
Y1201－027　　　　　　　大名付・旗本付・役人付

［江戸鑑］

［延宝5］（1677）

75×178ミリ1巻1冊120丁整版
題簸：後・江戸鑑（墨書）表紙：後・櫨色・ツヤ出し

構成：目録2ウラ～5、隠居5ウラ～6オモテ、大名6ウラ～54、

旗本6丁半、役人55～118
印記：崇修館所蔵印・田中蔵書・ウサギ・しんまちみっい
け。

備考：巻頭2丁欠落、後欠。16・43・58丁は2丁づつあ
る。22・48・57丁は飛丁。44丁の後に1丁、49丁の後
に「三十九」～「四十一」がある。前表紙に「延寳五年」

（貼紙）とr延寳五年／江戸鑑」（下ヶ札）。昭和5年。

Y1201－028　　　　　　　公家鑑・大名付・旗本付

［江戸鑑］

［延宝5］（1677）

100×183ミリ1巻1冊75丁整版
題簸：後・江戸鑑（打付墨書）表紙：後・櫨色・つや出し

構成：朝廷・公家1～12、目録1／2・3～8、大名1／2・

2～49、旗本又49～又58
印記：崇修館所蔵印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝公家鑑5丁メ落丁、大名付5～8丁は1丁で丁付は
「五ノ八」としてある。49丁の後に「又四十九」～「又五十

八」がある。前表紙にr延寳五春」（貼紙）と前表紙r新丁

相澤氏」（墨書）、見返しにr正徳六歳大江長太郎」（墨

書）、後ろ表紙ぶ「庚申元文五年正月吉日」（墨書）、後

ろ表紙見返しにr住吉新丁相澤氏主也」（墨書）、前表

紙の下張に「信州水内□□／新田□1布袋元文五年／正
月吉目」（墨書）。昭和8年10，月18目寄託。

Y1201－029　　　　　　　　　　　大名付、旗本付

［正極江戸鑑］

延宝6（1678）

126×180ミリ1巻1冊58丁整版
題籏：後・正極江戸鑑（墨書）表紙：原・藍色

構成：序1、目録2オモテ、隠居2ウラ～3、大名4～54オ
モテ、旗本54オモテ～57、賊59

刊記：延宝六年十月改之経師屋加兵衛。
印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考158丁は欠。前表紙に「延賓六年十月」（貼紙）と
「延宝六年／正極江戸鑑」（下ヶ札）。昭和6年11月18
目寄託。

Y1201－030－01　　　　　　　　　大名付、旗本付

［江戸鑑］

［延宝6］（1678）

76×186ミリ2巻2冊57丁整版
題簸：なし表紙1後・深黄色・藤紋散らし型押し

構成：目録2～5オモテ、隠居5～6オモテ、大名6ウラ～40

オモテ、旗本40オモテ～54
刊記：［須原茂兵衛版］。

備考：16・43丁は2丁づつある。22丁は飛丁。48丁は
ない。44丁の後に1丁、49丁の後にr三十九」～r四十
一」がある。12丁の後にr五十二」がある。

2．名鑑2．名鑑！1．武鑑11．「武鑑」〔41〕

Y1201－030－02　　　　　　　　　　　　役人付

［江戸鑑］

（1678年）

79×184ミリ66丁整版
題簸：なし表紙：後・深黄色・藤紋散らし型押し

構成：役人55～119
備考：後欠。58丁は2丁ある。116・117丁は欠落。

Y12q1－031　　　　　　　大名付・旗本付・役人付

［江戸鑑］

［延宝6］（1678）

81×190ミリ1巻1冊65丁整版
題籏：後・江戸鑑坤（墨書）表紙：後・濃藍色・無地

構成1大名47～48オモテ、旗本48ウラ～54、役人55～

114
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後欠。84～85丁は欠落。昭和7年4月19目寄託。

Y1201－032　　　　　　　大名付、旗本付、役人付

［江戸鑑］

［延宝6］（1678）

80×182ミリ1巻1冊111丁整版
題簸＝後・江戸鑑（墨書）表紙：後・薄藍色・布目地

構成：大名6ウラ～45オモテ、旗本45ウラ～49、役人1～

62、最終丁隠居
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後欠。16丁は2丁あり、18丁落丁。22丁飛丁。43
丁は2丁あり（その1丁は44丁の後に）、48丁は飛丁。
49の後に「三十九」～「四十一」がある。29丁はない。
前表紙に「延寳六・七年」（貼紙〉と「延寳六・七年／江戸

鑑」（下ヶ札）。19・20丁は乱丁。昭和5年。

Y1201－033　　　　　　　　　呉服所付・大名付
［江戸鑑］

［延宝6］（1678）

81×190ミリ1巻1冊63丁整版
題簸1後・江戸鑑乾（墨書）表紙：後・濃藍色・無地

構成：呉服所1～14、将軍家系図2丁、隠居衆1丁、目

録1～5、大名6～46
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「延寳六（七）年（京堺庄左エ門版）」（貼

紙）。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－034　　　公家鑑・大名付・旗本付・役人付

［正極江戸鑑］

［延宝7］（1679）

80×182ミリ2巻2冊（1冊に合綴）128丁整版
題簸：後・寛文武鑑（墨書）表紙＝後・柿色・ツヤ出し

構成：公家6～11、目録6オモテ、大名6ウラ～50オモテ、

旗本50ウラ～56、役人1～70
刊記：新橋南壱丁目目比谷横町本屋又右衛門（賊
中）。

印記：崇修館所蔵印・伊藤文庫。

備考116・43・29丁は2丁づつある。22丁は飛丁。45・
48丁は欠。39丁の後に「三十」、44丁の後に1丁、49
丁の後に「三十九」～「四十一」がある。31・36丁なし。
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Y1201－035　　　公家鑑・大名付・旗本付・役人付

［増補江戸鑑］

延宝7（1679）

76×184ミリ1巻1冊99丁整版
題籏：後・増補江戸鑑（墨書）表紙：後・柿色・つや出し

構成：目録1～4、隠居5、朝廷・公家2～5オモテ、大名

5ウラ～31、旗本32～34、役人35～99
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：69・71丁は2丁づっある。71の後にr又七千一」、

78の後に「七ノ七」と1丁、84の後に「八ノニ」がある。前

表紙に「（延寳七年）」（下ヶ札）。昭和7年11月19目
寄託。補修の過程で生じた混乱がある（13丁辺り）。

Y1201－036　公家鑑・大名付・旗本付・役人付・呉服所付

［江戸鑑］

延宝7（1679）

80×186ミリ1巻1冊136丁整版
題簸：後・江戸鑑（墨書）表紙＝後・藍色・無地

構成：目録1～5、朝廷・公家1～6、隠居1丁、大名7～

47オ、旗本47ウ～52、役人53～119オ、呉服所119ウ

～130
刊記：［松会版1。

印記：斎自印・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：後欠。前表紙に「延寳七（八年春）」（貼紙）と「延

寳七年／江戸鑑」（下ヶ札）。昭和6年7月6目寄託。『江

戸幕府大名武鑑編年集成』・『江戸幕府役職武鑑編年
集成』に所収。

Y1201－037　　　　　　　　　　　　　役人付
［懐中　正極江戸鑑］

延宝8（1680）

108×196ミリ1巻1冊60丁整版
題簸：後・正極江戸鑑（墨書）表紙：後・藍色・布目地

構成：役人50～109オモテ、賊109ウラ～110

刊記：延宝八年！四月吉辰目／江戸鑓内町山田屋開
板。

印記：ゾウr大原堂印」・信中塩界両籟書閣原氏書画□
□之記・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：帳にr正極江戸鑑延寳八年」（貼紙）とr延寳武
鑑」（外題）。昭和9年12月26目寄託。『江戸幕府役
職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－038　　　　　　　大名付・旗本付・役人付

［江戸鑑］

延宝8（1680）

81×181ミリ1巻1冊111丁整版
題簸：後・江戸鑑延宝八年（墨書）表紙：後・藍色・無

地

構成1目録1～5、大名7～47オモテ、旗本47ウラ～52、

役人53～112
刊記：1松会版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後欠。前表紙に「延宝八年／江戸鑑」（下ヶ札）、下

小口に「寛政八」（墨書）、上小口に「享保［コロ」（墨書）。

昭和6年。

Y1201－039　　　　　　　　　　　大名付・公家鑑
［江戸鑑］

延宝8（1680）

80×186ミリ1巻1冊44丁整版
題籏：後・江戸鑑上巻（墨書）表紙1後・櫨色・雷文繋
ぎ地桐型押し

構成：葵紋1、隠居1、大名1～36、朝廷・公家6～11
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後欠。前表紙にr延寳八年（六月以後）」（貼紙）と

r延宝八年1江戸鑑」（下ヶ札）。昭和5年。

Y1201－040　　　　　　　　　役人付・呉服所付
［江戸鑑］

延宝8（1680）

81×183ミリ1巻1冊78丁整版
題籏：後・御四代様御役武鑑（打付墨書）表紙：後・櫨
色・無地

構成1役人53～119オ、呉服所119ウ～131
刊記：延宝八歳／庚申春改／松會新板。
備考：『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－041－01　　　　　大名付・旗本付・役人付

［江戸鑑］

（1681年）

76×190ミリ2巻2冊71丁整版
題簸：江戸監上（打付墨書）表紙：後・濃藍色・無地

構成：目録1～4、将軍系図2、大名6～48オモテ、旗本

48ウラ～54、大名替紋1～9、役人55～61
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「延宝九年／江戸鑑」（下ヶ札）と「延寳九

年二月」（金字）。昭和4年。

Y1201－041－02　　　　　　　　　　　　役人付
［江戸鑑］

延宝9（1681）

75×191ミリ62丁整版
題簸：江戸監下（打付墨書）表紙：後・濃藍色・無地

構成：役人61～121、賊
刊記1延宝九年二月吉目／けんにん寺町通三条下ル
／西かわ／堺屋庄兵衛在之。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：112丁の後に「又百十二」がある。昭和4年。

