
新宿歴史博物館　所蔵資料展　『岩田ガラス新収蔵品展』

出品目録



作品 制作 大きさ（mm） 制作年 備考

藤-1 ガラス　貝「紅」 岩田藤七 215×315×90 1976年

藤-2 ガラス　鉢「揺れる」 岩田藤七 480×180×90 1963年

藤-3 ガラス　鉢「賛歌」 岩田藤七 205×330×105 1967年

藤-4 ガラス　オブジェ「鳥」 岩田藤七 5×185×235 1967年

藤-5 ガラス　鉢「透きの花」 岩田藤七 130×320×95 1963年

藤-6 ガラス　金彩花器 岩田藤七 φ220×480 不詳 *

藤-7 ガラス　花器 「透きの花」 岩田藤七 275×300×160 1975年

藤-8 ガラス 　貝 岩田藤七 φ240×φ170×Ｈ310 1971年 *

藤-9 ガラス　貝「砂丘」 岩田藤七 180×345×150 1962年

藤-10 ガラス　水差し「樹幹」 岩田藤七 210×210×125 1976年

藤-11 ガラス 　花器 岩田藤七 φ260×φ230×Ｈ420 1974年 *

藤-12 自筆色紙 「壽」 岩田藤七 480×540×20(額) 1970年頃

藤-13 自筆色紙 「寿」 岩田藤七 270×240 1970年頃

藤-14 自筆色紙 「猪」 岩田藤七 270×240 不詳

藤-15 自筆色紙 「空間に浮かぶもの」 岩田藤七 270×240 不詳

藤-16 ガラス　瓶 2点 岩田藤七 φ120×420 不詳 * 　　ホワイエ

藤-17 ガラス　台付花瓶 岩田藤七 φ20×Ｈ660 不詳 * 　　ホワイエ

作品 制作 大きさ（mm） 制作年 備考

久-1 ガラス　花器 「黒窯羽状文壺」 岩田久利 155×125×240 1983年

久-2 ガラス　花器 「瑠璃波文花生」 岩田久利 150×170×240 1991年

久-3 ガラス　瓶「黒窯流文瓶」 岩田久利 105×105×40 1985年

久-4 ガラス　額「歩く」 岩田久利 430×430 1981年

久-5 ガラス　花器 「黒窯天通文壺」 岩田久利 250×250×275 1987年

久-6 ガラス　皿「綾」 岩田久利 405×405×80 1989年

久-7 ガラス　花器 「琥珀千段壺」 岩田久利 260×220×290 1989年

久-8 ガラス　花器 岩田久利 φ195×Ｈ380 1989年 *

久-9 ガラス　花器 「金茶硝子大壺」 岩田久利 255×255×290 1990年

久-10 ガラス　金彩花器　 岩田久利 φ120×Ｈ595 不詳 *

久-11 ガラス　花器 「琥珀天通文壺」 岩田久利 260×255×290 1987年

久-12 ガラス　花器 岩田久利 370×90×470 1991年 *

岩田藤七　Iwata toshichi (1893～1980)

