
大阪中之島美術館 開館記念展 みんなのまち 大阪の肖像 [第2期]

作品リスト

第1章 おおさか時空散歩― 焼野原からのはじまり

No 作品/資料名 作家名 年代 技法・材質 ご所蔵者

1 戦後の大阪 池田遙邨 1951年（昭和26） 絹本着色

2 焼け跡のドンキホーテ 藤田金之助 1946年（昭和21） 油彩，カンヴァス

3 カストリ広場 前田藤四郎 1950年（昭和25） リノカット，紙

4 盛場近し 前田藤四郎 1951年（昭和26） リノカット，紙

5 スラム街 前田藤四郎 1955年（昭和30）
木版・リノカット・フ

ロッタージュ，紙
大阪府20世紀美術コレクション

6 スラム街(夜の裏街) 前田藤四郎 1957年（昭和32） リノカット，紙

7 焼け跡 池島勘治郎 1947年（昭和32） グワッシュ，紙

8 家建つ 池島勘治郎 1951年（昭和26） グワッシュ，紙

9-1 大阪城（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-2 戎橋（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-3 道頓堀（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-4 動物園（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-5 本町（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-6 浪花橋（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-7 天神橋（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-8 大正橋（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-9 川口（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-10 四ツ橋（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-11 心齊橋（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-12 高津神社（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-13 中央公会堂（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-14
大阪帝国大学（『大阪三十六

景』）
赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-15 御堂筋（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-16 控訴院（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-17 大阪市庁（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

9-18 十三（『大阪三十六景』） 赤松麟作 1947年（昭和22） 木版, 紙

10 道頓堀・夕 中村真 1951年（昭和26） 油彩，カンヴァス

11 大阪駅前大観 古家新 1954年（昭和29） 油彩，カンヴァス 大阪府蔵

12 陽春の中之島 鍋井克之 1954年（昭和29） 油彩，カンヴァス 大阪府蔵

13 安治川工場地帯 伊藤慶之助 1954年（昭和29） 油彩，カンヴァス 大阪府蔵

14 大阪北加賀屋にて 田川勤次 1955年（昭和30） 油彩，カンヴァス

15 大阪木津川 田川勤次 1960年（昭和35） 油彩，カンヴァス
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16 燈ともる中之島 河井達海 1959年（昭和34） 油彩，カンヴァス

17 西横堀 池島勘治郎 年代不詳 グワッシュ，紙

18 子供たち（『なぎさ』） 津田洋甫 1959年（昭和34）撮影
ゼラチンシルバープリ

ント

19 解体船（『なぎさ』） 津田洋甫 1959年（昭和34）撮影
ゼラチンシルバープリ

ント

20 さくら 菅井汲 1947年（昭和22） 印刷，紙 阪急文化財団 池田文庫蔵

21
こんなになっては！明るい車内運

動
菅井汲 1947年（昭和22） 印刷，紙 阪急文化財団 池田文庫蔵

22 10月1日より快速運転 奥野英雄 1950年（昭和25） 印刷，紙 阪急文化財団 池田文庫蔵

23 キャンプ 奥野英雄 1953年（昭和28） 印刷，紙



第2章 復興するアドバタイズ

No 作品/資料名 作家名 年代 技法・材質 ご所蔵者

24 丹頂クリーム 中島康雄 1950年（昭和25） 印刷，紙

25 丹頂チック 中島康雄 1950年（昭和25） 印刷，紙

26 金鶴香水 中島康雄 1949年（昭和24） 印刷，紙

27 丹頂チック 中島康雄 1949年（昭和24） 印刷，紙

28 メタボリン 作者不詳 1951年（昭和26） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

29 メタボリン
小磯良平（レイアウ

ト）
1952年（昭和27） 印刷，紙

30 パンビタン
小磯良平（レイアウ

ト）
1953年（昭和28） 印刷，紙

31 ソボリン 中村真 1954年（昭和29） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

32 アリナミン 島田泰三 1957年（昭和32） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

33 パンビタン 島田泰三 1957年（昭和32） 印刷，紙

34 ポポン 小林葉三 1953年（昭和28） 印刷，紙

35 ポポン 小林葉三 1953年（昭和28） 印刷，紙

36 パラエス 小林葉三 1950年（昭和25） 印刷，紙

37 第11回秋の秀彩会 早川良雄 1953年（昭和28） 印刷，紙

38 サンマーセール 早川良雄 1950年（昭和25） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

39 紳士・婦人・子供服 早川良雄 1950年（昭和25） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

