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主催：神戸市立博物館、神戸新聞社、毎日新聞社、NHK神戸放送局、NHKエンタープライズ近畿　

特別協賛：川崎重工業株式会社　協賛：公益財団法人日本教育公務員弘済会兵庫支部、一般財団法人みなと銀行文化振興財団

・No.と展示順は必ずしも一致しません。
・会期中、一部の作品は展示替えがあります。グレーの部分が展示期間です。　①10/15～10/30　②11/1～11/6　③11/8～11/13　④11/15～11/20　⑤11/22～12/4
・指定には以下の記号を用いています。　◉＝国宝　◎＝重要文化財　○＝重要美術品　●＝佐賀県重要文化財
・都合により展示期間が変更されることがありますのでご了承ください。

KOBE 
CITY 
MUSEUM

№ 指定 作品名 作者・賛者 員数 時代・世紀 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤

第一章 ─ 実業家・川崎正蔵と神戸

1 川崎正蔵翁像 グイード・モリナーリ 1面 明治33年（1900） 川崎重工業株式会社

2 造船所広告原版 2枚 明治11年（1878） 川崎重工業株式会社

3 広告　兵庫東出町へ造船所設立（「大阪日報」 ） 2枚のうち1枚 明治14年（1881）8月30日付 川崎重工業株式会社

4 川崎造船所大浜海底実測図（六百分ノ一） 1枚
原本：明治28年（1895）10月
9日

川崎重工業株式会社

5 株式会社川崎造船所創業総会決議録 1点 明治29年（1896）10月1日 川崎重工業株式会社

6 川崎造船所広告（「神戸新聞」附録） 1枚 明治36年（1903）4月10日 神戸市立博物館

7 川崎造船所写真帳 1冊 明治40年（1907） 神戸市立博物館

8
WORKS & PRODUCTS OF KAWASAKI 
DOCKYARD CO., LTD., KOBE, JAPAN.

1冊 大正 2年（1913）頃 神戸市立博物館

9
絵葉書　神戸川崎造船所カントリークレーン　
Kawasaki Dock-yard, Kobe (k893)

