
取扱図録・報告書一覧

泉屋博古館名品選99 2021年 販売中 2,200円

蔵品図録　泉屋博古　茶道具 2021年 販売中 2,800円

泉屋ビエンナーレ2021　Re-sonation ひびきあう聲 2021年 展覧会図録 販売中 1,500円

鋳物・モダン―花を彩る銅のうつわ―（富山大学芸術文化学部と共同出版） 2021年 展覧会図録 販売中 2,000円

開館60周年記念特別展　瑞獣伝来―空想動物でめぐる東アジア三千年の旅 2020年 展覧会図録 完売

開館60周年記念名品展Ⅰ　モネからはじまる住友洋画物語 2020年 展覧会図録 販売中 1,500円

茶の湯釜の美 2020年
2013年展覧会図録、2020年増補
改訂版発行

販売中 1,000円

金文　－中国古代の文字－ 2019年 展覧会図録 販売中 1,500円

住友財団修復助成30年記念　文化財よ、永遠に 〔京都会場図録〕 2019年 展覧会図録 販売中 1,200円

住友財団修復助成30年記念　文化財よ、永遠に 〔東京・泉屋博古館分館会場図録〕 2019年 展覧会図録 完売

フルーツ＆ベジタブルズ　東アジア蔬果図の系譜 2018年 展覧会図録 完売

仏教美術の名宝 2018年 展覧会図録 完売

うるしの彩り　－漆黒と金銀が織りなす美の世界－ 2018年 展覧会図録 完売

付属品とたのしむ茶道具　－千宗旦から松平不昧まで、江戸時代の茶人の書とともに 2018年 展覧会図録 完売

明治150年記念　華ひらく皇室文化　－明治宮廷を彩る技と美－ （青幻舎発行） 2018年 2019年分館巡回展図録 完売

ゆかた　浴衣　YUKATA （イデッフ発行） 2018年
2019年分館、
2021年本館巡回展図録

取り扱い終了

蔵品図録　泉屋博古　青銅鏡 2018年 販売中 2,200円

浅井忠の京都遺産　－京都工芸繊維大学 美術工芸コレクション 2017年 展覧会図録 販売中 800円

生誕140年記念特別展　木島櫻谷　―近代動物画の冒険 2017年 展覧会図録 販売中 2,000円

狩野芳崖と四天王 （求龍堂発行） 2017年 2018年分館巡回展図録 完売

典雅と奇想　―明末清初の中国名画展 （東京美術より出版） 2017年 展覧会図録 完売

蔵品図録　泉屋博古　近代日本画 2017年 販売中 2,800円

「住友家須磨別邸復元模型」制作報告書 2017年 報告書 販売中 2,000円

住友春翠　美の夢は終わらない 2016年 展覧会図録 完売

有田焼創業四百年記念　明治有田　超絶の美　万国博覧会の時代論考集 （巡回連
携５館との共同出版）

2016年 報告書 完売

高麗仏画　香り立つ装飾美 （根津美術館との共同出版） 2016年 展覧会図録 販売中 2,000円

フランス絵画の贈り物　とっておいた名画 2015年 展覧会図録 販売中 1,500円

住友春翠 2015年 展覧会図録 完売

生誕140年記念　上島鳳山と大阪の画家たち （笠岡市立竹喬美術館と共同出版） 2015年 展覧会図録 完売

きものモダニズム （須坂クラシック美術館発行） 2015年 展覧会図録 完売

明治有田　超絶の美　万国博覧会の時代 （巡回連携５館との共同出版） 2015年 2016年分館巡回展図録 完売

特別展　住友グループの企業文化力Ⅱ　ちょっとパリまで、ず～っとパリで
　－渡欧日本人画家達の逸品

2014年 展覧会図録 販売中 1,500円

二条城行幸図屏風の世界 （株式会社サビア発行） 2014年 展覧会公式 販売中 2,200円

縦横無尽―小川千甕という生き方 （求龍堂発行） 2014年 2015年分館巡回展 完売