Y1201－042　　　　　　　公家鑑・大名付・役人付

［顕正系江戸鑑］

延宝9（1681）

82×180ミリ1巻1冊137丁整版
題簸1後・延宝九辛酉年（墨書）表紙＝後・藍色・卍繋ぎ

地蓬文型押し
構成：目録1～5、朝廷・公家6～11、将軍系図11ウラ～

13、大名14～59、隠居60、役人61～136、賊1
刊記：延宝九辛酉年／毎月上旬初改／板元馨引子。
備考：後ろ表紙見返しに「延宝九年改元天和元年也／文
化癸酉百三十二年二／ナル」（墨書）。



Y1201－043－01　　　　　　　　　　　　大名付

大譜江戸鑑上1
延宝9（序）（1681）

161×114ミリ5巻5冊49丁整版
題籏：原・大譜江戸鑑上之一表紙1後・藍色・無地
構成：序・凡例3、大名（15万石以上）1～43

刊記：板本江戸新両替町四丁目1書林善右衛門（凡
例）。

印記：麻谷蔵書。

備考1箱入り。下小口に「一江戸鑑」（墨書）、前表紙に

「七十一番之五冊」（貼紙）。箱に「延宝大譜江戸
鑑」（貼紙）。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－043－02

大譜江戸鑑上2
（1681年）

162×114ミリ55丁整版

大名付

題簸：原・大譜江戸鑑上之二表紙1後・藍色・無地
構成：大名（6万石以上）44～99
印記：麻谷蔵書。

備考：下小口にr二江戸鑑」（墨書）。『江戸幕府大名武

鑑編年集成』に所収。

Y1201－043－03　　　　　　　　　　　　大名付

大譜江戸鑑上3
（1681年）

161×114ミリ59丁整版
題簸二原・大譜江戸鑑上之三表紙：後・藍色・無地

構成1大名（万石以上）100～158
印記：麻谷蔵書。

備考：下小口にr三江戸鑑」（墨書）。『江戸幕府大名武

鑑編年集成』に所収。

Y1201－043－04　　　　　　　　　大名付・屋敷付

大譜江戸鑑上4
（1681年）

160×113ミリ49丁整版
題簸：原・大譜江戸鑑上之四表紙：後・藍色・無地

構成：大名子息1～13、隠居14、乗物御免の衆15～
19、屋敷1～30
印記：麻谷蔵書。

備考1下小口に「四江戸鑑」（墨書）。「屋敷付」5・6丁は

乱丁。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－043－05　　　　　　　　　　　役人付

大譜江戸鑑下
（1681年）

160×113ミリ91丁整版
題簸：原・大譜江戸鑑下表紙：後・藍色・無地
構成：目録6、役人1～81、践（高木長矩）1
印記：麻谷蔵書。

備考：32丁・48丁は2丁づつある。34丁の後に「又光
四」がある。下小口にr五江戸鑑」（墨書）、『江戸幕府役

職武鑑編年集成』に所収。

2．名鑑2．名鑑11．武鑑ノ1．「武鑑」〔43〕

Y1201－044　　　　　　　　　　　　　　大名付
［太平江戸鑑］

天和1（1681）

181×81ミリ1巻1冊130丁整版
題籏1なし表紙1なし
構成：序（天和元辛酉年霜月初旬）・目録1、将軍系図

2・3、大名4～128
印記：ウサギ・しんまちみついけ・。

備考：65丁・108丁は重複。1丁メにr太平江戸鑑／天和
元年」（下ヶ札）。昭和7年1L月14目寄託。

Y1201－045　　　　　　　　　役人付・江戸町鑑

［太平江戸鑑］

天和2（1682）

84×187ミリ1巻1冊97丁整版
題簸：後・太平江戸鑑（墨書）表紙：後・水色・無地

構成：目録1～7、役人8～又84、江戸町85～96
刊記：天和二年。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考二84丁の後に「又八十四」がある。最終丁に「松田
氏（花押）」。前表紙に「天和二年」（貼紙）。昭和8年6

月15目寄託。

Y1201－046　　　　　　　　　　大名付・役人付
［江戸鑑］

［天和2］（1682）

77×177ミリ1巻1冊117丁整版
題籏：なし表紙＝なし

構成1目録1～5オモテ、徳川系図5ウラ～6、大名7～14
オモテ、隠居47ウラ～48、役人（西丸付》49～53、役人

（本丸付）53～116
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「天和二年」（貼紙・下ヶ札）。昭和6年

12月15目寄託。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－047　　　　　　　　　　大名付・役人付
［壬戌江戸鑑］

［天和2］（1682）

126×179ミリ1巻1冊75丁整版
題簸1後・天和元（抹消）年武鑑明治十丑迄百九十七
年（朱書）表紙：後・薄藍色・無地

構成：目録1ウラ～3、将軍系図4～5、大名6～42オモテ、

隠居42ウラ、役人（本丸付）43～76
刊記ll松会版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後欠。17丁裏・18丁・77丁裏～79丁表、81丁
は欠落。前表紙にr仙台酒倉…」（墨書）とr天和元（抹

消して二）年武鑑」（下ヶ札）、後ろ表紙に「大目□民眼

□美」（墨書）、後ろ表紙見返し「天和元年笹々木次郎

天保五年九月　明和九年志田郡石森村此主和助
此主佐々木権助（カ）」（墨書）。昭和7年6月30日寄
託。

Y1201－048
［癸亥江戸鑑］

大名付・役人付



〔44〕2．名鑑

［天和3］（1683）

126×181ミリ1巻1冊73丁整版
題籏：後・天和三年武鑑（墨書）表紙：後・枯茶色・無

地

構成：目録1～3、徳川系図4～5、大名6～42オモテ、隠

居42ウラ、役人43～73
刊記：［松会版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考二後欠。昭和9年3月5目寄託。

Y1201－049　　　　　　　　　　大名付・役人付

［甲子江戸鑑］

［貞享1］（1684）

125×183ミリ1巻1冊65丁整版
題簸：後・延宝（抹消、貞享）武鑑全（墨書）表紙：後・

薄茶色・無地

構成：徳川系図4～5、大名6～42オモテ、隠居42ウラ、

役人43～70
刊記：［松会版1。

印記：丸ウサギ・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後欠。14丁・27丁・28丁55丁・56丁は欠落。前

表紙にr（貞享武鑑）貞享元年」（貼紙）。昭和10年12
月6目寄託。

Y1201－050　　　　　　　　　　　　　　大名付

［大譜江戸鑑　上3］

［貞享1］（1684）

158×113ミリ1巻1冊55丁整版
題簸：後・大譜武鑑上（墨書）表紙：後・黒色・無地

構成1大名100～156
刊記：［書林善右衛門板］。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：131丁と132丁は1丁で丁付はr百光一ノニ」とし
てある。160丁表欄外に「赤沼村□庄花」（墨書）。前表

紙にr貞享元年秋」（貼紙）。昭和9年11月27日寄託。

Y1201－051　　　　　　　　　　大名付・役人付

［御懐中御江戸大鑑］

［貞享2］（1685）

150×226ミリ2巻2冊（1冊に合綴）33丁整版
題籏：後・御江戸鑑全・新増補御役人付御江戸鑑（墨
書）表紙：後・布目地型格子
構成：徳川系図1オモテ、大名1ウラ～14、目録1、役人1

～18
刊記：通油町山形屋開板。
印記：沼田文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：元は折本。前表紙に図書整理ラベル貼付。昭和

10年7月13目寄託。

Y1201－052－01　　　　　　　　　　　　大名付

新正　江戸鑑大全　上
［貞享3］（1686）

161×112ミリ2巻2冊71丁
題簸：原・新正江戸鑑大全上表紙1後・覗色・布目
構成：序2、徳川系図1～2オモテ、大名2ウラ～70
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にr貞享三年正月乃至二月」（貼紙）。

Y1201－052－02　　　　　　　　　　　役人付

新正　江戸鑑大全　下
［貞享3］（1686）

162×113ミリ　71丁
題籏：原・新正江戸鑑大全下表紙：後・覗色・布目

構成：目録1～4、隠居5、役人6～81
刊記：書林大伝馬三町目／表紙屋七右衛門開板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：30～40丁は1丁で丁付はr三十四十」としてある。

昭和8年11月2目寄託。

Y1201－053　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武鑑上］

［貞享3］（1686）

120×182ミリ1巻1冊71丁
題簾：後・本朝武鑑（墨書）表紙1後・藍色・亀甲繋ぎ地

に龍型押し

構成：序1、目録・葵紋1、大名2～70、隠居71
刊記：［松会版1。

印記：溝口氏図書印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：41・42丁は1丁で丁付は「四十一四十二」として
ある。前表紙に「貞享三年夏」（貼紙）とr貞享三年」
（下ヶ札）。昭和5年。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に

所収。

Y1201－054（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武鑑上］

（1686年）

122×182ミリ2巻2冊（1冊に合綴）47丁
題簸：なし表紙：後・茶色・無地

構成：目録1、徳川系図1～3、大名4～5・6～42オモテ、

隠居42ウラ、大名内室1～4
備考＝木箱に「貞享武鑑全／享和三迄百十七年」（ウ
ワ書墨書）とr三上参次（花押）印（三上蔵書）謹呈土
肥博士」（蓋ウラ墨書）。

Y1201－054（2）

［本朝武鑑下］

貞享3（1686）

40丁
構成：役人1～40
刊記：貞享三丙寅松会新刊。

役人付

Y1201－055　　　　　　　　　　　　　　大名付

［太平江戸鑑　上］

［貞享3］（1686）

83×184ミリ1巻1冊128丁
題簸：後・太平江戸鑑（墨書）表紙1後・海老色・無地

構成：徳川系図2～3、大名4～128、隠居129
印記：水野嘉内・水野蔵・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：110丁が104丁の後にある。前表紙見返しに刊行
時期に関する考証書きがある。前表紙に「貞享三年頃」

