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明治5（1872）

165×55ミリ1巻1冊54丁銅板
題簸：原・銅版新鏑掌中集書便覧初編表紙：原・黒
色：布目地に網目型押し

刊記二明治五年壬申七月官許、三府書雛発免東京目
本橋一丁目北畠茂兵衛・同川瀬石丁角村上勘兵衛
出店・同芝神明前山中市兵衛・大阪本町四丁目　書
籍会社・京東洞院通三条上ル村上勘兵衛・同三条通
寺町西入大谷仁兵衛・同御幸町通御池下ル藤井孫
兵衛・同二条通高倉西入島林専助。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考1色刷り。前表紙にr五大洲輿地分彩之図・地球略

説里程…」（墨書）の切紙貼付あり。昭和6年1月22
目、三井ラベル「C190・36」

Y2301－002　　　　　　　　　　　　　　字書

袖珍日本地名字書　付録物産概表

明治8（1875）
118×86ミリ2巻2冊（1冊に合綴）130丁銅板
題籏：原・高橋易直輯袖珍目本地名字書附物産概
表全表紙：原・練色：花菱型押し
構成：序1（明治八年五月東海学人岡濯）、凡例1、目録

2、目本地名字書78、付録物産概表48
刊記：甘泉堂発免（封面）、官許明治八年五月十三目

東京書林　日本橋通壷町目須原屋茂兵衛・同二町目
山城屋佐兵衛・芝大神宮前三島町和泉屋市兵衛・本
銀町二丁目　同孝之助。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙見返しに「明治十六年七月十六目拝借」

（墨書）。昭和6年7月■日寄託。

Y2301－003（1）　　　　　　　　　　　　教科書

［翻刻　日本地誌略　1］

（1876年）

121×89ミリ3巻3冊（1冊に合綴）42丁銅板
題簸：原・翻刻目本地誌略表紙：後・黒色網目型押し
構成：内表紙1、本文（総論・畿内・東海道）41

印記：上村・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価40銭。前表紙にr目本地誌略」（下ヶ札）。昭

和7年12月15目寄託。

Y2301－003（2）

［翻刻　日本地誌略　2］

（1876年）

46丁銅板
構成：（東山道・北陸道）

Y2301－003（3）

［翻刻　日本地誌略　3］

明治9（1876）

72丁銅板
構成：（山陰道・南海道）

刊記：師範学校編輯文部省刊行・宇喜田小十郎訓点・
明治九年十月発免文求堂銅鏑（封面）、明治九年八月

五目出版御届、同年十月刻成発免、訓点者京都府平
民宇喜田小十郎（下京第十三区御幸町四条下ル町
377番地ノ内1番）、出版人京都府平民田中治兵衛（下

構成1序1（東京礫川の市隠橋爪貫一）、凡例1（橋爪貫
一）、本文76

印記：素加文庫（消印）・ウサギ・しんまちみっいけ・三井

文庫。

備考：Y1301－024（2）［目本産物字引略解］も参照。

Y1301－025　　　　　　　　　　　　地名字典

皇国地名字類

明治8（1875）

183×128ミリ1巻1冊132丁整版
題籏：原・福岡欽崇編輯皇國地名字類完表紙：原・
黄色：卍繋ぎ型押し

構成：緒言1（明治八年三月福岡欽崇）、地図2、本文
129

刊記1名古屋二書堂発行（封面）、官許明治八年三
月十九日、同五月刻成、発免愛知縣下第一大区七小
区鉄砲町栗田東平・愛知縣下第一大区四小区玉屋
町三輪伊六。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝刊記裏に押印（「栗田之印」）あり。118・119丁の

丁間に切紙1（井など墨書）あり。墨書書入あり。前表紙

に題名を記した下ヶ札。昭和7年7月7目寄託。

Y1301－026－01　　　　　　　　　　　　　随筆

覇旅漫録　上
（1885年）

229×155ミリ3巻3冊37丁整版
題簸：原・罵旅漫録上之巻表紙：原・丁子色無地
構成＝序・崖言ほか7・目録4・本文26
印記二宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ印三□／三巻」（下ヶ札）。

Y1301－026－02　　　　　　　　　　　　　随筆

覇旅漫録　中
（1885年）

230×154ミリ46丁整版
題簸：原・罵旅漫録中之巻表紙：原・丁子色無地
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1301－026－03　　　　　　　　　　　　　随筆

羅旅漫録　下

明治18（1885）

229×155ミリ39丁整版
題簸：原・覇旅漫録下之巻表紙：原・丁子色無地
構成：本文36、駿2（享和二年壬戌冬十一月二目著作
堂馬琴）、刊記1

刊記：明治十六年三月八目版権免許、同十八年五月
出版、同年五月二十目製本改御届、著者故人曲亭馬
琴、校訂兼出版人東京府平民渥美正幹（四ツ谷旺四谷
尾張町八番地）・著作相続人同府平民瀧澤次（麹町匪
飯田町二丁目拾戴番地）・製本所発売人書璋畏三堂須
原屋鐵二（目本橋匠西河岸町拾二番地）。

印記＝宗辰所集・三井家3。

世界・日本図Y2301－001

銅版新錆　掌中集書便覧　初編



〔162〕3，地誌

京第五区寺町通四条上ル町317番地）、弘通人大坂府
平民中島徳兵衛（大阪第一大区八小区南本町4丁目
13番地）、以下糊付け解読不可。。

Y2301－004　　　　　　　　　　　　　　地名
［大日本地名箋　付物産弁］

明治9（1876）

108×76ミリ1巻1冊239丁銅板
題籏：原・皇國一覧市野嗣郎纂輯大日本地名笙附
物産　完表紙：原・黄色＝布目地型押し
構成：題字・清皇帝皇后図2、序3（明治九年七月久保
田精一）、凡例・条目3、目録2、本文225、刊記4

刊記：東京書蝉萬巻楼蔵（封面）、東京市野嗣郎編
纂・東京青木輔清校正（巻頭）、官許明治八年四月八

目、版権免許同九年二月九目　編輯人浜松県士族
市野嗣郎（東京第四大区壷小区裏猿楽町七番地寄留）、

出版人東京府平民東生輪次郎（同第壷十八区十四
小区通旅籠町二番地）、諸国発行書蝉駿州静岡江川
町本屋市蔵・同沼津津上土町本屋浦吉・同本屋源
介・飛州高山阪田長五郎・甲府常磐町藤屋伝右衛
門・下総多古土屋勘兵衛・同野田梅屋林蔵・同八目
市場江戸屋小吉・同木内嘉兵衛・同船橋九目市品
川金十郎・同水海道駅江戸屋伊右衛門・陸前仙台国
分町菅原屋安兵衛・同石ノ巻港三陸屋利兵衛・同同
裏町小野寺禎斎・加州金沢安江町近岡屋太平・会
津若松大町石津屋簿右衛門・同馬場一ノ町龍田屋
萬助・磐城平二丁目　清水甚太郎・羽前山十目市荒
井太四郎・中山道本庄駅諸井巴・武州熊ケ谷木町
近江屋平吉・同杉浦平左衛門・同鴻ノ巣駅長嶋屋為
一郎・同川越南町岸田屋文吉・上総茂原松田屋清
兵衛・同丸屋茂兵衛・同本納和國屋茂一郎・同東金
多田屋嘉左衛門・同同在堀上村本屋和市・房州北条
新宿町山下安民・信州長野小升屋喜太郎・信州松
本仲町枡屋重平・同藤松屋禎十郎・同飯田伝馬町二
丁目　十一屋半四郎・同諏訪藤屋機右衛門・同同金
沢木曽屋孫三・同小諸丸屋伝四郎・同同小山佐伝
治・越後長岡上田屋治兵衛・同同中村屋作平・同葛
塚三条屋七十郎・上州高崎田町菊屋源作・同伊勢
崎川木屋平吉・常州土浦仲城町寺田新助・相州伊
勢原上ノ町山田浅治郎・同小田原須藤町米屋忠兵
衛・同横須賀汐留町竹川新四郎、三府発行書蝉大
阪心斎橋通南壼丁目　敦賀屋九兵衛・西京御幸町御
池上ル菱屋孫兵衛・尾州名古屋本町十二丁目　栗田
東平・東京目本橋通一丁目　須原屋茂兵衛・同同二丁
目　山城屋佐兵衛・同浅草茅町二丁目　須原屋伊八・

同芝大神宮前和泉屋市兵衛・同横山町一丁目　出雲
寺萬次郎・同同三丁目　和泉屋金右衛門・同南伝馬町
一丁目　近江屋半七・同日本橋通三丁目　長門屋亀
七・同本石町二丁目　椀屋喜兵衛・同小石川大門町
雁金屋清吉・同村松町岩浪長造・同大伝馬町三丁目
東生亀次郎・大阪心斎橋南一丁目同ニタ子店。
印記：丸ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝表紙にr細田」（朱・墨書）。昭和14年、三井ラベ
ノレ「C130・新・14」

Y2301－005

日本地誌略字訓

明治10（1877）

教科書

124×91ミリ1巻1冊86丁銅板
題籏：原・目本地誌略字訓小池貞景編輯全表紙：
原・黄色無地

構成：凡例1、本文85
刊記：小池貞景編輯・西京正宝堂版（封面）、明治十年

二月八日御届、同年八月発免、編輯者茨城県平民小
池貞景（伏水第一区稲荷御前町96番地寄留）、出版人
京都府平民福井源治郎（下京第六区石橋町20番地）、

東京書林問屋・大阪書林問屋・京都書林問屋・名護屋
書林問屋・諸国書林中売出但馬由利安助・丹後南波庄

兵衛・丹波内藤半七・同園部大西好文堂・大津小川儀
平・伊勢服部清七、西京六森街岩佐周禎堂門中合知。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価40銭。昭和6年7月16目寄託

Y2301－006　　　　　　　　　　　　　　地名

地名索引

明治18（1885）

260×189ミリ1巻1冊399丁活版
題簸：原・地名索引表紙：原・薄茶色無地

構成：内表紙1、例言3（明治17年12月内務省地理局
監修塚本明毅・編輯兼校正河井庫太郎・編輯田原秀
毅・鵜飼弥太郎）、索引10、本文379、付表6

刊記：明治十七年十一月四目版権届、明治十八年四
月廿三目出版、内務省地理局蔵版、印刷発免所三田
印刷所（東京芝区三田四国町三番地）。

印記：北海道尋常師範学校之印、（蔵書管理印）、三井

家編纂室蔵書。

備考：定価金3円75銭。布秩に入る。三井ラベル
「C130。4」

Y2301－007（1）　　　　　　　　　　　教科書

［日本地誌略　1］

（1878年）

119×88ミリ3巻3冊（1冊に合綴）29丁銅板
題籏1原・文部省師範学校編輯　目本地誌略自壷至
三文明書楼翻刻表紙：原・マーブル紙
構成：地図1、本文（総論・畿内・東海道）28

