディエール&バッグ 1934年 ゴールド、プラチナ、エメラルド、ダイヤモンド、フェルト

131 フラム（炎） ブローチ 1934年 プラチナ、ダイヤモンド

132 ルド ブリックス ブレスレット 1935年 プラチナ、ダイヤモンド

133 スライディング ウォッチ 1935年 スティプトール、ゴールド、サファイア

134 中国の風景のシガレットケース 1935年 ゴールド、ラッカー、ダイヤモンド

135 パウダーケース 1935年 プラチナ、ゴールド、ラッカー、ダイヤモンド

136 ブレスレット 1935年 ゴールド、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド

137 芍薬のクリップ 1937年 プラチナ、ゴールド、ルビー、ミステリーセッティング ルビー、
ダイヤモンド

138 ブレスレット 1937年 プラチナ、ゴールド、サファイア、ダイヤモンド

139 ルド ヘキサゴン ブレスレット 1937年 プラチナ、ゴールド、サファイア、
ミステリーセッティング サファイア、ダイヤモンド

140 ルド ヘキサゴン イヤリング 1937年 ゴールド、ルビー

141 ルド トルニケット シークレットウォッチ 1937年 ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

142 フローティング リボン ブローチ 1937年 プラチナ、ダイヤモンド

143 リボン ダブル クリップ 1938年 プラチナ、ダイヤモンド

144 カンボジア風ブレスレット 1938年 プラチナ、ダイヤモンド

145 野薔薇のミノディエール 1938年 ゴールド、ミステリーセッティング ルビー

146 リングモチーフのブレスレット 1938年 ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

147 ブーケ クリップ 1938年 ゴールド、トパーズ、サファイア

148 ハミングバード ボックス 1938年 ゴールド、ミステリーセッティング サファイア&ルビー、
ダイヤモンド

149 コルレット 1939年 プラチナ、ダイヤモンド

150 ハワイ パスパルトゥー （ブレスレットとベルトに形を変
えて着用可能、クリップは取り外し可能）

1939年 ゴールド、ルビー、サファイア、ダイヤモンド

151 パスパルトゥー ジュエリー （ブレスレットとベルトに形
を変えて着用可能、クリップは取り外し可能）

1939年 ゴールド、イエロー&ブルーサファイア、ルビー、ダイヤモンド

152 パスパルトゥー シークレットウォッチ 1939年 ゴールド、イエロー&ブルーサファイア、ルビー

153 ルド ヘキサゴン ブレスレット 1939年 ゴールド、ルビー、ミステリーセッティング ルビー

154 リング 1940年 ゴールド、ブルー&イエローサファイア

155 カデナ ウォッチ 1940年頃 プラチナ、ダイヤモンド

156 ロゼット クリップ 1941年 ゴールド、プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

157 ダンスーズ エスパニョール（スペインの踊り子） クリップ 1941年 プラチナ、ゴールド、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド

158 バレリーナ ブローチ 1942年 プラチナ、エメラルド、ルビー、ダイヤモンド



159 バレリーナ ブローチ 1942年 プラチナ、エメラルド、ルビー、ダイヤモンド

160 バレリーナ クリップ 1942年 ゴールド、ルビー、サファイア、ダイヤモンド 個人蔵
（ニューヨーク）

161 バレリーナ クリップ 1943年 プラチナ、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド

162 バレリーナ クリップ 1943年 ゴールド、コーラル

163 フェアリー クリップ 1943年 プラチナ、エメラルド、ルビー、ダイヤモンド

164 カデナ ウォッチ 1943年 ゴールド、ルビー

165 リング 1944年 ゴールド、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド

166 バレリーナ クリップ 1944年 ゴールド、ルビー、サファイア、ダイヤモンド

167 バレリーナ クリップ 1945年 プラチナ、エメラルド、ダイヤモンド

168 凱旋門のパウダーケース 1945年 ゴールド、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド

169 レース ボウ クリップ 1945年 ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド

170 ピルボックス クリップ 1945年 ゴールド、ダイヤモンド

171 バレリーナ クリップ 1946年 ゴールド、ルビー、ターコイズ

172 ヴァンドーム広場のシガレットケース 1946年 ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

