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229×161ミリ16丁整版
題籏：後・六（打付）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文15

印記1宗辰所集・三井家3。

Y1363－003－07　　　　　　　　　　　　　摂津
［撮陽群談　7］

（1701年）

229×160ミリ37丁整版
題簸：後・七（打付）、原・方簸表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文36

印記：宗辰所集・三井家3。

摂津Y1363－003－08

［撮陽群談　8】

（1701年）

230×160ミリ35丁整版
題簸：後・八（打付）表紙：原・覗色無地

構成＝目録1、本文34

印記：宗辰所集・三井家3、ほか1。

摂津Y1363－003－09

撮陽群談　9

（1701年）

230×161ミリ77丁整版
題簸：原・振陽群談九表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文76

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：墨書書入あり

Y1363－003－10　　　　　　　　　　　　　摂津

撮陽群談　10
（1701年）

230×161ミリ45丁整版
題籏：原・撮陽群談十（方簸共）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文44

印記：宗辰所集・三井家3。

摂津Y1363－003。11

［撮陽群談　11］

（1701年）

229×160ミリ74丁整版
題簸：後・十一（打付）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文73

印記：宗辰所集・三井家3。

摂津Y1363－003－12

［撮陽群談　12］

（1701年）

229×160ミリ83丁整版
題簸：後・十二（打付）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文82

印記1宗辰所集・三井家3。

印記1宗辰所集・三井家3。

Y1363－002－06　　　　　　　　　　　　　和泉

［泉州志　6】

（1700年）

272×184ミリ41丁整版
題簸：原・泉州志六目根郡下表紙1後・藍色無地
構成：目録2、本文32、未考4、賊3（鍮伽金剛乗沙門
契沖）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－003－01　　　　　　　　　　　　　摂津

撮陽群談　1

（1701年）

230×159ミリ17巻17冊29丁整版
題籏：原・撮陽群［コー（方簸共）表紙：原・覗色無地

構成：序7（元禄戊寅孟秋菊池新三郎・摂西陳人岡田

氏渓志自序）、目録2、引書1、本文19
印記二河元・満啓・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ五十一」（貼紙）、メモ「C242」

摂津Y1363－003－02

［撮陽群談　2］

（1701年）

228×159ミリ27丁整版
題簸：後・二（打付）表紙：原・覗色無地

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－003－03　　　　　　　　　　　　摂津
振陽群談　3

（1701年）

228×159ミリ52丁整版
題簸：原・撮陽群談三（方籏共）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文51

印記：宗辰所集・三井家3。

摂津Y1363－003－04

［撮陽群談　4】

（1701年）

228×160ミリ36丁整版
題簸：後・四（打付）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文35
印記：満啓・宗辰所集・三井家3。

Y1363－003－05　　　　　　　　　　　　　摂津

撮陽群談　5

（1701年）

229×160ミリ24丁整版
題簸：原・振陽群談五（方簸共）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文23
印記：満啓・宗辰所集・三井家3。

摂津Y1363－003－06

［撮陽群談　6］

（1701年）
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Y1363－003－13　　　　　　　　　　　　　摂津

［撮陽群談　13］

（1701年）

230×160ミリ44丁整版
題簸：原・□□□□□三表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文43
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1363－003－14　　　　　　　　　　　　　摂津

［撮陽群談　14］

（1701年）

229×159ミリ62丁整版
題簸：原・撮陽群□（方簸共）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文61
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1363－003－15　　　　　　　　　　　　　摂津

撮陽群談　15
（1701年）

230×161ミリ36丁整版
題籏：原・撮陽群談十五表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文35
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1方籏は丁間にあり、

Y1363－003－16　　　　　　　　　　　　　　　　摂津

掻陽群談　16
（1701年）

230×160ミリ30丁整版
題簸：原・□□□談十六（方簸共）表紙二原・覗色無地

構成：目録1、本文29
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－003－17　　　　　　　　　　　　　摂津

［撮陽群談　17］

元禄14（1701）

230×160ミリ35丁整版
題籏：後・十七（打付）表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文32、践2（元禄十四辛巳年孟春難波

陳人高岡氏旋容）
刊記＝元禄十四辛巳季夏開板撮州大坂中之嶋和泉
屋伊右衛門・城州京三条姉小路池内次兵衛・武州江戸
目本橋南一町目升屋五郎右衛門・彫工大坂真斎橋筋
五郎右衛門・画工天満大工町植木庄蔵・加筆大坂西高

津町小西次郎右衛門・加筆大坂中之嶋山縣甚助・同同

所林且右衛門・同同所鮭常三掻西陳人岡田氏陸助
誌之。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1363－004　　　　　　　　　　　　摂津・名所記

［津の国天王寺古今名所付］

（宝永6）（1709）

276×443ミリー枚物1丁整版
題簸：なし表紙：なし
刊記：「…宝永六年迄九十六年なり」（欄外）、北村仁

右衛門。

印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考1三井ラベル「K620・新・177」全面裏打ち。酸性紙

の台紙に糊付けされているため取扱注意。

Y1363－005（1）　　　　　　　　　　摂津・名所記

［兵庫名所記　上］

（1710年）

228×159ミリ2巻2冊（1冊に合綴）34丁整版
題籏＝原・掻西兵庫名所記上下（下は墨書）表紙：
原・藍色無地
構成：序1（宝永庚寅艸澤医生）、凡例1、方角大概図1、

上目録2、本文25、追加4
印記：本居文庫。

備考：書入あり。

Y1363－005（2）　　　　　　　　　摂津・名所記

［兵庫名所記　下］

宝永7（1710）

26丁整版
構成：下目録2、本文23、践1（宝永七庚寅八月良且
植田下省子）

刊記：大坂書林向井庄三郎摂州兵庫津菊屋新右衛
門。

Y1363－006－01（1）　　　　　　　　　　　　河内

［白本輿地通志　27　河内志］

（1735年）

17巻17冊（3冊に合綴）9丁整版
題簸：原・日本輿地通志河内志一之五表紙：原・藍
色卍繋ぎ型押し

構成：図1、巻27本文8
刊記：越州関祖衡纂輯、丹州井河永校、勢州野呂実父
校、撮州海北千之校、河州寺田保正校、河州神田祐世

校、豆州中井知徳校。
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1363－006－01（2）

［日本輿地通志　28　河内志］

（1735年）

5丁整版

Y1363－006－01（3）

［日本輿地通志　29　河内志］

（1735年）

7丁整版

Y1363－006－01（4）

［日本輿地通志　30　河内志］

（1735年）

6丁整版

Y1363－006－01（5）

［日本輿地通志　31　河内志］

（1735年）

2丁整版

河内

河内

内河

河内



Y1363－006－02（1）　　　　　　　　　　　河内

［日本輿地通志　32　河内志］
（1735年）

3丁整版
題簸：原・目本輿地通志河内志六之十二表紙：原・
藍色卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1363－006－02（2）

［日本輿地通志　33　河内志］
（1735年）

3丁整版

Y1363－006－02（3）

［日本輿地通志　34　河内志］
（1735年）

4丁整版

Y1363－006－02（4）

［日本輿地通志　35　河内志］
（1735年）

3丁整版

Y1363－006－02（5）

［日本輿地通志　36　河内志］
（1735年）

5丁整版

Y1363－006－02（6）

［日本輿地通志　37　河内志］
（1735年）

5丁整版

Y1363－006－02（7）

［日本輿地通志　38　河内志］
（1735年）

5丁整版

Y1363－006－03（1）

［日本輿地通志　39　河内志］
（1735年）

3丁整版

河内

河内

河内

河内

河内

河内

河内

題簸：原・日本輿地通志河内志十三之十七表紙：
原・藍色卍繋ぎ型押し

印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1363－006－03（2）

［日本輿地通志　40　河内志］
（1735年）

6丁整版

Y1363－006－03（3）

［日本輿地通志　41　河内志］

河内

河内

3．地　誌　3．地誌／63．大阪府1　〔303〕

（1735年）

5丁整版

Y1363－006－03（4）

［日本輿地通志　42　河内志］
（1735年）

5丁整版

河内

Y1363－006－03（5）　　　　　　　　　　　河内

［日本輿地通志　43　河内志］

享保20（1735）

3丁整版
刊記：享保二十年乙卯初春吉旦京師書舗六角通御
幸町茨城多左衛門錨、江府書舗　目本橋南二町目小
川彦九郎。

Y1363－007－01（1）　　　　　　　　　　　和泉

［日本輿地通志　44　和泉志］
（1736年）

272×184ミリ5巻5冊（2冊に合綴）7丁整版
題籏：原・目本輿地通志和泉志一之三表紙：原・藍
色卍繋ぎ型押し

構成：図1、巻44本文6
刊記：越州関祖衡纂輯、丹州井河永校、勢州野呂実父
校、撮州海北千之校、河州寺田保正校、泉州南良校、
豆州中井知徳校。

印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1363－007－01（2）

［日本輿地通志　45　和泉志］
（1736年）

10丁整版

Y1363－007－01（3）

［日本輿地通志　46　和泉志］
（1736年）

9丁整版

和泉

和泉

Y1363－007－02（1）　　　　　　　　　　　和泉

［日本輿地通志　47　和泉志］
（1736年）

272×184ミリ7丁整版
題簸：原・目本輿地通志和泉志四之五表紙：原・藍
色卍繋ぎ型押し
印記：神谷蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1363－007－02（2）　　　　　　　　　　　和泉