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：洋装本。前表紙に「目本地誌略」（下ヶ札）。昭和

7年12月15目寄託。

Y2301－007（2）

［日本地誌略　2］

（1878年）

33丁銅板
構成：地図1、本文（東山道・北陸道）32

Y2301－007（3）

［日本地誌略、3］

明治11（1878）

52丁銅板
構成：地図2、本文（山陰道・南海道）50

刊記：師範学校編輯睨治七年八月改正文部省刊行、
明治九年十一月翻刻（封面）、明治九年十月廿目翻刻

御届、同十一月刻成翻刻出版人京都府下平民石田
忠兵衛（上京第廿五区柳馬場二条角263番地）・同遠



藤平左衛門（下京第五区冨小路三条下547番地）・同

今井七郎兵衛（下京第拾三区寺町通松原上498番
地）。

備考：定価95銭

Y2301－008

［改正日本地誌略字引大成］

明治11（1878）

80×182ミリ1巻1冊139丁銅板
題簸：原・地圖官磨物産増補佐野多氣雄編輯改正日本
地誌略字引大成表紙：原・黄色卍繋ぎ型押し
構成：題字・図1、凡例1（明治十一年二月輯者）、本文

137
刊記：松林堂発免（封面）、版権免許明治十一年三月

廿目・出版同年三月、編輯人福島縣士族佐野多気雄
（第五大区五小区新福富町廿九番地寄留）・出版人東

京府平民水野慶治郎〈松林＞（第一大区十四小区通
油町六番地）、発免書林上州高崎田町丈心堂。
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年7月16目寄託

Y2301－009
［郵便地名録］

明治18（1885）

175×130ミリ1巻1冊99丁活版
題籏：原・明治十八年一月　郵便局地名録駅逓局（打
付）表紙：原・水色

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1洋装本。昭和9年10月9目寄託。

Y2301－010
［大日本海岸燈台譜標］

明治18（1885）

363×481ミリー枚物1丁銅板
題籏：原・大日本海岸燈嚢譜標一覧全表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

刊記：明治十八年十一月十六目出版御届、同年同月
目刻成発免編輯兼出版人大阪府平民中川弥三吉
（東区南久太郎町四丁目十番地）。

印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙は欠落。昭和8年2月1目寄託。

Y2301－011－01

纂訂古風土記逸文　上
（1898年）

231×158ミリ3巻3冊（2冊に合綴）54丁活版
題簸：原・纂訂古風土記逸文上表紙：原・水色：布目
地型押し

構成＝序3、凡例5、目録6、本文40
刊記：常陸栗田寛纂訂（巻頭）。

印記：藤田家蔵・藤田蔵書・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印五三五／二冊」（下ヶ札）

Y2301－011－02（1）

纂訂古風土記逸文　下
（1898年）

3．地　誌　3．地誌102．府県一覧／　〔163〕

230×158ミリ20丁活版
題簸：原・纂訂古風土記逸文下表紙：原・水色：布目
地型押し

印記：藤田家蔵・藤田蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y2301－011－02（2）

纂訂古風土記逸文　附録

明治31（1898）

32丁活版
構成：附録30、刊記・特約売捌所2

刊記1明治三十一年八月十一日印刷、明治三十一年
八月十四目発行、編纂者茨城縣士族栗田寛、発行兼
印刷者東京市京橋匪銀座萱丁目廿二番地大目本
図書株式会社、事務取締役右代表者佐久問貞一、
発行所大日本図書株式会社、大阪市東匪北久太郎
町四丁目十七番屋敷同支社。

3．地誌／02．府県一覧1

×0423－004－02（10）

［見聞録　2のうち　府県名表］

1丁写本
備考：［異名集］の後ろの丁間に入る。書誌情報は
XO423・004－01［見聞録1］およびXO423－004－02（1）
［見聞録2のうち憲教類典］、同（21）［見聞録2のう
ち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（11）

［見聞録　2のうち　府県名改称に関する抜書
き］

明治4（内容下限）（1871）

3丁写本
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：［異名集］の後ろの丁間に入る。仮綴じ一つ綴り。

書誌情報はXO423－004・01［見聞録　1］および
XO423－004－02（1）［見聞録2のうち憲教類典］、同
（21）［見聞録2のうち阿保多羅経］参照。

XO423－004－02（12）

［見聞録　2のうち　改置府県概表］

明治一

10丁写本
備考：大蔵省の罫紙を使用。書誌情報は
XO423－004・01［見聞録1］およびXO423－004－02（1）
［見聞録2のうち憲教類典］、同（21）［見聞録2のう
ち阿保多羅経］参照。

Y1302－001　　　　　　　　　　　　　　畳物
［東京］府治一覧

明治5（1872）

262×708ミリー枚物1丁整版
題簸＝原・府治一覧（内題）

刊記；明治五壬申六月改正、御用御書物師北畠茂兵
衛（袋）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。
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備考：袋共。巌松堂書店（商標ラベル）、三井ラベル

「C211・新・159」・昭和7年、袋に昭和7年2月10日
寄託。

Y1302－002

和歌山県一覧表

明治7（1874）

352×502ミリー枚物1丁整版

物畳

題籏：原・和歌山懸一覧表表紙：原・絹・茶色無地

刊記：明治七年七月調成。
印記：［　　1・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：畳物・切紙1添付あり。酸性紙の包み共。三井ラ
ベル「C245・新・16」、昭和8年3月29目寄贈。

Y1302－003

新潟県治一覧表

明治7（1874）

124×67ミリー枚物1丁整版

畳物

題簸：原・新潟縣治一覧表全表紙：原・薄茶色（布）

刊記1表中誹数明治七年概算、新潟縣鷹。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。酸性紙封筒に入る。三井ラベル「C231・

新・17」、昭和7年

Y1302－004
［置賜県一覧表］

明治7（1874）

354×506ミリー枚物1丁整版

畳物

題簸：剥離表紙：原・黄色：布目地に松皮菱型押し

刊記：明治七年八月刻置賜県蔵版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：貼紙2あり。三井ラベル「C226・新・1」（2枚）、昭

和7年2月3目寄託

Y1302－005　　　　　　　　　　　　　　畳物

［明治8年　北條県一覧表］

明治8（1875）

352×497ミリー枚物1丁整版
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和9年7月3日寄託。酸性紙の封筒に入る（封
筒後ろ側に貼紙「府縣一覧」）。三井ラベル「C255・新・

9」。

Y1302－006　　　　　　　　　　　　　　　畳物

愛知県概表

明治9（1876）

145×78ミリー枚物1丁整版
題簸：原・愛知縣概表表紙：原・黄色：布目地に網目

型押し
刊記：明治九年五月改正。
印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：色刷り。昭和7年4月8目寄託、三井ラベル
rC239・新・61」

Y1302－007
［茨城県区画一覧表］

畳物

明治9（1876）

583×466ミリー枚物1丁整版
題籏1なし表紙1なし
刊記：明治九年二月廿八目出版、編輯出版小口煕（大

一大区五小区常磐村神崎）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1洋紙封筒に入る。昭和7年3月2目寄託、三井ラ
ベルrC214・新・10」

Y1302－008　　　　　　　　　　　　　　　畳物

［東京］府治一覧

明治一

264×724ミリー枚物1丁整版
題簸：後・府治一覧（墨書）

刊記：御用御書物師須原屋茂兵衛。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1第1大区17小区あり。三井ラベルrC211・新・

159Aj、昭和6年

Y1302－009　　　　　　　　　　　　　　全国

府県管轄便覧

明治5（1872）

73×157ミリ1巻1冊25丁整版
題籏：原・府縣管轄便覧全表紙：後・渋皮色無地

構成：索引2、本文23
刊記：官許明治五壬申正月土屋栄五郎蔵板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「府県管轄便覧」（下ヶ札）、昭和7年12

月28目寄託

Y1302．010　　　　　　　　　　　　　　　全国

府県国郡鑑

明治5（1872）

77×191ミリ1巻1冊7丁整版
題籏：原・府縣國郡鑑表紙：原・生成

刊記：明治五壬申年。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝仮綴じ。前表紙にr明治五年府縣國郡鑑」（下ヶ
札）。昭和7年、三井ラベル「」240・新・6」。酸性紙の封

筒に入る。

Y1302－011　　　　　　　　　　　　　　　京都

上京下京区分町名録

明治5（1872）
80×172ミリ1巻1冊67丁整版・銅板
題簸：原・上京下京匪分町名録全一冊（打付）表紙1

原・生成

構成：図1、目録5、本文62
刊記：明治五壬申十月改正、御用御書物師東洞院三
条上ル町村上勘兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：後ろ表紙に「下京第廿六区高宮町坂田寅之助所

持」（墨書）。昭和8年5月13目寄託、三井ラベル
「C241・82」
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Y2302－002　　　　　　　　　　　　　　畳物
神奈川県治一覧概表

明治7（1874）

123×82ミリー枚物1丁銅版
題簸：原・神奈川縣治一覧概表（以下欠）表紙：原・黄

色無地

刊記＝明治七年九月神奈川縣、十二等出仕石渡正敏
編撰。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面・色刷り。昭和6年1L月18目寄託、三井ラ
ベルrC212・新・25」

Y2302－003　　　　　　　　　　　　　　畳物
東京区分町村一覧

明治7（1874）

168×78ミリー枚物1丁銅版
題簸：原・江島伊三郎編輯、東京匪分町村一覧全表
紙：原・薄茶：無地

刊記1江嶋工山銅鏑、明治七年十一月発免（袋）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫・櫻井。

備考：色刷り・折本・袋共。三井ラベルrC211・新」、昭和

8年。

Y2302－004　　　　　　　　　　　　　　畳物
東京区分町村一覧

明治7（1874）

164×77ミリー枚物1丁銅版
題籔1原・江島伊三郎編輯、東京匪分町村一覧全表
紙：原・藍色：無地

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：色刷り・折本。昭和7年4月26目寄託、三井ラベ
ルrC211・新」

Y2302－005　　　　　　　　　　　　　　畳物
［千葉県治一覧］

明治7以降（1874〉

133×94ミリー枚物1丁銅版
題籏：後・千葉縣治一覧（墨書）表紙：原・黄色1布目
地型押し
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。昭和6年7月16目寄託