173 ブレスレット 1946年 プラチナ、ダイヤモンド

174 フラワー リング 1947年 ゴールド、サファイア、ルビー

175 フレーズ ブレスレット 1948年 ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

176 リング 1948年頃 ゴールド、ルビー

177 バガテール ミノディエール 1949年 ゴールド、プラチナ、シルバー、ルビー、ラッカー、絹

178 インド風刺繡のチョーカー 1950年 ゴールド、プラチナ、ルビー、エメラルド、ダイヤモンド

179 林檎の花のシガレットケース 1950年 ゴールド

180 ヴァンドーム広場 記念柱のライター 1950年 ゴールド

181 クローバー ブーケ クリップ 1950年 プラチナ、ダイヤモンド

182 ドゥ トレフル（二輪のクローバー） リング 1950年 プラチナ、ダイヤモンド

183 バレリーナ クリップ 1952年 ゴールド、プラチナ、ターコイズ、ルビー、ダイヤモンド
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184 ブレスレット 1925年 プラチナ、ダイヤモンド

185 タッセル ネックレス 1943年 ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

186 レース リング 1943年頃 ゴールド、ダイヤモンド

187 リーフ イヤリング 1951年 プラチナ、ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

188 パスティーユ クリップ 1951年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、ダイヤモンド

189 孔雀のボックス 1951年 ゴールド、エナメル、ラピスラズリ

190 ジップ ブレスレット（ネックレスに形を変えて着用可能） 1951年 ゴールド、プラチナ、ルビー、サファイア、エメラルド、ダイヤモンド

191 葡萄の葉のクリップ 1951年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、ダイヤモンド

192 リボン ブレスレット 1952年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング サファイア、ダイヤモンド

193 クラヴァット（ネクタイ） コルレット 1954年 プラチナ、サファイア、ダイヤモンド

194 リーフ イヤリング 1954年 プラチナ、ゴールド、サファイア、ダイヤモンド

195 三枚の葉のクリップ 1954年 プラチナ、ゴールド、サファイア、ダイヤモンド

196 コード ブレスレット 1955年頃 ゴールド、ダイヤモンド

197 ミステール Ⅳ ネックレス 1956年 ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド

198 ローマの剣闘士のクリップ 1956年 ゴールド、エメラルド、ルビー、バロックパール、ダイヤモンド

199 ハワイ イヤリング 1956年 ゴールド、プラチナ、ルビー、サファイア、ダイヤモンド

200 リーフ シークレットウォッチ 1956年 ゴールド、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド

201 ラブバード イヤリング 1956年 プラチナ、ゴールド、ルビー、ダイヤモンド

202 ネックレス 1956年 ゴールド、エメラルド、パール、ダイヤモンド 個人蔵（アメリカ）

203 フラワー クリップ 1957年 ゴールド、エメラルド、ダイヤモンド 個人蔵
（ニューヨーク）

204 日本刀のブレスレット 1958年 プラチナ、ゴールド、ダイヤモンド

205 パズル フラワー ネックレス 1958年 ゴールド、サファイア、ターコイズ、ダイヤモンド



206 ジップ イヤリング 1962年 ゴールド、プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

207 ブルーバード クリップ 1963年 ゴールド、プラチナ、サファイア、ターコイズ、コーラル、
ダイヤモンド

208 ヴェニス ネックレス 
（二つのブレスレットに形を変えて着用可能）

1965年 プラチナ、ゴールド、コーラル、ターコイズ、ダイヤモンド

209 ヴェニス イヤリング 1966年 プラチナ、ゴールド、コーラル、ターコイズ、ダイヤモンド

210 二枚の葉のクリップ 1967年 プラチナ、ゴールド、ミステリーセッティング エメラルド、ダイヤモンド

211 五枚の葉のクリップ 1967年 プラチナ、ルビー、ダイヤモンド

212 ティアラ（イランのファラ・パーレヴィ王妃の戴冠式のため
に制作された作品の複製）

1967年 ゴールド、シルバー（複製のため貴石は不使用）

213 ユーカリの種のクリップ 1968年 プラチナ、ゴールド、ダイヤモンド

214 きのこのクリップ 1969年 ゴールド、コーラル、ダイヤモンド

215 龍のクリップ 1969年 ゴールド、エメラルド、コーラル、ダイヤモンド

216 龍のクリップ 1969年 ゴールド、エメラルド、コーラル

217 シャンパンの泡消し 1969年頃 ゴールド

218 リーフ イヤリング 1970年 プラチナ、ダイヤモンド

219 亀のリング 1970年 ゴールド、エメラルド、ラピスラズリ、ダイヤモンド

220 リング 1970年頃 ゴールド、オニキス、ロッククリスタル、ダイヤモンド

221 バルカロール チョーカー（二つのブレスレット、取り
外せるペンダントクリップとして着用可能）

1971年 ゴールド、エメラルド、ダイヤモンド

222 インド風ネックレス（二つのブレスレット、取り外せる
ペンダントクリップとして着用可能）

1971年 ゴールド、エメラルド、ダイヤモンド

223 ペルセポリスの獅子のペンダント 1971年 ゴールド、クリソプレーズ

224 バード クリップ&ペンダント 1971–1972年
ゴールド、エメラルド、サファイア、イエロー&ホワイトダイヤ
モンド、ポーランドのオペラ歌手ガナ・ワルスカが所有した
ブリオレットカットイエローダイヤモンド（96.62カラット）

225 アンテロープ（羚羊） クリップ 1972年 ゴールド、プラチナ、サファイア、エナメル、ダイヤモンド

226 フィリピン リング 1973年 ゴールド、ラピスラズリ、ダイヤモンド

227 ネックレス 1973年 ゴールド、ジェイド、ラピスラズリ

228 パンカ（扇） ネックレス 1973年 ゴールド、ターコイズ、ダイヤモンド

229 パンカ（扇） イヤリング 1974年 ゴールド、ターコイズ、ダイヤモンド

230 ドレープ ネックレス 1974年 ゴールド、コーラル、ダイヤモンド

231 ドレープ リング 1974年 ゴールド、コーラル、ダイヤモンド

232 ドレープ イヤリング 1975年 ゴールド、コーラル、ダイヤモンド

233 二頭の獅子のブレスレット 1974年 ゴールド、クリソプレーズ、アイボリー

234 ネックレスに形を変えるティアラ 1976年 プラチナ、ゴールド、ダイヤモンド

235 クローディーヌ襟のレース ネックレス 1983年 ゴールド、ダイヤモンド

236 オンヴォル ネックレス 2003年 ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、ダイヤモンド 個人蔵（日本）

237 エティンセル ミノディエール ケース 2006年 ゴールド、オニキス、ダイヤモンド

238 マジェステ ドタム（荘厳な秋） ネックレス 2008年 ゴールド、ガーネット、ダイヤモンド 個人蔵

239 プリュイ デテ（夏の雨） ネックレス 2008年 ゴールド、ダイヤモンド 個人蔵

240 フジ（藤） ネックレス 2009年 ゴールド、アメジスト、サファイア、ペリドット、ダイヤモンド 個人蔵（中国）

241 コロンビアード クリップ 2010年 ゴールド、ピンクスターサファイア（10.71カラット、スリランカ産）、
サファイア、スピネル、ダイヤモンド

個人蔵

242 セレニタティス ネックレス 2010年 ゴールド、サファイア、ダイヤモンド 個人蔵

243 オワゾー ド パラディ（極楽鳥） ブレスレット 2010年 ゴールド、ミステリーセッティング サファイア、サファイア、
ダイヤモンド

個人蔵

244 マキ（キツネザル） クリップ 2010年 ゴールド、イエローサファイア（20.22カラット）、エメラルド、
スピネル、オニキス、ダイヤモンド

個人蔵（日本）

245 ペロケ（鸚鵡） ミステリユー クリップ 2011年 ゴールド、ミステリーセッティング サファイア、サファイア、スピ
ネル、カルセドニー、ピンクオパール、オニキス、ダイヤモンド

個人蔵

246 フェニックス ミステリユー ネックレス
（形を変えて着用可能）

2012年 ゴールド、ダイヤモンド（14.36カラット）、
ミステリーセッティング ルビー、ガーネット、ダイヤモンド

個人蔵

247 イロンデル（ツバメ） ネックレス 2012年
ゴールド、エメラルド、ツァボライト ガーネット、オニキス、
ラッカー、パール、クリソプレーズ、トルマリン（19.59カ
ラット）、ダイヤモンド



日本の工芸　　※所蔵の記載のないものは京都国立近代美術館蔵
第2セクション　技を極める

番号 作品名 作者あるいは工房 年代 素材・技法 所蔵 展示期間

J1 花蝶尽し鉢 輝山 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J2 調度品図四面花瓶 七代 錦光山宗兵衛 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J3 山水風俗図透彫花瓶 七代 錦光山宗兵衛 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J4 花鳥図四面花瓶 七代 錦光山宗兵衛 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J5 花蝶図大鉢 七代 錦光山宗兵衛 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J6 花鳥図香炉 越田、祥山 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J7 京都名所図透彫飾壺 四代 長谷川美山 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J8 田子ノ浦図花瓶 藪明山 明治－大正時代 陶磁・色絵金彩