（貼紙）。昭和10年5月27目寄託。『江戸幕府大名武
鑑編年集成』に所収。



Y1201－056　　　　　　　　　　　　　　大名付

［丁卯江戸鑑　上］

［貞享4］（1687）

121×177ミリ1巻1冊50丁整版
題簸：後・（丁卯江戸鑑）（墨書）表紙：後・ねずみ色・

雷文繋ぎ
構成：序（初オモテ）、徳川系図初ウラ・1、大名2～49オモテ、

隠居49ウラ
刊記：［松会版］。

印記＝ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：下巻欠。「貞享四丁卯年」・「頓宮村油屋六左衛
門」（墨書）、前表紙に「貞享四年」（貼紙）。昭和8年11

月29目寄託。

Y1201－057　　　　　　　　　　　　　役人付
［戊辰江戸鑑　下］

貞享5（1688）

125×180ミリ1巻1冊43丁整版
題簸：原・戊辰江戸鑑表紙：後・櫨色・無地

構成：目録1～3、役人1～40
刊記：貞享五年／松會新刊。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：上巻欠。前表紙にr貞享五」（下ヶ札）。明治44年

2月25目購求。

Y1201－058　　　　　　　　　　　　　　役人付

［太平武鑑下］

［元禄2］（1689）

104×161ミリ1巻1冊44丁整版
題簸1後・太平武鑑（墨書）表紙1後・布目型押地・灰
色格子

構成1目録83～84、役人85～127
刊記：［須原屋茂兵衛版1。

印記：沼田文庫・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：上巻欠。前表紙に「元禄」（貼紙・下ヶ札）、前表紙

見返しに「元禄版（元禄二年六月以後）但シ無年号」

（貼紙）。昭和6年2月3日寄託。

Y1201－059　　　　　　　　　　　　　大名付
［太平武鑑上］

［元禄3］（1690）

105×161ミリ1巻1冊48丁整版
題簸：後・太平武鑑表紙：後・布目型押・灰色格子

構成：大名2～45、大名内室79～82
刊記＝【須原屋茂兵衛版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下巻欠。45～78丁は1丁で丁付は「四十五ノ七
十八」としてある。前表紙に「元禄三年（三月以後）」（貼

紙）と「元禄三年」（下ヶ札）。昭和6年2月3目寄託。

Y1201－060－01

本朝武系当鑑上
（1690年）

110×166ミリ2巻2冊92丁整版

大名付

題簸：原・本朝武系當鑑上表紙：後・櫨色・ツヤ出し
無地
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構成：序1、目録2オモテ、徳川系図2ウラ～3、大名4～

81、隠居82、内室r嫡子83～92
印記＝三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙にr元禄三」（下ヶ札）、背にラベル。三井ラ

ベル「B971・1」。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－060－02　　　　　　　　　　　役人付

本朝武系当鑑下
元禄3（1690）

110×165ミリ46丁整版
題籏：原・本朝武系當鑑下表紙：後・櫨色・ツヤ出し
無地

構成1目録1～3、役人4～46
刊記＝元禄三歳松會新板。
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：背に「元禄三」（ラベル）、後ろ表紙見返しに三井
ラベル「B971・1」。

Y1201－061　　　　　　　　　　大名付・役人付
［太平武鑑　上・下］

［元禄4］（1691）

108×163ミリ2巻2冊（1冊に合綴）99丁整版
題簸：後・元禄四年太平武鑑（墨書）表紙：後・藍色・

つや出し

構成：序1、大名2～45、内室・留守居1～10、目録83

～85、役人86～127
刊記：1須原屋茂兵衛版】。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻頭・32丁は欠落。昭和9年3月5目寄託。

Y1201－062　　　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武系当鑑　上］

元禄4（序）（1691）

108×165ミリ1巻1冊90丁整版
題籏：後・本朝武系當鑑（ペン書）、元禄武鑑（墨書）
表紙：後・茶色・無地

構成：序（元禄四歳仲呂目　書林松會朔旦）1、目録2オ

モテ、徳川系図2ウラ～3、大名4～81、隠居82、内室・

嫡子他83～92
刊記：［松会版］。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：90・91丁は欠落。前表紙に「元禄四年」（貼紙）。

昭和7年12月23目寄託。

Y1201－063　　　　　　　　　　　　　　役人付
［太平武鑑大全　下］

［元禄5］（1692）

124×185ミリ1巻1冊47丁整版
題簸：後・太平武鑑下（墨書）表紙：後・青色・無地

構成：目録1～3、役人4～49
印記：林・昔々堂・沼田文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：6・26丁は欠落。「越智姓林氏」（墨書）。前表紙に

「（太平武鑑大全）」（下ヶ札）。昭和8年4月12目寄託。

Y1201－064
［本朝武系当鑑　上・下］

大名付・役人付
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元禄6（1693）
117×181ミリ2巻2冊（1冊に合綴）90丁整版
題籏：後・太平武鑑（抹消）本朝武系當鑑（ペン書）表

紙：後・藍色・亀甲繋ぎ型押

構成：徳川系図4ウラ～5オモテ、大名5ウラ～48オモテ、隠

居48、役人目録1～4、役人5～46
刊記：元禄六歳松會新板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にr（元禄六年）」（貼紙・下ヶ札）。昭和5

年12月6目寄託。

Y1201－065　　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武鑑上］

［元禄6］（1693）

125×179ミリ1巻1冊76丁整版
題籏：後・本朝武鑑元禄六年（墨書）表紙：後・青色・

無地に雷紋繋ぎ印刷
構成：序（初）、目録（乙）、大名2～70、隠居71、内室

他1～4
刊記：［松會版］。

印記汐サギ・しんまちみついけ。

備考：下巻欠。21丁の後にr又二十一」がある。41・42
丁は1丁で丁付は「四十一四十二」としてある。前表紙
見返しr花びのかへり／文化十年ノ癸酉七月」（墨書）。前

表紙に「元禄六年」（下ヶ札）。昭和6年7月1目寄託。

Y1201。066　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武系当鑑　上］

［元禄6］（1693）

108×166ミリ1巻『1冊90丁整版
題簸：後・太平武鑑（墨書）表紙：後・紺色・無地つや

出し

構成：徳川系図2ウラ～3、大名4～81、隠居82、内室他

83～92
刊記＝［松會版］。

印記：沼田文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下巻欠。前表紙に「元禄六年」（貼紙・下ヶ札）。昭

和6年7月6日寄託。

Y1201－067　　　　　　　　　　　　　大名付

［太平武鑑上］

［元禄7］（1694）

106×166ミリ1巻1冊50丁整版
題簸：後・太平武鑑須原屋版（元禄七年）・「上巻後半

鉄」とペン書き表紙：後・黒色・っや出し

構成：徳川系図3、大名4～60
刊記：［須原屋茂兵衛版】。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下巻欠。前・後欠。15・19・28・29・34・39・53丁

は欠落。昭和9年6月6目寄託。

Y1201－068　　　　　　　　　　　　　　役人付

［太平武鑑下］
元禄7（1694）『

106×166ミリ1巻1冊49丁整版
題簸：後・太平武鑑（墨書）表紙1後・水色・無地つや

出し

構成：目本国中之図（初）、目録2～4、役人5～48
刊記：元禄七庚戌年／蒼天目／江戸目本橋南一町目
書林寸原茂兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：上巻欠。7丁の後に1丁ある。前表紙に「元禄七
年」（貼紙）。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－069　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武林長鑑　1］

［元禄9］（1696）

103×163ミリ1巻1冊61丁整版
題簸：後・本朝武林長鑑上（墨書）表紙：後・茶色

構成：目録2オモテ、徳川系図2ウラ～3、大名4～62
刊記：［松会版1。

印記：［　　1・ウサギ・しんまちみついけ。
備考：後欠。下巻欠。後ろ表紙にr瀧宝院」（墨書）。前

表紙にr元禄九年」（下ヶ札）とペン書の貼紙。『江戸幕

府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－070　　　　　　　　　　　　　　　大名付

太平武鑑上
元禄9（1696）

110×164ミリ1巻1冊64丁整版
題簸：原・太平武鑑表紙：後・柿色・無地

構成：江戸方角見量之図1、徳川系図2ウラ～3、大名4
し
～
6
4

刊記：元禄九丙子年／江戸目本橋南一町目・書騨寸原
茂兵衛（封面）。

印記：宗家蔵書・三井家3。
備考：　巻欠。前表紙に「元禄九年」（下ヶ札）と「庚五」

（貼紙）。

Y1201－071　　　　　　　　　　　　　役人付

［太平武鑑下］

［元禄9］（1696）

103×162ミリ1巻1冊46丁整版
題籏：後・本朝武林長鑑下（墨書）表紙：後・茶色

構成：役人5～46
刊記＝江戸目本橋南一町目　書林寸原茂兵衛。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：8丁の後にr又八」、21丁の後に1丁ある・又21
丁に「尾張海東郡津嶋村八弥」（墨書）。前表紙に「元禄

九年」とペン書の貼紙。昭和7年2月1目寄託。『江戸

幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－072　　　　　　　　　　　　　　大名付

［太平武鑑上］
［元禄10］（1697）

111×164ミリ1巻1冊89丁整版
題籏1後・太平武鑑元禄十年頃異版（墨書）表紙：
後・茶色・つや出し
構成：序・葵紋1、目録1、大名1～77、隠居78、内室・

留守居等1～10
刊記：［須原屋茂兵衛版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下巻欠。昭和10年2月16目寄託。『江戸幕府
大名武鑑編年集成』に所収。
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原茂兵衛蔵板。

