
瀧口修造コレクションⅠ期

瀧口修造と詩画集

作品・資料名 作者名 制作年 備考

掌中破片のためにⅠ～Ⅴ 加納光於 1978 令和元年度作者寄贈

『掌中破片』 瀧口修造・加納光於 1979

《稲妻捕り》Elements 瀧口修造・加納光於 1978

『物質の眼差し』
瀧口修造
アントニ・タピエス

『ミロの星とともに』 瀧口修造・ジョアン ミロ 1978

『手づくり諺』
（日本語詩1点、リトグラフ３点）

瀧口修造・ジョアン ミロ 1970

作品・資料名 作者名 制作年 備考

ミラノで買ったビー玉

Rrose Selavyの看板
瀧口修造、
マルセル・デュシャン

1964

S.T.－その掌形に沿って 加納光於 1972

The Star of Sagittarius 加納光於 1967

透明ガラス塊 三木富雄

Bieres des colmar, Alsace(コースター）

表面加工のある鏡

貝殻

石

蝸牛の貝殻

蝋燭 シオセ・カリン

七宝焼の陶板

陶製水滴

青い一輪挿し

羽毛入り瓶

皿状のガラス

レンズ（2個、大小）

「ジュール・ヴェルヌ賞」の宣伝用チェンジ
ングピクチュア

1958

ポット型の水差し

水差し

Rainbow Sugar

透明アクリルの棒

模様のある石

種子と銀色の玉（ガラス瓶入り）

バネのオブジェ

三面九稜鏡（正10角形）

玉と円盤の付いたネジ

瀧口修造展示室ガラスケース内



面 橿尾正次 1962

ミロのカラバサ（ひょうたん） 1978

ミラモンドNo.7 ガブリエーレ・デ・ヴェッキ 1960

白色半卵型オブジェ 宮脇愛子

自動黴時計 桜井孝身

瀧口修造『星と砂と　目録抄』

瀧口修造『地球創造説』

石

瀧口修造『シュルレアリスムのために』

デュシャン遺作の扉の写真
上野紀子、中江嘉男から
の贈物

1970

タヒチからの航空小包 森口陽 1977

ベネディクティン酒の便 瀧口修造 1968

Alaska canned air!