J9 椿小禽図花瓶 海野勝珉 明治時代 銀、象嵌（金、赤銅、四分一）

J10 菊花図花瓶 香川勝廣 明治時代 銀、打出、象嵌（金、四分一）

J11 瓜形香炉 川原林秀国 明治23年 銀、平象嵌（金、素銅）

J12 吉祥図飾壺 駒井 明治時代 鉄、布目象嵌（金、銀）

J13 柘榴に蟬飾器 正阿弥勝義 明治時代 銅、象嵌（金、赤銅、四分一）

J14 鯉鮟鱇対花瓶 正阿弥勝義 明治時代 素銅、象嵌（金、銀、四分一）

J15 瓢簞に天道虫花瓶 正阿弥勝義 明治33年 素銅、象嵌（金、銀、赤銅、
緋銅）

J16 蓮葉に蛙皿 正阿弥勝義 明治時代 素銅、平象嵌（金）

J17 鯉 高瀬好山 明治－大正時代 四分一、自在

J18 兜虫 高瀬好山 大正－昭和時代 鉄、自在

248 ドラゴン ミステリユー クリップ 2013年 ゴールド、ダイヤモンド（4.33カラット）、ミステリーセッティン
グ ルビー、ガーネット、エメラルド、サファイア、ダイヤモンド

個人蔵

249 パヴォ ミステリユー ウォッチ 2013年 ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、マザーオブパール、
ダイヤモンド

個人蔵
（アメリカ）

250 リベリュル（トンボ） ルビー クリップ 2014年
ゴールド、ルビー（2.53カラット、モザンビーク産）、
ヴィトレイユ ミステリーセッティング カラーサファイア、
ミステリーセッティング ルビー、ルビー、アメジスト、ダイヤモンド

個人蔵

251 コロンビアード ブレスレット 2014年 ゴールド、サファイア、スピネル、ダイヤモンド 個人蔵

252 ドラゴン ミステリユー クリップ 2015年 ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、エメラルド、スピネル、
ダイヤモンド

個人蔵

253 ブラックタイ ミノディエール ケース 2015年 ゴールド、オニキス、サファイア、養殖パール、ダイヤモンド

254 ラブバード ミラーバッグ 2015年 ゴールド、サファイア、ダイヤモンド

255
ローブ クルール ド ラ リュンヌ
（月の色のドレス） クリップ

2015年 ゴールド、サファイア、タンザナイト、スピネル、ダイヤモンド 個人蔵（日本）

256 コキヤージュ ミステリユー リング 2016年 ゴールド、ミステリーセッティング ルビー、サファイア、ダイヤモンド 個人蔵

257 ブルー アブソリュ ネックレス（形を変えて着用可能） 2016年 ゴールド、サファイア5石（計85.86カラット、カシミール産）、
ダイヤモンド（14.22カラット）、ダイヤモンド