［日本輿地通志　48　和泉志］

享保21（1736）

11丁整版
刊記＝享保廿一年丙辰晩春吉旦、浪華書舗心斎橋南
萱町目松村九兵衛鏑、京師書舗六角通御幸町茨城多
左衛門、江府書舗日本橋南二町目小川彦九郎。



摂津

摂津志］

Y1363－008－03（3）

［日本輿地通志　57
（1735年）

4丁整版

Y1363－008－04（1）　　　　　　　　　　　摂津

［日本輿地通志　58　摂津志］

（1735年）

270×182ミリ6丁整版
題簸：原・目本輿地通志撮津志十之十三表紙：原
藍色卍繋ぎ型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

摂津

摂津志］

Y1363－008－04（2）

［日本輿地通志　59
（1735年）

5丁整版

摂津

摂津志］

Y1363－008－04（3）

［日本輿地通志　60
（1735年）

8丁整版

Y1363－008－04（4）　　　　　　　　　　　摂津

［日本輿地通志　61　摂津志］

享保20（1735）

4丁整版
刊記：享保二十年乙卯仲冬吉旦浪華書舗心斎橋南
壷町目松村九兵衛鏑、京師書舗六角通御幸町茨城多
左衛門、江府書舗目本橋南二町目小川彦九郎。

Y1363－009　　　　　　　　　　摂津・案内記

多田温泉記　付録諸国温泉考

安永9（1780）
228×163ミリ2巻2冊（1冊に合綴）16丁整版
題籏1原・□田温泉記全附録諸國温泉考表紙：原・
香色無地
構成：序1（安永八己亥の季秋目高圭石牛居士）、図1

本文9、付録6
刊記：湖東馬淵医圭編・男駿斎校、安永九年庚子孟秋

掻州多田湯元行事、大坂心斎橋南へ三丁目正本屋小
兵衛・京都寺町通松原下ル町梅村市兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝前表紙に「ホニ百五十九」（貼札）と「ホニ百五十

九！一巻」（下ヶ札）

Y1363－010－01　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　1］

（1798年）

256×183ミリ9巻9冊（12冊に分冊）73丁整版
題籏：原・摂津名所圖會住吉郡一表紙1原・覗色無
地
構成：序5（寛政きのえとらのとしのはる・中山前大納言

愛親）、凡例1、目録2、本文65
備考：下小口に「摂津名所圖會一」（墨書）。

誌3．地〔304〕

Y1363－008－01（1）　　　　　　　　　　　　摂津

［日本輿地通志　49　摂津志］

（1735年）

272×181ミリ13巻13冊（4冊に合綴）12丁整版
題籏：原・目本輿地通志撮津志一之三表紙：原・藍
色卍繋ぎ型押し

構成：図1、巻49本文11
刊記＝越州関祖衡纂輯、丹州井河永校、勢州野呂実父
校、擾州海北千之校、撮州細見成信校、掻州久保重宜
校。

印記：宗辰所集・三井家3。

摂津

摂津志］

Y1363－008－01（2）

［日本輿地通志　50
（1735年〉

9丁整版

摂津

摂津志］

Y1363－008－01（3）

［日本輿地通志　51
（1735年）

12丁整版

Y1363－008－02（1）　　　　　　　　　　聖摂津

［日本輿地通志　52　摂津志］

（1735年）

272×182ミリ13丁整版
題簸：原・目本輿地通志撮津志四之六表紙：原・藍
色卍繋ぎ型押し
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：大坂湾の図（切紙1）あり。

摂津

摂津志］

Y1363－008－02（2）

［日本輿地通志　53
（1735年）

6丁整版

摂津

摂津志］

Y1363－008－02（3）

［日本輿地通志　54
（1735年）

7丁整版

Y1363－008－03（1）　　　　　　　　　　　摂津

［日本輿地通志　55　摂津志］

（1735年）

270×182ミリ7丁整版
題簸＝原・目本輿地通志掻津志七之九表紙：原・藍
色卍繋ぎ型押し
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：巻57の4丁は落丁。

摂津

摂津志］

Y1363－008－03（2）

［日本輿地通志　56
（1735年）1

12丁整版
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備考：罫外に「京伊澤又次□」。下小口に「摂津名所圖
會六上」（墨書）。

Y1363－010－08　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　6下］

（1798年）

255×182ミリ46丁整版
題籏：原・摂津名所圖會河邊郡六下表紙：原・覗色
無地
備考：下小口に「摂津名所圖會六下」（墨書）

Y1363－010－09　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　7上］

（1798年）

255×182ミリ43丁整版
題簸：原・摂津名所圖會矢田部郡上表紙：原・覗色
無地
構成：目録3、本文40
備考：罫外に「ヒグチ」。下小口に「摂津名所圖會矢田部
郡上」（墨書）。

Y1363－010－10　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　7下］
（1798年）

255×182ミリ50丁整版
題簸：原・摂津名所圖會矢田部郡下表紙：原・覗色
無地
備考：罫外に「ヒグチ」「ハリク」。下小口に「摂津名所圖
會」（墨書）。

Y1363－010－11　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　8］

（1798年）

255×182ミリ57丁整版
題簸1原・摂津名所圖會武庫郡菟原郡表紙＝原・覗
色無地
構成：目録2、本文55

備考＝罫外にrイサハ」。下小口にr摂津名所圖會武庫
郡菟原郡」（墨書）。

Y1363－010－12　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　9］

寛政10（1798）

256×182ミリ59丁整版
題簸：原・摂津名所圖會有馬郡能勢郡表紙：原・覗
色無地
構成：目録3、本文54、蹟2（寛政戊午之歳中秋平安
擁罵穐里湖夕）・広告（皇都秋里擁罵先生著述・浪花竹

原春朝斎圖画）

刊記：発行書緯江戸目本橋南壷丁目須原屋茂兵衛・同

浅草茅町二丁目同伊八・同日本橋通二丁目山城屋佐
兵衛・同芝神明前岡田屋嘉七・同両国横山町三丁目和
泉屋金右衛門・同下谷池之端仲町岡村庄助・同目本橋

通二丁目須原屋新兵衛・同芝神明前和泉屋吉兵衛・京

都三條通御幸町角吉野屋仁兵衛・尾州名古屋本町通
永楽屋東四郎・同同所菱屋藤兵衛・同同所菱屋平兵

Y1363－010－02　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　2］

（1798年）

255×181ミリ58丁整版
題簸：原・摂津名所圖會東生郡二表紙：原・覗色無
地

構成：目録1、本文57
備考：罫外に「伊澤彫」「樋口」「ハリク」「丹羽庄三」。下

小口に「摂津名所圖會」（墨書）。

Y1363－010－03　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　3］

（1798年）

255×180ミリ74丁整版
題簸：原・摂津名所圖會東生郡西成郡三表紙：原・
覗色無地
構成：目録2、本文72
備考：罫外に「井上」「丹羽庄三」「樋口」。下小口に「摂

津名所圖會三」（墨書）。

Y1363－010－04　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　4上］

（1798年）

254×180ミリ51丁整版
題籏1原・摂津名所圖會大坂部四上表紙：原・覗色
無地
構成：目録2、本文49

備考1罫外にr井上j　r伊澤彫」。下小口に「摂津名所圖
會四上」（墨書）。

Y1363－010－05　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　4下］

（1798年）

255×181ミリ36丁整版
題籏：原・摂津名所圖會大坂部四下表紙：原・覗色
無地
備考：下小口に「摂津名所圖會四下」（墨書）

Y1363－010－06　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　5］

（1798年）

255×180ミリ66丁整版
題簸：原・摂津名所圖會罵下郡罵上郡五表紙：原・
覗色無地
構成：目録3、本文63
備考1罫外にr板木師伊［コ」。下小口にr摂津名所圖會」
（墨書）。

Y1363－010－07　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　6上］
（1798年）

255×181ミリ44丁整版
題簸：原・摂津名所圖會豊罵郡河邊郡六上表紙
原・覗色無地

構成：目録3、本文41
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衛・大阪心斎橋通北久太郎町河内屋喜兵衛板。
備考：罫外に「ハリク」。下小口に「摂津名所圖會有馬郡

能勢郡」（墨書）。

Y1363－011（1）　　　　　　　　　　摂津・名所記

［摂津名所図会　4上］
［寛政10］（1789）

262×183ミリ2巻2冊（1冊に合綴）51丁整版
題籏：原・［　1名所圖會大坂部四上表紙：原・覗色無

地

構成二目録2、本文49
印記：昧岡・飯南郡松阪町外九丁村学校組合高等小学
校印・飯高飯野高等小学校・丸に三井家。

備考：内題は「摂津名所図会巻之四」。罫外に「井上」

r伊澤彫」、rイサハ」。三井呉服店の所に切紙1あり。後

ろ表紙見返し「大正十三年ロロ」印と三井ラベル
「C242・18」。

Y1363－011（2）

［摂津名所図会　4下］

（1789年）

36丁整版

津摂

Y1363－012　　　　　　　　　　　　　　摂津

難波旧地考

寛政12（1800）

267×186ミリ1巻1冊12丁整版
題籏：原・難波奮地考全表紙：原・薄花田色・布目地

型押し
構成：序2（若山某）、本文9、賊1（寛政十一己未年極
月長斎七五三）

刊記：荒木田神主久老著、寛政十二年庚申年大坂書
林敦賀屋九兵衛・柏原屋清右衛門・塩屋忠兵衛・河
内屋喜兵衛・山口屋又一・丹波屋伝兵衛。

印記：御池南書林菱屋孫兵衛、宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr槻乃落葉高津宮・長柄宮・長柄橋菖地
考」。表紙に「ホ四十」（貼紙）と「ホ四十／一巻」（下ヶ札）