グラス

ミニカー

ガラス玉飾り（指貫型）

糸の入ったオブジェ

瀧口修造『ダリ』

瀧口修造『ミロ』

エスキモーのビール 木下新

枯葉、壺

航空便（「泉」の表記のある箱とおもちゃ
の便器とバラのピン）

上野紀子、中江嘉男 1974

The Star of Sagittarius(1968-69) 加納光於

Happy→Syuzo 多田美波 1978

Asarat 橄欖環計画 69番目の火山岩 池田龍雄 1972

フックのオブジェ（小） 木村直道

花草文の金属板

雑誌『現代詩手帖』1972年9月号

雑誌『現代詩手帖』1972年11月号

モミジバフーときのこの入ったガラスドー
ム

作品 野地正記 1968-77

周波数37305046 多田美波 1964

ガラス絵 鶴岡政男

広島の化石（キーホルダー） 工藤哲巳 1960-67

卵と針の入った木箱 池田龍雄 1969

一輪挿し

ニューヨークのセントラルパークで拾った
植物のオブジェ

上野紀子、中江嘉男 1975

豆本とルーペ 上野紀子、中江嘉男 1977

光の風見鶏 平岡弘子からの贈物 1964

光の風見鶏（吊り下げ型） 平岡弘子からの贈物



油彩作品 田中岑 1952

欧人女児古写真

果実（透明ケース入り）

プロペラ型の実

木の実

卵型の実

石の箱に入った煙草（7本）・骰子（1個）

タンブラー

アンティークのピン

LIPSTICK BAR(バラが封入された口紅ホ
ルダー）

ミニカー（青いアイスクリーム車）

Mr.S.T,宛て不当入りのカセットケース 上野紀子、中江嘉男

Money Box/Lip Bank/貯金箱 岡崎和郎 1967

メデューサ 空閑俊憲

SOAP TREE 空閑俊憲 1960-68

枠と玉のクラフトオブジェ

瓶入りのコイン（2種）

番鶏のオブジェ(雄雌）

石

信濃川プラン-12 堀川紀夫 1969

果実種抜き器

パタノスコープ（万華鏡）
上野紀子、中江嘉男から
の贈物

赤い鳥のガラス容器

詩人へ〈揺り籠の淵にまどろみ〉〈言霊豹
氏の夢耽り〉

藤山ハン 1976

電球/エレクトリック・バルブ 岡崎和郎 c.1964

電球 岡崎和郎 1969

贈物 岡崎和郎 1963

貝殻（56片、紙箱入り）

不定形のガラス皿 中川幸夫

貝殻

白珊瑚

与論島の星砂 1972

女の顔 鶴岡政男 1950

貝殻

水彩作品 浅尾イナ 1969

PEACE 吉村益信

The Heart-音が鳴るハート形のおもちゃ 岡崎和郎からの贈物

エレクトニック・ラーガ 佐藤慶次郎 c.1967

黒い人形 岡崎和郎 1967

瀧口修造-Arrow Finger(人名録より） 岡崎和郎 1967



石

チェスボードと駒

彫刻 流政之

化石

貝殻

セメント塊　3個 荒川修作

透明アクリルの立方体

本型の折畳式ランタン

ガラスのオブジェ ティモ・サルパネヴァ

MAIN-RAIE GRAND CRU POUR MAN
RAY

瀧口修造 1975

MAIN-RAIE GRAND CRU POUR MAN
RAY

瀧口修造 1979

真鍮製のボトル・カバー
マドリンギンズ、宮脇愛子
からの贈物

1978

オレンジ色の蝋燭

Ｕ字形金具

明日の糧 山口勝弘

栗

天使の腰掛け 坪内一忠 c.1963

瓶乾燥機のミニチュア 坪内一忠 c.1965

陶器製の頭部

立方体オブジェ 宮脇愛子 1966

立方体オブジェ（時計） 宮脇愛子

白鳥形鉛筆削り

少女像ワッペンオブジェ（モノクロ）

ハート形の立体パズルのキーホルダー

ハート形が2つ並んだブローチ

おはじき型のガラス

A Box of Smile Y.O. '67 小野洋子 1967

羽毛の入ったプラスチックの玉

鮫退治チェンジングピクチュア（プラスチッ
クケース入り）

液体入り瓶

絶縁器具（白瀬戸）

木製貨幣

四つ葉のクローバー（ガラス瓶入り９

インドのお香（2箱）

ガラス玉（緑）

ガラス玉（青）

Adam&Eve

蛇型香炉 水谷勇夫

Vitamin Chest

懐中時計 合田佐和子 1966

作品 名坂有子 1965



油彩作品 阿部悟 1953

歯型ケース 合田佐和子 1963

バード・ツリー 福田繁雄 1965

ゴム人形（鳥、恐竜、魚）

蠅型の容器

豆に関する巻紙 アリソン・ノールズ 1964

信号柱・場所と公式 野中ユリ 1969

透明迷路パズル（MILTON BRADLEY)

女性立像

瓶入りの葉巻

ロトプラスティック ジャンニ・コロンボ 1960

ドン・キホーテとサンチョ・パンサの人形

TENDER BUTTONS(青いボタン1個)

TENDER BUTTONS(蝶のボタン4種)

TENDER BUTTONS(てんとう虫のボタン2
種)

AIR OF NEW YORK
ジャスパー・ジョーンズ、
東野芳明

1966

ダイレクト・プロジェクションのセロファン
の入ったオブジェ

ブルーノ・ムナーリ 1965

貝殻のネックレス（牛の角のペンダント
付）

プラステックの筒（中にメッセージ）

Taj Mahal Travellersのワッペン（2枚）

土の実（１）、（２） 森正洋 c.1964

スフェリステリオ・セミドッピヨ グラツィア・ヴァリスコ c.1961

かたつむりの筆立て 福田繁雄 1965

ゴム風船（8個）

ドイツSpiegel社製ルーペ

クーボ（灰皿・黄） ブルーノ・ムナーリ 1957（デザイン）

クーボ（灰皿・赤） ブルーノ・ムナーリ 1957（デザイン）

クーボ（灰皿・黒） ブルーノ・ムナーリ 1957（デザイン）

Franklin Motor Innの鍵（緑札）146号室

Franklin Motor Innの鍵（黒札）124号室

ビランチャ（カレンダー） エンツォ・マリ 1960（デザイン）

月、日、曜日可動型カレンダー