備考：57・58丁は1丁で丁付は「五十七八」としてある。

『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－076　　　　　　　　　　　　　　大名付

［東武江戸鑑　上］

［元禄11］（1698）

124×189ミリ1巻1冊76丁整版
題籏：後・元禄十一年東武江戸鑑（墨書）表紙＝後・
藍色・雷文繋ぎ菱に鳥型押し

構成：序1、徳川系図1ウラ～2、大名3～75、隠居76
刊記：万屋庄兵衛（75丁ウラ）。

印記：□宗沙門山隆蔵書・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考1下巻欠。「文久三癸亥八月山門1安楽院内1含瑞
律師より被贈之」（墨書・朱印）。秩に「（元禄十一年）」

（貼紙）。昭和9年12月26目寄託。

Y1201－077　　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武林系禄図鑑　1］

元禄11（序）（1698）

160×112ミリ1巻1冊63丁整版
題簸：後・元禄十一年武鑑（墨書）表紙：後・肌色・布
目地型押し

構成：序く元禄十一戊寅歳書林松會朔旦＞（初・1オモテ）

目録1ウラ～2、大名（10万石以上）3～72
刊記1［松会版1。

印記＝牡丹亭文庫・武□之印。

備考：巻2・3・4欠。50～55丁は1丁で丁付は「五十五
十五」、60～65丁は1丁で丁付は「六十六十五」として
ある。峡裏に「牡丹亭図書印」と「元禄十一年版武鑑」
（墨書）。

Y1201－078　　　　　　　　　　　　　　役人付
［東武綱鑑　4］

⊂元禄11］（1698）

104×165ミリ1巻1冊71丁整版
題簸：後・元禄武鑑坤（墨書）、本朝武林長鑑（ペン書
き）表紙：後・こげ茶色・無地

構成：目録2、役人5～74
刊記：1須原屋茂兵衛版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1後欠。巻1・2・3欠。57・58は1丁で丁付は「五十
七八」としてある。1・3・75丁は欠落。4丁裏にr文化十

年1武官1□十一月廿四日」（朱書）。昭和9年6月6目
寄託。

Y1201・079　　　　　　　　　　　　　　大名付
［本朝武林系禄図鑑　1］

元禄12（序）（1699）

156×111ミリ1巻1冊63丁整版
題簸：後・本朝武林系禄圖鑑　上巻（墨書）表紙：後・

黄土色・無地つや出し
構成1序く元禄十二己卯歳書林松會朔旦＞（初・1オモテ）

目録1ウラ～2、大名3～72
刊記：［松会版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1巻2・3・4欠。50～55丁は1丁で丁付は「五十五

Y1201－073　　　　　　　　　　　　　　役人付

［本朝武林系禄図鑑　4］

元禄10（1697）

158×112ミリ1巻1冊78丁整版
題簸1後・本朝武林系圖鑑　下巻（御役付）（墨書）表
紙1後・生成

構成＝目録1～4、役人1～74
刊記：元禄十丁丑歳御書物所長谷川町松會三四
郎。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻1・2・3欠。38丁裏に「文五五年辰ノ年大塚村1
吉三郎」（墨書）、前表紙にr元禄十年」（貼紙・下ヶ札）・

上小口に「四」（墨書）。昭和5年10月31目寄託。『江
戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－074　　　　　　　　　　　　　役人付
［東武綱鑑　4］

［元禄10］（1697）

105×164ミリ1巻1冊71丁整版
題簸：なし表紙＝後・緑青色・卍繋ぎ地花唐草（型押し）

構成：目録1～4、役人5～74
刊記：［須原屋茂兵衛版1。

備考：巻1・2・3欠。後欠。57・8丁は1丁で丁付は「五
十七八」としてある。21・59丁に切取りあり。

Y1201。075－04　　　　　　　　　　　大名付
東武綱鑑　1

元禄11（1698）

107×165ミリ4巻4冊56丁整版
題籏：原・東武綱鑑一表紙＝後・丁字茶色・無地

構成：序1、徳川系図1～2、大名3～54
備考131丁は重複。

Y1201－075－02　　　　　　　　　　　　大名付

東武綱鑑　2

元禄11（1698）

107×165ミリ63丁整版
題簸：原・東武綱鑑二表紙：後・丁字茶色・無地

構成：大名55～126
備考：103丁は重複。

Y1201－075－03　　　　　　　　　　　　大名付

東武綱鑑　3

元禄11（1698）

107×166ミリ27丁整版
題簸＝原・東武綱鑑三表紙：後・丁宇茶色・無地

構成：大名117～141、隠居142～143

Y1201－075－04　　　　　　　　　　　役人付
東武綱鑑　4

元禄11（1698）

107×165ミリ73丁整版
題籏：原・東武綱鑑四表紙：後・丁字茶色・無地

構成：目録1～4、役人5～75
刊記：元禄十一年戊寅／武江目本橋南一町目書林須



元禄13（1700）

154×111ミリ1巻1冊82丁整版
題籏：後・（本朝武林系禄圖鑑）（墨書）表紙：後・ぶど

う色・無地

構成：目録1～4、役人1～74
刊記：元禄十三庚辰歳／御書物所長谷川松會三四
郎。

印記：丸ウサギ・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻1・2・3欠。24丁の後に「ト・チ・リ・ヌ・ル」（5丁）

がある。巻末に「寛政六寅年マテ九十五年ニナル」（墨

書）。昭和8年4月12目寄託。『江戸幕府役職武鑑編
年集成』に所収。

Y1201－083　　　　　　　　　　　　　　役人付

［正統武鑑　4］

元禄15（1702）

160×111ミリ1巻1冊83丁整版
題簸：後・太平江戸鑑元禄十五年（墨書）表紙：後・
青色・無地

構成：目録1～4、役人1～75
刊記：元禄十五歳／武江日本橋南一町目／書林須原
茂兵衛蔵版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻1・2・3欠。25丁の後に「▲一～▲四」がある。

前表紙にr元禄十五年」（下ヶ札）。昭和7年2月1目寄
託。

Y1201－084－01　　　　　　　　　　　　大名付

［正統武鑑　1肇

［元禄16］（1703）

160×112ミリ3巻3冊65丁整版
題籏：後・御林武鑑上（墨書）表紙：原・白色・無地

構成：徳川系図1、大名（3万石以上）2～63
刊記：［須原屋茂兵衛版］。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻3欠。15丁の後にr十五次j　r十五又次」がある。

43・4丁は1丁で丁付は「四十三ノ四」、51・52丁は1
丁で丁付はr五十一ノニ」としてある。前表紙にr元禄十
六年！須原屋版」（貼紙）と「（元禄十六年）」（下ヶ札）。昭

和6年7月13目寄託。

Y1201－084－02　　　　　　　　　　　　大名付

［正統武鑑　2］

（1703年）

160×112ミリ75丁整版
題簸：後・御林武鑑中（墨書）表紙；原・白色・無地

構成＝大名63（ママ）～139
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：84・85丁雄1丁で丁付は「八十四五↓としてある。

134丁は欠落。昭和6年7月13目寄託。

Y1201－084－03　　　　　　　　　　　　役人付

［正統武鑑　4］

（1703年）

161×114ミリ72丁整版
題簸：後・御林武鑑下（墨書）表紙1原・白色・無地

構成＝目録4ウラ、役人1～72

2．名鑑〔48〕

十五」、60～65丁は1丁で丁付は「六十六十五」として
ある。前表紙に「元禄十二年序」（貼紙・下ヶ札）。昭和5

年10，月31目寄託。

Y1201－080－01　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武林系禄図鑑　1］

（1700年）

158×112ミリ3巻3冊63丁整版
題簸：原・l　　　　l表紙：後・肌色・無地

構成：序（初・1オモテ）、目録1ウラ～2、大名（10万石以

上）3～72
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻2欠。50～55丁は1丁で丁付はr五十五十五」
60～65丁も同様「六十六十五」としてある。後ろ表紙見
返しに「下ノ郷／横関治郎兵衛延郷」（墨書）。

Y1201－080－02　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武林系禄図鑑　3］

元禄13（1700）

159×113ミリ36丁整版
題簸：原・本朝武林系禄圖鑑表紙：後・肌色・無地

構成：大名48～64、隠居65～66、内室・留守居等67

～83
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙見返しにr下ノ郷／横関治郎兵衛延郷」
（墨書）、前表紙に「元禄十三年」（貼紙）。

Y1201－080－03　　　　　　　　　　　　役人付

［本朝武林系禄図鑑　4］

（1700年）

157×112ミリ83丁整版
題簸：原・l　　　　l表紙：後・肌色・無地

構成：目録1－4、役人1～74
刊記1元禄十三庚申歳／御書物所長谷川町松會三
四郎。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：24丁の後に「トチリヌル」（5丁）がある。後ろ表紙

見返しに「下ノ郷／横関治郎兵衛延郷」（墨書）。昭和9

年10月9目寄託。

Y1201－081　　　　　　　　　　　　　　大名付

［本朝武林系禄図鑑　1］

元禄13（序）（1700）

158×111ミリ1巻1冊63丁整版
題簸：後・（本朝武林系禄圖鑑）（墨書）表紙1剥離

構成：序く元禄十三庚辰歳書林松會朔旦＞（初・1オモテ）

目録1ウラ～2、大名（10万石以上）3～72
刊記：［松会三四郎版1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻2・3・4欠。50～55丁は1丁で丁付は「五十五
十五」、60～65丁は1丁で丁付は「六十六十五」として
ある。前表紙にr元禄十三年」（貼紙）とr（本朝武林系録