Y1363－013－01　　　　　　　　　　　　　　　　摂津

浪速上古図説

寛政12（1800）

270×186ミリ2巻2冊28丁整版
題簸：原・浪速上古圖説表紙：原・浅花田色に梅型押
し

構成：序1（寛政七年）、目録1、本文26
刊記：中村直躬著述。寛政十戊午季冬十一月御免、寛

政十二年庚申季春三月大坂書舗心斎橋筋順慶町北
江入柏原屋清右衛門、同町同佐兵衛、兵庫書舗川崎
町本屋源兵衛。
印記：本居文庫。

Y1363－013－02　　　　　　　　　　摂津・地図

浪速上古図
（1800年）

270×187ミリ4丁整版
題簸：原・浪速上古圖表紙：原・浅花田色に梅型押し

印記：本居文庫。

備考：画帖仕立て

Y1363－014　　　　　　　　　　　　　　摂津

［摂州西成郡藤之宮来由略記］

281×400ミリー枚物1丁整版
題籏：後・摂州西成郡藤之宮来由略記
刊記：難波野田藤之宮。

備考：内題は「摂州西成郡野田藤名所藤之宮来由略
記」。洋紙のカバーあり、三井ラベル「C242・新・48」

Y1363－015　　　　　　　　　　　摂津・名鑑

浪花じまん

530×687ミリー枚物1丁整版
題簸：原・浪花じまん（打付）表紙：原・藍色：梅笹の絵

刊記1花廼家戯作。
印記：三井文庫。

備考：色刷り、三井ラベル「C242・26」

Y2363－001　　　　　　　　　　　摂津・重宝記

［記臆大全智恵の礎］

明治29（1896）

186×254ミリ1巻1冊49丁活版・銅板
題簸：原・記臆大全智恵の礎一名浪花土産上之巻
（金箔紙に墨書）表紙：原・天色：梅花散らし型押し

構成：口上1（閑舟）、目録1、本文47

刊記：製本師渡辺芳春堂、明治廿九年十二月二十目
印刷、同年同月廿三目発行、著作兼発行者大阪市南
区高津町三番町川原梶三郎、印刷者大阪市北区絹笠
町河内谷彦三郎、印刷所大阪市北区絹笠町河内谷印
刷所、発売者大阪市東区高麗橋四丁目脇田愛之助、
大売捌大阪市東区高麗橋筋丼池西入脇田愛文堂。レ

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：変型（2つ折部分下辺にあり）、結び綴じ。昭和7

年11月8目寄託、三井ラベルrC242・新」

3．地誌ノ64．兵庫県／

Y1364－001　　　　　　　　　　　　摂津・入湯記

［有馬温湯記］

寛文11（1671）

234×172ミリ1巻1冊24丁整版
題籏：原・有馬温湯記全道春昌（ママ）意表紙：後・藍

色無地
刊記：林道春・尾陽医官法眼堀杏庵正意著、寛文十一

辛亥年初春吉目小川伊兵衛開板。
印記：本問・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙見返しに「二宮山入蔵義翁」（墨書）。後

ろ表紙見返しに「□ロロロ」印と三井ラベル「C247・新・
5」

Y1364－002　　　　　　　　　　　但馬・道中記

［但馬湯嶋道之記　・同付録］

享保18（1733）

183×129ミリ2巻2冊（1冊に合綴）103丁整版



題簸：原・但馬湯嶋道之記表紙：後・藍色無地

構成：但馬道之記81、但馬附22
刊記1享保十七歳孟春吉辰備陽前府河合章尭記（但馬
道之記）、享保十八年仲冬吉目　書騨高麗橋一丁目浅
野弥兵衛版（巻末）。

印記：京都大勘・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙見返しの間に「但馬湯嶋道之記」（切り紙）。

昭和6年7月13目寄託、三井ラベル「C247・新・16」

Y1364－003　　　　　　　　　　　　摂津・温泉

摂津国有馬山勝景図

宝暦10（1760）

221×139ミリ1巻1冊12丁整版
題籏：原・摂津國有馬山勝景圖表紙：原・白色：流水
に紅葉型押し、松葉（刷り）

構成1題字（浪華泉必東）、図（多色刷）、温泉由来ほか

刊記：摂陽江東画者後素軒橘守國、宝暦十庚辰正月
吉目書雛大坂北久太郎町心斎橋筋丹波屋治兵衛。
印記＝宗辰所集・三井家3。
備考：折本。表紙題箋に鉛筆で抹消線と「由来」の書き
入れ。前表紙に「ホニ百六十八」（貼紙）と「ホ印二百六
十八／壱冊」（下ヶ札）。

Y1364－004　　　　　　　　　　　摂津・名勝志

有馬六景
明和7（序）（1770）

270×182ミリ1巻1冊17丁整版
題籏1原・有馬六景表紙：原・覗色：菊花（刷り）

構成＝序7（明和七庚寅年従六位下左京少進大中臣朝
臣典貞）、本文7、賊3（明和七庚寅秋九月渾成精舎松
岡雄淵）

備考：後ろ表紙に「名十一番」（下ヶ札）。

Y1364－005－01　　　　　　　　　　播磨・名所記

播州名所巡覧図絵　1

享和3（序）（1803）

257×182ミリ5巻5冊40丁整版
題籏：原・播州名所巡覧圖給一表紙：原・覗色無地
構成：序4（享和3年勉亭主人＝冨小路正三位貞直）、

凡例1、目録2、図3、本文30
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にr六四」（貼紙）。後ろ表紙見返しに古書

雛開益堂（京都）のラベル。

Y1364－005－02　　　　　　　　　　播磨・名所記

播州名所巡覧図絵　2

（1803年）

257×181ミリ53丁整版
題籏＝原・播州名所巡覧圖給二表紙：原・覗色無地
構成：目録3、本文50
印記1宗辰所集・三井家3。

Y1364－005－03

播州名所巡覧図絵　3
（1803年）

258×181ミリ42丁整版

播磨・名所記
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題簸：原・播州名所巡覧圖縛三表紙：原・覗色無地
構成：目録2、本文40

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1364－005－04　　　　　　　　　　播磨・名所記

播州名所巡覧図絵　4
（1803年）

258×181ミリ45丁整版
題簸：原・播州名所巡覧圖給四表紙1原・覗色無地
構成：目録3、本文42

印記1宗辰所集・三井家3。

Y1364－005－05　　　　　　　　　播磨・名所記

播州名所巡覧図絵　5
享和3（践）（1803）

257×181ミリ34丁整版
題籏：原・播州名所巡覧圖縛五表紙：原・覗色無地
構成：目録2、本文28、践2（享和三年癸亥春三月浪華
藍郷中直）、名所記総目録2（浪華心斎橋通唐物町書
林河内屋太助梓行）

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1364－006　　　　　　　　　　　　播磨・名勝志

［高砂詩歌］

文化11（1814）

255×182ミリ1巻1冊35丁整版
題簸：原・□□詩歌全表紙1原・白色：松葉と松毬（刷
り）

構成：序3、本文29、賊3（文化癸酉の春幸生）

刊記1文化十一季甲戌初秋発行皇都書坊林喜兵
衛・林宗兵衛・林伊兵衛・佐々木惣四郎・葛西市郎兵
衛。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ百五拾四」（貼紙）とrホ百五十四／一
巻」（下ヶ札）。

Y1364－007　　　　　　　　　　但馬・孝義録

生野銀山孝義伝

嘉永2（1849）

250×174ミリ1巻1冊43丁整版
題簸：原・生野銀山孝義傳全表紙：原・香色布目地
型押し

構成：序9（嘉永元年嘉平月浪華小竹学人篠崎弼・萩
原広道・小川式自序）、本文20、図3、開坑略記7、践4
（北漠山人橘□・岡本長之）

刊記：含章小川先生著、嘉永二年己酉正月麗澤館蔵
梓。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ル百八十一／一巻」（下ヶ札）。丁間に図

書カードの反古1枚あり。綴りハズレ。

Y1364－008　　　　　　　　　　　　摂津・名所記

須磨浦古跡記

文久4（再版）（1864）

242×170ミリ摺り物4丁整版
題籏：原・須磨浦古跡記（打付）表紙：原・生成



構成：序2P（明治24年9月重野安繹）例言3P（明治
27年竹中邦香）、引用書目3P、図1、本文142P、旅籠

料1P
刊記：明治廿七年八月廿五目印刷、明治廿七年八月
廿九目発行、著作者田中芳男（東京市本郷区金助町
七十二番地）、発行者松岡儀兵衛（兵庫県有馬郡湯山
町三十六番地）、印刷者秀英舎舎員山本□次郎（東京

市京橋区西紺屋町廿六番地）、印刷所株式会社秀英
舎。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：定価金35銭。前表紙「ホニ百七十四」（貼紙）と
rホ印二百七十四／壱冊」（下ヶ札）。

3．地誌／65．奈良県！

XO365－001－01（1）　　　　　　　　　　　　大和

［所歴日記　1］

（1664年）

291×200ミリ5巻5冊（2冊に合綴）36丁写本
題簸：原・有馬記行乾表紙：後・栗梅色：唐草に鳥型
押し

構成：遊紙1、本文35
印記二宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ四百七十一」（貼紙）と「ホ印四百七