岩田久利　Iwata hisatoshi (1925～1994）

＊　2019年以前寄贈



久-13 ガラス　舎利器 岩田久利 12.2×12.2×16 1987年

久-14 ガラス　花器 岩田久利 180×430 1982年 * 　　ホワイエ

久-15 ガラス壁面 岩田久利 640×760×70 不詳 * 　　ホワイエ

作品 制作 大きさ（mm） 制作年 備考

糸-1 ガラス　花器 岩田糸子 155×155×180 1998年

糸-2 ガラス　花器 岩田糸子 155×155×180 1998年

糸-3 ガラス　花器 「白と黒」 岩田糸子 120×120×300 1989年

糸-4 ガラス 「花のコロラート」 岩田糸子 420×740×20 不詳

糸-5 ガラス　花器 岩田糸子 325×310×28 1992年

糸-6 ガラス　花器 「蕾」 岩田糸子 305×305×200 1999年

糸-7 ガラス　壁掛け 岩田糸子 250×250×20 1975年

糸-8 ガラス　花器 「連山」 岩田糸子 350×160×270 1999年

糸-9 ガラス　花器 岩田糸子 205×205×220 1995年

糸-10 ガラス　大皿 岩田糸子 510×450×450 1984年

糸-11 岩田糸子　スカーフ原画　4点 岩田糸子 790×79 不詳

糸-12 岩田糸子　オリジナルスカーフ　2点 岩田工芸硝子 880×880 不詳

糸-13 ガラス　飾り玉 9点 岩田糸子 2000年頃

糸-14 ガラス　飾り玉　8点 岩田糸子 2000年頃

糸-15 自筆色紙 「ガラスのうつわ」 岩田糸子 270×240 不詳

糸-16 自筆色紙 「ガラスの飾り玉」 岩田糸子 270×240 不詳

糸-17 自筆色紙 「墨と光」 岩田糸子 270×240 不詳

糸-18 自筆色紙 「数千年の　」 岩田糸子 270×240 不詳

作品 制作 大きさ（mm） 制作年 備考

ル-1 ガラス　そろばん イワタルリ 270×720×80㎜ 1992年 寄託品

ル-2 ガラス　器 イワタルリ 135×195㎝ 1992年頃

作品 制作 大きさ（mm） 制作年 備考

岩-1 大阪ホテルニューオータニ開業記念品 岩田工芸硝子 165×40 1986年

岩-2 お元気ですか　鈴木健二記念品 岩田工芸硝子 50×120×210 不詳

岩-3 コピーライターズクラブトロフィー（白、赤、黒） 岩田工芸硝子 230×70 不詳

岩-4 大皿 岩田工芸硝子 500×500×45 不詳

岩-5 ギャラクシー賞（放送批評懇談会）トロフィー 岩田工芸硝子 360×100 不詳

岩-6 小倉遊亀（日本画家）　叙勲記念文鎮 岩田工芸硝子 85×75×20 1980年

岩田ルリ　Iwata ruri（1951～　）

岩田ガラス制作製品　Iwata glass company

岩田糸子　Iwata itoko(1922～2008)



岩-7 角皿 岩田工芸硝子 175×177×４0 不詳

岩-8 浅草ROXホテル新築完成記念品「仲見世飾り皿」 岩田工芸硝子 105×180×20 1986年

岩-9 ハート時計　赤・青 岩田工芸硝子 95×110×35 不詳

岩-10 Iwataロゴ入りガラス盾 岩田工芸硝子 290×140×80 不詳

岩-11 播磨屋（中村吉右衛門）襲名披露記念品 岩田工芸硝子 60×35×20 1966年

岩-12 岩田糸子　オリジナル文鎮 岩田工芸硝子 75×75×２0 不詳

岩-13 瑠璃の小皿 岩田工芸硝子 130×130×35 不詳

岩-14 もみじの小皿（紅葉の季節） 岩田工芸硝子 100×100×１0 不詳

岩-15 もみじの小皿（若葉の季節） 岩田工芸硝子 100×100×１0 不詳

作品 制作 大きさ（mm） 制作年 備考

交-1   長沢節デザイン　工芸ガラス新宿高木屋包装紙 775×550 1950年頃

交-2 　長沢節自筆　岩田工芸ガラス包装紙デザイン画 長沢節 900×380 不詳

交-3 　長沢節デザイン　岩田工芸ガラス包装紙 450×80 昭和30年代

交-4 　長沢節自筆　岩田工芸ガラスデザインスケッチ画 長沢節 375×270 不詳

交-5 　長沢節自筆　岩田工芸ガラス包装紙デザイン画 長沢節 295×415 不詳

交-6   長沢節デザイン　岩田工芸ガラス包装紙 598×870 不詳

岩田久利と長沢節の交友

次回 所蔵資料展

記憶の底にある宝物

子ども時代の遊びとおもちゃ

会期：6月11日(土) ～ 8月28日(日)


