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特別展 愛のヴィクトリアン・ジュエリー 

～華麗なる英国のライフスタイル～ 

 
2023 年 4 月 4 日（火）～6 月 25 日（日） 

公益財団法人 大倉文化財団・大倉集古館 

 

 

1837 年、18 歳の若き女性が大英帝国の王位を継承し、栄華を極めた時代の幕が開きました。この繁栄期に 64

年間王位にあったのがヴィクトリア女王（在位：1837～1901 年）その人です。植民地を世界各地に築き、圧

倒的な工業力や軍事力によって｢太陽の沈まない帝国｣と呼ばれたこの時期のイギリスは、ヴィクトリア時代と

呼ばれます。 

 本展では、大英帝国がもっとも繁栄したヴィクトリア女王の治世、英国王室にまつわる宝飾品をはじめ、当

時台頭してきた資本家層など、多くの人々を魅了したヨーロッパのアンティークジュエリーを中心に、英国上

流階級のライフスタイルを彩ったドレスやレース、銀食器など、華やかで優雅な世界をご紹介いたします。 

 

【見どころ】 

お城を思わせる大倉集古館の美しい展示室でジュエリーやドレス、銀食器などをご覧いただけます。 

他館とは異なる優雅な鑑賞空間での展覧会をお楽しみいただけます。 
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◆プロローグ 

 ・ヴィクトリア女王の愛 

 

 

ヴィクトリア女王は、アルバート公との結婚により、一人の女性・

妻・母として「平和な家庭の象徴」として英国王室の理想の姿を示

しました。二人の幸せな時間のなかで、行われた行為が後に英国中

に広まり、風習として定着していきました。まずは、プロローグと

して、ヴィクトリア女王の美しい肖像画をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆Ⅰ．アンティーク・ジュエリー 

   ・様々な素材によるアンティークジュエリー 

   ・著名なコレクターが魅せられたアンティークジュエリー 

   ・英国王室にまつわるジュエリー 

 

 

ヴィクトリア女王が愛した宝石やデザインは流行となり、それがヴ

ィクトリアン・ジュエリーの特徴となりました。この時代には、多

彩な素材・デザイン・技法によって、それまでにないほどの質と量

の装身具が生み出されました。これらの装身具は、時代の変化とと

もに、作られなくなったものも多く、女王の存在の大きさを物語っ

ています。 

本章では、素材ごとに 19 世紀のヨーロッパのジュエリーをご紹介

します。併せて、著名なコレクターの旧蔵品や、ダイアナ元妃のリ

ングなど、英国王室にまつわるジュエリーをご紹介します。 
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◆Ⅱ．歓びのウエディングから哀しみのモーニング 

・ウエディング 

   ・レースの歴史 

 ・モーニング 

 

ヴィクトリア女王が結婚式やお葬式で着用したものや、アルバート公が行った結婚指輪の交換など

は、現代にいたるまで欠かせない装身具や風習となりました。以前の伝統とは異なる淡いクリーム

色のサテンドレス、デヴォン州のホニトンレースのベール、そして結婚指輪の交換など、ヴィクト

リア女王とアルバート公の結婚式を期に広まったものや、お葬式に欠かせないジェットなどのモー

ニングジュエリーなど、美しい装飾品の数々を紹介します。 

 

 

 

 

◆Ⅲ．優雅なひととき―アフタヌーンティー 

   ・銀器やカップ＆ソーサー 

 

17 世紀に宮廷に広まった喫茶の習慣は、ヴィクトリア時代に一つのセレモニーとして完成しまし

た。マナーにしたがって行われるアフタヌーンティーは、上流階級の社交の重要な要素となりまし

た。 

そして、「銀の茶道具一式を所有すること」は、イギリスの貴族、上流階級のステイタスシンボル

となります。高品質の銀を使った銀器は、威信財として大切にされました。生産地や制作年代を認

定したホールマークが刻印され、代々受け継がれます。家の歴史を纏った高品質の銀器で客をもて

なすことは、その家の誇りとなり、銀器自体も家系をあらわす重要な役割も担っていきました。 
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【イベント】※イベントの情報公開は 3/6（月）以降にお願いいたします。 

◆大倉集古館でのイベント 

 ⇒大倉集古館でのイベントのお問合せ先 TEL：03-5575-5711（大倉集古館 10：00～17：00） 

 

①講演会「アンティークジュエリーの魅力」 

講師：穐葉昭江氏（穐葉アンティークジュウリー美術館館長） 

４月 22 日（土） 13：00～14：00 要予約  無料 

 

②ハンドリングセミナー 

 当時のアンティークジュエリーを、実際に手に取ってご覧いただけます。 

講師：穐葉昭江氏（穐葉アンティークジュウリー美術館館長） 

４月 22 日（土） 14：30～15：30 要予約 材料費等：2000 円（予定） 

 

 

◆The Okura Tokyo でのイベント 

⇒The Okura Tokyo イベント係  TEL:03-3224-7688（月～金 10:00～17:00 / 祝日を除く） 

 
 