十一／二冊」（下ヶ札）。

大和XO365－001－01（2）

［所歴日記　2］

（1664年）

37丁写本
構成：所歴目記第二37

大和XO365－001－01（3）

［所歴日記　3］

（1664年）

33丁写本
構成：十五目…32、遊紙1

XO365－001－02（1）　　　　　　　　　　　大和

［所歴日記　4］

寛文4（1664）

293×201ミリ45丁写本
題簸＝原・有馬記行坤表紙：後・栗梅色1唐草に鳥型
押し

構成：遊紙1、五月朔目奈良…44、
刊記：寛文四年七月目（石出）吉深記之。

印記：宗辰所集・三井家3。

大和XO365－001－02（2）

［所歴日記　5］

（1664年）

46丁写本
構成：七目土佐の舎里…46

〔308〕　3．地誌

刊記：延享三寅正月開板、文久四年二月再版播州須
磨浦一ノ谷（以下刷り消し）。

印記：三井文庫。

備考：パンフレット。ダンボール紙のカバーあり。三井ラベ

ノレ「C247・12」

Y2364－001－01

［重修淡路常盤艸　1・2］

（1887年）

185×125ミリ8巻8冊（4冊に合綴）50丁活版
題簸：原・重修淡路常盤艸仲野安雄著元表紙：原・
香色：丸に桐紋型押し

構成：序1（享保の年仲野安雄）、例言1、総目録・巻1

目録1、本文27、巻2目録1、本文19
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ印四十六！四冊（下ヶ札）。

Y2364－001－02

［重修淡路常盤艸　3・4］

（1887年）

186×126ミリ45丁活版
題籏：原・重修淡路常盤艸仲野安雄著亨表紙：原
香色：丸に桐紋型押し

構成：巻3目録1、本文17、巻4目録1、本文26
印記1宗辰所集・三井家3。

Y2364－001－03

［重修淡路常盤艸　5・6］

（1887年）

185×126ミリ42丁活版
題簸：原・重修淡路常盤艸仲野安雄著利表紙：原
香色：丸に桐紋型押し

構成：巻5目録1、本文17、巻6目録1、本文23
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：乱丁あり。

Y2364－001－04

［重修淡路常盤艸　7・8］

明治20（1887）

185×126ミリ46丁活版
題籏：原・重修淡路常盤艸仲野安雄著貞表紙1原・
香色：丸に桐紋型押し

構成：巻7目録1、本文21、巻8目録1、本文22、蹟1
（修竹慶嬰仲野安雄）

刊記：明治十九年十二月十目出版御届、同二十年三
月光一目出版、著者故仲野安雄、著者相続人兵庫県
士族仲野久太郎（淡路国三原郡伊加利村）、出版人兵

庫県士族広瀬永太郎（淡路国津名郡洲本下清水町八
番地）、印刷所淡路国津名郡洲本幸町淡路新聞社。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y2364－002　　　　　　　　　　　　　　　温泉

校訂有馬温泉誌

明治27（1894）

242×167ミリ1巻1冊153丁活版
題籏：原・校訂有馬温泉誌全表紙：原・覗色：檀紙
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籏1原・吉野莚山記四表紙1原・山吹色：巻雲型押

記：宗辰所集・三井家3。

考：三井ラベル「C246・新・12」

題
し
印
備

大和XO365－003－05

吉野群山記　5

7×195ミリ38丁写本
簸：原・吉野峯山記五表紙：原・山吹色：巻雲型押

26

題
し
印
備

記：宗辰所集・三井家3。

考：三井ラベル「C246・新・12」

大和XO365－003－06

吉野群山記6

267×195ミリ69丁写本
題簸：原・吉野峯山記六表紙二原・山吹色：巻雲型押
し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C246・新・12」

Y1365－001－01（1）　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　1］

（1736年）

254×181ミリ16巻16冊（4冊に合綴）20丁整版
題籏：原・目本輿地通志大和志一表紙：原・浅花田
色・卍繋ぎ型押し

構成1図1、巻1本文19
刊記：目本輿地通志畿内部大和國、享保丙辰春新鏑
平安書舗柳枝軒茨方道寿桜（封面）、越州関祖衡纂
輯・丹州並河永校・勢州野呂実父校・摂州海北千之校・
摂州久保重宜・豆州中井知徳校（巻頭）。

印記1宗辰所集・三井家3。
備考1前表紙に「ホ印五百六十四」（貼紙）と「ホ印五百
六十四！四冊」（下ヶ札）。

大禾ロ

2］

Y1365－001－01（2）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

27丁整版

Y1365－001－02（1）　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　3］

（1736年）

254×181ミリ9丁整版
題簸1原・目本輿地通志大和志二表紙＝原・浅花田
色・卍繋ぎ型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

大和
4］

Y1365－001－02（2）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

7丁整版

XO365－002－01　　　　　　　　　　　　　大和

［吉野群中物産志　上］

弘化年間（1848）

267×195ミリ2巻2冊48丁写本
題簸1原・吉野物産志上表紙：原・山吹色：巻雲型押
し

構成：目録5、本文43
刊記：紀藩源伴存記（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「和州吉野郡中物産志」。三井ラベル
rC246・新・12」

XO365－002－02　　　　　　　　　　　　　大和

［吉野群中物産志　下］

（1848年）

267×195ミリ39丁写本
題簸＝原・吉野物産志下表紙：原・山吹色：巻雲型押
し

構成＝目録4、本文35
印記：宗辰所集・三井家3。
備考1三井ラベル「C246・新・12」

大和XO365－003－01

吉野群山記　1

267×194ミリ6巻6冊47丁写本
題籏：原・吉野肇山記一表紙：原・山吹色：巻雲型押
し

構成：目録1、本文46
刊記：紀藩源伴存記（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「和州吉野郡群山記」。前表紙に「ホニ百

三十一八巻」（下ヶ札）。三井ラベルrC246・新・12」

大和XO365－003－02

吉野群山記　2

267×195ミリ52丁写本
題簸：原・吉野草山記二表紙：原・山吹色：巻雲型押
し

印記1宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C246・新・12」

XO365－003－03　　　　　　　　　　　　　大和

吉野群山記　3

267×195ミリ53丁写本
題籏：原・吉野草山記三表紙：原・山吹色1巻雲型押
し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：三井ラベル「C246・新・12」

大和XO365－003－04

吉野群山記　4

267×195ミリ65丁写本



花田色・卍繋ぎ型押し

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「目本輿地通志畿内部巻第二十四」。後ろ

表紙見返しに「浪花書林大坂東区安土町四丁目鹿田
松雲堂蔵版書目」あり。

大和

15］

Y1365－001－04（2）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

11丁整版

Y1365－001－04（3）　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　16］

享保21（1736）

9丁整版
刊記：享保二十一年丙辰初春吉旦、京師書舗六角通
御幸町茨城多左衛門鏑、江府書舗　目本橋南二町目
小川彦九郎。

Y1365－002－01　　　　　　　　　　　　　大和

日本輿地通志　大和志　1

（1736年）

270×183ミリ16巻16冊（7冊に合綴）20丁整版
題籏：原・目本輿地通志大和志一（一は朱書）表
紙：原・浅花田色・卍繋ぎ型押し

構成：図1、巻1本文19
刊記：日本輿地通志畿内部大和國、享保丙辰春新鑛
平安書舗柳枝軒茨方道寿桜（封面）、越州関祖衡纂
輯・丹州並河永校・勢州野呂実父校・摂州海北千之校・

摂州久保重宜・豆州中井知徳校（巻頭）。

印記：神屋蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1365－002－02　　　　　　　　　　　　　大和

日本輿地通志　大和志　2

（1736年）

270×182ミリ27丁整版
題籏：原・日本輿地通志大和志二二（後ろの二は
朱書）表紙：原・浅花田色・卍繋ぎ型押し

印記＝神屋蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1365－002－03（1）　　　　　　　　　　　大和

［目本輿地通志　大和志　3］

（1736年）

270×182ミリ9丁整版
題籏：原・目本輿地通志大和志三之五三（三は朱
書）表紙：原・浅花田色・卍繋ぎ型押し

印記：神屋蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1365－002－03（2）　　　　　　　　　　　大和

［臼本輿地通志　大和志　4］

（1736年）

7丁整版

大和
5］

Y1365－002－03（3）

［日本輿地通志　大和志

誌3．地〔310〕

大和
5］

Y1365－001－02（3）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

4丁整版

大和
6］

Y1365－001－02（4）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

7丁整版

大和
7］

Y1365－001－02（5）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

7丁整版

大和
8］

Y1365－001－02（6）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

2丁整版

大和

9］

Y1365。001－02（7）

［目本輿地通志　大和志

（1736年）

5丁整版

Y1365－001－03（1〉　　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　10］

（1736年）

255×181ミリ22丁整版
題籏：原・目本輿地通志大和志三之五表紙：原・浅
花田色・卍繋ぎ型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

大和

11］

Y1365－001－03（2）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

6丁整版

大和

12］

Y1365－001－03（3）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

10丁整版

大和

13］

Y1365－001－03（4）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

3丁整版

Y1365－001－04（1）　　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　14］
（1736年）

254×180ミリ20丁整版
題簸：原・目本輿地通志大和志六之九表紙：原・浅
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14］［日本輿地通志　大和志

（1736年）

20丁整版

Y1365－002－07（1）　　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　15］
（1736年）

270×181ミリ11丁整版
題簸：原・目本輿地通志大和志十五之十六七（七は
朱書）表紙：原・浅花田色・卍繋ぎ型押し

印記：神屋蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1365－002－07（2）　　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　161

享保21（1736）

9丁整版
刊記＝享保二十一年丙辰初春吉旦、京師書舗六角通
御幸町茨城多左衛門錨、江府書舗　目本橋南二町目
小川彦九郎。

Y1365－003－01　　　　　　　　　　大和・行事

［春日大宮若宮祭礼図　上］

（1780年）

255×181ミリ3巻3冊17丁整版
題籏二後・春目大宮若宮御祭禮圖上表紙：後・柿色1
崩し地に桜型押し

構成：序1（享保庚戌孟冬目藤惇）、目録1、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：柱刻はr春目大宮御祭禮略記」。前表紙にrホニ
百五」（貼紙）とrホ印二百五／三冊」（下ヶ札）。

