
紙の博物館創立70周年記念企画展「特別収蔵品展」展示品リスト

第Ⅰ期（2020年10月24日（土）～11月28日（土）

第1章　紙の博物館の70年

資料名 作者 産地 年代

1 紙業史料室 開設通知文書 昭和18年（1943）10月付

2 紙業史料室日誌 第三号 成田潔英筆
昭和20年（1945）4月13日

～昭和25年2月4日

3 製紙記念館 印章 昭和25年（1950）

4 製紙記念館設立の言葉 昭和25年（1950）5月付

5 古紙百態 成田潔英著 昭和24年（1949）

6 日本紙業綜覧 昭和12年

7 紙業提要 昭和13年

8 楮及楮紙考 昭和16年

9 王子製紙社史 昭和33年～34年

10 日本の製紙 昭和34年

11 王子製紙㈱王子工場 汽缶汽機室設計図 明治38年（1905）

12 宮造り山鹿灯籠「阿蘇神社楼門」（部分） 松本清記作 熊本県山鹿市 昭和26年（1951）

13 江戸姉様 武藤てう作 昭和31年（1956）

14 越前溜漉簀桁 福井県

15 禿氏祐祥 書簡（成田潔英宛） 昭和25年（1950）3月8日付

16 古経群玉 禿氏祐祥編 昭和22年（1947）3月

17 千代紙帖 江戸～明治時代

18 成田潔英 勲五等瑞宝章 賞状・勲章 昭和41年（1966）11月3日

19 大川鐵雄藩札コレクション
元禄期（1688～1704）～明

治時代

20 藩札の版木（銀三十五匁、銀五匁）
作州津山（現

岡山県）
宝永6年（1709）

21 紙漉重宝記 (復刻本) （財）紙の博物館 昭和47年(1972)

22 復刻に使用した凸版 昭和47年(1972)

23 製紙業界OBのヒアリングテープ
昭和56年（1981）～平成元

年（1989）

24 紙の博物館（旧館）の煉瓦と瓦

25 公用紙漉船許可状 慶應4年（1868）

第2章　重要収蔵品

資料名 作者 産地 年代

26 大般若経 第五百四十七巻 奈良時代（8世紀）

27 絵巻「製紙勤労之図」 山本琴谷写 文久年間（1861～64）頃

28 百人一首歌かるた 元禄年間（1688～1704）

29 紙縒編合子 奈良時代（8世紀）

30 張子の犬（明恵上人遺愛品複製） 安土桃山時代

31 一閑張「遠眼鏡」 江戸時代

32 近衛信尹の書 慶長6年（1601）

33 小紋模様染 紙子の反物 御用御染紙子所 宮原忠平 肥後（熊本県） 天保年間（1830～44）

34 日本画「和紙を持つ美人」 伊東深水画 昭和28年（1953）

35 本阿弥光悦の書 江戸時代初期

36 乾隆描龍文紅箋（金花紙）
清朝乾隆帝時代（1735～

95）



37 仿澄心堂紙
清朝乾隆帝時代（1735～

95）

38 御定杜陸千選 正祖選 正祖23年（1799）

39 古渡詩箋
清代乾隆帝時代（1735～

95）

40

東南アジア地図

（Insulae Indiae Orientalis Praecipuae, In

Quibus Moluccae Celeberrime Sunt）
ヨドクス・ホンディウス

オランダ 17世紀

41 パーチメントの大学入学許可証 フランス 1844年

42 透かし入り手漉き紙 フランス 18世紀

第3章　明治時代の近代製紙業を伝える収蔵品

資料名 作者 産地 年代

有恒社

43 アルバム「本邦製紙業 先人努力の雫」
王子製紙販売部調査課

成田潔英編
昭和16年（1941）

44 抄紙機代金支払計算書 有恒社 明治7年（1874）

抄紙会社

45
抄紙会社オリジナル図面　RAG CUTTER

（ボロ断裁機図面）
EASTONS & ANDERSON

ENGINEERS & Co.

