特集 さすがです、企業ミュージアム

OSAKA SCHEDULE

愛すべき暮らし、建築、デザインを発掘!

◀図録がスゴイ!
展示にあわせてブックレッ
トを製作。
装丁や紙質もそ
れぞれ異なり、
コレクション
したいほど充実の内容。
全
国の書店およびネット書店
でも購入できる

特集 さすがです、企業ミュージアム

OSAKA SCHEDULE

MORISAWA SQUARE

フォント界のパイオニア「モリサワ」の

大国町に本社を構える、
文字をデザインする
「フォント」
製作大手のモリサワ。
そのなかに、予約すれば誰
でも見学することができるショールーム＆コレクションスペース
「MORISAWA SQUARE」
がある。
室内
は、
モリサワの歴史を辿るヒストリーゾーンと、文字の誕生を辿るコレクションゾーンとに分かれており、
コレクションゾーンには、
楔形文字が刻まれた紀元前の出土品から、
世界に48冊しかない
「42行聖書」
の一葉、
「学問のすゝめ」初版本など実物も多く展示。
なか
でもウィリアム・モリスの私家版印刷所「ケルムスコット・
プレス」
全刊行本が揃うコレクションルームは世界的にも
珍しく、
国内外から研究者が訪れるほど。世界一美しい書
物として知られる
『チョーサー著作集』
の実物は必見!
株式会社モリサワ 本社・5F/浪速区敷津東2-6-25/
大阪メトロ大国町1番出口から徒歩すぐ/
【見 学 無 料】
要 事 前 申 込み・営 業日内の9:30〜12:00と
13:00〜17:00内で希望日時をWEB申込み
▶https://www.morisawa.co.jp/

華麗なるコレクション

▲
『チョーサー著作集』
モリスが理想とする中世社会の物語でプレスの代表作

展示についてのご質問などはスタッフが対応いたします
◀ほかにはない企画にこだわり、
ユニークな企画を打ち続ける
ディレクターの髙橋麻希さん。
「できるだけ関西の目線でネタを
探すようにしています」
とネタ探しから展示まで全てに関わって
いる。
おもしろい企画にこの人あり!

▲大阪会場はJR大阪駅からすぐの好
アクセスながら、
オフィスタワーの一室
にあり、少々行きにくい場所にあるので
注意しよう

※写真の展示は11月20日で終了しています

LIXIL ギャラリー / 大阪
生活・文化をテーマに、独自の目線・調査によるオリジナル企画を発信し続けるLIXILギャラリー。年4回、銀座
と大阪2会場を巡回し、
これまで通算160以上のテーマを扱い、
歴史や日常のなかに埋もれてきたトピックをす
くい上げてきた。2018年は、
諸国の駄菓子を調べ歩いた菓子職人・石橋幸作の業績や、
富士屋ホテルの“営繕
さん”の裏方仕事にスポットを当てるなど、
「次はなにが出てくるのか？」
といつも期待させられるラインアップ
だ。常に予想の斜め上をいく、今後の企画展開から目が離せない!
北区大深町4-20 グランフロント大阪南館タワー A 12階/JR大阪駅からすぐ/
【見学無料】10:00〜17:00/休館：水曜、年末年始（12/29〜1/4）
、2/17
（日）
/☎06-6733-1790

え、
フォント! ？
知られざるモリサワフォントの活躍

日本最古の製薬会社と道修町のあゆみ

空間づくりのエンターテイナー 吉田謙吉の魅力に迫る

田辺三菱製薬史料館

企画展 12/7
（金）
〜2019年 2/19
（火） 吉田謙吉と12坪の家−劇的空間の秘密−
明治に生まれ、
今和次郎とともに考現学を立ち上げ、
舞台美術や装丁家、
文筆家として多彩な活躍をみせた吉
田謙吉。
戦後、
東京・港区飯倉
（現・麻布台）
に建てた12坪の自邸を、
舞台と観客席がある
「劇的空間」
に設計。
本展では、
そんな“愉快な家”の秘密を紐解く、
約140点の資料とともに、
アイデアとユーモアにあふれた謙吉
考現学（こうげんがく）
：現代の風俗を観察し統計・採集を行う分野
の“暮らしの提案”を紹介する。

吉田謙吉の自邸復元模型
▲ギャラリーは20坪ほどのワンフロアだが、企画展の内容
とリンクした展示レイアウトにこだわり、
毎回しっかり世界
観を作り込む。12/7（金）〜の企画展では、12坪の家の
「ス
テージ」
の舞台裏を巡る、
舞台装置のような会場に!