Y1365－003－02　　　　　　　　　　　大和・行事

［春日大宮若宮祭礼図　中］

（1780年）

255×180ミリ21丁整版
題簸：後・春目若宮御祭禮松下行列圖中表紙：後・柿
色：崩し地に桜型押し

構成：目録1、図・本文20

印記：宗辰所集・三井家3。
備考1柱刻は「松之下行列」。

Y1365－003－03　　　　　　　　　　　大和・行事

［春日大宮若宮祭礼図　下］

安永9（1780）

255×180ミリ35丁整版
題籏：後・春目大宮若宮御祭禮圖下表紙：後・柿色：
崩し地に桜型押し

構成：本文34、蹟1（寛保二壬戌年五月上旬七十翁
藤惇）

刊記：安永九庚子五月吉目、京都書騨寺町通五條上
ル所中野宗左衛門、南都書陣東向中之町中西藤七
郎・北魚屋東町安部平兵衛。

印記：宗辰所集・三井家3。

大和・行事Y1365－004
［春日大宮若宮祭礼図　上］

（1736年）

4丁整版

Y1365－002－04（1）　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　6］

（1736年）

270×182ミリ7丁整版
題簸：原・日本輿地通志大和志六之九四（四は朱
書）表紙：原・浅花田色・卍繋ぎ型押し

印記1神屋蔵書・宗辰所集・三井家3。

大和
7］

Y1365－002－04（2）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

7丁整版

大和
8］

Y1365－002－04（3）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

2丁整版

大和
9］

Y1365－002－04（4）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

5丁整版

Y1365－002－05（1）　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　10］
（1736年）

269×182ミリ22丁整版
題簸：原・目本輿地通志大和志十之十一五（五は
朱書）表紙：原・浅花田色・卍繋ぎ型押し

印記：神屋蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：欄外に書入あり。

大和

11］

Y1365－002－05（2）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

6丁整版

Y1365－002－06（1）　　　　　　　　　　　大和

［日本輿地通志　大和志　12］
（1736年）

269×181ミリ10丁整版
題簸：原・目本輿地通志大和志十二之十四六（六は
朱書）表紙：原・浅花田色・卍繋ぎ型押し

印記：神屋蔵書・宗辰所集・三井家3。

大和

13］

Y1365－002－06（2）

［日本輿地通志　大和志

（1736年）

3丁整版

大和Y1365－002－06（3）



備考：23・24丁間に色切紙1あり（「寛文以後之御図に
て…」の墨書がある）。

Y1365－005－06　　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　6乾］

（1791年）

257×186ミリ56丁整版
題籏：原・大和名所圖會十市郡芳野郡六乾表紙
原・覗色無地

構成：遊紙1、目録4、本文51
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y1365－005－07　　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　6坤］

寛政3（1791）

257×186ミリ38丁整版
題簸：原・大和名所圖會吉野郡六坤表紙：原・覗色
無地

構成：遊紙1、本文35、賊2（寛政三歳次辛亥夏四月
平安秋里舜福湘夕）

刊記：画工浪花春朝斎竹原信繁、寛政三季辛亥五月
発行、京師書林小川多左衛門・殿為八・浪華書璋柳原
喜兵衛・高橋平助。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1365－006　　　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　6坤］

寛政3（1791）

265×182ミリ1巻1冊38丁整版
題籏：原・大和名所圖會吉野郡六坤表紙：原・覗色
無地
構成：遊紙1、本文35、賊2（寛政三歳次辛亥夏四月
平安秋里舜福湘夕）

刊記1画工浪花春朝斎竹原信繁、寛政三季辛亥五月
発行、京師書林小川多左衛門・殿為八・浪華書騨柳原
喜兵衛・高橋平助。

印記：大又・大清・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙見返しにr御用向有之候間明朝辰上刻無

遅々参集可致者也稲葉丹後守家中寺沢林左衛門、
加賀中将殿内松平孫右衛門尉・今津甚右衛門尉」（墨
書）。三井ラベル「C246」。

Y1365－007　　　　　　　　　　　大和・名所記

［改正絵入南都名所記］

寛政9（1797）

227×157ミリ1巻1冊21丁整版
題簸：後・白紙表紙：後・浅花田色：ローマ字型押し

刊記：安永三甲午年寛政九丁巳正月吉目改南都大
仏絵図屋庄八版。

備考：後ろ表紙にr名十一番」（下ヶ札）。三井ラベル
「C246。14」

Y1365－008　　　　　　　　　　　大和・名所記

［改正絵入南都名所記］

万延2（1861）

225×159ミリ1巻1冊21丁整版

地誌3〔312〕

（1780年）

266×185ミリ1巻1冊17丁整版
題籏＝原・春［　】表紙：原・藍色無地

構成：序1（享保庚戌孟冬目藤惇）、目録1、本文15
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：柱刻は「春目大宮御祭禮略記」。前表紙「ホ五十

二」（貼紙）と「ホ五十二／一巻」（下ヶ札）。
Y1365・003・01の別本。

Y1365－005－01　　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　1］

（1791年）

258×184ミリ6巻6冊（7冊に分冊）43丁整版
題簸：原・大和名所圖會添上郡一表紙：原・覗色無
地

構成：遊紙1、序2（寛政辛亥春伏原正二位清原宜
條）、目録・凡例2、本文38
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙「ホ百五拾七」（貼紙）と「ホ印百五拾七／七

巻」（下ヶ札）。

Y1365－005－02　　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　2］

（1791年）

257×185ミリ47丁整版
題簸：原・大和名所圖會添上郡二表紙：原・覗色無
地

構成：遊紙1、目録2、本文44
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1365－005－03　　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　3］

（1791年）

257×185ミリ63丁整版
題籏：原・大和名所圖會添下郡平群郡広瀬郡葛下郡
忍海郡三表紙：原・覗色無地
構成：遊紙1、目録3、本文59
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1365－005－04　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　4］

（1791年）

257×185ミリ56丁整版
題簸：原・大和名所圖會山邊郡城上郡城下郡宇陀郡
四表紙1原・覗色無地

構成：遊紙1、目録3、本文53
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1365－005－05　　　　　　　　　　大和・名所記

［大和名所図会　5］

（1791年）

257×185ミリ61丁整版
題簸：原・大和名所圖會葛上郡宇知郡高市郡五表
紙：原・覗色無地

構成：遊紙1、目録3、本文57
印記：宗辰所集・三井家3。



題簸：後・南都名所全表紙：後・朱色に打曇
刊記：宝暦四甲戌年、万延二辛酉正月吉日改南都大
仏西門前絵図屋庄八版。
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ四十四」（貼紙）と「ホ印四十四／壱
冊」（下ヶ札）。

Y1365－009
［伽藍本尊霊宝目録］

大和・ハoンフレット

226×157ミリ1巻1冊18丁整版
題籏：原・伽藍本尊霊宝目録和州法隆寺（打付）表
紙：原・生成

備考：ボール紙の表紙つき。

Y1365－010

御祭禮略図絵

大和

113×161ミリ1巻1冊64丁整版
題籏：原・御祭禮暑圖給（墨書）表紙1後・黒色：布目
地型押し
刊記：福壽堂（封面）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：最終丁に「□役次平八郎」（墨書）。前表紙に「祭

禮之図」（下ヶ札）。昭和6年12月15目寄託、三井ラ
ベル「G910・新・7」。

Y2365－001　　　　　　　　　　　　　　案内記

大和名所・豪商案内記

明治17（1884）

82×179ミリ1巻1冊47丁銅板
題簸：原・宮田正次郎著大和名所猫案内記全表紙：
原・黒色：布目地に裡に丸型押し

刊記：編輯兼出版人平民宮田正次郎（大阪府南区順慶

町1丁目38番地寄留）、発免人大阪安堂寺町三丁目
尚文会社・和州奈良阪田一郎・同郡山箆九馬吉、各国
書林西京三条堺町出雲寺文治郎・大阪久宝寺町豊住
幾之助・紀州若山平井文助・芸州広島以文社・播州姫
路伊藤利七郎・防州山口宮川臣吉・雲州松山天芦利七
郎・豊前中津楳津寿平・備前岡山弘文北舎・備中倉敷

西沢六造・泉州堺鈴木久治郎、明治十七年十二月御
屈。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年3月28日、三井ラベル「C246・新・15」

Y2365－002－01　　　　　　　　　　　　町村誌

［大和国町村誌集　1］

明治24（1891）

228×150ミリ15巻15冊（8冊に合綴）62丁活版
題簸：原・大和國町村誌集添上郡川井景一選編一
表紙：原・白色無地

構成：題字4、序文2、凡例2、目録2、郡村大字6、目

次2、巻1本文42
刊記：題字奈良県知事小牧昌業・序文添上外四郡長平
田好、選編東京惜陰学人川井景一、明治廿四年第二
月広成館蔵版（封面）愛国館蔵版（柱刻）。

印記：宗辰所集・三井家3。

3．地誌3．地誌165．奈良県／〔313〕

備考1前表紙にrホ三百九十五」（貼紙）。

Y2365－002－02　　　　　　　　　　　　町村誌

［大和国町村誌集　2・3］
（1891年）

228×151ミリ42丁活版
題簸：原・大和國町村誌集添下郡平群郡川井景一
選編二表紙1原・白色無地
構成：巻2本文21、巻3本文21
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y2365－002－03

［大和国町村誌集　4］

（1891年）

227×151ミリ37丁活版
題簸：原・大和國町村誌集山邊郡
表紙：原・白色無地

構成：巻4
印記＝宗辰所集・三井家3。

　　町村誌

1井景一選編三

Y2365－002－04　　　　　　　　　　　　町村誌

［大和国町村誌集　5・6］

（1891年）

228×150ミリ44丁活版
題簸：原・大和國町村誌集宇陀郡式上郡川井景一
選編四表紙：原・白色無地
構成：巻5本文28、巻6本文16
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2365－002－05　　　　　　　　　　　　町村誌