圖鑑）」（下ヶ札）。昭和8年4月12目寄託。

役人付
4］

Y1201－082
［本朝武林系禄図鑑



印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝後欠。25丁の後に「▲一～四」がある。昭和6年7

月13目寄託。

Y1201－085　　　　　　　　　　　　　　大名付

［元禄武鑑大全　　1］
［元禄16］（1703）

229×158ミリ1巻1冊53丁整版
題簸：原・□□武鑑大全表紙：原・水色・菊花菱繋ぎ
（型押し）

構成：序1、徳川系図2、大名2～52
刊記：［井筒屋三右衛門版］。

印記＝ウサギ・三井家7。

備考：巻2・3・4欠。前表紙に「元禄武鑑大全」「元禄十

六年」（貼紙）、昭和7年12月23日寄託。『江戸幕府
大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－086　　　　　　　　　　　　　　大名付

元禄武鑑大全　1

［元禄16］（1703）

215×155ミリ1巻1冊53丁整版
題籏：原・元禄武鑑大全一表紙：原・水色・無地

構成：序1、徳川系図1、大名2～52
刊記：［井筒屋三右衛門版］。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考1巻2・3・4欠。前表紙に「（元禄十六年井筒屋版ノ
京版）」（貼紙）、後ろ表紙見返しr播州加西郡中野村／．

本主西蔵【　1」（墨書）。昭和8年10月24日寄託。

Y1201－087－01　　　　　　　　　　　大名付
［元禄武鑑大全　　2］

（1703年）

229×160ミリ2巻2冊41丁整版
題簸：剥離表紙：原・水色・菊花菱繋ぎ（型押し）

構成：大名53～91、隠居92～93
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻1・3欠。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－087－02　　　　　　　　　　　　大名付
［元禄武鑑大全　4］

［元禄16］（1703）

229×160ミリ24丁整版
題簸：剥離表紙：原・水色・菊花菱繋（型押し）

構成：大名内室・留守居・船印等1～24

刊記：元禄十六癸未季夏／通油町井筒屋三右衛門
板。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。昭和7
年。

Y1201－088
［元禄武鑑大全　2］

元禄16（1703）

224×153ミリ1巻1冊41丁整版

大名付

題籏：後・元禄武鑑大全元禄十六年井筒屋版（墨書）

2．名　鑑　2．名鑑ノ1．武鑑！1．「武鑑」　〔49〕

表紙：原・水色

構成：大名53～92オモテ、隠居92ウラ～93
刊記：［井筒屋三右衛門版］。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻1・3・4欠。前表紙に「元禄十六年」（貼紙と下ヶ

札）。92丁オモテにr百□大築熊吉」（墨書）。昭和6年10

月1目寄託。

Y1201－089　　　　　　　　　　　　　　役人付

武宝徴鑑4
元禄16（1703）

157×110ミリ1巻1冊83丁整版
題簸：原・武寳徴鑑璋表紙：水色・無地

構成：目録1～4、役人5～83
刊記：元禄十六癸未歳／武江小傳馬町　丁目／書林
菱屋金四郎。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考＝巻1・2・3欠。8丁の後に「又八」があり、28・9丁は

1丁で丁付は「二十八ノ九」としてある。後ろ表紙見返し

に「伊藤屋出羽最上」など（墨書）。前表紙に「元禄十
六年」（貼紙）と「武宝徴鑑／元禄十六年」（下ヶ札）。昭和

8年4，月12日寄託。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に
所収。

Y1201－090（1）　　　　　　　　　　　　大名付

［宝永武鑑大成　1］

宝永1（1704）

217×165ミリ4巻4冊98丁整版
題簸：後・徳川五代之君御治世大成武鑑四巻合全
（墨書）表紙：後・布目地格子刷

構成：堀越氏識他4、遊紙1、序1、徳川系図2、大名2
～92オモテ、隠居92ウラ～93

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：4冊合綴。前表紙に「宝永元」（下ヶ札）、背に「江

戸鑑堀越」（墨書）、下小口に「宝永元年版」（朱書）。

構成は巻1・2を合せたもの。『江戸幕府大名武鑑編年
集成』・『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－090（2）　　　　　　　　　　　　大名付

［宝永武鑑大成　2］

（1704年）

整版
備考：巻1・2合綴のため、丁数は不明。『江戸幕府大名

武鑑編年集成』・『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－090（3）　　　　　　・　　　　　役人付
［宝永武鑑大成　3］

（1704年）

40丁整版
構成：目録2、役人1～38
刊記：宝永元甲申歳改武陽牛込燕雀堂／平野屋吉兵
衛板。

備考：13丁の後にr一～七」がある。『江戸幕府大名武
鑑編年集成』・『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。



Y1201－092－02　　　　　　　　　　　　　大名付

御林武鑑　2

（1705年）

159×110ミリ66丁整版
題簸：原・御林武□□表紙：原・藍色・無地

構成1大名63～128
印記：三井家編纂室蔵書印。

備考：前表紙に「□永二年共四ノニ』（朱書）。三井ラベ
ノレ「B971・2」。

Y1201－092－03　　　　　　　　　　　　大名付

御林武鑑　3

（1705年）

159×111ミリ36丁整版
題簸：原・御林武鑑参表紙：原・藍色・無地

構成：大名129～162、隠居163～164
印記：三井家編纂室蔵書印。
備考：前表紙に「宝永二年共四ノ三」（朱書）。三井ラベ

ノレ「B971・2」。

01－092－04　　　　　　　　　　　役人付

こ武鑑　4
こ2（1705）

×111ミリ88丁整版
・：原・□林武鑑四表紙：原・藍色・無地

ll総門番衆2、諸役前録6、目録7～9、役人10～

糀
籔
㈱
灘
総
鵬
鷹
鼓
姻

：宝永二乙酉歳武江目本橋南一町目書林須原屋
衛蔵板。

：三井家編纂室蔵書印。

：12丁の後に「酉ノー～酉ノ三」、51丁の後に「又

一」がある。72・3丁は1丁で丁付はr七十ニノ三」
：ある。前表紙に三井ラベル「B971・2」と「［コ永二年

ノ四止」（朱書）。

Y1201－093　　　　　　　　　　　　　　役人付

［増続武鑑　3］

宝永4（1707）

158×113ミリ1巻1冊86丁整版
題籏：後・實永武鑑（打付墨書）表紙：後・黄土色・雷

文花菱に流雲・龍型押

構成：目録4、役人82
刊記：宝永四丁亥歳／日本橋川瀬石町／武陽江府書
林山口屋須藤権兵衛。
印記：安井床・沼田文庫・三井文庫。

備考：巻1・2・4欠。17丁に「上・下」がある。後ろ表紙

「明治二十一年渥美」（墨書）、前表紙に「宝永四」（下ヶ

札）、『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－094－01　　　　　　　　　　　　大名付

［正風武鑑　1］

宝永5（1708）

158×111ミリ3巻3冊88丁整版
題簸：後・正風武鑑（墨書）表紙：後・藍色・無地

構成：目録（見返し）、徳川系図1～2、大名（10万石以

2．名鑑〔50〕

Y1201－090（4）　　　　　　　　　　　　大名付

［宝永武鑑大成　4］

（1704年）

24丁整版
構成：船印他1～24
備考：『江戸幕府大名武鑑編年集成』・『江戸幕府役職

武鑑編年集成』に所収。

Y1201－091－01　　　　　　　　　　　　大名付

新版宝永武鑑大成　1

（1705年）

223×156ミリ4巻4冊53丁整版
題簸：原・新版寳永武鑑大成一表紙：原・薄香色・無

地

構成：序1、徳川系図2、大名2ウラ～52
備考：秩に入る。

Y1201－091－02　　　　　　　　　　　　大名付

新版宝永武鑑大成　2

（1705年）

223×156ミリ41丁整版
題簸：原・新版寳永武鑑大成二表紙：原・薄香色・無

地
構成：大名53～92オモテ、隠居92ウラ～93

Y1201－091－03　　　　　　　　　　　役人付

新版宝永武鑑大成　3

（1705年）

223×156ミリ49丁整版
題籏：原・新版寳永武鑑大成三表紙＝原・薄香色・無

地

構成：目録2、役人初1～38
備考：4丁の前にr四之一、四之二、四之三」、13丁の
後に「一～七」、18丁の後に「又十八」がある。

Y1201－091－04　　　　　　　　　　　　大名付

新版宝永武鑑大成　4

宝永2（1705）

224×157ミリ24丁整版
題簸二原・新版寳永武鑑大成四　表紙：原・薄香色・

無地

構成：船印他1～24
刊記：宝永二己酉歳改／武陽牛込燕雀堂／平野屋吉
兵衛板。

Y1201－092－01　　　　　　　　　　　　大名付

御林武鑑　1

（1705年）

159×112ミリ4巻4冊62丁整版
題策：原・御林武鑑一表紙：原・藍色・無地
構成＝江戸方角道法1オモテ、徳川系図1オモテ～2、大名

3～62
印記：三井家編纂室蔵書印。
備考：前表紙に「宝永二」（下ヶ札）と「宝永二年共四ノ
ー」（朱書）。5丁オモテに「正徳三巳四月改写之」（墨書）。

三井ラベル「B971・2」。布帳あり。



上）3～88
印記：松平家蔵書印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：23丁は重複。，26・7丁は1丁で丁付はr廿六ノ
七」としてある。前表紙に「正風武鑑／三冊／宝永五年」

（下ヶ札）。昭和7年4月26目寄託。『江戸幕府大名武
鑑編年集成』に所収。

Y1201－094－02　　　　　　　　　　　大名付

正風武鑑2
宝永5（1708）

159×113ミリ84丁整版
題籏：原・正風武鑑二表紙：後・藍色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）89～172