40 拡張一周年 早川良雄 1950年（昭和25） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

41 全館中元大売出し 桜井俊男 1950年（昭和25） 印刷，紙

42 全館歳暮大売出し 重成基 1950年（昭和25） 印刷，紙

43 中元大売出し 灘本唯人 1970年（昭和45） 印刷，紙

44 愛のある夏 作者不詳 1971年（昭和46） 印刷，紙

45 全店中元大売出し 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

46 福助ミシン 橋永一男 1956年（昭和31） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

47 東洋レーヨンのナイロン胴裏八掛 今竹七郎 1952年（昭和27） シルクスクリーン，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

48 TOYO RAYON'S NYLON 今竹七郎 1952年（昭和27）頃 シルクスクリーン，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

49 だいわ毛布 永井一正 1952年（昭和27） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

50 だいわのD.C.テックス 永井一正 1953年（昭和28） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

51 だいわ夏掛毛布 永井一正 1953年（昭和28） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

52 株式会社設立30周年記念大売出し 今竹七郎 1950年（昭和25） 印刷，紙

53 春の百選会 今竹七郎 1950年（昭和25） 印刷，紙

54 歳暮御進物の栞 金野弘 1951年（昭和26） 印刷，紙

55 絵はがき 金野弘 1959年（昭和34） 印刷，紙

56 中元御贈答品の栞 中島康雄 1949年（昭和24）頃 印刷，紙

57 春のお買い物の栞 中島康雄 1949年（昭和24）頃 印刷，紙



58 富士紡製品展示即売会 作者不詳 1949年（昭和24） 印刷，紙

59 春の京呉会 中島康雄 1950年（昭和25） 印刷，紙

60 春の東好会 山城隆一 1950年（昭和25） 印刷，紙

61 案内はがき（3枚組） 中島康雄 1952年（昭和27） 印刷，紙

62 御中元のしおり 田川覚三（表紙） 1953年（昭和28） 印刷，紙

63 68年夏のおくりもののしおり 作者不詳 1968年（昭和43） 印刷，紙

64 69年夏のおくりもののしおり 作者不詳 1969年（昭和44） 印刷，紙

65 フレッシュマンセール

守屋武久（アート

ディレクター）

平井文人（イラスト

レーター）

1968年（昭和43） 印刷，紙

66 絵はがき（3枚組） 重成基 1950年（昭和25） 印刷，紙

67 中元栞 重成基 1950年（昭和25） 印刷，紙

68 全館歳暮大売出し 重成基 1951年（昭和26） 印刷，紙

69 中元栞 重成基 1950年（昭和25） 印刷，紙

70 歳暮御進物の栞 早川良雄 1949年（昭和24） 印刷，紙

71 お中元御贈答用品のしおり 早川良雄 1949年（昭和24） 印刷，紙

72 第4回春の秀彩会 早川良雄 1949年（昭和24） 印刷，紙

73 お中元御贈答用品のメモ 早川良雄 1950年（昭和25） 印刷，紙

74 モナ 純ステアリンクリーム 今竹七郎 1950年（昭和25） 印刷，紙

75 モナ ドラン 今竹七郎 1952年（昭和27） 印刷，紙

76 モナ ドラン 今竹七郎 1952年（昭和27） 印刷，紙

77 イソラバニシングクリーム 早川良雄 1952年（昭和27） 印刷，紙

78 バンサイン 作者不詳 1951年（昭和26） 印刷，紙

79 ドミアン 大田健一 1953年（昭和28） 印刷，紙

80 アイロタイシン、サイクロライド ⾧綱邦雄 1954年（昭和29） 印刷，紙



第3章 ニューライフからの情景

No 作品/資料名
作家名／制作、製

造、販売企業名
年代 技法・材質／製品特⾧ ご所蔵者

81 積水ハウスB型（復元）
積水ハウス産業株式

会社
1961年（昭和36）

躯体：軽量鉄骨｜外

壁：フェノールボード

サンドイッチパネル，

リシン塗装

積水ハウス株式会社蔵

82 木製ＢＤ型玄関ドア（復元） 理研鋼機株式会社 1971年（昭和46）

建具：木製

枠：ペンタイト鋼板焼

付塗装

積水ハウス株式会社蔵

83
アサヒ銘木フロア「いずみ」S-5

ナラ大市松（復元）

朝日特殊合板株式会

社
1969年（昭和44）

合板＋銘木化粧単板

APOC処理

（展示仕様：合板＋銘

木挽板）

積水ハウス株式会社蔵

84
腰掛式タンク密結形サイホン便器

｜C423, S520B
東陶機器株式会社 1976年（昭和51） 陶器 TOTO株式会社蔵

85 壁掛前丸手洗器｜ L34R 東陶機器株式会社 1971年（昭和46） 陶器 TOTO株式会社蔵

86 紙巻器｜TS116 東陶機器株式会社 1977年（昭和52） ステンレス TOTO株式会社蔵

87 はめ込角形洗面器｜ L330 東洋陶器株式会社 1957年（昭和32） 陶器 TOTO株式会社蔵

88 ２バルブ混合栓 ｜TGL300MA 東陶機器株式会社 1979年（昭和54） 青銅 TOTO株式会社蔵

89
ユニットバス「こだち」｜

BCH1318（復元）

積水化学工業株式会

社
1979年（昭和54）

床・浴槽：FRP成型

壁：印刷+塩ビ鋼板（展

示仕様；印刷+塩ビ鋼

板）

天井：塩ビ鋼板

※ 洗い場デザインは

オリジナルと若干異

なる

積水ハウス株式会社蔵

90
ステンレス流し台「さくらDX」

（復元）
井上工業株式会社 1975年（昭和50）

ワークトップ：18-8ス

テンレス（SUS304)

