
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 2020.12.1 紙の博物館

第Ⅱ期（2020年12月1日（火）～2021年1月16日（土））

第1章　紙の博物館の70年

資料名 作者 産地 年代
第1～3期まで

通期展示

1 古紙百態 成田潔英著 昭和24年（1949） 通期

2
水彩画「戦災当時の王子工場」

電気室と汽缶室
成田潔英（推定） 昭和20年（1945）頃

3
水彩画「戦災当時の王子工場」

第一工場マシン
成田潔英（推定） 昭和20年（1945）頃

4 日本紙業綜覧 昭和12年 通期

5 紙業提要 昭和13年 通期

6 楮及楮紙考 昭和16年 通期

7 王子製紙社史 昭和33年～34年 通期

8 日本の製紙 昭和34年 通期

9 王子製紙記念館設立の件 王子製紙本社嘱託 成田潔英 昭和24年（1949）3月付

10 資料寄贈の送付状 十條製紙（旧王子製紙）釧路工場 昭和27年（1952）7月28日

11 王子製紙釧路工場印・工場長印 十條製紙（旧王子製紙）釧路工場

12 江戸姉様 武藤てう作 昭和31年（1956）

13 水引細工の御所車 安宅武雄作 北海道小樽市 昭和25年（1950）

14
禿氏祐祥(とくし ゆうしょう)書簡

成田潔英宛
昭和26年（1951）8月25日

15 小紋型 京都 文政年間（1818～1831）

16 小紋型紙 京都 江戸時代初期

17 更紗(さらさ)型 京都 天明年間（1781～1789）

18 大川鐵雄藩札コレクション（一部） 摂津 江戸時代

19 藩札の版木　銀五匁(もんめ)
播州（現兵庫県）加

東郡小沢村

20 藩札の版木　銀一匁（米手形）
和州（現奈良県）松

本

21 越前局紙(きょくし)用漉桁

22 製紙業界OBのヒアリングテープ
昭和56年（1981）～平成元年

（1989）
通期

23 紙の博物館（旧館）の煉瓦 通期

24 紙の博物館（旧館）の瓦 通期

25 手漉和紙譜 関義城作 昭和時代

26 起こし絵 明治時代

第2章　重要収蔵品

資料名 作者 産地 年代

27 張子「地蔵菩薩立像」 鎌倉時代

28 瑜伽師地論(ゆがしじろん) 第四十五 舎人写 讃岐（香川県）山田郡天平16年（744）

29 壬生(みぶ)の張子面「頼光(らいこう)」 京都 江戸末期

30
「若一王子縁起(にゃくいちおうじえんぎ)」

絵巻
板谷絵所写 江戸時代

31 近衛信尹(のぶただ)の書 慶長6年（1601）

32 おばけかるた 江戸時代

33 御伽犬(おとぎいぬ)

34 朝鮮通信使献上品目録 宝暦13年（1763）11月

35 乾隆紙(けんりゅうし)（透かし入り紙） 周尚文作 清朝乾隆27年（1762）

36 ベラムの祈祷書

37 『ニュルンベルク年代記』の一葉 ハルトマン・シェーデル著 1493年

38 ヴァーサ号引き上げ記念手漉き紙 スウェーデン 1962年

39 徳富蘇峰(とくとみそほう)筆 漢詩軸 昭和15年（1940）

40 紙衣(かみこ)の夜着(よぎ)