印記：松平家蔵書印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－094－03

正風武鑑3
宝永5（1708）

158×112ミリ89丁整版

大名付

題簸：原・正風武鑑三表紙：後・藍色・無地

構成：総門番衆2、目録2、諸役前録略記1～7、役人1

～78
刊記：宝永五戊子歳江都書林目本橋南一町目須原茂
兵衛蔵板。

印記：松平家蔵書印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－095。01

正風武鑑　1

［宝永5コ（1708）

155×112ミリ2巻2冊88丁整版

大名付

題簸：原・正風武鑑一表紙：後・水色・無地

構成：目録半丁、徳川系図1・2、大名（10万石以上）3

～88
刊記：［須原屋茂兵衛版1。

印記1鱗［コ。

備考：巻3欠。26・7丁は1丁で丁付は「廿六ノ七」として
ある。裏打ちあり。

Y1201－095－02　　　　　　　　　　　　大名付

正風武鑑2
（1710年）

155×112ミリ84丁整版
題簸：原・正風武鑑二表紙：後・水色・無地
構成＝目録（見返し）、大名（万石以上）89～172
備考：裏打ちあり。

Y1201－096－01　　　　　　　　　　　　大名付
［賞延武鑑　1］

（1713年）

156×112ミリ3巻3冊89丁整版
題簸：後・正徳武鑑上（墨書）表紙：後・花田色・無地

構成：序1、徳川系図2、大名（10万石以上）3～88
印記：□□・ウサギ・しんまちみついけ。

2．名　鑑　2．名鑑11．武鑑11．r武鑑j　〔51〕

備考二前表紙に「正徳三年」（貼紙）、布秩あり、裏打ちあ

り。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－096－02　　　　　　　　　　　　大名付

［賞延武鑑2］
（1713年）

155×112ミリ85丁整版
題簸：後・正徳武鑑中（墨書）表紙：後・花田色・無地

構成：目録（見返し）、大名1～83、大名隠居井家督84

～85
印記：□□・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：裏打ちあり。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－096－03　　　　　　　　　　　　大名付

［賞延武鑑3］
正徳3（1713）

155×112ミリ88丁整版
題籏：後・正徳武鑑下（墨書）表紙：後・花田色・無地

構成：目録2、役人1～86
刊記：正徳三癸巳歳／武陽江府書林目本橋南□〔コ［コ

山口屋権兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：48丁の後に「又四十八」がある。76・7は1丁で丁

付は「七十六ノ七」としてある。昭和10年2月16目寄
託。

Y1201－097－01　　　　　　　　　　　　大名付

正徳武鑑　1

（1714年）

161×111ミリ3巻3冊91丁整版
題簸：原・正徳武鑑一表紙：原・水色・無地
構成：目録（見返し）、徳川系図2、大名（10万石以上）3

～91
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝前表紙にr正徳武鑑／正徳四年」（下ヶ札）、下小

口にr上／正徳四甲午正月改」（墨書）、背にr山」（墨

書）。昭和7年。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－097－02　　　　　　　　　　　大名付

正徳武鑑2
（1714年）

160×112ミリ88丁整版
題簸：原・正徳武鑑二表紙：原・水色・無地
構成1目録（見返し）、大名1～85、隠居井家督1～3
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下小口に「中／正徳四年甲午正月改」（墨書）、背

に「山」（墨書）。昭和7年。『江戸幕府大名武鑑編年集

成』に所収。

Y1201－097－03　　　　　　　　　　　役人付

正徳武鑑3
正徳4（1714）

159×111ミリ86丁整版
題簸：原・正徳武鑑三表紙：原・水色・無地



〔52〕2．名鑑

構成1目録2、諸役前録略記7、役人1～80
刊記：正徳四甲午歳江都書林目本橋南一町目須原茂
兵衛蔵板。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：18・19丁は1丁で丁付はr十八ノ九」、27・28丁
は1丁で丁付は「二十七ノ八」としてある。下小口に「下1

正徳四甲午正月改」（墨書）、背に「山」（墨書）、34・35

丁の間に題箋「茶家酔古録」あり。昭和7年11月14目
寄託。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－098（1）

［正徳武鑑　1］

正徳5（1715）

157×108ミリ3巻3冊91丁整版

大名付

題簸：後・正徳武鑑（墨書）表紙：原・水色・無地

構成：目録（見返し）、徳川系図2、大名（10万石以上）3

～91
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：3冊合綴。前表紙に「正徳五年」（貼紙と下ヶ札）。

昭和7年3月12目寄託。

Y1201－098（2）　　　　　　　　　　　　大名付

［正徳武鑑　2］

（1715年）

88丁整版
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～85、隠居井

家督1～3

Y1201－098（3〉　　　　　　　　　　　　役人付

［正徳武鑑　3］

（1715年）

87丁整版
構成：目録2、諸役前録7、役人1～80
刊記＝正徳五乙未歳／江都書林目本橋南一町目須原
茂兵衛蔵板。

備考：18～20丁は1丁で丁付はr十八ノ廿」としてある。

44丁の後に「又四十四」がある。

Y1201－099－01

享保武鑑　1

（1717年）

157×111ミリ4巻4冊92丁整版

大名付

題籏：原・享保武鑑一表紙：原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、徳川系図2、大名（10万石以上）3

～92
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考156丁の後に「又五十六」がある。前表紙に「享保
武鑑／享保二年」（下ヶ札）。昭和8年3月22日寄託。

Y1201－099－02　　　　　　　　　　　　大名付

享保武鑑　2

（1717年）

157×112ミリ84丁整版
題籏1原・享保武鑑二表紙：原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～83

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：34丁の後にr又三十四」がある。

Y1201－099－03　　　　　　　　　　　役人付

享保武鑑　3

享保2（1717）

157×112ミリ83丁整版
題簸：原・享保武鑑三表紙：原・花田色・無地

構成：目録2、役人（本丸付）1～80

刊記：享保弐丁酉歳江都書林目本橋南一町目須原茂
兵衛蔵板。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：18・19丁は1丁で丁付は「十八ノ十九」としてある。

44丁の後に「又四十四」、47丁の後に「又四十七」、48
丁の後に「又四十八」がある。

Y1201－099－04　　　　　　　　　　　役人付

享保武鑑　4

（1717年）

157×112ミリ12丁整版
題簸：原・享保武鑑四表紙＝原・花田色・無地

構成：役人（西丸付）3、諸役前録略記7、隠居井家督3
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和8年。

Y1201－100　　　　　　　　　　　　　　大名付

［享保武鑑　1］

［享保4］（1719）

157×110ミリ1巻1冊93丁整版
題簸：原・□□武鑑萱表紙：原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、徳川系図2、大名（10万石以上）3

～93
刊記：［須原屋茂兵衛版］。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「享保四年」（貼紙）、後ろ表紙見返し
「持主佐藤市右衛門・西部八郎右衛門」（墨書）。『江戸

幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－101－01　　　　　　　　　　　　大名付

永世武鑑　2

（1719年）

157×mミリ3巻3冊93丁整版
題簸：原・永世武鑑二表紙＝原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～91、隠居井

家督1～2
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙見返しと後ろ表紙に「四さつ之内西部
氏」（墨書）・r西部八郎右衛門・同姓喜内」（朱書）。『江

戸幕府大名武鑑辺年集成』に所収。

Y1201－101－02　　　　　　　　　　　　役人付

永世武鑑　3

（1719年）

158×mミリ75丁整版
題簸：原・永世武鑑三表紙：原・花田色・無地
構成：大下馬より道法（見返し）、目録2、役人（本丸付）

1～71



印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：15丁の後に「又十五」、27丁の後に「又二十七」、

37丁の後に「又辮七」がある。67・68丁は1丁で丁付は
「六十七ノ八」としてある。後ろ表紙見返しに「四さつ之

内西部氏／っとめなし一人半三石／さる加丁西部
喜内」（墨書）。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－101－03

［永世武鑑4］
享保4（1719）

158×112ミリ19丁整版
題簸：剥離表紙：原・花田色・無地

役人付

構成：役人（西丸付）1～2、遠国奉行72～89

刊記：享保四己亥歳／武陽江府書林目本橋南壼町目
山口屋権兵衛開版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「享保四年」（貼紙）、前表紙見返しに
「四さつ之内西部氏十四才j（墨書）。昭和9年。『江

戸幕府役職武鑑辺年集成』に所収。

Y1201－102－01

享保武鑑　1

（1721年）

159×112ミリ4巻4冊93丁整版

大名付

題簸：原・享保武鑑一表紙1原・水色・無地
構成：目録（見返し）、徳川系図1・2、大名（10万石以

上）3～92
印記：三井家編纂室蔵書。

備考＝56丁に「上下jがある。前表紙に「享保六」（下ヶ

札）と「享保六丑」（墨書）と「共四ノー」（朱書）。後ろ表紙

に「四之内一」（墨書）、上下小口に「一」（墨書）、後ろ

表紙見返し「享保六丑三月之板行／西国御大名五拾
八頭」（墨書）。三井ラベル「B971・4」、布秩あり。

Y1201－102－02　　　　　　　　　　　　大名付

享保武鑑　2

（1721年）

158×112ミリ84丁整版
題簸：原・享保武鑑二表紙：原・水色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上〉1～83

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：34丁に「上下」に上下がある。前表紙に「共四ノ
ニ」（朱書）、上下小口に「二」（墨書）、後ろ表紙見返し

に「西国御大名六十八頭」、後ろ表紙に「四之内」（墨
書）。三井ラベル「B971・4」。

Y1201－102－03　　　　　　　　　　　役人付

享保武鑑3
享保6（1721）

160×113ミリ83丁整版
題簸：原・享保武鑑三表紙：原・水色・無地
構成：目録1・2、役人（本丸付）1～80

刊記：享保六辛丑歳／日都書林日本橋南一町目須原
茂兵衛蔵板。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：17～19丁は1丁で丁付は「十七十九」、26・27
丁は1丁で丁付は「廿六ノ七」としてある。28丁・44丁・