1枚 大正時代・20世紀 神戸市立博物館

10
絵葉書　株式会社神戸川崎銀行本店
（「写真絵葉書等貼込帳　オールド　KOBE」のうち）

1冊のうち1枚
大正時代～昭和時代初期・
20世紀

神戸市立博物館

11 神戸川崎銀行正面写真 1枚 明治41年（1908）頃 神戸市立博物館

12 神戸川崎銀行牡丹会紀念絵葉書 絵葉書 2枚、
袋1枚

明治時代後期～大正時代・
20世紀

神戸市立博物館

13 神戸川崎銀行牡丹会紀念絵葉書 1枚 明治44年（1911） 個人蔵

14 神戸川崎銀行牡丹会紀念絵葉書 1枚 大正4年（1915） 個人蔵

15 絵葉書　神戸川崎邸　牡丹 2枚
大正時代～昭和時代初期・
20世紀

個人蔵

16 絵葉書　BARON KAWASAKI'S GARDEN, KOBE. 1枚
大正9年（1920）～昭和時代
初期・20世紀

個人蔵

17 絵葉書　神戸川崎邸　牡丹園 1枚
大正時代～昭和時代初期・
20世紀

川崎重工業株式会社

第二章 ─ 収集家・川崎正蔵とコレクション

18 長春閣鑑賞 川崎芳太郎編 6冊 大正 3年（1914） 川崎重工業株式会社

19 最勝曼荼羅 1幅 文安元年（1444） 奈良国立博物館

20 ◎ 孔雀明王像 1幅 平安時代・12世紀 文化庁

21 春日宮曼荼羅 1幅 南北朝時代・14世紀 MOA美術館

22 ○ 桜下蹴鞠図屏風 6曲1双 桃山時代・17世紀 根津美術館

№ 指定 作品名 作者・賛者 員数 時代・世紀 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤

98 蓮菊唐草文七宝花瓶 梶佐太郎作 1対 2点
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

宮内庁三の丸尚蔵館

99 韃靼人狩猟図屏風 雲谷派筆 6曲1双 江戸時代・17世紀以降 宮内庁三の丸尚蔵館

100 ○ 桐鳳凰図屏風 伝狩野孝信筆 8曲1双
桃山時代～江戸時代・16世
紀後期～17世紀初期

林原美術館

101 桐鳳凰図屏風 狩野探幽筆 6曲1双 江戸時代・17世紀 サントリー美術館

102 牧馬図屏風 狩野孝信筆 8曲1双
桃山時代～江戸時代・16世
紀後期～17世紀初期

個人蔵

第五章 ─ 川崎正蔵が蒔いた種─コレクター、コレクション、美術館

103 書状（小川澄郎宛） 川崎芳太郎筆 1通、封筒1通 大正 2年（1913）6月22日 個人蔵

104
川崎美術館第拾参回陳列品目録　
為徳光院殿豁堂恵然大居士第七回忌追福開館

1冊 大正7年（1918） 個人蔵

105 絵葉書　故川崎正蔵第七回忌追福 銅像除幕式記念 絵葉書 2枚、
袋1枚

大正7年（1918）12月1日 川崎重工業株式会社

106 神戸川崎男爵家蔵品入札目録 1冊 昭和3年（1928） 神戸市立博物館

107 神戸川崎男爵家蔵品落札高値表 1枚 昭和3年（1928） 神戸市立博物館

108 川崎男爵家蔵品絵葉書　第一輯・第二輯 絵葉書 24枚、
袋 2枚

昭和3年（1928） 個人蔵

109 長春閣蔵品展観図録 1冊 昭和11年（1936） 神戸市立博物館

110 長春閣蔵品入札会展観入場券 1枚 昭和11年（1936） 神戸市立博物館

111 ◉ 宮女図（伝桓野王図） 伝銭舜挙筆 1幅 元時代・13～14世紀 個人蔵

112 ◎ 寒山拾得図 伝顔輝筆 2幅 元時代・14世紀 東京国立博物館

特別
出品 印章（川崎美術館関係） 4顆 川崎重工業株式会社

特別
出品 征西日記（岩崎虔著） 2冊 願成寺

3F｜第1会場 2F｜第2会場

2F｜第3会場再現展示
川崎美術館の1階平面図（想定略図）



№ 指定 作品名 作者・賛者 員数 時代・世紀 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤

23 芙蓉に鶉図 土佐光起筆 1幅 江戸時代・17世紀後期 個人蔵

24 源義経・周茂叔・陶淵明図 土佐光起筆 3幅 元禄 2年（1689） 個人蔵

25 納涼美人図 西川祐信筆 1幅 江戸時代・18世紀 出光美術館

26 円窓九美人図 鳥文斎栄之筆 1幅 寛政年間（1789～1801） MOA美術館

27 雪月花図 勝川春章筆 3幅 天明3～7年（1783～87）頃 公益財団法人　摘水軒記念文化振興財団

28 渡船山水図 葛飾北斎筆 1幅 弘化 4年（1847） 北斎館

29 鳥窠白楽天問答・黄龍呂洞賓問答図 伝祥啓筆 2幅 室町時代・16世紀 個人蔵

30 墨梅図 伝雪舟筆 1幅 室町時代・15世紀 東京国立博物館

31 達磨図 曾我派筆　一休宗純賛 1幅 室町時代・15世紀後期 個人蔵

32 ◎ 放牛図 文成外史筆　江西龍派・
心田清播・南江宗沅賛 1幅 室町時代・15世紀 京都国立博物館

33 梔に双雀図 藝愛筆 1幅
室町時代・16世紀前期～中
期

京都国立博物館

34 桜に山鳩図 藝愛筆 1幅
室町時代・16世紀前期～中
期

個人蔵

35 桃に山鳩図 藝愛筆 1幅
室町時代・16世紀前期～中
期

個人蔵

36 芦に蟹鯉図 藝愛筆 1幅
室町時代・16世紀前期～中
期

個人蔵

37 芥子に小禽図 藝愛筆 1幅
室町時代・16世紀前期～中
期

個人蔵

38 観音拝宝塔図 伝雪村筆 1幅 室町時代・16世紀 個人蔵

39 布袋図 松花堂昭乗筆　沢庵宗彭賛 1幅 江戸時代・17世紀初期 京都国立博物館

40 雪中叭 鳥々図 伝狩野元信筆 1幅 室町時代・16世紀 個人蔵

41 老莱子図 狩野永徳筆 1幅 桃山時代・16世紀後期 公益財団法人　菊屋家住宅保存会

42 芙蓉図 狩野山楽筆 1幅
桃山時代～江戸時代初期・
16～17世紀

個人蔵

43 陳汝福筆観音童子図 狩野探幽筆 1幅 江戸時代・17世紀 個人蔵

44 呂洞賓図 円山応挙筆 1幅 天明7年（1787） 個人蔵

45 四季富士図 円山応挙筆 4幅 安永 8年（1779） 個人蔵

46 猛虎渓走図 円山応挙筆 1幅 天明7年（1787） 個人蔵

47 石譜図巻 円山応挙筆　村瀬栲亭跋 1巻 江戸時代・18世紀後期 個人蔵

48 闇夜漁舟図 与謝蕪村筆 1幅 江戸時代・18世紀後期 公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館

49 雪景山水図 与謝蕪村筆 1幅 江戸時代・18世紀後期 公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館

50 三十六歌仙偃息図巻 呉春筆 1巻
江戸時代・18世紀後期～19
世紀初期

公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館

51 鴨図 伝徽宗筆 1幅 南宋時代・13世紀 五島美術館

52 牡丹図 伝徽宗筆 1幅 元時代・13～14世紀 個人蔵

53 楓林停車図 馬麟筆 1幅 南宋時代・13世紀 個人蔵

54 栽松道者図 清拙正澄賛 1幅 元時代・13～14世紀 公益財団法人　正木美術館

55 観音図 伝白良玉筆 1幅 元時代・13～14世紀 個人蔵

56 雪中花鳥図 伝王李本筆 1幅 南宋時代～元時代・13世紀 東京国立博物館

57 阿弥陀三尊像 1幅 南宋時代・13世紀 九州国立博物館

58 達磨図 陳賢筆　隠元隆琦賛 1幅 明時代・17世紀 個人蔵

59 ◎ 広目天眷属像 康円作 1躯 文永4年（1267） 静嘉堂文庫美術館

60 ○ 沃懸地高蒔絵桐竹文硯箱 1合 桃山時代・16世紀 公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館