① ホテル ランチタイム・スペシャルトークイベント 

 ～ロイヤルスタイル ヴィクトリア時代から現代まで～ 

トーク：中野香織氏（服飾史家/作家） 

四宮美帆子氏（大倉集古館 副主任学芸員） 

5 月 24 日（水）11：00～13：00 要予約 ※日時変更の可能性あり 

料金：18,000 円（大倉集古館入場券・コースランチ付き、消費税・サービス料込） 

 

② アフタヌーンティー講座（アフタヌーンティー付き）も開催予定 

 

③ 大倉集古館セット鑑賞券 

会期中は英国にちなんだメニューも特別にご用意いたします。 

ランチセット鑑賞券：5,500 円／茶菓セット鑑賞券：3,000 円  
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【展覧会名】 

特別展 華麗なる英国のライフスタイル ～愛のヴィクトリアン・ジュエリー～ 

A Celebration of Victorian Jewelley 

 

【会期】2023 年 4 月 4 日（火）～6 月 25 日(日)  

【開館時間】 10：00～17：00（入館は 16：30 まで） 

【休館日】  毎週月曜日 

【入館料】  一般 1,300 円、大学生・高校生 1,000 円、中学生以下無料 

       ※同会期中のリピーターは 200 円引き 

       ※20 名様以上の団体は 100 円引き 

       ※障がい者手帳、被爆者手帳をご提示の方とその同伴者 1 名は無料 

       ※ミュージアムパスポート 5,500 円 

       ※The Okura Tokyo とのセット鑑賞券（ランチセット 5,500 円、茶菓セット 3,000 円） 

【主催】   公益財団法人 大倉文化財団・大倉集古館 

【監修】   穐葉昭江（穐葉アンティークジュウリー美術館館長） 

【特別協力】 穐葉アンティークジュウリー美術館 

【企画協力】 アートプランニング レイ 

【後援】   ブリティッシュ・カウンシル、日本ジュエリー協会、日本ジュエリーデザイナー協会、 

日本紅茶協会 

【協力】   株式会社ホテルオークラ、特種東海製紙株式会社、大成建設株式会社 

 

【会場】   公益財団法人 大倉文化財団・大倉集古館 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-3（The Okura Tokyo 前） 

TEL:03-5575-5711、FAX：03-5575-5712 

https://www.shukokan.org/ 

 

【アクセス】  

・東京メトロ南北線 六本木一丁目駅中央改札口（泉ガーデン方面）より 5 分 

・東京メトロ日比谷線 神谷町駅 4b 出口より 7 分 

・東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅 13 番出口より 10 分 

・東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 3 番出口より 10 分 

・東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 A1 または A2 出口より 8 分 

 

【展覧会に関するお問い合わせ】 

（展覧会担当） 四宮美帆子（しのみやみほこ） shinomi●shukokan.org （副主任学芸員） 

（●を＠に変えてください） 

電話：03-5575-5711、FAX：03-5575-5712                      

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大などによって、展覧会およびイベントが中止、または変更となる場合がご

ざいます。最新の情報は当館ウェブサイトをご覧ください。 
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企画展 華麗なる英国のライフスタイル  

～愛のヴィクトリアン・ジュエリー～ 

広報用画像申請書 
---------------------------------------------------------------------------------- 

宛先：大倉集古館   学芸部 四宮美帆子 宛        
FAX：03-5575-5712、E-mail：shinomi●shukokan.org （●を＠に変えてください） 
---------------------------------------------------------------------------------- 

■図版使用に際しての注意 

・本展覧会の紹介を目的とする内容にのみご使用ください。 

・ご申請いただいた記事・番組に限り、本展の広報用画像の使用が可能です。 

・使用後のデータは破棄してください。 

・ウェブ上で使用する場合は、コピーガードを施し、解像度 72dpi 以下にしてください。 

・画像への文字のせ、加工などを希望する場合はご相談ください。 

・図版使用の際は必ず作品キャプションを載せてください。 

・画像使用の掲載誌や放送 DVD は 1 部ご送付ください。 

 

希望 No 作品 

 １ 《若き日のビクトリア女王》F.X.ヴィンターハルター工房作・イギリス、1842 年頃 

 2 《エメラルド＆ダイヤモンドゴールドセット》イギリス、1830 年頃 

 3 《ピンクトパーズ＆カラーゴールドスウィート》イギリス、1830 年頃 

 4 《エナメル&サファイア、ダイヤモンドネックレス》イギリス、カルロ・ジュリアーノ作、 

1880 年頃、旧イスメリアンコレクション 

 5 《ヴィクトリア女王のミニアチュールペンダント》イギリス、1858 年 6 月 14 日 

 6 《リガードパドロックペンダント》イギリス、1820~30 年頃 

 7 《ゴールドスプレーブローチ》イギリス、19 世紀初期 

 8 《ターコイズ＆ゴールドブローチ》イギリス、1830 年頃 

 9 《スコティッシュブローチ》イギリス、19 世紀中期 

 10 《シードパールティアラ》イギリス、19 世紀初期 

 11 《ダイアナ元妃のダイヤモンドリング》ルイ・ジェラール作、フランス、1985 年 

 12 《ティーセット》1860~61 年、ロンドン 

※上記作品の所蔵は、「穐葉アンティークジジュウリー美術館所蔵」 

ご住所  

貴社名  

ご担当者名  

TEL/FAX TEL:                     FAX: 

E-mail  

媒体名  

発行放送予定日  
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