Y2302－006　　　　　　　・　　　　　　畳物
明治8年滋賀県治一覧概表

明治9（1876）

121×76ミリー枚物1丁銅板
題籏：原・明治八年志賀縣治一覧概表表紙：原・薄香
色：布

刊記：明治九年五月十一目御届、同年六月廿九日出
版、滋賀新聞会社（滋賀県下滋賀郡第九大区下大門
町住）出版人士族山岡景命、同人製図、北条龍山鏑、
河村米治郎刷。

備考：色刷り。定価金25銭。三井ラベルrC243・新・26」

Y1302－012　　　　　　　　　　　　　　東京
改正新刻東京町鑑

明治7（1874）

73×153ミリ1巻1冊96丁整版
題簸：原・條野傳平編輯改正新刻東京町鑑全表紙：
原・黄色：布目地型押し

構成：題字・凡例1、本文95
刊記：官許明治七年七月、発免銀座町2丁目目報社、

桜田兼房町7番地細倉秀吉、麹町平河町1丁目4番地
太田寅吉。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：薄様を使用。袋共。後ろ表紙見返しに「松下氏」

（墨書）・袋にr松下姓」（墨書）。三井ラベルrC211・新・

144」、昭和6年。

Y1302－013　　　　　　　　　　　　　　　全国
［府県名問答　付管轄郡名］

明治9（1876）

221×153ミリ1巻1冊20丁整版
題簸＝原・明治九年八月御改正大高文進著府縣名問
答附管轄郡名全表紙：原・紫色：卍繋ぎ型押し
構成：本文11、付録9

刊記＝西京四書楼梓（封面）、明治九年九月十三日出

版版権願、同年九月廿七目版権免許、著述者京都府
平民大高文進（下京第拾壱区山王町585番地）、出版
人同本城小兵衛（下京第拾戴区西前町364番地）、出
版人同細川清助（下京第五区弁慶石町66番地）、同大
谷仁兵衛（下京第五区弁慶石町56番地）、同寺田栄助
（下京第拾戴区材木町142番地）。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝定価8銭。前表紙に「府縣名問答」（下ヶ札）、昭

和7年4月8日寄託、三井ラベル「J240・新・10」

Y1302－014　　　　　　　　　　　　　　京都
改正区分町名録

明治9（1876）

81×175ミリ1巻1冊67丁整版・銅板
題籏：原・改正匪分町名録全表紙：原・黄色：卍繋ぎ
型押し

構成：図1、目録5、本文62

刊記：明治九年二月十日出版御届、同九年二月廿二
目版権免許、京都府平民編輯拉出版人村上勘兵衛、
上京第廿九区前之町四百伍拾弐番屋敷。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙にr京都森ノ木町永田」（墨書）。昭和6

年12月11目寄託、三井ラベル「C241・新・83」

Y2302－001　　　　　　　　　　　　　　　畳物

新治県一覧表

明治7（1874）

286×452ミリー枚物1丁銅板
題簸：原・新治縣一覧表表紙：原・生成
構成＝新治県一覧概表（表）、区画一覧表（裏）

刊記1明治七年五月増補改正新治縣蔵版。
印記＝ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：洋紙封筒に入る。昭和8年6月15目寄託、三井
ラベル「C214・新・9」



表紙：原・薄茶：無地

刊記：明治十一年十一月五日、編集兼出版人佐々木
綱親（下谷区仲徒町4丁目25番地）、本所区松坂町2
丁目16番地松浦宏彫刻課出版（目乾社発免）。
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。三井ラベル「C211・新・148」、昭和8年

Y2302－012

鳥取県一覧表

明治7（1874）

164×62ミリ1巻1冊18丁銅板
題簸：原・鳥取縣一覧表全表紙：原・黄色無地
刊記：明治七年六月改（封面）。

印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：折本。昭和6年11月18日寄託・三井ラベル
rC251・新・1」

Y2302－013　　　　　　　　　　　　　　埼玉

埼玉県治一覧概表

明治8（1875）

167×70ミリ1巻1冊10丁銅板
題籏：原・埼玉縣治一覧概表全表紙＝原・茶色布
刊記＝明治八年十二月（例言）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面刷・折本。昭和6年11月18目寄託

Y2302－014　　　　　　　　　　　　　　京都

京都府治一覧表
（明治8）（1875）

113×62ミリ1巻1冊1丁銅板
題簸：原・京都府治一覧表全表紙：原・黄色：卍繋ぎ

型押し

刊記1京都府十三等出仕編輯者片山勤。
印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：昭和6年9月15目寄託、三井ラベルrC241・新・

140」

Y2302－015　　　　　　　　　　　　　　東京

改正東京早見町鑑

明治9（1876）

110×154ミリ1巻1冊70丁銅版
題籏：原・竹原鼎輯改正東京早見町鑑全表紙：原・
黄色：卍繋ぎ地型押し

構成：序2（明治9年2月関口筑山）、目録1、本文67
刊記：版権免許明治九年二月十目、明治九年四月十
日出版、第1大区7小区南槙町7番地竹原鼎著、第1大
区7小区桶町7番地中村熊次郎蔵版、書林第1大区6
小区日本橋通2丁目12番地小林新兵衛。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年8月5目寄託、三井ラベル「C211・新・

145」

東京Y2302－016
［東京改正区分町鑑］

明治9（1876）

57×125ミリ1巻1冊11丁銅板
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Y2302－007　　　　　　　　　　　　　　畳物

静岡県治一覧表

明治10（1877）

443×591ミリー枚物1丁銅板
題籏：原・静岡縣治一覧表表紙1原・山鳩色（布）

刊記：東京博聞社彫刻。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面刷り。袋共（袋に昭和6年6月24日寄託の
貼り紙）。昭和6年、三井ラベルrC238・新・5」。

Y2302－008　　　　　　　　　　　　　　畳物
［改正府県概表］

明治10（1877）

121×76ミリー枚物1丁銅板
題籏：原・生駒貞幹編輯改正府県［　］表紙：原・黄色

卍繋ぎ型押し

刊記1明治十年二月十七目出願、同十年三月二目版
権免許、同年三月刻成、編輯者石川県士族生駒貞幹
（上京第31区上樵木町9番路ジ第478番地ノ内壷番
地）・出版人京都府平民本城小兵衛（下京第12区西前
町364番地）・発売人三条通御幸町大谷仁兵衛・四条

通堺町寺田栄助・三条通寺町細川清助。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年12月5目寄託、三井ラベル「」240・新・
8」

Y2302－009　　　　　　　　　　　　　　畳物

東京府下改正区画郡村町名鑑

明治11（1878）

162×78ミリー枚物1丁銅版
題簸：原・東京府下改正匠豊郡村町名鑑穴山篤太郎
編輯全表紙：原・黄色：卍繋ぎ型押し
刊記：明治十一年十一月四目届了編輯兼出版人東京
府下書籍問屋穴山篤太郎（京橋区南伝馬町2丁目13
番地）。

印記：鏡石中橋・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：色刷り・折本。昭和6年12月5目寄託、三井ラベ
ルrC211・新・149」

Y2302－010　　　　　　　　　　　　　　畳物

郡区改正東京町名便覧

明治11（1878）

118×72ミリー枚物1丁銅版
題簸：原・郡匪改正東京町名便覧表紙：原・忘草色：

無地
刊記：明治十一年十一月四日、編輯兼出版人牛込区
牛込袋町26番地大橋政超。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。昭和9年1月16目寄託、三井ラベル
rC211・新・147」

Y2302－011　　　　　　　　　　　　　　畳物

改正区分東京町村いろは引

明治11（1878）

182×85ミリー枚物1丁銅版
題籏：原・佐々木綱親編輯改正匪分東京町村いろは引
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刊記：京都府蔵版製本所御用書林村上勘兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：折本、定価金15銭。袋共、袋に昭和8年3月29
目寄託、三井ラベル「C241・新・141」

Y2302－021　　　　　　　　　　　　　　京都
京都府治一覧表

明治11凡例（1878）

172×75ミリ1巻1冊24丁銅板
題簸：原・明治十年京都府治一覧表全表紙：原・黄
色：卍繋ぎ型押し

構成：凡例（明治十一年五月　七等属片山勤識）

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：折本。昭和6年11月18目寄託、三井ラベル
「C241・新。90」

Y2302－022　　　　　　　　　　　　　　埼玉
埼玉県治一覧概表

明治11（1878）

171×79ミリ1巻1冊53丁銅板
題簸：原・埼玉縣治一覧概表全表紙1原・黄色：卍繋
ぎ型押し

刊記1明治十一年七月、埼玉縣蔵版、東京博聞社彫
刻。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本、定価金30銭。昭和6年11月18目寄託

Y2302－023

滋賀県管内便覧

明治11（1878）

70×128ミリ1巻1冊66丁銅板
題簸：原・羽根田文明編輯滋賀縣管内便覧全表
紙：原・丁子色無地

構成1題字1、琵琶湖36勝1、地図1、凡例1、国郡2、

本文59、刊記1
刊記：明治十一年九月十九目御届、同年十二月刻成、

編輯者滋賀県平民羽根田文明（近江国滋賀郡第9区
北保町24番地住）、出版人滋賀県平民小川義平（近江

国滋賀郡第9区舛屋町23番地住）・滋賀県平民沢宗
次郎（近江国滋賀郡第4区丸屋町12番地住）。滋賀県

下弘通書林若狭小浜松本利兵衛・同堀口嘉七・美濃
屋嘉助、越前敦賀河野屋伊八ほか18ヶ所27書店。。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年7月1日寄託、三井ラベル「C243・新・
29」

Y2302－024　　　　　　　　　　　　　　全国
［大日本府県郡区改正一覧］

明治12（1879）

158×65ミリ1巻1冊43丁銅板
題籏：原・帝國大日本府縣郡匿改正一覧柳澤武運三
編輯全表紙：原・黄色：卍繋ぎ型押し
刊記：明治十二年五月新彫晋文舎蔵版・大阪靱北通戴
丁目山本龍玉堂製（封面）、明治十二年四月廿五日出

版御届、明治十二年五月十五目出版発免、編輯出版
人大阪府平民柳澤武運三（府下東区龍造寺町廿三番
地）、発売人大阪府平民森本太助（府下東区唐物町四

題簸：原・改正匿分町鑑松木平吉編全表紙二原・黄
色：卍繋ぎ型押し

刊記：明治九年十一月廿二目御届、編輯兼出版人両
国吉川町二番地松本平吉。
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年10月1目寄託、三井ラベル「C211・新・
146」、前表紙に書名を記した下ヶ札

Y2302－017

銅錆改正府県一覧

明治9（1876）

167×62ミリ1巻1冊11丁銅板
題簸：原・銅鏑改正府縣一覧岸本榮七編輯完表
紙：原・黄色無地

構成：凡例1（明治九年八月編者）、日本全図1、本文9

刊記：改正府縣一覧附各裁判所分轄表明治九年
九月発免浪華合巻楼蔵（封面）、明治九年九月八目
御届、同年九月出版、編輯者大阪府平民岸本栄七（第

一大区十小区石町1丁目19番地）・出版人同小谷卯
兵衛（第一大区十七小区備後町4丁目30番地）・発免

人同吉岡平助（第一大区十七小区備後町4丁目30番
地）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。前表紙に「府縣一覧」（下ヶ札〉、昭和6年