［大和国町村誌集　7～9］

（1891年）

227×150ミリ40丁活版
題簸：原・大和國町村誌集式下郡十市郡広瀬郡川
井景一選編五表紙＝原・白色無地
構成＝巻7本文12、巻8本文20、巻9本文8
印記＝宗辰所集・三井家3。

Y2365－002－06　　　　　　　　　　　　町村誌

［大和国町村誌集　10・11］
（1891年）

228×150ミリ42丁活版
題籏：原・大和國町村誌集高市郡葛下郡川井景一
選編六表紙：原・白色無地
構成：巻10本文25、巻11本文17
印記：宗辰所集・三井家3。

Y2365－002－07　　　　　　　　　　　　町村誌

［大和国町村誌集　12～14］
（1891年）

227×150ミリ34丁活版
題籏：原・大和國町村誌集忍海郡葛上郡宇智郡川
井景一選編七表紙：原・白色無地
構成：巻12本文3、巻13本文14、巻14本文17
印記：宗辰所集・三井家3。



〔314〕　3．地誌

Y2365－002－08　　　　　　　　　　　　町村誌

［大和国町村誌集　15］

明治24（1891）

227×150ミリ77丁活版
題簸：原・大和國町村誌集吉野郡川井景一選編八
表紙：原・白色無地

構成：巻15本文77
刊記：明治廿四年二月廿四目印刷、同年二月廿五目
出版御届、著作者東京府平民川井景一（奈良県添上
郡奈良町大字西城戸10番地寄留）、発行者奈良県平
民中尾藤三郎（同県同郡治道村大字白土34番地）、同
同喜多重蔵（同県同郡同村大字白土57番地）、同同中
井文次郎（同県同郡同村大字白土33番地）、売捌人東
京府平民川井希世（同県同郡奈良町大字西城戸10番
地）、印刷所同県同郡奈良町大字橋本2番地印刷人中
井文次郎。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：実価金1円25銭。

3．地誌／66．和歌山県1

×0366－001－01　　　　　　　　　　紀伊・寺院記

［高野山通念集　1］

（1787年）

241×175ミリ10巻10冊（5冊に合綴）66丁写本
題簸：原・高野山通念集奥院西院表紙：原・青墨色
無地
構成：遊紙1、通念集引2、凡例4、引用書目2、奥院目

録2、本文32、西院目録2、本文21
刊記：干時寛文拾二初冬南山の罵客自得子一無軒に
て硯をならし了ぬ（集引）。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－001－02　　　　　　　　　　紀伊・寺院記

［高野山通念集　2］

（1787年）

242×176ミリ84丁写本
題籏：原・高野山通念集檀上本仲院小田原表紙：
原・青墨色無地

構成：遊紙1、壇上目録2、本文24、本中院目録1、本

文13、遊紙1、小田原目録1、本文41
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－001－03　　　　　　　　　　紀伊・寺院記

［高野山通念集　3］

（1787年）

243×175ミリ66丁写本
題簸：原・高野山通念集千手院南谷表紙：原・青墨
色無地
構成＝遊紙1、千手院目録2、本文38、南谷目録1、本

文24
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－001－04

［高野山通念集　4］

紀伊・寺院記

（1787年）

242×176ミリ79丁写本
題簸＝原・高野山通念集谷上往生院新別所附表
紙：原・青墨色無地

構成：遊紙1、谷上目録1、本文25、遊紙1、往生院目

録3、本文48
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－001－05　　　　　　　　　　紀伊・寺院記

［高野山通念集　5］

天明7（写）（1787）

243×176ミリ50丁写本
題簸：原・高野山通念集天野慈尊院表紙：原・青墨
色無地
構成：遊紙1、天野道中目録2、本文23、慈尊院目録2、

本文6、付録16
刊記：一無軒道治輯（巻頭）、干時天明七未年従七月

中旬至八月上旬書写畢武田浄益敬白五十有八歳。
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙「ホニ百四十二」（貼紙）と「ホ印二百四十
二／五冊」（下ヶ札）

XO366－002－01　　　　　　　　　　　　紀伊

［野峯風土記　1］

（1812年）

272×192ミリ10巻10冊71丁写本
題籏：原・野峯風土記第一學侶領内表紙：後・水浅
葱色：布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文70
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：柱刻は「野峯風土記巻」。前表紙に「ソ印二百十
三」（貼紙）とrソ印二百十三！拾巻」（下ヶ札）、後ろ表紙

見返し「野峯風土記」（下ヶ札）

XO366－002－02　　　　　　　　　　　　紀伊

［野峯風土記　2］

（1812年）

273×192ミリ68丁写本
題籏：原・野峯風土記第二天野慈尊院表紙：後・水
浅葱色：布目地型押しに金粉

構成＝遊紙1、本文66、遊紙1
印記＝宗辰所集・三井家3。

XO366－002－03　　　　　　　　　　　　紀伊

［野峯風土記　3］

（1812年）

271×191ミリ36丁写本
題籏：剥離表紙：後・水浅葱色：布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文34、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

備考1後ろ表紙見返し裏r東京森江飯倉」朱印

XO366－002－04

［野峯風土記　4］

（1812年）

273×193ミリ30丁写本

紀伊



題簸：原・野峯風土記第四御修理領内諸庄村々　表
紙：後・水浅葱色：布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文28、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－002－05

［野峯風土記　5］

（1812年）

272×193ミリ50丁写本

紀伊

題簸1原・野峯風ニヒ記第五奥院諸堂社名所奮跡井天
子将軍登御表紙：後・水浅葱色1布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文48、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366。002－06

［野峯風土記　6］

（1812年）

272×193ミリ50丁写本

紀伊

題簸：原・野峯風土記第六寺家本中院谷谷上時候産
物等表紙：後・水浅葱色：布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文48、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－002－07　　　　　　　　　　　　紀伊

［野峯風土記　7］

（1812年）

273×191ミリ66丁写本
題簸：剥離表紙：後・水浅葱色：布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文64、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－002－08　　　　　　　　　　　　紀伊

［野峯風土記　8】

（文化9以降）（1812）

273×193ミリ31丁写本
題籏：原・野峯風土記第八寺家第三一心院五ノ室千
手院小田原表紙1後・水浅葱色：布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文29、遊紙1
刊記：「北条所持ノ分限帳本院二預リ置こと（中略）文化

九年申六月十三目祝融ノ災二罹テ今ハ唯ソノ写ヲ存ス
ルノミ」（24丁裏～25丁表）。

印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－002－09　　　　　　　　　　　　紀伊
［野峯風土記　9］

（1812年）

272×193ミリ36丁写本
題籏：剥離表紙：後・水浅葱色：布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文35、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－002－10

［野峯風土記　10］

（1812年）

271×191ミリ30丁写本

紀伊

題簸：原・野峯風土記第十行人方聖方客僧方表紙1

3．地誌3．地誌！66．和歌山県！〔315〕

後・水浅葱色1布目地型押しに金粉

構成：遊紙1、本文28、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－003－01　　　　　　　　　　　　紀伊

［紀伊続風土記　高野寺領之部　15］

天保10（1839）

264×198ミリ6巻6冊56丁写本
題籏：原・紀伊績風土記一表紙1原・薄花色：布目地
小葵型押し

構成：遊紙1、高野寺領之部第15本文54、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ百四十二」（貼紙）と「ホ印百四十二／

六冊」（下ヶ札）

XO366－003－02　　　　　　　　　　　　紀伊

［紀伊続風土記　高野寺領之部　16］
（1839年）

265×200ミリ48丁写本
題籏：原・紀伊績風土記二表紙：原・薄花色：布目地
小葵型押し

構成1遊紙1、高野寺領之部第16本文47
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－003－03　　　　　　　　　　　　　紀伊

［紀伊続風土記　高野寺領之部　17］

（1839年）

264×198ミリ35丁写本
題簸：原・紀伊績風土記三表紙：原・薄花色：布目地
小葵型押し

構成：遊紙1、高野寺領之部第17本文34
印記1宗辰所集・三井家3。

XO366－003－04　　　　　　　　　　　　　紀伊

［紀伊続風土記　高野寺領之部　18］

（1839年）

265×200ミリ40丁写本
題簸：原・紀伊績風土記四表紙：原・薄花色：布目地
小葵型押し

構成：遊紙1、高野寺領之部第18本文39
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－003－05　　　　　　　　　　　　紀伊

［紀伊続風土記　高野寺領之部　19］
（1839年）

265×200ミリ31丁写本
題簸＝原・紀伊績風土記五表紙：原・薄花色：布目地
小葵型押し

構成：遊紙1、高野寺領之部第19本文30
印記：宗辰所集・三井家3。

XO366－003－06　　　　　　　　　　　　紀伊
［紀伊続風土記　高之寺領之部　20］

（1839年）

265×200ミリ26丁写本
題簸：原・紀伊績風土記六表紙：原・薄花色：布目地



272×197ミリ2巻2冊（1冊に合綴）24丁写本
題簸：原・三熊埜略記全表紙：後・青藍色：打曇

刊記：此両巻者熊野三山及紀州名□之事実也。然大
守二品源亜相之需為恭朝臣輯録焉就予求校正而謄写
蓋納三所権現宝前也。予敢考之古記稗補其偏脱書
以応来意唯蓋柳肘凋疎者瀬多遺失臭、神霊深慰丹心
柾密照鑑。正二位源［中院1通村敬白。。

印記＝積慶堂収蔵記・宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「略記」。前表紙に「ヲ百五十六」（貼紙）と