ガラスに魅せられて、北浜から124年目の挑戦!
CuteGlass Shop and Gallery
明治28
（1895）
年の創業以来、大阪でガラスびんをひとすじに作り続けてきた日本精工硝子。
今
年7月北浜に、
ガラスの魅力を発信するショップ＆ギャラリーをオープン。
大正時代の古民家を改
装し、蔵は吹き抜けにして、
コレクションを展示するギャラリースペースに。
住居と土間スペースは
「自社製のガラスびんを1個から購入できる場を」
との思いから、
自社製のガラスびんを販売する
ショップに生まれ変わった。
販売されているガラスびんは約120種類。流行りのハーバリウム、
ジャ
ム瓶、
花瓶、
ピッチャー代わりに…用途はアイデア次第でいくらでも。
ガラスびんの新たな可能性
が広がっていく場となりそうだ。
中央区伏見町2丁目4-4/大阪メトロ堺筋線北浜駅6号出口より徒歩2分/
【見学無料】10:00〜18:00/休館：土・日曜、祝日/☎06-6226-8360/

懐かしのガラスびんコレクション

▲当時の建築素材を随所に残しつつ、
ガラスのステンドグラスやライトは新たに誂えるなど、遊び心に溢れた空間。なか
でも、畳の間の真ん中に敷かれた透明アクリル板から、昔からある
「防空壕」跡を覗き込む珍しい体験もできる

創業者の熱いハート、

フォントはどのようにして作られるのか？
1種類のフォントを作るのにかかる時間は約2年。
現代においても
フォントのデザイン起こしはすべて手書きなんだそう。
ベースとなる
500字は1人が担当し、
あとは複数人で手分けして完成させるが、
そ
の字数は最大で約2万字を超える。読みやすさ、
バランスの統一性
を追求し、
最後の微調整もすべて人の目と手で行う。
有料フォントと
聞いても普通はピンと来ないが、
こうして人の手で膨大な時間をか
けて作られている製品だと思えば頷ける。
右字：モリサワフォント A1ゴシックM（2017）

フォントといえば
「モリサワ」
というぐらい、
世界初「邦文
写真植字機」
を発明し、
日本で初めてデジタルフォント
への参入を果たすなど、
日本フォント界のパイオニア。
製品
（フォント）
はあらゆるシーンで使用されており、大
ヒット映画
「君の名は。」
や漫画「進撃の巨人」
、
あの大阪
の名イベント・建築一斉公開「生きた建築ミュージアム
フェスティバル大阪2018
（イケフェス）」
のタイトルロゴ
にも実はモリサワフォントが使用されている。

企画展 10/1
（月）〜12/27
（木）
硝子の原風景〜記憶のなかのガラスびん〜
三ツ矢サイダーの初代のガラスびんや、妖しく光る
ウランガラス、酒屋の看板用に作られた巨大なお
ばけビール瓶など、
さまざまな瓶を展示。

展示についてのご質問などはスタッフが対応いたします

◀東 南アジアとの 貿
易を手がけた大坂の
豪 商をル ーツにもつ
田辺三菱製薬。徳川家
康より交 付された朱
印状から、創業当時の
看板、
時代を反映する
懐かしい家庭薬のポ
スターまでさまざま

1678
（延宝6）
年創業、
くすりの町・道修
町に本社をかまえる田辺三菱製薬の史
料館。
見どころは、
明治初期の店先を忠
実に再現したシアター空間。
表間口約
8mの店先で、
十二代田邊屋五兵衞が
来場者を出迎えてくれる。
ほかにも社史
を辿る歴史資料や、
わくわくするような
未来の新薬を知るコーナーなど、
バラ
エティ豊かな展示で、
日進月歩のくすり
の世界を垣間見ることができる。
田辺三菱製薬株式会社 本社2階/中央
区道修町3-2-10/大阪メトロ御堂筋線
淀屋橋（8番出口または11番出口）
か
ら徒歩約8分/
【見学無料】
要事前申込
み・平 日 10:00〜17:00
（入 館 は16:30）
内で希望日時をWEBまたは電話で申込み
▶www.mtpc-shiryokan.jp
▶☎06-6205-5100