イギリス 1874年

46 銅版画「王子製紙会社略図」 村井静馬画・綱島亀吉版 明治10年（1877）

47 製紙会社のウォーターマーク型 小野寺正敬図案・杉田藤吉作 明治9年（1876）頃

48 肉筆画「飛鳥山の景」 三代歌川広重画 明治時代初期

49 製紙会社 平面配置面 明治17年（1884）

50 亀山洋館の図面 明治初期

51 王子製紙株式会社回顧談 渋沢栄一口述・校閲、井口正之筆 大正3年（1914）

パピール・ファブリック

52 パピール・ファブリックの瓦 明治9年（1876）

53 明治改正 京都名勝一覧図会 樺井建之輔編／風月庄左衛門版 明治19年（1886）

54

パピール・ファブリック設計図

（機械配置図（～11/14）、機械別基礎図

（11/17～12/12）

レーマン・ハルトマン商会 ドイツ 明治4年（1871）

三田製紙所

55 油絵「三田製紙所全景」 床次正精画 明治13年（1880）

56
眞島所有の人力車と社用馬車の記録（「眞

島製紙所 雑記録」所収）
明治13年（1880）12月27日

紙幣寮抄紙局

57 太政官札（金十両札） 明治元年（1868）

58 民部省札（金二分） 明治2年（1869）

59 新紙幣「明治通宝」（ゲルマン紙幣） 明治5年（1872）

60 国立銀行紙幣（新券）（一円） 明治10年（1877）

蓬莱社抄紙部

61
眞島襄一郎との契約書写（「諸記録 第一

号」所収）
蓬莱社 明治6年（1873）

62
外国人技術者雇用報告（「諸記録 第二号」

所収）
蓬莱社 明治7年（1874）

神戸製紙所

63 二府五県工場巡覧報告 壺河秀親・青山重遠 明治22年（1889）8月



第4章　貴重書

資料名 作者 産地 年代

64 紙漉重宝記
国東治兵衛著／丹羽桃渓画／海

部屋勘兵衛版
寛政10年（1798）

65 ドイツ語版 紙漉重宝記 Basel Sandoz社 1950年

66 英語版 紙漉重宝記 The University of California 発行 1948年

67 廻国奇観(Amoenitatum Exoticarum)
Engelbert Kaempfer著

Henrici Wihelm Meyeri 発行
1712年

68 日本誌（The History of Japan）

Engelbert Kaempfer著

J.G.Scheuchzer 英訳／Tomas

Woodward社

London 1728年（第2版）

69 Old Papermaking in China and Japan
Dard Hunter著／Mountain

House Press
Ohio, USA 1932年

70 聚玉紙集
中村直次郎（4代目）著／榛原商

店 聚玉文庫
昭和8年（1933）

71 和本「猿猴庵合集」 高力種信著・画 寛政7年（1795）

摺り物

資料名 作者 産地 年代

72 千代紙「霞に桜と紅葉」 江戸末～明治時代

73 千代紙「花丸文」 江戸末～明治時代

74 錦絵「風流職人尽紙漉」 歌川貞秀画／鶴屋喜右衛門版 天保年間(1830～44)

75 錦絵「大日本物産図会 駿河半紙漉場ノ図」 三代歌川広重画／大倉孫兵衛版 明治10年（1877）

76
錦絵「大日本物産図会 越前国奉書紙製之

図」
三代歌川広重画／大倉孫兵衛版 明治10年（1877）

77
錦絵「古今東京名所 飛鳥山公園地王子製紙

会社」
三代歌川広重画 明治16年（1883）

紙塑人形

資料名 作者 産地 年代

78
紙塑人形「橘花童女」（～11/21）、「かり

がねをみる姉弟」（11/24～12/19）
鹿児島寿蔵作 昭和25年（1950）

ちいさな収蔵品

資料名 作者 産地 年代

79

各種豆本（歌舞伎豆本、古今和歌集、妙法

蓮華経（帙入、巻子本）、香合手引（帙

入、折本）、大福帳）

80 豆奴凧

81 豆型お伽犬 春峰作

82 下総起き上り 松本節太郎作

83 一閑張小箱

記念品

資料名 作者 産地 年代

84 王子製紙王子工場製品見本帳 大正14年（1925）

85 三菱製紙所製品見本帳 大正元年～6年（1912～7）

86
洋紙発祥の地記念碑 除幕式記念品（風呂

敷、ぐい飲み）
昭和28年（1953）

87 大蔵省印刷局王子工場 記念文鎮 昭和58年（1983）