キャビネット：ステン

レス

扉：メラミン板＋天然

木框

クリナップ株式会社蔵

91 テーブルコンロ｜RX-300G リンナイ株式会社 1980年（昭和55）
圧電式点火式グリル付

き二口コンロ
リンナイ株式会社蔵

92 湯水混合栓｜T33AY13 東陶機器株式会社 1970年（昭和45） 青銅 TOTO株式会社蔵

93 アルミサッシⅣ型 AR（復元） 不二サッシ株式会社 1970年（昭和45）
アルミ押出＋単板ガラ

ス
積水ハウス株式会社蔵

94
アサヒファンシーパネル ナラ板目

（復元）

朝日特殊合板株式会

社
1962年（昭和37）

銘木化粧単板APOC処理

（展示仕様：銘木化粧

単板）

積水ハウス株式会社蔵

95 ハイ連用波動スイッチ｜WS5041 松下電工株式会社 1973年（昭和48） パナソニックグループ蔵

96
ハイ連用ダブルコンセント｜

WF1112
松下電工株式会社 1970年（昭和45） パナソニックグループ蔵

97
ナショナル二層式電気洗濯機「う

ず潮」｜N-3000

松下電器産業株式会

社
1966年（昭和41） パナソニックグループ蔵

98
象印電子ジャーZ ｜RHA-16（花

雲）

象印マホービン株式

会社
1971年（昭和46）

電気式米飯保温器（ア

ルミ中容器）
まほうびん記念館蔵

99
象印エールポット｜VNK-1900

（花化粧）

象印マホービン株式

会社
1972年（昭和47） ガラス魔法瓶 まほうびん記念館蔵

100
象印ホーロー両手鍋｜ENC-16

（チェス）

象印マホービン株式

会社
1969年（昭和44） まほうびん記念館蔵

101
ナショナル電子レンジ「エレック

さん」｜NE-4000

松下電器産業株式会

社
1974年（昭和49） パナソニックグループ蔵

102
サンヨー2ドア冷凍冷蔵庫｜SR-

621FG
三洋電機株式会社 1974年（昭和49） パナソニックグループ蔵

103
ナショナル家具調カラーテレビ

「パナカラー」｜TH-23G

松下電器産業株式会

社
1971年（昭和46）

23型ブラウン管カラー

テレビ
パナソニックグループ蔵

104
テクニクスセパレートステレオ｜

SC-1600

松下電器産業株式会

社
1969年（昭和44） パナソニックグループ蔵

105
ナショナル扇風機「松風」｜F-

30H1F

松下電器産業株式会

社
1975年（昭和50） パナソニックグループ蔵



106
子ども用自転車「ナショナルポ

ビー」18型｜B-218P

松下電器産業株式会

社
1970年（昭和45） パナソニックグループ蔵

107 サンヨー電気洗濯機｜SW-53 三洋電機株式会社 1953年（昭和28） 噴流式 パナソニックグループ蔵

108 シャープテレビ｜TV3-14T
早川電機工業株式会

社
1953年（昭和28）

14型ブラウン管白黒テ

レビ
シャープ株式会社蔵

109 ナショナル電気冷蔵庫｜NR-351
松下電器産業株式会

社
1953年（昭和28） パナソニックグループ蔵

110
ナショナルプラスチックラジオ｜

DX-350

松下電器産業株式会

社
1953年（昭和28）

真空管（mT管）５球,

スーパーヘテロダイン

方式, MW

パナソニックグループ蔵

111 シャープ壁掛ラジオ｜5M-77
早川電機工業株式会

社
1956年（昭和31）

真空管（mT管）５球,

スーパーヘテロダイン

方式, MW

シャープ株式会社蔵

112
サンヨープラスチックラジオ｜SS-

52
三洋電機株式会社 1952年 (昭和27）

真空管（ST管）５球,

スーパーヘテロダイン

方式, MW

パナソニックグループ蔵

113 ナショナルテレビ｜T14-R1
松下電器産業株式会

社
1958年（昭和33）

14型ブラウン管白黒テ

レビ
パナソニックグループ蔵

114 ナショナル電気冷蔵庫｜NR-100F
松下電器産業株式会

社
1960年（昭和35） パナソニックグループ蔵

115
サンヨー電気洗濯機「マジック

ターン」｜SW-36
三洋電機株式会社 1958年（昭和33） 改良噴流式・渦巻式 パナソニックグループ蔵

116 ナショナル自動炊飯器｜SR-18
松下電器産業株式会

社
1959年（昭和34） パナソニックグループ蔵