「ヲ印百五十六／壱冊」（下ヶ札）、および見返しに切紙2
貼付。

紀伊XO366－006（2）

［三熊埜略記　下］

20丁写本
構成：本文19、遊紙1

XO366－007－01　　　　　　　　　　　紀伊・和歌

紀州旧跡志井名所和歌　1

266×196ミリ8巻8冊（10冊に分冊）61丁写本
題簸1原・紀州奮跡志井名所和歌一表紙1後・水色：
布目地方押し銀
構成：遊紙2、名草郡目録3、本文55、遊紙1
印記：［　】・宗辰所集・三井家3。

備考＝虫食い多。前表紙に「ホ改五百三十八」（貼紙）と

「ホ印五百三十八／十冊」（下ヶ札）

紀伊・和歌

2上

XO366－007－02

紀州旧跡志井名所和歌

267×196ミリ38丁写本
題簸：原・紀州薔跡志井名所和歌二上表紙：後・水
色：布目地方押し銀

構成：遊紙1、海部郡目録1、本文35、遊紙1
印記：［　】・宗辰所集・三井家3。

備考：虫食い多

紀伊・和歌

2下

XO366－007－03

紀州旧跡志井名所和歌

266×196ミリ59丁写本
題籏：原・紀州菖跡志井名所和歌二下表紙：後・水
色：布目地方押し銀

構成：遊紙1、海部郡目録1、本文56、遊紙1
印記＝【　1・宗辰所集・三井家3。

備考：虫食い多

紀伊・和歌

3
XO366－007－04

紀州旧跡志井名所和歌

266×197ミリ46丁写本
題簸：原・紀州奮跡志井名所和歌三表紙：後・水色
布目地方押し銀

誌地3〔316〕

小葵型押し

構成：遊紙1、高野寺領古文書之部第20本文25
印記1宗辰所集・三井家3。

XO366－004　　　　　　　　　　　　紀伊・紀行

南供佐能浜曇

天保15（写）（1844）

273×192ミリ1巻1冊25丁写本
題簸：原・南供佐能濱曇表紙：後・丁子引き

刊記：寛政七年乙卯四月廿八目書写了奈以美紀正
起、天保十五年甲辰六月廿一目借千萱氏蔵書謄写畢
度會吉重。

印記＝水倉吉重・松室書庫・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ百九拾七」（貼紙）と「ホ印百九十七／

一巻」（下ヶ札）。

紀伊
1］

XO366－005－01

［南紀名勝志

270×188ミリ4巻4冊68丁写本
題簸：原・南紀名勝志表紙：原・布目地に刷毛目

構成：目録6、本文（海部郡・那賀郡）62

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題はr南紀名勝略志」。

紀伊XO366－005－02

［南紀名勝志　2］

271×188ミリ28丁写本
題籏＝原・南紀名勝志表紙：原・布目地に刷毛目

構成：目録3、本文（名草郡）25
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：内題は「南紀名勝略志」。前表紙「ホ百七十八」
（貼紙）と「ホ百七十八1四巻」（下ヶ札）。

紀伊XO366－005－03

［南紀名勝志　3］

271×188ミリ32丁写本
題簸：原・南紀名勝志表紙：原・布目地に刷毛目

構成：目録3、本文（有田郡・目高郡）29

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：内題はr南紀名勝略志」。

紀伊XO366－005－04

［南紀名勝志　4］

269×188ミリ68丁写本
題簸：原・南紀名勝志表紙：原・布目地に刷毛目

構成：目録6、本文（牟婁郡）62
印記1宗辰所集・三井家3。
備考：内題は「南紀名勝略志」。前表紙に「ホ百七十八」

（貼紙）、前表紙見返し裏に「南紀名勝志全四本」。

紀伊XO366－006（1）

［三熊埜略記　上］
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266×197ミリ45丁写本
題籏：原・紀州薔跡志井二名所和歌八表紙：後・水
色：布目地方押し銀

構成：遊紙1、付録3、本文40、遊紙1
刊記：安田直庵編集・山中藤九郎付古歌・鳥居興治校
正増補（最終丁）。

印記：l　l・宗辰所集・三井家3。

備考：虫食い多

紀伊XO366－008

南紀村付

265×196ミリ1巻1冊102丁写本
題籏：原・南紀村附表紙：原・藍色：崩し地に桜型押し

構成：遊紙1、本文100、遊紙1
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ四百九十三」（貼紙）と「ホ印四百九
十三／壱冊」（下ヶ札）

Y1366－001－01　　　　　　　　　　　紀伊・紀行

［熊野遊記］

寛政13（1801）

261×185ミリ3巻3冊21丁整版
題簸＝原・熊野遊記天表紙：原・藍色無地
構成1序3（安永三年甲午春太室井孝洒撰）、本文18
刊記：北圃恪斎著・木芙蓉先生絵、東都北圃氏千鍾書
房蔵版、熊野遊記・名勝図画合刻三冊、寛政十三辛酉
開雛（封面）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホニ百七十三」（貼紙）と「ホニ百七十

三1参巻」（下ヶ札）。Y1366－001・02、同・03［熊野名勝
図画］も参照。

Y1366－001－02　　　　　　　　　紀伊・名所図会

［熊野名勝図画　上］

（1801年）

261×185ミリ31丁整版
題籏：原・熊野名勝圖書地表紙：原・藍色無地
構成：序2（寛政十二年秋九月芙蓉木雍題）、本文29

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：書誌情報はY1366－001－01［熊野遊記］も参照。

Y1366－001－03　　　　　　　　　紀伊・名所図会

［熊野名勝図画　下］

寛政13（1801）

261×185ミリ21丁整版
題籏：原・熊野名勝圖董人表紙：原・藍色無地
刊記：寛政辛酉孟春東都書林須原屋茂兵衛、製本師
鹿野氏。

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：刊記に芙蓉先生著作広告あり。書誌情報は
Y1366・001－01［熊野遊記］も参照。

紀伊・名所記

1上］

Y1366－002－01

［紀伊国名所図会

構成：遊紙1、那賀郡目録2、本文42、遊紙1
印記：［　1・宗辰所集・三井家3。

備考：虫食い多

紀伊・和歌

4
XO366－007－05

紀州旧跡志井名所和歌

266×196ミリ49丁写本
題簸：原・紀州蕾跡志井名所和歌四表紙：後・水色
布目地方押し銀
構成＝遊紙1、伊都郡目録2、本文45、遊紙1
印記1［　】・宗辰所集・三井家3。

備考1虫食い多

紀伊・和歌

5
XO366－007－06

紀州旧跡志井名所和歌

266×196ミリ34丁写本
題籏：原・紀州薔跡志井名所和歌五表紙：後・水色
布目地方押し銀
構成：遊紙1、在田郡目録2、本文30、遊紙1
印記：［　1・宗辰所集・三井家3。

備考：虫食い多

紀伊・和歌

6
XO366－007－07

紀州旧跡志井名所和歌

266×195ミリ49丁写本
題簸：原・紀州奮跡志井名所和歌六　表紙1後・水
色：布目地方押し銀

構成：遊紙1、目高郡目録2、本文45、遊紙1
印記：［　1・宗辰所集・三井家3。

備考：虫食い多

紀伊・和歌

7上

XO366－007－08

紀州旧跡志井名所和歌

266×196ミリ50丁写本
題籏：原・紀州奮跡志井名所和歌七上表紙：後・水
色：布目地方押し銀

構成：遊紙1、牟婁郡目録3、本文45、遊紙1
印記：［　】・宗辰所集・三井家3。

備考1虫食い多

紀伊・和歌

7下

XO366－007－09

紀州旧跡志井名所和歌

266×197ミリ67丁写本
題籏：原・紀州薔跡志井名所和歌七下表紙：後・水
色：布目地方押し銀

構成：遊紙1、牟婁郡目録3、本文62、遊紙1
印記：［　1・宗辰所集・三井家3。

備考：虫食い多

紀伊・和歌

8
XO366－007－10

紀州旧跡志井名所和歌



Y1366－002－06　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　4上］

（1812年）

262×186ミリ27丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖給四之巻上名草郡表紙：
原・覗色無地

構成：凡例2、題字・目録1、本文24
印記二宗辰所集・三井家3。

Y1366－002－07　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　4下］

（1812年）

262×186ミリ48丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖給四之巻下名草郡表紙：
原・覗色無地

構成：目録2、本文46
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－002－08　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　5］
（1812年）

262×185ミリ65丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖縛五之巻海士郡表紙：原・
覗色無地
構成：目録2、本文63
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－002－09　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　6上］

（1812年）

263×186ミリ46丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖給六之巻上名草郡那賀郡
表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文45
印記二宗辰所集・三井家3。

Y1366－002－10　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　6下］

文化9（1812）

263×185ミリ40丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖給六之巻下那賀郡表紙：
原・覗色無地

構成：目録1、本文39

刊記：寛政八年八月官輸上准、文化九年二月海宇発
行（紀藩官許高市氏蔵印）、若山高市志友編述・浪速
武内華亭冊訂・京師西邨中和図画・京師渡辺玉壷斎書
文化九年壬申正月製本書林和歌山帯屋伊兵衛・浪華
河内屋太助、浪華大阪書林勝尾屋六兵衛・糟屋仁兵
衛・湊屋大助・山田屋嘉右衛門・京都小川多左衛門・鉛

屋安兵衛・名古屋永楽屋東四郎・東都須原屋茂兵衛・

前川六左衛門・角丸屋甚助、雛刻性名四之巻上京都
井上治兵衛、四之巻下同、五之巻同樋口源兵衛、六之
巻上大阪山崎庄九郎、六之巻下同同。

印記：宗辰所集・三井家3。

紀伊・名所記Y1366－003－01

〔318〕　3．地誌

（1811年）

259×182ミリ6巻6冊（10冊に分冊）71丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖給一之巻上和歌山部表
紙：原・覗色無地