10月30目寄託、三井ラベル「J240・新・9A」

Y2302－018　　　　　　　　　　　　　　山形
山形県一覧概表

明治10（1877）

172×78ミリ1巻1冊18丁銅板
題簸：原・山形縣一覧概表全表紙：原・黄色：卍繋ぎ
型押し

刊記：東京博聞社錨刻。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。三井ラベル「C226・新・2j、昭和6年12月
5日寄託

Y2302－019　　　　　　　　　　　　　　京都

明治9年京都府治一覧表
明治10（1877）

174×77ミリ1巻1冊33丁銅板
題簸：原・明治九年京都府治一覧表全表紙：原・黄
色：布目地卍繋ぎ型押し

構成：凡例（明治十年四月　京都府七等属片山勤識）

刊記：京都府蔵版製本所御用書林村上勘兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考＝折本、定価金15銭。「塩田蔵書」（後ろ表紙墨書）

昭和6年7月22目寄託、三井ラベルrC241・新・
141A」

Y2302－020　　　　　　　　　　　　　　京都

明治9年京都府治一覧表
明治10（1877）

174×77ミリ1巻1冊33丁銅板
題簸：原・明治九年京都府治一覧表全表紙：原・黄
色：布目地卍繋ぎ型押し

構成：凡例（明治十年四月　京都府七等属片山勤識）



rC241・新・142」

Y2302－029　　　　　　　　　　　　地名字典

郡区町村一覧

明治14（1881）

257×178ミリ1巻1冊226丁銅板
題籏＝原・郡匠町村一覧全表紙：原・薄藍色：魚・獅

子など型押し
構成：目録1（ただし手書き）、例言1（明治十三年十二

月地理局羽山庸納）、本文225
刊記：明治十四年二月廿六目版権届、同年三月出版、

内務省地理局出版、発免東京芝区柴井町松井忠兵
衛・同京橋区銀座四丁目　西宮松之助・同目本橋区通
り三丁目　丸屋善七・同同区本町三丁目清水卯三郎・

同同区両国吉川町塩島一介、東京六合館発免印。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：前表紙に題名を記した下ヶ札。昭和6年9月15
目寄託。

Y2302。030－01　　　　　　　　　　　　京都

京都府管下郡区町村名録　町名之部

明治14（1881）

55×124ミリ2巻2冊116丁銅板
題籏：原・京都府管下郡匪町村名録町名之部全表
紙：原・黄色無地

構成：凡例1、町名之部66、凡例1、郡役所1、村名之

部47
刊記：明治十四年六月十八日御届、同年七月刻成、編
輯兼出版人京都府平民本城小兵衛、発売人京都府平
民寺田栄助・京都府平民米沢利兵衛、売捌所京都村
上勘兵衛ほか17、丹波亀岡内藤半七、丹後峯山上島
長助、同宮津南波庄兵衛、同マイヅル小谷喜造、伏見亀

屋半兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和6年3月14目、三井ラベルrC241・新・84」

Y2302－030－02　　　　　　　　　　　　京都

京都府管下郡区町村名録　村名之部

明治14（1881）

53×124ミリ49丁銅板
題籏：原・京都府管下郡旺町村名録村名之部全表
紙：原・黄色：卍繋ぎ型押し

構成：凡例1、郡役所1、村名之部47
刊記：明治十四年六月十八日御屈、同年七月刻成、編

輯兼出版人京都府平民本城小兵衛、発売人京都府平
民寺田栄助・京都府平民米沢利兵衛、売捌所京都村
上勘兵衛ほか17、丹波亀岡内藤半七、丹後峯山上島
長助、同宮津南波庄兵衛、同マイヅル小谷喜造、伏見亀

屋半兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価12銭5厘。上小口にr郡区町村名録」（墨
書）。昭和6年10月28目寄託、三井ラベル「C241・新・

84」

長野Y2302－031

信濃国地名一覧　上・下
明治15（1882）

3．地誌〔168〕

丁目十番地）。

印記：羽田・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。訂正貼紙・京都上京区ほかに書き入れ墨

書あり。昭和6年11月18目寄託

Y2302－025　　　　　　　　　　　　　　東京

袖玉東京府下改正区画区郡町村明細鑑

明治12（1879）

57×122ミリ1巻1冊23丁銅版
題簸：原・日下清蔵編輯袖玉東京府下改正匪壼匪郡町
村明細鑑表紙：原・黄色：卍繋ぎ地型押し

構成：図1、本文2～23
刊記＝明治十二年八月改正届、編輯兼出版人東京府
平民目下清蔵（神田区岩本町30番地）、発免人東京府
平民東生亀次郎（目本橋区通旅籠町2番地・東生万巻
楼）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝定価12銭。昭和7年2月1目寄託、三井ラベル
「C211・新・150」

Y2302－026　　　　　　　　　　　　　　滋賀

明治11年滋賀県一覧概表
明治12（1879）

159×77ミリ1巻1冊1丁銅板
題簸＝原・明治十一年滋賀縣一覧概表表紙：原・黄
色：布目地型押し
刊記：明治十二年十一月十四目御届、出版、出版人滋
賀新聞会社中滋賀郡大津後在家町住古川起端。
印記：荒居所蔵之印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考1折本。昭和9年10月3目寄託、三井ラベル
rC243・新・27」

Y2302－027　　　　　　　　　　　　　　滋賀

明治12年滋賀県一覧概表
明治13（1880）

162×77ミリ1巻1冊1丁銅板
題簸：原・明治十二年滋賀縣一覧概表表紙：原・黄色

無地
刊記：明治十三年六月二十八目出版御届、同年七月
一目刻成、出版人滋賀県下近江国滋賀郡大津後在家

町九番屋敷住古川起端。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。昭和10年11月12目寄託

Y2302－028　　　　　　　　　　　　　　京都

明治12年京都府治一覧表　全
明治13（1880）

167×70ミリ1巻1冊56丁銅板
題簸：原・明治十二年京都府治一覧表・全表紙：原・

黄色：卍繋ぎ型押し
構成：図3、本文52、例言1（十三年十月　七等属片山

勤識）

刊記：芝本豊延銅錦、明治十三年十月三十目出版版
権屈、同十一月刻成、京都府蔵版、製本所御用書林
村上勘兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。昭和6年7月1目寄託、三井ラベル



69×125ミリ2巻2冊（1冊に合綴）72丁銅板
題簸：原・丸山清俊編輯信濃國地名一覧上下全表
紙：原・黄色＝卍繋ぎ地型押し

構成：題字1、凡例1、上巻38、下巻32
刊記：精華堂蔵版・明治十五年一月廿七目版権免許同

年十一月出版、著者長野県平民丸山清俊（信濃国小
縣郡滋野村）・出版人同県平民大塚八十兵衛（同国東
千曲郡南深志町）・画図同県士族樋畑正太郎（同国埴
生郡松代町）・発免小松為吉（松本南深志町）・銅版印

刷製本所松本源池刷工舎、売広め57店。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙に「長野県上田町罵田O兵衛」（墨書）。

昭和8年12月20目寄託

Y2302－032　　　　　　　　　　　　　　大阪

大阪府治一覧概表

明治15（1882）

171×76ミリ1巻1冊25丁銅板
題簸：原・大阪府編纂大阪府治一覧概表全表紙：
原・枯色布

刊記：明治十五年三月七目出版届済、同年同月刻成、

大阪府蔵版、御用書林大阪府東区北久太郎町四丁
目柳原喜兵衛。

印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝折本。昭和6年10月13目寄託、三井ラベル
rC242・新・38」

Y2302－033　　　　　　　　　　　　　　京都

上下京区町名録

明治16（1883）

85×127ミリ1巻1冊32丁銅板
題簸：原・上下京医町名録表紙：原・藍色無地

刊記：明治十六年十二月廿一目出版御届、明治十七
年一月十九日刻成発免、編輯兼出版人京都府平民石
田才次郎、売捌所京都萬代書楼各店二条衣棚角風月
庄左衛門、二条通柳馬場角石田忠兵衛、寺町姉小路
南辻本九兵衛、同三条北入町竹岡文祐、三条通寺町
西へ入大谷玄之助、同冨小路東へ入須磨勘兵衛、冨
小路通三条下ル町遠藤平左衛門、御幸町四条南入町
内藤彦一、寺町綾小路下ル町川勝徳次郎、同松原下
ル町今井七良兵衛。
印記：簑部・ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価金30銭。昭和8年2月14目寄託、三井ラ
ベル「C241・新・85」

Y2302－034　　　　　　　　　　　　　　大阪

大阪府東区治一覧概表

明治17（1884）

176×76ミリ1巻1冊14丁銅板
題簸：原・大阪府東匪治一覧概表全表紙：原・枯色
布

刊記：大阪府東区役所編纂明治十七年八月（封面）。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：折本。昭和10年11月12目寄託、前表紙に「明
治十七年」（貼紙）、三井ラベルrC242・新・39」、後ろ表
紙見返しに「9．6．29」の印あり

3．地　誌　3．地誌ノ03．東日本／　〔169〕

Y2302－035　　　　　　　　　　　　　　大阪

大阪府東区治一覧概表

明治18（1885）

173×80ミリ1巻1冊12丁銅板
題簸：原・大阪府東匪治一覧概表全表紙：原・枯色
布

刊記：大阪府東区役所編纂明治十八年四月（封面）。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考1折本。昭和10年11月12目寄託、前表紙に「昭
和十八年」（貼紙）、三井ラベル「C242・新・40」

Y2302－036　　　　　　　　　　　　　　京都
［大改正京都区分町名録　上下京区之部］

明治21（1888）

53×120ミリ1巻1冊17丁銅板
題簸：原・大改正京都匪分町名録表紙：原・黄色無地

刊記：明治廿一年七月十三目印刷、同年七月十四目
出版、著作者土井梅吉、印刷兼発行者遠藤平右衛門。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：定価金5銭。昭和8年3月17目寄託、三井ラベ
ルrC241・新・86」

Y2302－037　　　　　　　　　　　　　　京都

京都市町名録

明治21（1888）

72×161ミリ1巻1冊56丁活版
題簸：原・京都市町名録表紙：原・肌色無地

構成：図1、凡例1、本文53、戸口地価表2
刊記：明治廿一年七月三十目印刷、同年同月光一目
出版、著作者村上善輔、発行者兼印刷人村上勘兵衛。
印記1梅小路家・ウサギ・しんまちみついけ。