117 サンヨーミキサー｜SM-40 三洋電機株式会社 1954年（昭和29） パナソニックグループ蔵

118
シャープキッチンロースター「煙

の出ない魚焼き機」｜KF-702

早川電機工業株式会

社
1963年（昭和38） シャープ株式会社蔵

119
ナショナルパーソナル扇風機｜

20B1

松下電器産業株式会

社
1952年（昭和27） パナソニックグループ蔵

120 ナショナルホームクーラー｜W-31
松下電器産業株式会

社
1958年（昭和33） ウインド型 パナソニックグループ蔵

121 サンヨー電気掃除機｜SC-305 三洋電機株式会社 1959年（昭和34） パナソニックグループ蔵

122 ナショナル自動アイロン｜NA-34
松下電器産業株式会

社
1959年（昭和34） パナソニックグループ蔵

123
ナショナル人工頭脳テレビ 黄金

シリーズ「嵯峨」｜TC-96G

松下電器産業株式会

社
1965年（昭和40）

19型ブラウン管白黒テ

レビ
パナソニックグループ蔵

124 サンヨーテレビ「日本」｜19-K1 三洋電機株式会社 1965年（昭和40）
19型ブラウン管白黒テ

レビ
パナソニックグループ蔵

125
ナショナルステレオ「飛鳥」｜SE-

200

松下電器産業株式会

社
1964年（昭和39） パナソニックグループ蔵

126
ナショナル電気掃除機「ハイク

リーンデラックス」｜MC-1000C

松下電器産業株式会

社
1965年（昭和40） ABS樹脂一体成型 パナソニックグループ蔵

127
サンヨー掃除機「太郎」｜SC-

3000
三洋電機株式会社 1968年（昭和43） カセット集塵式 パナソニックグループ蔵

128
シャープターンテーブル式家庭用

電子レンジ｜R-600

早川電機工業株式会

社
1966年（昭和41） シャープ株式会社蔵

129
ナショナル電子レンジ「パナクッ

ク5000」｜NE-5000

松下電器産業株式会

社
1968年（昭和43） パナソニックグループ蔵

130
サンヨー冷蔵庫「アート・ドア」

｜SR-120MD(ART)
三洋電機株式会社 1965年（昭和40）

アート・パネル交換方

式
パナソニックグループ蔵

131
シャープトランジスタテレビ｜

MT-12TP2

早川電機工業株式会

社
1968年（昭和43） シャープ株式会社蔵

132 ナショナルハイパー乾電池
松下電器産業株式会

社
1954年（昭和29）

一次電池，金属外装マ

ンガン乾電池
パナソニックグループ蔵

133 サンヨー「カドニカ」 三洋電機株式会社 1964年（昭和39）
二次電池，密閉型ニッ

ケルカドミウム電池
パナソニックグループ蔵

134
ナショナル「ハイ三角タップ」｜

WH-2012
松下電工株式会社 1962年（昭和37）

コンセント用2口マルチ

タップ
パナソニックグループ蔵

135
ナショナル「ハイトリプルタッ

プ」｜WH-2013
松下電工株式会社 1962年（昭和37）

コンセント用3口マルチ

タップ
パナソニックグループ蔵

136
ナショナルライト付き顕微鏡｜FF-

393

松下電器産業株式会

社
1978年（昭和53） パナソニックグループ蔵

137
サンヨー充電式ライト「カドニカ

ライト」｜NL-421
三洋電機株式会社 1965年（昭和40） パナソニックグループ蔵

138
シャープ自動ハサミ「クイッ

キー」｜EV-990

早川電機工業株式会

社
1961年（昭和36） シャープ株式会社蔵

139 ナショナル食器洗い機 | NP-100
松下電器産業株式会

社
1968年（昭和43） パナソニックグループ蔵

140 シャープカプセルレンジ｜RE-2 シャープ株式会社 1987年（昭和62） シャープ株式会社蔵



141
ナショナルラジオ「パナペット」

｜R-8

松下電器産業株式会

社
1963年（昭和38）

トランジスタ６石，

MW
パナソニックグループ蔵

142
ナショナルラジオ「パナペット

70」｜R-70

松下電器産業株式会

社
1970年（昭和45） トランジスタ，MW パナソニックグループ蔵

143
ナショナルラジオ「パナペットク

ルン」｜R-72

松下電器産業株式会

社
1971年（昭和46） トランジスタ，MW パナソニックグループ蔵