2．名鑑2．名鑑／1．武鑑！1．r武鑑」 〔53〕

47丁・48丁にそれぞれ上下がある。前表紙にr共四ノ
三」（朱書）、後ろ表紙に「四之内」（墨書）。三井ラベル

「B971・4」。三井図書カード1枚あり。

Y1201－102－04　　　　　　　　　　　役人付

享保武鑑4
（1721年）

159×113ミリ12丁整版
題籏1原・享保武鑑四表紙1原・水色・無地
構成：役人（西丸付）1～3、諸役前録略記1～7、隠居

井家督1～3
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙に「共四ノ四止」（朱書）、後ろ表紙に「四

之内」（墨書）。後ろ表紙見返しに三井ラベル「B971・

4」c

Y1201－103（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

享保武鑑　　1
（1726年）

159×112ミリ3巻3冊93丁整版
題籏：原・享保武鑑萱表紙：原・藍色・無地
構成：目録（見返し）、徳川系図1～2、大名（10万石以

上）3～93
備考：3冊合綴。下小口に「享保十一丙午」（墨書）。『江

戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－103（2）　　　　　　　　　　　　大名付

享保武鑑2
（1726年）

84丁整版
題簸：原・享保武鑑　表紙：原・藍色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～86

備考：18・19丁は1丁で丁付は「十八ノ十九」としてある。

『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－103（3）　　　　　　　　　　　役人付

享保武鑑3
享保11（1726）

79丁整版
題簸：原・享保武鑑参表紙二原・藍色・無地

構成：目録1～2、役人1～79
刊記：享保十一丙午歳／江都書林目本橋南一町目須
原茂兵衛蔵板。

備考：『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－104（1）　　　　　　　　　　　　大名付

［享保武鑑　1］

（1729年）

158×110ミリ3巻3冊93丁整版
題簸：後・大成武鑑壼（打付墨書）表紙：原・花田色・

無地
構成：目録（見返し）、徳川系図1～2、大名（10万石以

上）3～93
備考：3冊合綴。前表紙に「享保十四」（墨書）。下小口

に「享保十四大名大名」（墨書）。『江戸幕府大名武鑑

編年集成』に所収。
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Y1201－104（2）　　　　　　　　　　　　大名付

［享保武鑑2］
（1729年）

89丁整版
題簸：後・大成武鑑戴（墨書）表紙：原・花田色・無地

構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～89、出版目

録89ウラ

備考：巻末に広告がある。前表紙にr享保十四己酉年」
（墨書）。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－104（3）　　　　　　　　　　　役人付

［享保武鑑3］
享保14（1729）

81丁整版
題簸：後・大成武鑑三（墨書）表紙：原・花田色・無地

構成：目録1～2、役人1～79
刊記：享保十四己酉歳／江都書林日本橋南一町目須
原茂兵衛蔵板。
備考：前表紙にr享保十四己酉年」（墨書）。『江戸幕府

役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－105－01　　　　　　　　　　　　大名付

享保武鑑　1

（1732年）

158×113ミリ4巻4冊96丁整版
題籏：原・享保武鑑萱表紙：原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、徳川系図1～2、大名（10万石以

上）3～96
印記：岩島・三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙にr享保十七」（下ヶ札）、下小口にr享保

拾七正」（墨書）、後ろ表紙見返しに「享保十七壬子四
月改」（墨書）。

Y1201－105－02

享保武鑑　2
（1732）

159×113ミリ89丁整版

大名付

題籏：原・享保武鑑　表紙：原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～89、千鐘堂

新発行篇目（20点）半丁
印記：岩島・三井家編纂室蔵書。

備考：巻末に広告がある。下小口に「享保拾七正」（墨
書）、89丁ウラに「享保十七壬子四月改」（墨書）。

Y1201－105－03　　　　　　　　　　　役人付

享保武鑑3
享保17（1732）

159×113ミリ82丁整版
題籏二原・享保武鑑参表紙：原・花田色？無地

構成1目録2、役人（本丸付）1～79

刊記：享保十七壬子歳四月改／江都書林日本橋南一
町目須原茂兵衛蔵板。
印記：岩島・三井家編纂室蔵書。

備考：17丁の後に「又十七」がある。刊記下に「四月改」

（墨書）。下小口にr享保拾七正」（墨書）。『江戸幕府役

職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－105－04　　　　　　　　　　　　役人付

享保武鑑4
（1732）

159×114ミリ19丁整版
題簸：原・享保武鑑雛表紙：原・花田色・無地

構成：役人（西丸付）1～9、諸役前録略記1～7、隠居

井家督1～2
印記：岩島・三井家編纂室蔵書。

備考：4丁の後にr又四」がある。下小口にr享保拾七
正」（墨書）、後ろ表紙見返しに「享保十七壬子四月改」

（墨書）。三井図書カードあり（整理番号はB971・5）。

Y1201－106－01　　　　　　　　　　　　大名付

元文武鑑　1

（1736年）

159×mミリ4巻4冊94丁整版
題簸：原・元文武鑑壼表紙：原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、徳川系図1～2、大名（10万石以

上）3～94
印記：牛嶋田仲・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下小口にr塩飽牛嶋田中氏」（墨書）、後ろ表紙見

返しに「元文元年辰／四札之内／田中氏」（墨書）。前
表紙に「元文元年武鑑」（下ヶ札）。

Y1201－106－02　　　　　　　　　　　　大名付

元文武鑑　2
（1736）

159×112ミリ89丁整版
題簸：原・元文武鑑　表紙：原・花田色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～89

印記：牛嶋田仲・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙見返しに「四札之内田中氏」（墨書）。

Y1201－106－03　　　　　　　　　　　　役人付

［元文武鑑　3］

元文1（1736）

159×111ミリ78丁整版
題簸：剥離表紙：原・花田色・無地

構成：目録1～2、役人（本丸付）1～76

刊記：元文元丙辰年改正／江府書林目本橋南一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
印記：牛嶋田仲・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：41・42丁は1丁で丁付は「四十一／二」としてある。

61丁は重複。前表紙見返しにr盤飽牛島四札之内田
中氏」（墨書）。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－106－04　　　　　　　　　　　　役人付

元文武鑑4
（1736）

159×111ミリ20丁整版
題籏＝原・元文武鑑難表紙：原・花田色・無地
構成：役人（西丸付）1～11、諸役前録略記1～7、隠居

井家督1～2
印記：牛嶋田仲・ウサギ・しんまちみっいけ。



備考：後ろ表紙見返しに「四冊之内施主田中氏j（墨
書）、後ろ表紙r塩飽牛嶋々本主田仲氏理三郎求之」
「牛嶋庄屋田中久次郎」（墨書）。昭和7年7月23日寄
託。

Y1201－107－01　　　　　　　　　　　　大名付

新改元文武鑑　1
（1740年）

159×111ミリ4巻4冊95丁整版
題簸1原・新改元文武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
花田色・無地

構成：目録（見返し）、序1、徳川系図2、大名（10万石

以上）3～94

印記：三井家編纂室蔵書。
備考：前表紙に「元文五」（下ヶ札）と「共四ノー」（朱書）、

上小口と下小口に「一」（墨書）。後ろ表紙見返しに三井

ラベルrB971・6」。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－107－02　　　　　　　　　　　　大名付

新改元文武鑑　2
（1740）

159×112ミリ91丁整版
題簸：原・新改元文武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
花田色・無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～90オモテ、隠

居井家督90ウラ～92オモテ

印記：三井家編纂室蔵書。
備考：上小口と下小口に「二」（墨書）、前表紙に「共四ノ

ニ」（朱書）。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－107－03　　　　　　　　　　　　役人付

新改元文武鑑　3
元文5（1740）

159×111ミリ75丁整版
題簸：原・新改元文武鑑御役人衆巻之三表紙：原・
花田色・無地

構成1目録1～2、役人（本丸付）1～76

刊記1元文五庚申年新改正／江府書林目本橋南一町
目須原屋茂兵衛蔵版。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：29丁は欠落。41・42丁は1丁で丁付は「四十一／
二」、51・52丁は1丁で丁付はr五十一／二」としてある。

上小口・下小口に「三」（墨書）、前表紙にr共四ノ三」

（朱書）。三井ラベルrB971・6」。『江戸幕府役職武鑑編

年集成』に所収。

Y1201－107－04　　　　　　　　　　　役人付

新改元文武鑑　4
（1740）

159×112ミリ14丁整版
題簸：原・新改元文武鑑西御丸附巻之四表紙＝原・
花田色・無地

構成1役人（西丸付）1～14
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙に「共四ノ四止」（朱書）。三井ラベル
「B971・6」。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

2，名　鑑　2．名鑑！1．武鑑ノ1．r武鑑」　〔55〕

Y1201－108（1）　　　　　　　　　　　　大名付

［新改　寛保武鑑　1］

（1741年）

157×101ミリ4巻4冊96丁整版
題籏：後・武鑑寛保元年（墨書）表紙1原・花田色・無

地
構成：目録（見返し）、序・徳川系図3、大名（10万石以

上）3～94
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：4冊合綴。前表紙に「寛保元年」（下ヶ札）。後ろ表

紙見返しに「文政八年横山久蔵信義」（墨書・花押）。

後ろ表紙に「米沢籾町□□横山□□」（墨書）。

Y1201－108（2）　　　　　　　　　　　　大名付

［新改　寛保武鑑　2］

（1741年）

92丁整版
題籏：後・寛保元武鑑二（墨書）　表紙：原・花田
色・無地

構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～90オモテ、隠

居等90ウラ～92
備考1前表紙にr米沢籾町横山小造」（墨書〉、後ろ表

紙r此の本持主人東山道出羽国山形縣下置賜郡米沢
［　］」（墨書）。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－108（3）　　　　　　　　　　　　役人付