備考1京都府管内全図、京都市街細見図外1広告あり、

定価金20銭、昭和7年2月1日寄託。三井ラベル
rC241・新・87」

Y2302－038　　　　　　　　　　　　　　京都

改正京都府管轄便覧

明治一

218×151ミリ1巻1冊56丁銅板・整版
題籏：原・改正京都府管轄便覧表紙：原・生成
構成：地図8（銅板）、本文48

刊記：御用御書物所京東洞院三條上ル町村上勘兵
衛。

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和7年4月8日寄託、三井ラベルrC241・新・
96」

3．地誌103．東日本1

×0303－001－01　　　　　　　　　　　　　紀行

覚草　春部　伊勢道中

寛文10（巻頭）（1670）

274×190ミリ10巻10冊20丁写本
題籏：原・覚草春部伊勢道記表紙：後・覗色無地
刊記：伊勢乃道の記（内題）寛文十とせ初春に（巻頭）。

印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。



〔170〕　3．地誌

備考：前表紙に「ホ百光九」（貼紙）と「ホ印百光九！拾

巻」（下ヶ札）。請求番号変更

XO303－001－02　　　　　　　　　　　　紀行
覚草　春部　東海道記
（1670年）

273×190ミリ103丁写本
題簸：原・覚草春部東海道記表紙：後・覗色無地
刊記：尾州道之記（内題）。

印記1横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001・03　　　　　　　　　　　　紀行

覚草　春部　江戸花見記
（1670年）

274×190ミリ39丁写本
題簸：原・覚草春部江戸花見記表紙：後・覗色無地
印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001－04

覚草　春部　日光山道記
（1670年）

274×191ミリ43丁写本

紀行

題簸：原・覚草春部　目光山道記表紙：後・覗色無地
刊記：目光道之記（内題）。

印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001－05

覚草　夏秋部　有馬道記
（1670年）

274×190ミリ55丁写本

紀行

題籏1原・覚草夏秋部有馬道記表紙：後・覗色無地
印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001－06　・　　　　　　　　　　紀行

覚草　秋部　水戸道記
（1670年）

273×190ミリ14丁写本
題簸＝原・覚草秋部水戸道記表紙：後・覗色無地
刊記：江戸水戸迄二里寛文元年文月廿九目（巻
頭）。

印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001－07　　　　　　　　　　　　紀行

覚草　秋部　仲仙道月見記
（1670年）

273×189ミリ49丁写本
題籏：原・覚草秋部仲仙道月見記表紙：後・覗色無
地

刊記1仲仙道月見記（内題）。

印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001－08　　　　　　　　　　　　紀行
覚草　秋部　草津道記
（1670年）

273×189ミリ14丁写本
題籏二原・覚草秋部草津道記表紙：後・覗色無地
刊記：上州草津道乃記（内題）。

印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001－09　　　　　　　　　　　　　紀行

覚草　冬部　武州前沢記
（1670年）

274×190ミリ13丁写本
題籏：原・覚草冬部武州前澤記表紙：後・覗色無地
刊記：ゆたかにあやあまねの霜月中の八目（巻頭）。

印記＝横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－001－10　　　　　　　　　　　　　紀行

覚草　冬部　京師道記
（1670年）

274×190ミリ45丁写本
題簸：原・覚草冬部京師道記表紙：後・覗色無地
刊記：寛文九年神無月中の六目（巻頭）。

印記：横井孫右衛門蔵書・小田切・宗辰所集・三井家
3。

XO303－002　　　　　　　　　　　　　　紀行
陸奥紀行

享保2（1717）

241×170ミリ1巻1冊51丁写本
題簸：原・陸奥紀行釣月　表紙：後・薄茶色：布目地に

蔓瓢箪型押し

刊記：享保二年季夏念目　釣月草政興、明治三十年
八月廿六目再読加筆酵園居士記（藍色墨）。

印記：阿波國文庫・楓樹・□怒・小澤醇園火後蔵書・宗

辰所集・三井家3。

備考：巻末にr明治二十八年八月五目浅草広小路ノ書
雛浅倉屋久兵衛（文渕閣）店二購得ス。此月十二日一
読句読点ヲ施シ聯仮名違ヲ正ス著者釣月ハ未ダ何如
ナル人物ナリヤ之ヲ詳ニセズ他目ノ考拷ヲ侯ツ酵園居
士小澤圭識ス」（朱書）。前表紙に「ホ四百五十」（貼紙）

とrホ印1四百五十／壱冊」（下ヶ札）。

XO303－003　　　　　　　　　　　　　　紀行
［東国旅行談抜書］

天明9以降（1789）

266×193ミリ1巻1冊30丁写本
題籏：原・東國旅行談表紙：原・薄藍色無地

構成：目録1、本文29
印記：三井文庫。

備考：内題は「東国旅行談抜書」。後ろ表紙に「名八
番」（下ヶ札）。請求番号変更。



XO303－004（1）

［小堀正一紀行］

（1802年）

233×169ミリ2巻2冊（1冊に合綴）16丁写本
題簸＝原・小堀正一紀行・柴屋紀行表紙：後・薄茶色：

蔓瓢箪型押し

構成：本文15、遊紙1

印記：阿波國文庫・小澤酵園火後蔵書・宗辰所集・三井

家3。
備考：江戸から逢坂。前表紙に「ホ四百四十八」（貼紙）

と「ホ印四百四十八／壱冊」（下ヶ札）。XO303・004（2）［柴

屋紀行］も参照。

XO303－004（2）

［柴屋紀行］

享和2（写）（1802）

10丁
構成1柴屋紀行9、書写奥1
刊記：壬戌（寛保二）正月五目　中原常煕。此壬戌ハ寛

保二年也、今享和二年迄六十一年也。
備考：伏見から江戸。書誌情報はXO303－004（1）［小堀

正一紀行］を参照。

XO303－005

東奥紀行

文化3以降（内容）（1806）

235×165ミリ1巻1冊91丁写本

紀行

題簸：原・東奥紀行（打付）表紙：原・薄茶色：布目地
型押し

構成：遊紙1、千住～箱館行程抜書き1、遊紙1、本文a

63、本文b2、本文c22、遊紙1
刊記：本文a享和三年癸亥三月廿七目陪戸川公駕発江
戸、本文b文化三丙寅六月函館奉行帰路宿泊、本文c
津軽街道小坂通道中記。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考1前表紙にrホ百十二」（貼紙）とrホ印百十二／壱
巻」（下ヶ札）。

XO303－006－01　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記　1

（1824年）

228×159ミリ10巻10冊29丁写本
題簸：原・順覧筆記一（打付）表紙：原・薄茶色：布目

地型押し

構成：目録4、本文25

印記＝楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「東海道木曽路大坂御順見処」。前表紙に
rホ印三百光三／十巻」（下ヶ札）。