144

シャープ両面自動演奏ステレオシ

ステム「オートディスクV3」｜

VZ-V3

シャープ株式会社 1981年（昭和56）
タテ型，リニアトラッ

キング
シャープ株式会社蔵

145
ナショナルトランジスタ パナカ

ラー｜TH-303P

松下電器産業株式会

社
1971年（昭和46）

13型ブラウン管カラー

テレビ
パナソニックグループ蔵

146
ナショナルトランジスタテレビ

「レンジャー505」｜TR-505A

松下電器産業株式会

社
1973年（昭和48）

5型ブラウン管白黒テレ

ビ，ポータブル
パナソニックグループ蔵

147
ナショナルマイクロテレビ「ソ

ロ」｜TR-1010

松下電器産業株式会

社
1981年（昭和56）

1.5インチブラウン管白

黒テレビ，ポータブル
パナソニックグループ蔵

148

ナショナルパナカラーα「αTUBE

（アルファ・チューブ）」｜TH-

28DM03

松下電器産業株式会

社
1985年（昭和60）

28型ブラウン管カラー

モニター
パナソニックグループ蔵

149
パナソニック「Piedra8（ピエドラ

８）」｜TH-8UI

松下電器産業株式会

社
1988年（昭和63）

８型ブラウン管カラー

テレビ
パナソニックグループ蔵

150

ナショナル パナソニック

「2000GX ワールドボーイ」｜RF-

868

松下電器産業株式会

社
1971年（昭和46）

FM/MW/SW ３バンド

ラジオ，ポータブル
パナソニックグループ蔵

151
ナショナル パナソニック「クー

ガ」｜RF-888

松下電器産業株式会

社
1973年（昭和48）

FM/MW/SW ３バンド

ラジオ，ポータブル
パナソニックグループ蔵

152 ナショナル「ペッパー」｜R-012
松下電器産業株式会

社
1977年（昭和52）

トランジスタラジオ，

ポータブル・超薄型
パナソニックグループ蔵

153
ナショナルラジカセ「Dicco X」｜

RX-5100

松下電器産業株式会

社
1979年（昭和54）

FM/AMラジオ・カセッ

トテープレコーダー
パナソニックグループ蔵

154

サンヨーダブルカセットレコー

ダー「おしゃれなテレコ ダブル

U4」｜MR-WU4

三洋電機株式会社 1979年（昭和54）
FM/AMラジオ・ダブル

カセットレコーダー
パナソニックグループ蔵

155
シャープステレオカセット「ザ・

サーチャーW」｜GS-808S
シャープ株式会社 1979年（昭和54）

FM/AMラジオ・ステレ

オダブルカセットレ

コーダー

シャープ株式会社蔵

156
ナショナルホームビデオ「マック

ロード88」｜NV-8800

松下電器産業株式会

社
1977年（昭和52）

VHS方式ビデオテープ

レコーダー
パナソニックグループ蔵

157
ナショナルビデオ「Hi-Fi マック

ロード F15」｜NV-F15

松下電器産業株式会

社
1987年（昭和62）

VHS方式ビデオテープ

レコーダー，バーコー

ド予約システム搭載

パナソニックグループ蔵

158
テクニクス「コンサイスコンポ」

|SE-CO1/SU-C01/ST-C01/SB-F1

松下電器産業株式会

社
1978年（昭和53）

一体成形アルミダイ

キャストキャビネット
パナソニックグループ蔵

159
テクニクスレコードプレーヤー｜

SL-10

松下電器産業株式会

社
1979年（昭和53）

ダイレクトドライシス

テム，リニアトラッキ

ング

160 テクニクススピーカー｜SST-1
松下電器産業株式会

社
1989年（昭和64/平成元） ツインロードホーン型 パナソニックグループ蔵

161
サンヨー電子式計算機「サコム」

｜ICC-143
三洋電機株式会社 1969年（昭和44） LSI採用 パナソニックグループ蔵

162
シャープ計算機「コンペット」｜

EL-805
シャープ株式会社 1973年（昭和48） 液晶表示付COS化電卓 シャープ株式会社蔵

163
シャープそろばん電卓「ソロカ

ル」｜EL-429
シャープ株式会社 1984年（昭和59） 太陽電池内蔵 シャープ株式会社蔵

164
シャープカード電卓「エルシーメ

イト」｜EL-8152