258 ヴー ドリヤン セット（ネックレス）（形を変えて着用可能） 2016年 ゴールド、エメラルド、スピネル、オニキス、ダイヤモンド 個人蔵

259 ヴー ドリヤン セット（イヤリング）（形を変えて着用可能） 2016年 ゴールド、エメラルド、スピネル、オニキス、ダイヤモンド 個人蔵

260 ツイスト エメラルド ブレスレット 2016年 ゴールド、ヴァイオレットサファイア、
エメラルド（41.28カラット、コロンビア産）、ダイヤモンド

個人蔵（中国）

261 テス バタフライ クリップ 2016年 ゴールド、サファイア、エメラルド、ツァボライト ガーネット、
ダイヤモンド

262 リベリュル（トンボ） クリップ 2016年 ゴールド、サファイア、ガーネット、スピネル、トルマリン、
ダイヤモンド

263 ルージュ ゴルジュ（駒鳥） クリップ 2016年 ゴールド、サファイア、スピネル、ダイヤモンド

264 ジップ アンティーク ファセット ネックレス 2016年 ゴールド、タンザナイト、アクアマリン、ダイヤモンド

265 レディ サンフラワー バレリーナ クリップ 2016年 ゴールド、ダイヤモンド

266 ソクラテス リング 2000年 ゴールド、ダイヤモンド

267 レディバード ミノディエール 2017年 ゴールド、サファイア、コーラル、ホワイトマザーオブパール、
ダイヤモンド



J19 蟷螂 高瀬好山 大正－昭和時代 鉄、自在

J20 龍 作者不詳 江戸－明治時代 鉄、自在

J21 伊勢海老 作者不詳 江戸－明治時代 鉄、自在

J22 四季花鳥図花瓶 錦雲軒稲葉 明治－大正時代 有線七宝

J23 蝶に四季花図対花瓶 錦雲軒稲葉 明治－大正時代 有線七宝

J24 花鳥図蓋付飾壺 並河靖之 明治－大正時代 有線七宝

J25 桜蝶図平皿 並河靖之 明治時代 有線七宝

J26 蝶に花丸唐草文花瓶 並河靖之 明治時代 有線七宝

J27 花鳥図花瓶 並河靖之 明治時代 有線七宝

J28 蝶に花丸唐草文飾壺 並河靖之 明治時代 有線七宝

J29 藤図花瓶 並河靖之 明治－大正時代 有線七宝

J30 四季花鳥図名刺入 並河靖之 明治－大正時代 有線七宝

J31 樹木に雀図花瓶 林小伝治 明治時代 有線七宝

J32 四季五窓花鳥図花瓶 作者不詳 明治－大正時代 有線七宝

J33 藤図花瓶 濤川惣助 明治時代 無線七宝

J34 三茄子 安藤緑山 大正－昭和時代 牙彫、着色

J35 竹の子、梅 安藤緑山 大正－昭和時代 牙彫、着色

J36 玉蜀黍 安藤緑山 大正－昭和時代 牙彫、着色

J37 柿 安藤緑山 大正－昭和時代 牙彫、着色

J38 仏手柑 安藤緑山 大正－昭和時代 牙彫、着色

J39 貝尽し 安藤緑山 大正－昭和時代 牙彫、着色

J40 孔雀図屛風 十二代 西村總左衞門 明治33–43年 刺繡 前期

J41 藤に孔雀図壁掛 作者不詳 明治38年頃 刺繡 後期

第3セクション　文化の融合と未来

J42 玉虫香合 桐文 服部峻昇 平成26年 木、漆、玉虫の羽、蒔絵

J43 耀貝飾箱 蜻蛉 服部峻昇 平成28年 木、漆、螺鈿

J44 耀貝飾箱「花に舞う」 服部峻昇 平成28年 木、漆、螺鈿

J45 飾箱「春」 服部峻昇 平成28年 木、漆、螺鈿 個人蔵

J46 棗「宙」 服部峻昇 平成28年 木、漆、玉虫の羽、蒔絵 個人蔵

J47 紬織着物「秋霞」 志村ふくみ 昭和36年 絹、紬織 後期

J48 紬織着物「光の湖」 志村ふくみ 平成3年 絹、紬織 前期

J49 碧地透文羅裂地 北村武資 平成8年 絹、羅織 前期

J50 青緑地透文羅裂地 北村武資 平成12年 絹、羅織 前期

J51 紫地透文羅裂地 北村武資 平成20年 絹、羅織 前期

J52 白金段替り透文羅裂地 北村武資 平成21年 絹、羅織 前期

J53 洗朱色透文羅裂地 北村武資 平成22年 絹、羅織 前期

J54 経錦裂地「恒星」 北村武資 平成20年 絹、経錦織 後期

J55 経錦裂地「笹格子」 北村武資 平成23年 絹、経錦織 個人蔵 後期

J56 金地経錦裂地「彩映」 北村武資 平成25年 絹、金、経錦織 個人蔵 後期

J57 金地経錦裂地「紅映」 北村武資 平成25年 絹、金、経錦織 個人蔵 後期

J58 友禅訪問着「雪明り」 森口邦彦 昭和44年 絹、友禅染 後期

J59 友禅着物「雪舞」 森口邦彦 平成28年 絹、友禅染 個人蔵 前期

J60 染帯 綾文 森口邦彦 平成28年 絹、縮緬、友禅染 個人蔵

J61 神代杉木画箱 中川清司 平成13年 木、象嵌

J62 神代杉木画箱 中川清司 平成17–29年 木、象嵌

J63 卑弥呼山 十二代 三輪休雪（龍作） 平成2年 陶、金