XO303－006－02　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記　2

（1824年）

229×159ミリ25丁写本
題簸：原・順覧筆記二（打付）表紙：原・薄茶色：布目

地型押し

3．地誌3．地誌／03．東目本1〔171〕

印記：楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

XO303－006－03　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記3
（1824年）

228×158ミリ24丁写本
題簸：原・順覧筆記三（打付）表紙：原・薄茶色：布目

地型押し

構成＝目録3、本文21

印記：楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「皇都御順見」。

XO303－006－04　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記　4

（1824年）

229×159ミリ24丁写本
題籏：原・順覧筆記四（打付）表紙：原・薄茶色：布目

地型押し

印記：楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

XO303－006－05　　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記5
（1824年）

228×159ミリ19丁写本
題籏：原・順覧筆記五（打付）表紙：原・薄茶色：布目

地型押し

構成：目録2、本文17

印記：楯書園・貸本京姉小路室町東天北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「皇都御順見」。

XO303－006－06　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記6
（1824年）

228×159ミリ17丁写本
題簸：原・順覧筆記六（打付〉表紙：原・薄茶色：布目

地型押し

印記：楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

XO303－006－07　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記7
（1824年）

228×159ミリ25丁写本
題簸：原・順覧筆記七（打付）表紙：原・薄茶色：布目

地型押し

構成：目録5、本文20

印記：楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「京都御順見」。

XO303－006－08

順覧筆記　8
名所案内



〔172〕　3．地誌

（1824年）

229×159ミリ24丁写本
題籏：原・順覧筆記八七（墨消）（打付）表紙：原・薄

茶色：布目地型押し
印記：楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

XO303－006－09　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記　9

（1824年）

229×159ミリ21丁写本
題簸1原・順覧筆記九（打付）表紙：原・薄茶色：布目

地型押し
印記1楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

XO303－006－10　　　　　　　　　　　名所案内

順覧筆記　10
文政7以降（1824）

229×159ミリ21丁写本
題簸：原・順覧筆記十（打付）表紙：原・薄茶色1布目

地型押し
構成＝京都12、「大坂御城中御道具の記」7、「京都二条

御城御殿見分御道具拝見」2
刊記：二條御殿番三輪市十郎（文政7～嘉永6在任・後

ろから3丁目）。

印記：楯書園・貸本京姉小路室町東入北村北辰堂・
宗辰所集・三井家3。

XO303－007－01　　　　　　　　　　　　紀行

［周遊堂上野祥房北国紀行　1］

嘉永3（序）（1850）

237×152ミリ6巻6冊64丁写本
題簸：原・北國ロロ巻壱表紙：後・藍色無地

構成：序5（嘉永三年九月末の五目桂月庵）、本文59

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホニ百七十七」（貼紙）と「ホニ百七十

七！六巻」（下ヶ札）。

XO303－007－02　　　　　　　　　　　　　紀行

［周遊堂上野祥房北国紀行　2］

（1850年）

237×152ミリ36丁写本
題簸：原・北國□□□□表紙：後・藍色無地

印記：宗辰所集・三井家3。

XO303－007－03

［周遊堂上野祥房北国紀行　3］

（1850年）

238×153ミリ57丁写本
題簸：白紙表紙：後・藍色無地
印記：宗辰所集・三井家3。

XO303－007－04

［周遊堂上野祥房北国紀行　4］

（1850年）

紀行

紀行

237×152ミリ53丁写本
題簸：白紙表紙：後・藍色無地

印記：宗辰所集・三井家3。

XO303－007－05

［周遊堂上野祥房北国紀行　5］

（1850年）

237×152ミリ53丁写本
題簸：白紙表紙：後・藍色無地
印記：宗辰所集・三井家3。

XO303－007－06

［周遊堂上野祥房北国紀行　6］

（1850年）

237×152ミリ64丁写本
題簸1白紙表紙：後・藍色無地
構成：本文62、駿2（晃嶺樵僧隆一三）

印記1宗辰所集・三井家3。

紀行

紀行

XO303－008－01　　　　　　　　　　　　紀行

東遊記拾遺上

268×188ミリ3巻3冊46丁写本
題簸：原・東遊記拾遺天（打付）表紙：後・格子

構成：目録2、上巻本文44
備考：前表紙にr共三ノー」（墨書）と三井ラベル。

XO303－008－02　　　　　　　　　　　　紀行

東遊記拾遺中

268×188ミリ47丁写本
題籏：原・東遊記拾遺地（打付）表紙：後・格子

構成：遊紙1、本文46
備考1前表紙にr共三ノニ」（墨書）と三井ラベル。

XO303。008－03　　　　　　　　　　　　紀行

東遊記拾遺下

268×188ミリ50丁写本
題籏：原・東遊記拾遺人（打付）表紙：後・格子
備考：前表紙にr共三ノ三」（墨書）と三井ラベル。

Y1303－001

丙辰紀行

元和2（1616）

268×175ミリ1巻1冊28丁整版
題簸：元・□（丙力）辰紀行表紙：後・こげ茶色無地

刊記：元和二年十一月目羅浮子。
印記：本居蔵書・本居文庫。
備考：江戸から大津。後ろ表紙にr筑頓居士」（墨書）。

Y1303－002－01

東国名勝志　1
（1762年）

265×185ミリ5巻5冊16丁整版

名所図



題籏：元・東囲名勝志一表紙：後・藍色無地
構成：序1（宝暦十二年春正月鳥飼酔雅子）、本文15
印記：京丸・宗辰所集・三井家3。

備考：松前から近江。前表紙にrホ印五十七／五巻」
（下ケ札）。

Y1303－002－02　　　　　　　　　　　名所図

東国名勝志　2
（1762年）

264×186ミリ12丁整版
題簸：元・東國名勝志二表紙：後・藍色無地
印記：京丸・宗辰所集・三井家3。

Y1303－002－03　　　　　　　　　　　名所図

東国名勝志　3
（1762年）

265×185ミリ11丁整版
題籏：元・東國名勝志三表紙：後・藍色無地
印記：京丸・宗辰所集・三井家3。

Y1303－002－04　　　　　　　　　　　名所図

東国名勝志　4
（1762年）

266×186ミリ14丁整版
題籏1元・東國名勝志四表紙：後・藍色無地
印記：京丸・宗辰所集・三井家3。

Y1303－002－05　　　　　　　　　　　名所図

東国名勝志　5
宝暦12（1762）

265×185ミリ13丁整版
題籏：元・東國名勝志五表紙：後・藍色無地
構成1東海道

刊記：宝暦十二壬午歳春正月画工月岡丹下・彫工吉見
仁右衛門、浪華書林鳥飼市兵衛・渋川清右衛門・高田
清兵衛。

印記：京丸・宗辰所集・三井家3。

Y1303－003（1）　　　　　　　　　　　　　紀行

［東国旅行談　1］
（1789年）

225×158ミリ5巻5冊（1冊に合綴）17丁整版
題簸：原・東國旅行談□表紙：原・覗色：布目地型押
し

構成：序1（天明なかつのとし丁未乃春寿鶴）、巻1目
録1、本文15
印記：奇燕・吉清。

備考：請求番号変更、三井ラベル「A180・9」。

Y1303－003（2）

［東国旅行談　2］
（1789年）

17丁整版
構成：巻2目録1、本文16

Y1303－003（3）

紀行

紀行
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［東国旅行談　3］

（1789年）

17丁整版
構成：巻3目録1、本文16

Y1303－003（4）

［東国旅行談　4］

（1789年）

16丁整版
構成1巻4目録1、本文15

紀行

Y1303－003（5）　　　　　　　　　　　　　紀行

［東国旅行談　5］

天明9（1789）

15丁整版
構成1巻5目録1、本文4、付録10
刊記：天明九年己酉正月吉目梓成東都書騨江戸本
材木町壷丁目西宮新六板。
備考：後ろ表紙に「名八番」（下ケ札）。

Y1303－004－01　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記　1
（1795年）

224×157ミリ6巻6冊（5冊に合綴）26丁整版
題簸：原・諸国口□東遊記一表紙：原・覗色無地
構成：序3（寛政乙卯歳秋八月愚山松本慎）、凡例1（南

難）、目録2、本文20
刊記：橘南難子著（巻頭）。

印記：若山書林阪本屋大二郎・紀陽書林池田屋平兵
衛・本居文庫。

Y1303－004－02　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記　2
（1795年）

225×156ミリ20丁整版
題簸1原・諸国奇談東遊記二表紙：原・覗色無地

印記：若山書林阪本屋大二郎・紀陽書林池田屋平兵
衛・本居文庫。

Y1303－004－03　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記　3
（1795年）

225×158ミリ20丁整版
題簸：原・諸国奇談東遊記三表紙：原・覗色無地

印記：若山書林阪本屋大二郎・紀陽書林池田屋平兵
衛・本居文庫。

Y1303－004－04　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記　4
（1795年）

225×157ミリ20丁整版
題籏：原・諸国奇談東遊記四表紙：原・覗色無地

印記：若山書林阪本屋大二郎・紀陽書林池田屋平兵
衛・本居文庫。



刊記1寛政九年丁巳正月　書蝉京都寺町通松原下ル
勝村治右衛門、大阪心斎橋通安土町吉田善蔵。
印記：紀州若山銭喜・本居文庫。

Y1303－006－01　　　　　　　　　　　名所図会

東海道名所図会　1
（1797年）

252×180ミリ6巻6冊77丁整版
題簸：原・東海道名所圖會一表紙：後・白色：卍繋ぎ

型押し
構成：序4（寛政ひのとの巳のとしの冬中山前大納言愛

親卿惜陰宝主人）、凡例1、目録2、本文70
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：欄外に「ヒグチ」、後ろ表紙に「積慶堂」（墨書）。峡

に入る。前表紙にrホ印十四1六巻」（下ヶ札）、

Y1303－006－02　　　　　　　　　　名所図会

東海道名所図会　2
（1797年）

252×180ミリ81丁整版
題簸＝原・東海道名所圖會二表紙：後・白色：卍繋ぎ

型押し

構成：目録2、本文79
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：欄外に「ヒグチ」、後ろ表紙に「積慶堂」（墨書）。

Y1303－006－03　　　　　　　　　　名所図会

東海道名所図会　3
（1797年）

252×181ミリ81丁整版
題籏：原・東海道名所圖會三表紙：後・白色：卍繋ぎ

型押し

構成：目録2、本文79
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：欄外に「ヒグチ」、後ろ表紙に「積慶堂」（墨書）。

Y1303－006－04　　　．　　　　　　　名所図会

東海道名所図会　4
（1797年）

253×180ミリ69丁整版
題籏：原・東海道名所圖會四表紙：後・白色：卍繋ぎ
型押し．

構成：目録2、本文67
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：欄外にr石原彫刻」、後ろ表紙にr積慶堂」（墨
書）。

Y1303－006－05　　　　　　　　　　　名所図会

東海道名所図会　5
（1797年）

254×179ミリ67丁整版
題簸：原・東海道名所圖會五表紙：後・白色：卍繋ぎ

型押し

構成：目録2、本文65
印記：宗辰所集・三井家3。
備考二欄外に「ヒグチ」、後ろ表紙に「積慶堂」（墨書）。

3．地誌〔174〕

Y1303－004－05　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記　5・5未
寛政7（1795）

224×157ミリ39丁整版
題籏：原・諸国奇談東遊記五表紙：原・覗色無地

構成：巻5本文21、巻5未本文18
刊記：寛政七年卯八月　書林京西村平八、同著屋
儀兵衛、同田中屋惣助、同萬屋九兵衛、同秋田屋藤兵

衛、大坂塩屋平助。

印記：若山書林阪本屋大二郎・紀陽書林池田屋平兵
衛・本居文庫。

備考：巻末に西遊記2編、東遊記2編、同3編の広告
あり。

Y1303－005－01　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記後編1

（1797年）

221×154ミリ5巻5冊16丁整版
題籏：原・諸国奇談東遊記後篇一表紙：原・藍色無
地

構成：目録2、本文14
刊記：南難子著（巻頭）。

印記：紀州若山銭喜・本居文庫。

備考：朱書書入あり。前表紙にr三十六番後編全五冊」
（貼紙）と「東遊記」（下ヶ札）

Y1303－005－02　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記後編2

（1797年）

221×155ミリ15丁整版
題簸：原・諸国奇談東遊記後篇二表紙：原・藍色無
地

印記：紀州若山銭喜・本居文庫。

Y1303－005－03　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記後編3

（1797年）

220×154ミリ16丁整版
題簸：原・諸国奇談東遊記後篇三表紙：原・藍色無
地
印記：紀州若山銭喜・本居文庫。

Y1303－005－04　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記後編4

（1797年）

222×155ミリ17丁整版
題簸：原・諸国奇談東遊記後篇四表紙：原・藍色無
地
印記：紀州若山銭喜・本居文庫。

Y1303－005－05　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談東遊記後編5

寛政9（1797）

221×155ミリ20丁整版
題簸1原・諸国奇談東遊記後篇五表紙：原・藍色無
地
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Y1303－007－05　　　　　　　　　　　名所図会

［木曽路名所図会　4］

（1805年）

262×183ミリ67丁整版
題簸：原・木曽路名所圖會五（絹）表紙：後・檀紙打
曇りに馬（手書き）

構成：中扉1、目録2、本文64
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1303－007－06　　　　　　　　　　　名所図会

［木曽路名所図会　5］

（1805年）

263×184ミリ42丁整版
題簸：原・木曽路名所圖會六（絹）表紙：後・檀紙打
曇りに馬（手書き）

構成：中扉1、目録1、本文40
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1303－007－07　　　　　　　　　　　名所図会

［木曽路名所図会　6］

文化2（1805）

262×185ミリ47丁整版
題籏：原・木曽路名所圖會七（絹）表紙：後・檀紙打
曇りに馬（手書き）

構成：中扉1、目録3、本文41、践（平安画工法橋西邨
中和）、名所記・名所図会惣目録2

刊記：享和二年戊正月吉目京都書林小川多左衛門・大
阪書林柳原喜兵衛・高橋平助・森本多助、文化二年乙
丑三月大阪書林和泉屋源七・河内屋儀助・今津屋辰三
郎・和泉屋久右衛門・塩屋喜助、京都書林小川多左衛
門・著屋儀兵衛・升屋藤兵衛・菱屋三郎右衛門・越後屋