▶人体をかたどった立
体的なスクリーン
「バー
チャル解体新書」
。
くす
りの効き方や人体の仕
組みを3DCG映像で見
ることができる

偉大なサーモテクノロジーの進化をたどる
まほうびん記念館
今年5月、象印マホービン創業
100年周年を記念し、
まほうび
ん業界全体の歴史を紹介する
記念館がリニューアルオープ
ン。
ヨーロッパで発明されたま
ほうびんが、明治末期に日本に
輸入されて各家庭へと普及す
るまでの変遷を、他社製品も合
わせて展示。
一世風靡した花柄
ポットシリーズや、
レトロ家電
など…今もなお心ときめくデザ
インのまほうびんや家電製品
展示はスタッフのガイドに沿って約1時間ほどご覧いただきます
に、
世代を越えて盛り上がるこ
▲貴重なコレクションルーム
「まほうびんの森」
や、真空のふしぎが分かる と間違いなし。
体験コーナー、懐かしの
「CM集」
を楽しめるシアターも
象印マホービン株式会社 本社
1階/北 区 天 満1-20-5/JR東 西
線大阪天満宮または大阪メト
まほうびんと大阪
ロ各線南森町・天満橋または
まほうびんが日本で製造されはじめたのは大正初期、
中び
京阪電鉄天満宮から徒歩約10
んがガラスだった頃。大阪はガラス産業が盛んだったため、 分/
【見学無料】要事前申込み・
中びんを作る優秀なガラス職人が大阪に集中し、
まほうび
平日 午前10:00〜12:00、
午後
ん工業の中心地にもなった。
創業者の1人でもある市川金三
13:00〜16:00内で希望日時を
郎も、
もとは電球製造の職人で、技術的に通じるものがあ
電話で申込み
り、兄の銀三郎とともに
「市川兄弟（けいてい）商会」
を設立
▶☎06-6356-2340
し中びん製造に着手した。

▲ショップで販売されているガラスびんは
1個100円〜で、
キャップは別売（20円〜）。
クリスマスのプチギフトにぴったりの、
雪だる
ま型のガラス瓶や、
ペーパーウェイトなども

おもちゃに歴史あり、
グリコポーズにモデルあり!

一粒に込められた
思いにせまる

来場者に
もれなく
「グリコ」
を
プレゼント!
同時開催

江崎記念館
江崎グリコ本社の敷地内にある記念博物館。
グリコの生みの親である創業者・江崎利一ゆかりの品々
や、
グリコの社史資料を展示。
約4000点におよぶ豆玩具
（おもちゃ）
のコレクションや、
「映画付きグリ
コ自動販売機」実演など親子で楽しめるコーナーも。常設展のほか、
年2回程度、
特別展も開催される。
西淀川区歌島4-6-5/JR東海道本線塚本駅から徒歩16分、
JR東西線御幣島駅から徒歩18分/
【見学無料】
平日は要予約、
第1・3土曜は予約不要/10:00〜16:00
（最終入館15:30）
/休館：第2・4・5
土曜、
日曜、祝日、年末年始（12/29〜1/6）
/☎06-6477-8257
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企画展

かなくり しそう

12/4
（火）
〜25
（火）
「江崎グリコ×金栗四三」
展
「2代目ゴールインマーク」
のモデルの一人、“日本マラソンの父”と
称された金栗四三ゆかりの品を展示。
大会メダルや日本人として初
めて参加した五輪で着用したユニフォーム、走行時に着用していた
足袋
（!）
などから、
その偉大な功績を辿る。

2019/4/30
（金）
まで
「平成のグリコの
おもちゃ」
展
平成最後の特別展とし
て、
平成時代のグリコの
おもちゃ
（木のおもちゃ・
グリコ絵本など）
と関連
資料を展示。
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