構成：序3（文化六年三月前権中納言持豊）、凡例2、

目録2、本文64
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ拾」（貼紙）と「ホ印一ノ巻十巻
三組ニテ廿三巻」（下ヶ札）。

Y1366－002－02、　　　　　　　　　紀伊’名所記

［紀伊国名所図会　1下］

（1811年）

258×182ミリ53丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖給一之巻下和歌山部表
紙：原・覗色無地

構成：目録2、本文51
印記：宗辰所集・三井家3。

備考＝ボール紙の栞1あり。

Y1366－002－03　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　2］

（1811年）

257×182ミリ63丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖給二之巻海部郡表紙：原・
覗色無地
構成＝目録1、本文62
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－002－04　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3上］

（1811年）

258×182ミリ35丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖給三之巻上名草郡表紙：
原・覗色無地

構成：目録1、本文34
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－002－05　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3下］

文化8（1811）

257×181ミリ48丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖緯三之巻下海士郡表紙：
原・覗色無地

構成：目録1、本文45、刊記・広告2

刊記：寛政八年八月官輸上准、文化八年五月海宇発
行（紀藩官許高市氏蔵印）、若山高市志友編述・浪速
武内華亭捌輯・平安西邨中和図画・京師渡辺玉壷斎書
江戸書林須原屋茂兵衛・前川六左衛門・名古屋書林永
楽屋東四郎・京都書林小川多左衛門・鉛屋安兵衛・和
歌山書林帯屋伊兵衛・大阪書林糟屋仁兵衛・勝尾屋六
兵衛・河内屋太助・湊屋大助・山田屋嘉右衛門、彫人
一之巻上浪華市田治郎兵衛・同山崎庄九郎・平安井上
治兵衛、一之巻下浪花山崎庄九郎、二之巻京師井上
治兵衛、三之巻上同、三之巻下浪速山崎庄九郎。
印記：宗辰所集・三井家3。



〔319〕地誌3．地誌166．和歌山県13

兵衛・大坂河内屋喜兵衛・同河内屋太助、紀伊書難帯
屋伊兵衛梓。

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－004－01　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3編　1］
（1838年）

265×185ミリ7巻7冊71丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖緯三編一之巻那賀郡表
紙1原・覗色無地

構成：序3（天保八年正月右大弁菅原聡長）、目録2、本

文66
備考：見返しに「十三」と印刷したラベルあり。

Y1366－004－02　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3編　2］
（1838年）

265×186ミリ56丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖給三編二之巻伊都郡表
紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文55
備考：見返しに「十三」と印刷したラベルあり。

Y1366－004－03　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3編　3］
（1838年）

265×186ミリ53丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖縛三編三之巻那賀郡伊都
郡表紙：原・覗色無地
構成＝目録2、本文51
備考1見返しにr十三」と印刷したラベルあり。

Y1366－004－04　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3編　4］
（1838年）

264×186ミリ48丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖給三編四之巻上高野山
表紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文47
備考：見返しに「十三」と印刷したラベルあり。

Y1366－004－05　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3編　5］
（1838年）

265×186ミリ38丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖縛三編四之巻下高野山
表紙：原・覗色無地

Y1366－004－06　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3編　6］
（1838年）

265×186ミリ53丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖給三編五之巻高野山表
紙1原・覗色無地

構成：目録2、本文51

［紀伊国名所図会後編　1〕
（1851年）

267×185ミリ6巻6冊54丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖會後編一之巻若山補遺表
紙：原・浅花田色無地

構成：序5（弘化二年九月紀伊国造紀朝臣尚長）、目録

ほか3、本文46
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙に「ホ印拾」（貼紙）とrホ印拾二巻六巻
三組ニテ廿三巻j（下ヶ札）。

Y1366－003－02　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会後編　2］
（1851年）

267×185ミリ65丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖會後編二之巻海部郡在田
郡表紙：原・浅花田色無地
構成：目録2、本文63

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－003－03　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会後編　3］
（1851年）

267×185ミリ55丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖會後編三之巻在田郡表
紙＝原・浅花田色無地

構成：目録2、本文53

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－003－04　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会後編　4］
（1851年）

267×185ミリ74丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖會後編四之巻在田郡海部
郡表紙：原・浅花田色無地
構成：目録2、本文72

印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－003－05　　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会後編　5］
（1851年）

267×185ミリ80丁整版
題簸：原・紀伊國名所圖會後編五之巻　目高郡表
紙1原・浅花田色無地

構成1目録2、本文78
印記：宗辰所集・三井家3。

Y1366－003－06　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会後編　6］

嘉永4（1851）

267×184ミリ59丁整版
題簸1原・紀伊國名所圖會後編六之巻　目高郡表
紙：原・浅花田色無地

構成：目録2、本文56、刊記1
刊記：嘉永四年辛亥四月発免柿園加能諸平・神野易
興同撰、琴泉小野広隆画図、発行書林江戸須原屋茂



備考：裏打ちあり。13・14丁間にラベル1（種直の朱印
五十七の墨書など）あり。

Y1373－001－01　　　　　　　　　　　　出雲

訂正出雲風土記　上
（1806年）

251×177ミリ1巻1冊（2冊に分冊）50丁整版
題籏：原・訂正出雲風土記上表紙二原・薄藍色：布目

地型押し
構成：序3（文化三年春紀之殿人本居三四右衛門平大

平）、本文47
印記1福亭図書・元平蔵印・宗辰所集・三井家3。
備考：朱書あり。前表紙に「イ第四」（貼紙）と「イ印第四1

　冊」（下ヶ札）。

Y1373－001－02　　　　　　　　　　　　出雲

訂正出雲風土記　下

文化3（1806）

251×178ミリ44丁整版
題籏＝原・訂正出雲風土記下表紙＝原・薄藍色：布目

地型押し

構成1本文43、梅之舎蔵版・刊記1
刊記：文化三年寅七月刻成、京師三條通粕洲利兵衛・
東都東叡山須原伊八・尾陽名古屋玉屋町片埜東四郎・

勢陽松坂目野町柏谷兵助・浪華心斎橋唐物町森本太
助・同心斎橋博労町岡田茂兵衛。
印記：福亭図書・元平蔵印・宗辰所集・三井家3。

備考＝69・70丁の間に切紙1（r延喜式…」）あり。朱書
あり。

Y1373－002（1）　　　　　　　　　出雲・名所記

［出雲神社巡拝記　1］
（1833年）

122×182ミリ10巻10冊（1冊に合綴）32丁整版
題籏：原・出雲神社巡拝記全表紙：原・藍色：雷紋繋

ぎ地に桐唐草型押し
構成：序2（佐草美清）、凡例・目録13、巻1本文17
刊記：松江渡部葬編。

印記1本居文庫・本居蔵書。
備考：洋紙のカバーあり。

出雲・名所記

2］

Y1373－002（2）

［出雲神社巡拝記

（1833年）

7丁整版

出雲・名所記

3］

Y1373－002（3）

［出雲神社巡拝記

（1833年）

14丁整版

出雲・名所記

4］

Y1373－002（4）

［出雲神社巡拝記

（1833年）

5丁整版

誌地3〔320〕

Y1366－004－07　　　　　　　　　紀伊・名所記

［紀伊国名所図会　3編　7］

天保9（1838）

265×186ミリ53丁整版
題籏：原・紀伊國名所圖給三編六之巻高野山表
紙：原・覗色無地

構成：目録1、本文52

刊記：天保六年十月官輸上准、天保九年九月海宇発
行、紀藩官許高市氏蔵印、画工京師法橋中和・同小野
広隆・浪華上田公長、筆耕京都池田東籠亭・浪華蔀関

牛、天保九年戊戌九月、製本書林江戸須原屋茂兵
衛・浪華河内屋太助・和歌山帯屋伊兵衛、雛刻姓名七
之巻平安井上治兵衛・浪華市田治郎兵衛、八之巻同、
九之巻平安井上治兵衛、十之巻同、十一之巻同、十二
之巻同。

Y1366－005　　　　　　　　　　紀伊・パンフレット

［西国第二番札所紀三井寺略縁起］

309×418ミリー枚物1丁整版
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：酸性紙のカバーあり、三井ラベル「C245・新・17」

3．地誌ノ73、根県／

XO373－001　　　　　　　　　　　　出雲・風土記

［出雲国風土記］

天平5（内容）（733）

276×204ミリ1巻1冊54丁写本
題籏1原・風土記出雲國表紙：原・丁子色無地
構成＝遊紙1、本文52、遊紙1
印記：文庫・消印1・宗辰所集・三井家3。

備考：前表紙にrホ三百四」（貼紙）。

XO373－002－01　　　　　　　　　　　　出雲
［懐橘談　上］

（1732年）

220×160ミリ2巻2冊52丁写本
題籏：原・懐橘談出雲地誌上表紙：後・薄茶色無地
構成：図・目録1、本文51
印記：衆砂・朝田家蔵書・宗辰所集・三井家3。

備考：裏打ちあり。前表紙にrホ四百二十一」（貼紙）と

「ホ四百二十一／　冊」（下ヶ札）。翻刻に続々群書類従
9。

XO373－002－02　　　　　　　　　　　　　出雲

懐橘談　下
享保17（写）（1732）

217×159ミリ36丁写本
題籏：原・懐橘談下表紙：後・薄茶色無地

構成：目録1、本文35
刊記：黒沢三右衛門（弘忠）記之、右懐橘談者日夏氏
源繁高□写本ヲ以テ写之畢、享保十七仲春目　平正
孝。

印記＝宗辰所集・三井家3。