41 金彩獅子文蝋箋(ろうせん) 清朝乾隆帝時代（1735～95）

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

42 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）

43 紙製造開業届文書写 有恒社 明治7年（1874）6月７日

抄紙会社

44 錦絵「飛鳥園遊覧之図」 橋本周延画／小林鉄次郎発行 明治21年（1888）

45
酒肴料(しゅこうりょう)の包紙

明治天皇御下賜、英照皇太后御下賜
明治9年（1876）4月、5月

46
石版画「東京名所 王子飛鳥山より製紙会社

ノ真景」
有山定次郎画・印刷・発行 明治26年（1893）

47 石版画「東京名所 飛鳥山」 渡邊忠久画・印刷・発行 明治23年（1890）

48 抄紙会社開業式で使われた旗

49 開業式準備略図 明治8年（1875）12月

50 開業式職員分担控 明治8年（1875）

51 開業式式次第 明治8年（1875）12月

52 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

53 パピール・ファブリックの瓦 明治9年（1876） 通期

54 京都名所巡覧記
福富正水著／乙葉宋兵衛編／

村上勘兵衛版
明治10年（1877）

55

パピール・ファブリック設計図

（機械配置図（10/24～11/14）、機械別基

礎図（11/17～12/12）水車タービン図

（12/15～2021年1/16）、給水パイプ図

（1/19～2/6）、抄紙機基礎図（2/9～

2/23）

レーマン・ハルトマン商会 ドイツ 明治4年（1871）

三田製紙所

56 油絵「三田製紙所全景」 床次正精（とこなみまさよし）画 明治13年（1880） 通期

57
明治13年歳暮祝儀之払写

「雑記録」（明治13年12月1日）所収
蓬莱社 明治13年（1880）12月

紙幣寮抄紙局

58 太政官札（金十両札） 明治元年（1868） 通期

59 民部省札（金二分） 明治2年（1869） 通期

60 新紙幣「明治通宝」（ゲルマン紙幣） 明治5年（1872） 通期

61 国立銀行紙幣（新券）（一円） 明治10年（1877） 通期

蓬莱社抄紙部

62
百武(ももたけ)安兵衛の願書写

「諸記録 第一号」所収
蓬莱社 明治5年（1872）9月

神戸製紙所

63 和漢詳密神戸市全図 田名瀬昇蔵編・発行 明治24年（1891）

第4章　貴重書

資料名 作者 産地 年代

64 紙漉重宝記 (復刻本)

堀越壽助編／製紙印刷研鑽会

原本：国東治兵衛(くにさきじへい)

著／丹羽桃渓(にわとうけい)画

大正14年(1925)

原本：寛政10年（1798）

65 フランス語版 紙漉重宝記 Basel Sandoz社 昭和25年(1950)

66 スペイン語版 紙漉重宝記 Basel Sandoz社 昭和27年(1952)

67

The Industries of Japan

Together with an Account of its Agriculture, Forestry, Arts,

and Commerce : from Travels and Researches Undertaken

at the Cost of the Russian Government

J.J.Rein（1843～1918）著

Hodder and Stoughton社
London 1889年

68
Paper

An Historical Acount of its Making by Hand from the

Earliest Times Down to the Present Day

R.H. Clapperton著／Shakespeare

Head Press社
Oxford 1934年

69
The Papermaking Machine

Its Invention, Evolution and Development

R.H. Clapperton著／Pergamon

Press社
Oxford 1967年

70 雁皮(がんぴ)収穫報告 紙幣寮編 明治10年（1877）

71 （広益）国産考
大蔵永常(ながつね)著／前川善兵衛

版
天保15年（1844）



72 万金産業袋(ばんきんすぎわいぶくろ) 三宅也来(みやけやらい)著 享保17年（1732）

摺り物

資料名 作者 産地 年代

73 瓦版(かわらばん)「大坂卯年(うどし)図」 京都 元和元年（1615）

74 瓦版「大坂阿部之合戦之図」 京都 元和元年（1615）

75 絵奉書(えぼうしよ)「吹きぼかしに紅葉」

76 絵奉書「八重桜」 江戸時代末期

77 絵奉書「寒江柳鷺(かんこうりゅうろ)」

紙塑人形

資料名 作者 産地 年代

78

紙塑人形

「橘花童女」（10/24～11/21）、「かりが

ねをみる姉弟」（11/24～12/19）、「獅子

かつぎ」（12／22～2021年1/23）、「みみ

づく太夫」（1/26～2/23）

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 豆本 歌修行旅手日記

80 豆本 新春福寿円満

81 歌舞伎豆本

82 豆本 古今集 寛政11年（1799）

83 張子「福ねずみ」 福島県田村郡三春町

84 張子「福ねずみ」 島根県出雲市 昭和46年（1971）

85 張子「福ねずみ」 福島県田村郡三春町 昭和59年（1984）

86 張子「俵牛」 宮城県仙台市

87 張子「赤べこ」（大・小） 福島県会津若松市 大正時代

88 豆凧（豆六角凧、豆奴凧、豆だるま凧）

記念品

資料名 作者 産地 年代

89 白木椀 明治23年（1890）

90 富士製紙 製造紙見本帳 明治43年（1910）

91 一閑張「扇面盆」 安藤繁和作 愛知県 昭和39年（1964）

91件101点