シャープ株式会社 1979年（昭和54） シャープ株式会社蔵

165 サンヨーソーラー電卓｜CX-1 三洋電機株式会社 1980年（昭和55）
アモルファス太陽電池

内蔵
パナソニックグループ蔵

166
サンヨー「It's」シリーズ

ドライヤー｜HD-P101
三洋電機株式会社 1985年（昭和60） パナソニックグループ蔵

167
サンヨー「It's」シリーズ

電気ポット｜U-82
三洋電機株式会社 1984年（昭和59） パナソニックグループ蔵

168
サンヨー「It's」シリーズ

トースター｜SK-2
三洋電機株式会社 1984年（昭和59） パナソニックグループ蔵

169

サンヨーエレクトリック玩具

「ROBO」シリーズ

ステレオカセットプレーヤー「お

んがくたい」｜ROBO-01

三洋電機株式会社 1988年（昭和63） パナソニックグループ蔵



170

サンヨーエレクトリック玩具

「ROBO」シリーズ

音声クロック「ともだちとけい」

｜ROBO-02

三洋電機株式会社 1988年（昭和63） パナソニックグループ蔵

171

サンヨーエレクトリック玩具

「ROBO」シリーズ

電話機「でんわくん」｜ROBO-04

三洋電機株式会社 1988年（昭和63） パナソニックグループ蔵

172 ナショナル電気カミソリ｜MS-10 松下電工株式会社 1955年（昭和30） パナソニックグループ蔵

173
シャープゼンマイ式カミソリ｜SS-

980

早川電機工業株式会

社
1962年（昭和37） シャープ株式会社蔵

174
ナショナル「スピンネット」｜

ES620
松下電工株式会社 1974年（昭和49） 電気カミソリ パナソニックグループ蔵

175
ナショナル「スーパーレザー」｜

ES820
松下電工株式会社 1977年（昭和52） 電気カミソリ パナソニックグループ蔵

176
ナショナル「スーパーレザートラ

ベル」｜ES811
松下電工株式会社 1982年（昭和57） 電気カミソリ パナソニックグループ蔵

177
ナショナル「カードシュエーバー

AITE」｜ES512
松下電工株式会社 1990年（平成2） 電気カミソリ パナソニックグループ蔵

178
ナショナルシェーバー「リニアス

ムーサー」｜ES881
松下電工株式会社 1995年（平成7） 電気カミソリ パナソニックグループ蔵

179
ナショナル電気カミソリ「ピポ」

｜ES16
松下電工株式会社 1966年（昭和41） パナソニックグループ蔵

180
ナショナル「ラブラブシェー

バー」｜ES180
松下電工株式会社 1974年（昭和49） 電気カミソリ パナソニックグループ蔵

181
ナショナル「ラブラブシェー

バー」｜ES127
松下電工株式会社 1985年（昭和60） 電気カミソリ パナソニックグループ蔵

182 ナショナル「ソイエ」｜ES260 松下電工株式会社 1992年（平成4） 電気脱毛器 パナソニックグループ蔵

183 ナショナルヘアドライヤー｜EH58 松下電工株式会社 1962年（昭和37） パナソニックグループ蔵

184
ナショナルヘアードライヤー「う

すドラ」｜EH625
松下電工株式会社 1980年（昭和55） パナソニックグループ蔵

185
シャープシェーバードライヤー

「ひげドラ」｜SS-800
シャープ株式会社 1978年（昭和53）

電気カミソリ・ヘアド

ライヤー一体
シャープ株式会社蔵

186 ナショナル扇風機
竹岡リョウ一、 安原

茂男
1950年（昭和25） 印刷，紙

サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

187 ナショナル電気アイロン 花谷正信 1950年（昭和25） 印刷，紙

188 電化製品はナショナル
松下電器産業株式会

社
1958年（昭和33） 印刷，紙

189 テレビはナショナル
松下電器産業株式会

社
1958年（昭和33） 印刷，紙

190 ナショナル電化製品
松下電器産業株式会

社
1958年（昭和33） 印刷，紙

191 テレビジョン「ワイド1964」 三洋電機株式会社 1964年（昭和39） 印刷，紙

192
海抜1000mの涼風 ナショナル

ルームクーラー
伊藤憲治 1965年（昭和40） 印刷，紙

サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

193 テレビジョン「日本」 亀倉雄策 1966年（昭和41） 印刷，紙 パナソニックグループ蔵

194 電気を正しく使いましょう 大高猛 年代不詳 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

195 電気を正しく使いましょう 大高猛 年代不詳 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

196 サンヨーおしゃれなテレコU4 三洋電機株式会社 1980年（昭和55）頃 印刷，紙 パナソニックグループ蔵

197
ひとり立ちの基本道具 サンヨー

it's
三洋電機株式会社 1995年（平成7） 印刷，紙 パナソニックグループ蔵

198 シャープラジオ
早川電機工業株式会

社
1951年（昭和26） 印刷，紙

199 電化プランのしおり
早川電機工業株式会

社
1961年（昭和36） 印刷，紙

200 ニュービスタテレビ
早川電機工業株式会

社
1962年（昭和37） 印刷，紙

201 『ハッピーホーム』
松下電器産業株式会

社
1964年（昭和39） 印刷，紙

202 テレビのお買い物手帖
松下電器産業株式会

社
1958年（昭和33） 印刷，紙

203 サンヨー掃除機 「太郎」

西野秀雄 (アート

ディレクション) ，

高橋龍大 (デザイン)

1968年（昭和43） 印刷，紙



第4章 芸術のリパブリック

No 作品/資料名 作家名 年代 技法・材質 ご所蔵者

204 作品 瑛九 1950-55年（昭和25-30）頃
フォト・デッサン，印

画紙

205 母 瑛九 1953年（昭和28） エッチング，紙

206 Untitled 泉茂 1954年（昭和29） エッチング，紙

207 タイマー 泉茂 1955年（昭和30） リトグラフ，紙

208 火の鳥 吉原英雄 1957年（昭和32） リトグラフ，紙

209 黒い花 吉原英雄 1958年（昭和33） リトグラフ，紙

210 作品 舩井裕 1957年（昭和32） リトグラフ，紙

211 作品 舩井裕 1958年（昭和33）頃 リトグラフ，紙

212 化石の花 山中嘉一 1957年（昭和32） リトグラフ，紙

213 昼 山中嘉一 1957年（昭和32） リトグラフ，紙

214 無題 内海柳子 1961年（昭和36） エッチング，紙

215 ペルソナ 内海柳子 1974年（昭和49） 一版多色法，紙

216 腕白小僧 岩宮武二
1956/2007年（昭和31/平成

19）

ゼラチンシルバープリ

ント

217 題不詳 棚橋紫水 1951年（昭和26）頃
ゼラチンシルバープリ

ント

218 案山子 玉井瑞夫 1952年（昭和27）
ゼラチンシルバープリ

ント

219 第3回デモクラート美術展 早川良雄 1952年（昭和27） シルクスクリーン，紙

220 日宣美展 小林葉三 1954年（昭和29） 印刷，紙

221 野外具体美術展 吉田稔郎 1957年（昭和32） 印刷，紙

222 関響ポピュラーコンサート 永井一正 年代不詳 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

223
神戸労音９月例会 大阪放送合唱

団演奏会
永井一正 年代不詳 印刷，紙

サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

224
忘れられた人々と安部公房 特別

研究報告
片山利弘 1958年（昭和33） 印刷，紙

サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

225 NIKKOREX 片山利弘 1962年（昭和37） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

226 オルケスタ ティピカ カナーロ 田中一光 1953年（昭和28） 印刷，紙

227 オルケスタ ティピカ カナーロ 田中一光 1953年（昭和28） 印刷，紙

228 ル・コルビュジェ展 木村恒久 1961年（昭和36） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