三館連携展 松・竹・梅　鑑賞の手引 （連携３館で共同出版） 2014年 展覧会図録 販売中 500円

特別展　住友グループ秘蔵名画展　「花」 2013年 展覧会図録 販売中 1,500円



特別展　木島櫻谷　京都日本画の俊英 2013年 展覧会図録 完売

 ｢図変り」大皿の世界　伊万里染付の美 （世界文化社発行） 2013年 2013年分館巡回展図録 完売

没後50 年　板谷波山 （毎日新聞社発行） 2013年 2014年分館巡回展図録 完売

ガンダーラの美術とシルクロードの絵画 2012年 展覧会図録 販売中 1,000円

青銅器の内部を探る 2012年 報告書 販売中 1,300円

蔵品図録　泉屋博古　日本絵画 2010年 販売中 2,800円

住友コレクションの茶道具 2010年 展覧会図録 完売

板谷波山をめぐる近代陶磁 2009年 展覧会図録 販売中 1,000円

高島屋史料館所蔵名品展 2009年 展覧会図録 残りわずか 1,000円

特別展　幻の京焼　京都瓢池園 2009年 展覧会図録 販売中 1,000円

蔵品図録　泉屋博古　日本書跡 2007年 販売中 2,500円

大名から侯爵へ　－鍋島家の華－ 2007年 展覧会図録 残りわずか 1,000円

特別展　児玉希望　－日本画と写生の世界－ 2007年 展覧会図録 残りわずか 1,000円

特別展　唐鏡 2006年 展覧会図録 完売

特別展　中国陶磁　美を鑑るこころ 2006年 展覧会図録 完売

厳島神社の刀剣 2006年 展覧会図録 販売中 1,000円

住友コレクション 能面・能装束・能楽器展（国立能楽堂制作） 2006年 他館主催 当館所蔵作品展覧会 1,000円

The　能 2005年 展覧会図録 残りわずか 200円

特別展　共立女子学園コレクション　華麗なる装いの世界　江戸・明治・大正 2005年 展覧会図録 完売

泉屋博古館分館　近代洋画名品撰　－住友コレクション－ 2004年 残りわずか 1,500円

蔵品図録　泉屋博古　鏡鑑 2004年 完売

特別展　金銅仏　－東アジア仏教美術の精華－ 2004年 展覧会図録 完売

特別展　「川端龍子賞展」大賞受賞作品と川端龍子名品との競艶 2004年 展覧会図録 完売

特別展　関西邦画展覧会　－大阪市立美術館所蔵品による－ 2004年 展覧会図録 残りわずか 500円

蔵品シリーズ　印材 2003年 完売

蔵品シリーズ　刀剣・刀装具 2003年 完売

蔵品図録　泉屋博古　中国古銅器 2002年 販売中 2,800円

蔵品図録　泉屋博古館名品選 2002年 販売中 2,800円

近代の日本画 2001年 展覧会図録 完売

近代陶芸名品展 2000年 展覧会図録 完売

文人画展 1999年 展覧会図録 完売

蔵品図録　泉屋博古　中国絵画 1996年 販売中 2,000円

蔵品シリーズ　貨幣 1994年 残りわずか 1,000円

蔵品シリーズ　富岡鉄斎 1992年 完売

蔵品シリーズ　鏡鑑 増訂版 1990年 完売

蔵品シリーズ　仏教美術・金工品 1989年 完売

蔵品シリーズ　茶道具 1988年 完売



蔵品シリーズ　黄山図巻 1986年 完売

蔵品シリーズ　酒器Ⅱ 1985年 完売

蔵品シリーズ　酒器Ⅰ 1984年 完売

蔵品シリーズ　食器 1983年 完売

蔵品シリーズ　楽器 1982年 完売

蔵品図録　中国絵画・書 1981年 完売

蔵品シリーズ　鏡鑑 1981年 完売

蔵品図録　泉屋博古 1976年 完売

蔵品図録　新修泉屋清賞 「解説編」「図録編」 1971年 非売品
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