61 龍図堆朱食籠 2合 清時代・18世紀 林原美術館

№ 指定 作品名 作者・賛者 員数 時代・世紀 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤

62 ● 色絵群馬文変形皿 鍋島焼（有田　岩谷川内窯） 10枚 江戸時代・1650年代頃
62-1 佐賀県立九州陶磁文化館（白雨コレクション）
62-2 佐賀県立九州陶磁文化館

63 青花楼閣騎馬人物図壺 景徳鎮窯 1口 明時代中期・15世紀 香雪美術館

第三章 ─ よみがえる川崎美術館

64
絵葉書　神戸　布引　久形橋　Hisakata-bridge, 
Nunobiki, KOBE.

1枚
大正時代～昭和時代初期・
20世紀

個人蔵

65
938 HARBOR OF KOBE　布引から神戸市街を望む
（「日本名所風俗写真帳 2」のうち）

1冊のうち1枚 明治時代中期・19世紀 神戸市立博物館

66 絵葉書　神戸川崎邸　美術館 1枚
明治時代後期～大正時代・
20世紀

名古屋市博物館

67 絵葉書　神戸布引　川崎邸の光景 1枚
大正時代～昭和時代初期・
20世紀

個人蔵

68 川崎美術館第四回展観招待状及び縦覧券（池長通宛）
招待状1枚、
縦覧券2枚、
封筒1通

明治26年（1893）5月25日 神戸市立博物館（池長孟コレクション）

69 川崎美術館開館式列品目録 1冊 明治23年（1890）9月6日 願成寺

70 川崎美術館第八回陳列品目録 1冊 明治32年（1899） 兵庫県立図書館

71 川崎美術館第九回陳列品目録 1冊 明治34年（1901）以降 島根大学附属図書館（桑原文庫）

72
川崎美術館第拾弐回陳列品目録　
為徳光院殿豁堂恵然大居士追福開館

1冊 大正 2年（1913） 公益財団法人　阪急文化財団

73 月夜浮舟図・江頭月夜図襖 円山応挙筆 8面 天明7年（1787） 東京国立博物館

74 海辺老松図襖 円山応挙筆 12面 天明7年（1787） 東京国立博物館

75 江岸楊柳図襖 円山応挙筆 8面 天明7年（1787） 東京国立博物館

76 雪景山水図 円山応挙筆 1幅 天明7年（1787） 東京国立博物館

77 雪景山水図襖 円山応挙筆 4面 天明7年（1787） 東京国立博物館

78 麝香猫図 宣宗筆 1幅 明時代・宣徳元年（1426） 個人蔵

79 高士観画図 伝馬遠筆 1幅 元時代・13世紀 兵庫県立美術館（頴川コレクション）

80 蓮に鶺鴒・葦に翡翠図 伝牧谿筆 2幅 南宋時代・12～13世紀 MOA美術館

81 寒山図 因陀羅筆　玉室宗珀賛 1幅 元時代・14世紀 野村美術館

82 ◉ 六祖挟担図 直翁筆　偃谿広聞賛 1幅 南宋時代・13世紀 大東急記念文庫

83 ○ 武陵桃源・李白観瀑図 岳翁蔵丘筆 2幅 室町時代・16世紀 出光美術館

84 ◎ 風雨山水図 伝夏珪筆 1幅 南宋時代・13世紀 根津美術館

第四章 ─ 美術とともに

85 牡丹唐草文鐶付七宝花瓶 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

名古屋市博物館

86 牡丹唐草文七宝香炉 梶佐太郎作 1合
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

名古屋市博物館

87 牡丹唐草文七宝花瓶 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

名古屋市博物館

88 菊唐草鳳凰文七宝花瓶 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

個人蔵

89 牡丹唐草文七宝花瓶 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

名古屋市博物館

90 牡丹唐草文八角七宝花瓶 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

株式会社安藤七宝店

91 高砂菊唐草文七宝盃 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

名古屋市博物館

92 高砂菊唐草文七宝盃 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

個人蔵

93 寿字稲束文七宝盃 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

個人蔵

94 白地牡丹唐草文七宝水指 梶佐太郎作 1合
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

名古屋市博物館

95 白地龍鳳凰文七宝花瓶 梶佐太郎作 1口
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

名古屋市博物館

96 菊唐草文七宝香炉 梶佐太郎作 1合
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

宮内庁三の丸尚蔵館

97 鳳凰形七宝香炉 梶佐太郎作 1合
明治時代後期～大正時代・
19～20世紀初期

宮内庁三の丸尚蔵館

場面替えあり

場面替えあり