229 カロン洋裁・生徒募集 早川良雄 1953年（昭和28） 印刷，紙

230
第4回・カロン・春のファッション

ショウ
早川良雄 1951年（昭和26） 印刷，紙

231 カロン洋裁生徒募集 早川良雄 1954年（昭和29） 印刷，紙

232 『ゴールデンニュース』

吉原通雄（デザイ

ン），吉田稔郎（編

集）

1957年（昭和32） 印刷，紙

233 桐朋学園アンサンブル演奏会 永井一正 1959年（昭和34） 印刷，紙

234 エトワール 片山利弘 1955年（昭和30） 印刷，紙

235 『産経観世能』 田中一光 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

236 コロンビアオールスター歌謡大会 木村恒久 1954年（昭和29） 印刷，紙



237 日本宣伝美術会展覧会目録 木村恒久 1955年（昭和30） 印刷，紙

238 コンポジション 中村真 1953年（昭和28） 油彩，カンヴァス

239 作品２ 吉原治良 1954年（昭和29） 油彩，カンヴァス

240 黒と白 津高和一 1961年（昭和36） 油彩，麻布

241 奇蹟の庭 No. 4 福岡道雄 1960年（昭和35） 鉄筋・セメント

242 奇蹟の庭 No. 5 福岡道雄 1961年（昭和36） 鉄筋・セメント



第5章 カーニバルの記憶

No 作品/資料名 作家名 年代 技法・材質 ご所蔵者

243 赤牌 白髪一雄 1970年（昭和45） 油彩，カンヴァス

244 朱青 吉原治良 1970年（昭和45） アクリル，カンヴァス

245
日本万国博覧会（第2号公式ポス

ター）
福田繁雄 1968年（昭和43） 印刷，紙

246
日本万国博覧会（海外向け第1号公

式ポスター）
亀倉雄策 1967年（昭和42） 印刷，紙

247
日本万国博覧会（海外向け第3号公

式ポスター）
亀倉雄策 1969年（昭和44） 印刷，紙

248 日本万国博覧会 石岡瑛子 1970年（昭和45） 印刷，紙

249
SPACE THEATRE（日本万国博覧

会鉄鋼館）
宇佐美圭司 1970年（昭和45） オフセット，紙 国立国際美術館蔵

250 万博せんい館 横尾忠則 1970年（昭和45） 印刷，紙
サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）

251
⾧﨑堂カステラ包装紙（Expo

'70）

前田藤四郎（デザイ

ン）
1970年（昭和45） 印刷，紙

252 サントリー館 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

253 サントリー館へようこそ 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

254 フジパンロボット館 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

255 時刻表と会場案内図 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

256 近鉄レインボーロープウェイ案内 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

257 三菱未来館 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

258 東芝IHI館 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

259 松下館 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

260 迷い子サービスご案内 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

261 万博ミニガイド 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

262 サンヨー館 絵はがき 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙

263 生活産業館 作者不詳 1970年（昭和45） 印刷，紙



第6章 おおさか時空散歩― 明日へのはじめまして

No 作品/資料名 作家名 年代 技法・材質 ご所蔵者

264 ジョインテッド・フィルム 今井祝雄
1972-2014年（昭和47-平成

26）/2019年（令和元）

35mmスライド（カ

ラー・モノクロ/80

枚），DVD（19分28秒

/カラー・モノクロ/サ

イレント），16mm

フィルム片，リール巻

16mmフィルム（１

巻），35mmスライド

プロジェクター

265 光の教会（建築家：安藤忠雄） 杉本博司 1997年（平成9）
ゼラチンシルバープリ

ント
国立国際美術館蔵

266 案内嬢の部屋 B1 やなぎみわ 1997年（平成9） ダイレクトプリント

267 大阪 森山大道 1997/2010年（平成9/22）
ゼラチンシルバープリ

ント
国立国際美術館蔵

268 大阪 森山大道 1997/2010年（平成9/22）
ゼラチンシルバープリ

ント
国立国際美術館蔵

269 大阪 森山大道 1997/2010年（平成9/22）
ゼラチンシルバープリ

ント
国立国際美術館蔵

270 Untitled / Osaka 1998-99 畠山直哉

撮影1998-99年（平成10-

11）/発表2001年（平成

13）/リプリント2016年

（平成28）

ラムダプリント

271 Reflections-Osaka 101 大島成己 2002年（平成14） ラムダプリント 国立国際美術館蔵

272 大阪市電百珍圖 山口晃 2003年（平成15) インク・水彩，紙
大阪市高速電気軌道株式会社（大阪中之島美術

館寄託）

273
なにものかへのレクイエム(独裁者

はどこにいる3)
森村泰昌 2007年（平成19） 発色現像方式印画 兵庫県立美術館蔵

274
なにものかへのレクイエム(夜のウ

ラジーミル 1920.5.5-2007.3.2)
森村泰昌 2007年（平成19） 発色現像方式印画 兵庫県立美術館蔵

275 生野区鶴橋 2007.11（『大阪』） 百々俊二 2010年（平成22）
ゼラチンシルバープリ

ント

276 都島区京橋 2008.4（『大阪』） 百々俊二 2010年（平成22）
ゼラチンシルバープリ

ント

277 北区中之島 2008.12（『大阪』） 百々俊二 2010年（平成22）
ゼラチンシルバープリ

ント

278
浪速区恵美須ジャンジャン横町

三桂クラブ内 2010.1（『大阪』）
百々俊二 2010年（平成22）

ゼラチンシルバープリ

ント

279 北区芝田 2007.11（『大阪』） 百々俊二 2010年（平成22）
ゼラチンシルバープリ

ント

280
豊中市府営新千里団地 2010.2

（『大阪』）
百々俊二 2010年（平成22）

ゼラチンシルバープリ

ント

281 landscape -VOID 林勇気 2016年（平成28）

シングルチャンネル・

ビデオ（FHDビデオ）

｜6分

作家蔵

282 瞬きの間 林勇気 2021-22年（令和3-4）

シングルチャンネル・

ビデオ（4Kビデオ，カ

ラー，サウンド）｜16

分｜声の出演：大石英

史

作家蔵