清太郎・美濃屋小兵衛・西村吉兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1303－008（1）

［西上録］

天保14（1843）

227×151ミリ2巻2冊（1冊に合綴〉27丁整版
題籏1原・西上録革表紙：原・薄茶色無地
刊記：金城用九（巻頭）、可也簡堂（柱刻）。

印記：三井文庫。

備考：江戸から姫路。

Y1303－008（2）

［鷹従十日記］

天保14（1843）

4丁

備考：江戸から目光。後ろ表紙に「雑書十六番」（下ケ
札）。

紀行

3．地誌／04．西日本1

×0304－001（1）

［西遊記拾遺　上］

天明1（1781）

Y1303－006－06　　　　　　　　　　　名所図会

東海道名所図会　6
寛政9（1797）

254×179ミリ83丁整版
題籏1原・東海道名所圖會六表紙：後・白色：卍繋ぎ
型押し

構成：目録3、本文75、践2（寛政九歳次丁巳穐九月平
安秋里擁罵）、大坂心斎橋博労町群玉堂河内屋茂兵
衛広告3

刊記1寛政九丁巳載十一月書林浪花榊原喜兵衛・京師
田中庄兵衛・出雲寺文次郎・小川多左衛門・殿為八・今

井喜兵衛・武村甚兵衛・枡谷市兵衛・東都須原茂兵衛・

前川六左衛門・小林新兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：欄外に「ハリク」「伊澤彫」、後ろ表紙に「積慶堂」
（墨書）。

Y1303－007－01　　　　　　　　　　　名所図会
［木曽路名所図会　1上］

（1805年）

262×183ミリ6巻6冊（7冊に文冊）40丁整版
題籏：原・木曽路名所圖會壷（絹）表紙：後・檀紙打
曇りに馬（手書き）

構成：中扉1、序8（文化二乙丑三月文章博士菅原尚長
卿松箔斎主人・文化二年二月富士谷成元・文化元きの

へ子の九月秋里擁罵）、凡例1、目録1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印十五／七冊」（下ヶ札）。鉄に入る。

Y1303－007－02　　　　　　　　　　　名所図会
［木曽路名所図会　1下］

（1805年）

262×183ミリ42丁整版
題簸：原・木曽路名所圖會二（絹）表紙：後・檀紙打
曇りに馬（手書き）

構成＝中扉1、本文41

印記1宗辰所集・三井家3。

Y1303－007－03　　　　　　　　　　　名所図会

［木曽路名所図会　2］
（1805年）

262×183ミリ63丁整版
題簸：原・木曽路名所圖會三（絹）表紙：後・檀紙打
曇りに馬（手書き）

構成1中扉1、目録2、本文60
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1303－007－04　　　　　　　　　　　名所図会

［木曽路名所図会　3］

（1805年）

263×183ミリ50丁整版
題簸：原・木曽路名所圖會四（絹）表紙：後・檀紙打
曇りに馬（手書き）

構成：中扉1、目録2、本文47
印記：宗辰所集・三井家3。



XO304－002－05　　　　　　　　　　　　　紀行

西遊雑記　5
天保4（写）（1833）

270×183ミリ31丁写本
題籏：原・西遊雑記五表紙：後・薄藍色：布目地に小

葵型押し
構成：本文29（黄微山人古松軒辰草稿）、書写奥1（天
保四年巳六月十二目青東斎菊栄六十有一書）、遊紙1
印記：小島文庫・宗辰所集・三井家3。

道中記XO304－003－01（1）

［西遊雑記　．1］

270×182ミリ7巻7冊（3冊に合綴〉28丁写本
題籏：原・西遊雑記上表紙：後・薄茶色無地

構成：遊紙1、本文27
印記二水野蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：備中から鹿児島。紙の族に入る。

XO304－003－01（2）

［西遊雑記　2］

31丁写本

XO304－003－01（3）

［西遊雑記　3］

28丁写本

XO304－003－02（1）

［西遊雑記　4］

270×182ミリ30丁写本
題籏：原・西遊雑記中表紙：後・薄茶色無地

構成：遊紙1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

XO304－003－02（2）

［西遊雑記　5］

29丁写本

XO304－003－03（1）

［西遊雑記　6］

270×182ミリ37丁写本
題籏：原・西遊雑記下表紙：後・薄茶色無地

構成：遊紙1、本文36
刊記：古松軒草稿（巻頭）、先君奉命編修地志数十年
座右常有輿図紀行等諸書余自少時耳標目染類知愛好
近者濫竿教識学庫書籍皆得縦覧此書亦其一也、書体
簡質不華蓋幾乎記實遂録存之回憶先君亦借置此書
之時約可三十年漂湘依然今昔頓変為之凄然壬暢月念
ハ裏松老迂火閣上所實先君月忌之辰云（朱書巻
末）。
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236×167ミリ3巻3冊（1冊に合綴）38丁写本
題簸：後・西遊記拾遺全（墨書打付）表紙：原・薄茶

色無地
構成：目録1、本文37
刊記：橘南渓春暉著（巻頭）。

印記二宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ三百光七1一巻」（下ヶ札）、後ろ表紙

見返しにr西遊記拾遺」（下ヶ札）。裏表紙見返しに書蝉

出雲寺の符牒がある。三井ラベル「G940・10」

XO304。001（2）

［西遊記拾遺　中］

（1781年）

43丁
構成：目録1、本文42

XO304－001（3）

［西遊記拾遺　下］

（1781年）

24丁
構成：目録1、本文23

XO304－002－01　　　　　　　　　　　　紀行

西遊雑記　1

（1833年）

270×183ミリ5巻5冊42丁写本
題簸：原・西遊雑記一表紙：後・薄藍色：布目地に小

葵型押し
刊記：備中古河辰著（巻頭）。

印記：小島文庫・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ三十六」（貼紙）。

XO304－002－02　　　　　　　　　　　　紀行

西遊雑記　2

（1833年）

270×184ミリ46丁写本
題籏：原・西遊雑記二表紙：後・薄藍色：布目地に小

葵型押し
印記：小島文庫・宗辰所集・三井家3。

XO304－002－03　　　　　　　　　　　　紀行

西遊雑記　3

（1833年）

270×183ミリ36丁写本
題簸：原・西遊雑記三表紙：後・薄藍色：布目地に小

葵型押し
印記：小島文庫・宗辰所集・三井家3。

XO304－002－04　　　　　　　　　　　　紀行

西遊雑記　4

（1833年）

270×184ミリ26丁写本
題簸：原・西遊雑記四表紙：後・薄藍色：布目地に小

葵型押し
印記：小島文庫・宗辰所集・三井家3。



印記二宗辰所集・三井家3。

XO304－003－03（2）

［西遊雑記　7］

34丁写本

Y1304－001－01　　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記　1
（1795年）

223×159ミリ5巻5冊23丁整版
題簸：原・諸國奇談西遊記一表紙：原・覗色無地
構成：序4（閑田子葛蹟）、凡例1（南難）、目録1、本文

17

印記：書林池平・若山書林阪本屋大二郎・本居文庫。

備考：前表紙に「三百九十九番全部五冊」と「池平・卯
辰午未」（貼紙）。

Y1304－001－02　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記　2
（1795年）

224×159ミリ17丁整版
題簸：原・諸國奇談西遊記二表紙：原・覗色無地
印記：書林池平・若山書林阪本屋大二郎・本居文庫。

備考：最終丁に書き入れがある。

Y1304－001－03　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記　3
（1795年）

223×159ミリ19丁整版
題簸：原・諸國奇談西遊記三表紙：原・覗色無地
印記：書林池平・若山書林阪本屋大二郎・本居文庫。

備考：11丁裏に書き入れがある。

Y1304－001－04　　　　　　　　　　　　，名所記

諸国奇談西遊記　4
（1795年）

224×159ミリ23丁整版
題籏：原・諸國奇談西遊記四表紙：原・覗色無地
印記：書林池平・若山書林阪本屋大二郎・本居文庫。

Y1304－001－05　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記　5
寛政7（1795）

223×159ミリ23丁整版
題簸：原・諸國奇談西遊記五表紙：原・覗色無地
刊記：寛政七年卯三月書林著屋儀兵衛・萬屋九兵衛・

金屋惣助・穐田屋藤兵衛・田中屋惣助・大坂塩屋平
助。

印記：書林池平・若山書林阪本屋大二郎・本居文庫。

Y1304－002－01

諸国奇談西遊記続編　1
（1798年）

224×159ミリ5巻5冊19丁整版

名所記

3．地誌3．地誌104．西日本／〔177〕

題籏＝原・諸國奇談西遊記績篇一表紙：原・浅花田
色無地
構成：序3（閑田子葛蹟）、目録2、本文14
印記：澤の利・O印・河太（後ろ表紙見返し裏）・本居文
庫。

Y1304－002－02　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記続編　2
（1798年）

224×159ミリ19丁整版
題簸：原・諸國奇談西遊記績篇二表紙：原・浅花田
色無地
構成：目録1、本文18

印記：澤の利・O印・本居文庫。

備考：目録と初丁丁間に切紙1（「柳橋麹町七丁めの
石橋を云…」と墨書）がある。

Y1304－002－03　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記続編　3
（1798年）

224×159ミリ18丁整版
題叢：原・諸國奇談西遊記績篇三表紙1原・浅花田
色無地
構成：目録1、本文17

印記：澤の利・O印・本居文庫。

Y1304－002－04　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記続編　4
（1798年）

225×159ミリ19丁整版
題簸：原・諸國奇談西遊記績篇四表紙：原・浅花田
色無地
構成：目録1、本文18

印記：澤の利・O印・本居文庫。

Y1304－002－05　　　　　　　　　　　　名所記

諸国奇談西遊記続編　5
寛政10（1798）

223×159ミリ19丁整版
題簸：原・諸国奇談西遊記績篇五表紙＝原・浅花田
色無地
構成：目録1、本文18

刊記：寛政十年午六月吉目　大坂書雛吉文字屋市左
衛門・藤屋弥兵衛・監屋平助、京都書緯秋田屋藤兵
衛・萬屋九兵衛・田中屋惣助・著屋儀兵衛。

印記：澤の利・O印・本居文庫。

備考1刊記のところにr春秋左氏捷覧・橘窓茶話大坂
心斎橋通南久宝寺町高橋平助梓」の広告切紙貼付。

Y1304－003－01　　　　　　　　　　　　　紀行
［筑紫紀行　1］

（1806年）

227×158ミリ10巻10冊32丁整版
題簸：後・筑紫紀行　一（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
構成：序3（享和二年八月尾張菱屋平七）、本文29
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印記：宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙に「ホ十七」（貼紙）と「ホ印十七／十冊」
（下ケ札）。

Y1304－003－02　　　　　　　　　　　　紀行
［筑紫紀行　2］

（1806年）

228×159ミリ23丁整版
題籏：後・筑紫紀行　二（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－03　　　　　　　　　　　　紀行
［筑紫紀行　3］

（1806年）

228×158ミリ22丁整版
題簸1後・筑紫紀行　三（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－04　　　　　　　　　　　　紀行

［筑紫紀行　4］

（1806年）

228×158ミリ29丁整版
題簸：後・筑紫紀行　四（墨書）表紙1後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－05　　　　　　　　　　　　紀行
［筑紫紀行　5］

（1806年）

228×159ミリ19丁整版
題篭：後・筑紫紀行　五（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－06　　　　　　　　　　　　紀行
［筑紫紀行　6］

（1806年）

227×158ミリ23丁整版
題簸：後・筑紫紀行　六（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－07　　　　　　　　　　　　紀行
［筑紫紀行　7］

（1806年）

228×158ミリ34丁整版
題簸＝後・筑紫紀行　七（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－08

［筑紫紀行　8］

（1806年）

紀行

228×158ミリ23丁整版
題簸：後・筑紫紀行　八（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－09　　　　　　　　　　　　紀行
［筑紫紀行　9］

（1806年）

228×158ミリ23丁整版
題簸：後・筑紫紀行　九（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1304－003－10　　　　　　　　　　　　　紀行

［筑紫紀行　10］

文化3（1806）

228×158ミリ23丁整版
題簸：後・筑紫紀行　十（墨書）表紙：後・黄色：布目

地に網目型押し
構成1本文21、賊2（文化丙寅九月吉田重房）
刊記：文化三年丙寅九月　書蝉京都梶川七郎兵衛・同

吉田新兵衛・大阪河内屋太助・同敦賀屋九兵衛・江戸
鶴屋喜右衛門・永楽屋五兵衛・名古屋風月堂孫助・同

永楽屋東四郎。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO310－001　　　　　　　　　　　　　　　蝦夷

［蝦夷談筆記］

宝永7（1710）

245×172ミリ1巻1冊29丁写本
題籏：剥離表紙：後・秘色・無地

刊記：寳永七年寅七月記干松前寓居東野菅俊伽縄
甫。

印記：艮岳院・三井文庫。

備考：下小口に「蝦夷軍談」（墨書）。

XO310－002　　　　　　　　　　　　　　　蝦夷

蝦夷志
享保5（序）（1720）

267×196ミリ1巻1冊28丁写本
題籏：原・蝦夷志完表紙：原・雲母引き・雲形藍色刷

り
構成：序3（享保庚子正月庚寅源君美）、本文15、函

10
印記：泉蔵書・宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙に「ホ四百九十二」（貼紙）と「揖五ノ函」
（貼紙）と「○（朱）ホ印1四百九十二／壱冊」（下ヶ札）。

XO310－003－01　　　　　　　　　　　蝦夷・紀行

北海随筆乾
元文2（1737）

271×195ミリ2巻2冊25丁写本
題簸：原・北海随筆乾表紙：原・藍色・雷文に牡丹唐

草

刊記：元文二年未初夏。
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XO310－005－01　　　　　　　　　　　　蝦夷
蝦夷草紙　1

（1798年）

261×185ミリ5巻5冊22丁写本
題簸：原・蝦夷草紙一表紙：原・卍繋ぎ地・横刷毛目
構成：凡例6、本文16

刊記：最上徳内常矩著。

印記：田専（黒印）・総□舎蔵書印・総□蔵書之印・宗辰

所集・三井家3。

備考：前表紙に「共五冊」（墨書）、後ろ表紙に「蝦夷草
紙」（下ヶ札）

XO310－005－02　　　　　　　　　　　　蝦夷
蝦夷草紙　2

（1798年）

260×185ミリ21丁写本
題簸：原・蝦夷草紙二表紙：原・卍繋ぎ地・横刷毛目
印記：田専（黒印）・総□舎蔵書印・総［コ蔵書之印・宗辰

所集・三井家3。

XO310－005－03　　　　　　　　　　　　蝦夷
蝦夷草紙　3

（1798年）

261×185ミリ34丁写本
題籏：原・蝦夷草紙三表紙：原・卍繋ぎ地・横刷毛目
印記：田専（黒印）・総［コ舎蔵書印・総□蔵書之印・宗辰

所集・三井家3。

XO310－005－04　　　　　　　　　　　　　蝦夷

蝦夷草紙　4

（1798年）

261×185ミリ16丁写本
題簸：原・蝦夷草紙四表紙：原・卍繋ぎ地・横刷毛目
印記：田専（黒印）・総□舎蔵書印・総□蔵書之印・宗辰

所集・三井家3。

XO310－005－05　　　　　　　　　　　　蝦夷
蝦夷草紙　5

寛政10（写）（1798）

262×182ミリ17丁写本
題簸：原・蝦夷草紙五表紙1原・卍繋ぎ地横刷毛目
刊記：寛政十戊午年初夏宮木主膳多龍（書写奥書）。
印記：田専（黒印）・総□舎蔵書印・総□蔵書之印・宗辰

所集・三井家3。

蝦夷・紀行XO310－006（1
［松前紀行］

印記：恒野・宗辰所集・三井家3。

備考：貸本屋の貼紙あり。「かうの」（墨書）。前表紙に

「□〇二百七十三」（貼紙）と「○（朱）□／二百七十三1　

巻」（下ヶ札）。

XO310－003－02　　　　　　　　　　蝦夷・紀行

北海随筆　坤

元文4（1739）

272×195ミリ30丁写本
題籏1原・北海随筆坤表紙：原・藍色・雷文に牡丹唐
草

印記：恒野・宗辰所集・三井家3。

備考：夷言のあとに、r北海随筆後編松前家系シャク
シャイン討取軍書」がある。

XO310－004－01　　　　　　　　　　　　　蝦夷

蝦夷松前烏　1［別名：北海随筆］

明和1（識語）（1764）

231×160ミリ5巻5冊19丁写本
題簸1原・蝦夷松前烏一表紙：原・横刷毛目（丁字引
き）

構成：目録、本文、遊紙1

刊記：明和紀元甲申秋八月鳩浜山人（識語〉。坂倉源
次郎著。。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙にrO（朱）ホ印四百十八／五冊」（下ヶ札）。

XO310－004－02　　　　　　　　　　　　　蝦夷

蝦夷松前鳥　2［別名；北海随筆］

（1764年）

230×159ミリ15丁写本
題簸：原・蝦夷松前烏二表紙：原・横刷毛目（丁字引
き）

構成1遊紙1、本文14
印記：宗辰所集・三井家3。

XO310－004－03　　　　　　　　　　　　　蝦夷

蝦夷松前鳥　3［別名＝北海随筆］

（1764年）

231×159ミリ14丁写本
題籏：原・蝦夷松前烏三表紙：原・横刷毛目（丁字引
き）

構成：遊紙1、本文13

印記：宗辰所集・三井家3。

XO310－004－04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝦夷

蝦夷松前烏　4［別名＝北海随筆］

（1764年）

230×159ミリ17丁写本
題籏二原・蝦夷松前烏四表紙：原・横刷毛目（丁字引
き）

構成：遊紙1、本文17

印記1宗辰所集・三井家3。

蝦夷

北海随筆］

XO310－004－05

蝦夷松前烏　5［別名



261×182ミリ4巻4冊34丁整版
題簸：原・北蝦夷圖説惣説部一表紙：原・朱色・唐
草文型押し・っや出し

構成：序3（嘉永七年甲寅十月江戸益堂鈴木善教）、凡

例2、本文29
刊記：常陸間宮倫宗口述・備中秦貞兼編、橋本玉蘭
斎画。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ五百五十四」（貼紙）と「ホ印／五百五

十四1四冊」（下ヶ札）。

Y1310－001－02　　　　　　　　　　　　蝦夷

北蝦夷図説　2
（1855年）

261×183ミリ26丁整版
題簸＝原・北蝦夷圖説南方初島部二表紙：原・朱
色・唐草文型押し・っや出し

刊記：重探斎画。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－001－03　　　　　　　　　　　　蝦夷

北蝦夷図説　3
（1855年）

261×182ミリ30丁整版
題籏：原・北蝦夷圖説南方初島部ヲロツコ夷部　三
表紙：原・朱色・唐草文型押し・つや出し

刊記：重探斎画。
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1310－001－04　　　　　　　　　　　　蝦夷

北蝦夷図説　4
安政2（1855）

262×182ミリ37丁整版
題簸：原・北蝦夷圖説スメレンクル夷部・附録四尾
表紙：原・朱色・唐草文型押し・つや出し

構成：本文36、賊1
刊記：橋本玉蘭斎画・安政二年乙卯四月刻成江戸書
物問屋目本橋通北十軒店播磨屋勝五郎発行。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：巻末に広告がある。

Y1310－002－01　　　　　　　　　　　蝦夷・紀行

唐太日記　上
（1860年）

255×178ミリ2巻2冊28丁整版
題籏：原・唐太目記上表紙：原・黄色1小菊型押し
構成：例言2（安政四丁巳の騰月中秋之詠箱館の僑舎

にしるす）、本文26

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印百三十戴冊」（下ヶ札）。

Y1310－002－02　　　　　　　　　　　蝦夷・紀行

唐太日記　下

安政7（1860）

254×177ミリ33丁整版
題籏：原・唐太目記下表紙：原・黄色：小菊型押し
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文化5（内容）（1808）

262×173ミリ2巻2冊（1冊に合綴）16丁写本
題簸：原・まつ前紀行閑之ま目記堀田正敦君表紙＝
後・丁子引き：角の七宝に花、雲中に龍型押し

構成1内表紙1、元表紙1、松前紀行74
刊記：内表紙に「堀田摂津守正敦朝臣御自筆臨書ま
つ前紀行閑之万目記　需永（花押）」。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ印五百三十二」（下ヶ札）。
XO310・006（2）［閑之満目記］も参照。

XO310－006（2）　　　　　　　　　　蝦夷・紀行

［閑之満日記］

天明6（内容）（1786）

18丁写本
題籏：原・まつ前紀行閑之ま目記堀田正敦君表紙：
後・丁子引き：角の七宝に花、雲中に龍型押し

構成：元表紙1、閑之満目記17
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ五百三十二」（貼紙）と「ホ印五百三
十二！壱冊」（下ヶ札）。書誌情報はXO310－006（1）［松前

紀行］を参照。

XO310－007－01（1）　　　　　　　蝦夷
［蝦夷風土記　2］

273×199ミリ4巻4冊（2冊に合綴）15丁写本
題簸1原・蝦夷風土紀地理之部巻之一二三表紙
原・生成

印記：多計廼舎所蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：巻1・4は欠本。前表紙にrホ三百二十八」（貼紙
と「O（朱）ホ三百廿八！二巻」（下ヶ札）。

蝦夷XO310－007－01（2）

［蝦夷風土記　3］

31丁写本
構成：法俗之部

蝦夷XO310－007－02（1）

［蝦夷風土記　5］

273×198ミリ37丁写本
題簸：原・蝦夷風土記産物之部巻之五六表紙：原
生成
印記：多計廼舎所蔵・宗辰所集・三井家3。

蝦夷XO310－007－02（2）

［蝦夷風土記　6］

15丁写本
構成：赤夷雑記

蝦夷Y1310－001－01

北蝦夷図説　1
（1855年）