［新改　寛保武鑑　3］

寛保1（1741）

78丁整版
題簸：後・寛保元武鑑三（墨書）表紙：原・花田色・

無地
構成：目録1～2、役人（本丸付）1～76

刊記：寛保元辛酉年新改正／江府書林日本橋南一町
目須原茂兵衛蔵版。

備考：41・42丁は1丁で丁付は「四十一ノニ」、51・52
丁は1丁で丁付は「五十一ノニ」としてある。前表紙見返

しにr文政十戌乃としきさらぎ横山久蔵」（墨書）、後ろ

表紙に「国隆（花押・墨書）」。

Y1201－108（4）　　　　　　　　　　　　役人付

［新改　寛保武鑑　4］

（1741年）

14丁整版
題簸：後・寛保元文化武鑑四大尾（墨書）表紙：原・
花田色・無地

構成：役人（西丸付）1～14
備考1前表紙に花押1あり、見返し「文政九戊の歳二月
／吉祥日求之者也／籾町／横山久蔵持主」（墨書）、
後ろ表紙見返しに「文政九戌二月／横山久蔵国隆（花
押）」（墨書）。昭和6年7月22目寄託。

Y1201－109－01

新改延享武鑑　1
（1747年）

大名付



～96オ
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和8年6月15日寄託。

Y1201－111－01　　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　1
（1753年）

159×111ミリ4巻4冊99丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
藍色・無地

構成：目録（見返し）、鶴亀の図1、徳川系図2、大名
（10万石以上）3～98

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙にr共四ノー」（墨書）とr宝暦三」（下ヶ札）

上小口に「一」（墨書）、後ろ表紙見返しに三井ラベル
「B971・7」。

Y1201－111－02　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　2
（1753年）

159×112ミリ98丁整版
題籏＝原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
藍色・無地

構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～97オモテ、隠

居井家督97ウラ～99オモテ
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙に「共四ノニ」（朱書）、上下小口「二」、後

ろ表紙見返しに三井ラベル「B971・7」。

Y1201－111－03　　　　　　　　　　　　役人付

新改　宝暦武鑑　3
宝暦3（1753）

159×112ミリ76丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑御役入衆巻之三表紙＝原・
藍色・無地

構成：目録2、役人（本丸付）1～74オモテ

刊記：宝暦三癸酉年新改正／江府書林目本橋南一町
目須原屋茂兵衛蔵版。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙にr共四ノ三」（朱書）、上小口にr三」（墨

書）、後ろ表紙見返しに三井ラベル「B971・7」。

Y1201－111－04　　　　　　　　　　　　役人付

新改　宝暦武鑑　4
（1753年）

159×112ミリ15丁整版
題籏＝原・新改宝暦武鑑西御丸附巻之四表紙：原・
藍色・無地

構成：目録（見返し）、西丸付1～12オモテ、万次郎付12

オモテ、右衛門督付13～14オモテ、刑部卿付14ウラ～15
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙にr共四ノ四止」（朱書）、後ろ表紙見返し

に三井ラベル「B971・7」。

大名付

1
Y1201－112（1）

新改　宝暦武鑑

2．名鑑〔56〕

158×111ミリ4巻4冊98丁整版
題簸：原・新改延享武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
花田色・無地

構成：目録（見返し）、鶴亀の図1、徳川系図2、大名
（10万石以上）3～97

備考：下小口に「延享四丁卯年」（墨書）

Y1201－109－02　　　　　　　　　　　　大名付

新改　延享武鑑　2
（1747）

159×112ミリ95丁整版
題籏：原・新改延享武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
花田色・無地

構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～94オモテ、隠

居井家督94ウラ～96オモテ
備考：紋所部分に切り抜きがある。

Y1201－109－03　　　　　　　　　　　役人付

新改　延享武鑑　3
延享4（1747）

160×113ミリ73丁整版
題簸1原・新改延享武鑑御役人衆巻之三表紙1原・
花田色・無地

構成：目録1～2、役人（本丸付）1～72オモテ

刊記：延享四丁卯年新改正／江府書林目本橋南一町
目須原茂兵衛蔵版。

Y1201－109－04　　　　　　　　　　　　役人付

新改　延享武鑑　4
（1747年）

159×114ミリ23丁整版
題籏：原・新改延享武鑑西御丸附巻之四表紙：原・
花田色・無地

構成：目録1、大御所付1～7、大納言付8～18ウラ、万
次郎付18ウラ～19オモテ、右衛門督付19ウラ～21、刑部

卿付22～24

Y1201－110－01　　　　　　　　　　　　大名付

［新改　寛延武鑑　1］

［寛延1］（1748）

158×111ミリ2巻2冊95丁整版
題簸：後・寛延武鑑（墨書）表紙：原・花田色・無地

構成：目録（見返し）、徳川系図1・2、大名（10万石以

上）3～96
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻3・4は欠。18・9丁は1丁で丁付はr十八ノ十
九」としてある。前表紙に「寛延武鑑」（下ヶ札）、下小口

に「一」（墨書）。昭和8年。

Y1201－110－02　　　　　　　　　　　　大名付

新改　寛延武鑑　2
（1750年）

160×113ミリ95丁整版
題簸1原・新改寛延武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
花田色・無地

構成：目録（見返し）、大名1～94オ、隠居井家督94ウ



〔57〕2．名　鑑　2．名鑑11．武鑑／1．r武鑑」

刊記：宝暦七丁丑年新改正江府書林日本橋南一町
目須原屋茂兵衛蔵版。

備考1『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－114（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

［新改　宝暦武鑑　1　］

（1758年）

160×111ミリ3巻3冊100丁整版
題籏：後・宝暦八戊寅武鑑（墨書）表紙：後・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

～99
備考二3冊合綴。99丁に破れがある。巻4（西丸役人付）
は欠。上・下小口にr宝暦八戊寅改」r一」（墨書）。

Y1201－114（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　2
（1758年）

96丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之二表紙：原・藍

色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～99オモテ、隠

居井家督99ウラ～101オモテ
備考：30・58・73丁欠落。56・57丁は1丁で丁付はr五
十六ノ七jとしてある。下小口に「二」（墨書）。後ろ表紙

見返しに朱書。

Y1201－114（3）　　　　　　　　　　　　役人付

［新改　宝暦武鑑　3】

宝暦8（1758）

74丁整版
題籏：なし表紙：後・藍色無地

構成：目録1丁半、役人（本丸付）1～74

刊記：宝暦八戊寅年新改正江府書林日本橋南一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考二目録1丁オモテ欠落。上・下小口に「三」（墨書）。

Y1201－115－01　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　1
（1761年）

161×110ミリ4巻4冊100丁整版
題籏：原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之一表紙：原・藍

色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

～99
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「寳暦十一年」（貼紙・下ヶ札）。昭和5
年。

Y1201－115－02・　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　2
（1761年）

160×111ミリ100丁整版
題籏：原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之二表紙：原・藍
色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～99オモテ、隠

居井家督99ウラ～101オモテ

（1756年）

160×114ミリ3巻3冊99丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑　表紙：原・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図1～3、大名（10万石以

上）3～96
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：3冊合綴。巻4（西丸役人付）は欠。

Y1201－112（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　2
（1756年）

98丁整版
題籏：原・新改宝暦武鑑　表紙1原・藍色無地
構成＝目録（見返し）、大名（万石以上）1～96、隠居井

家督97～99オモテ
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1前表紙に「寳暦六年」（貼紙）。

Y1201－112（3）　　　　　　　　　　　役人付

新改　宝暦武鑑　3
宝暦6（1756）

75丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑　表紙1原・藍色無地
構成：目録2、役人（本丸付）1～74オモテ

刊記；宝暦六丙子年江府書林目本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和9年2月9目寄託。

Y1201－113（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　1
（1757年）

160×111ミリ3巻3冊99丁整版
題簸1原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之一表紙：原・藍

色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図1～3、大名（10万石以

上）3～98
備考：3冊合綴。巻4（西丸役人付）は欠。下小口にr宝
暦七丁丑」（墨書）。

Y1201－113（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　2
（1757年）

98丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之二表紙：原・藍

色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上〉1～96、隠居井

家督97～99オモテ

Y1201－113（3）　　　　　　　　　　　役人付

新改　宝暦武鑑　3
宝暦7（1757）

75丁整版
題簸1原・新改宝暦武鑑御役人衆巻之三表紙：原・藍

色無地
構成：目録2、役人（本丸付）1～74オモテ



原・水色無地

構成1目録（見返し）、大名（万石以上）1～121オモテ、隠

居井家督121ウラ～123
備考：下小口に「暦」（墨書）。

Y1201－117－03　　　　　　　　　　　　役人付

泰平万代大成武鑑　3

宝暦12（1762）

161×114ミリ97丁整版
題簸：原・泰平万代大成武鑑御役人○巻之○表紙＝
原・水色無地

構成：目録3、役人（本丸付）初・1～78

刊記1宝暦十二壬午年江戸日本橋南一町目御書物師
出雲寺和泉橡版（松栢堂）。

備考：10丁の後に「又十」、20丁の後に「又二十」、23

丁の後に「又二十三」、28丁の後に「又二十八」、32丁
の後に「三十ニノー・二・三・四」、39丁の後に「三十九ノ

ー・二」、44丁の後に「又四十四」、45丁の後に「又四

十五」，54丁の後に「又五十四」、55丁の後に「又五十
五」、59丁の後に「又五十九」がある。下小口に「十二」

（墨書）。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－117－04　　　　　　　　　　　　役人付

泰平万代大成武鑑　4

（1762年）

161×114ミリ27丁整版
題簸二原・泰平万代大成武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・水色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付〉1～21、諸役前録

略記22～37
備考：4～14丁は1丁で丁付は「四ノ十四」としてある。

『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－118（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　宝暦武鑑　1
（1764年）

162×110ミリ4巻4冊136丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

～130、千鍾房略目録4
備考：4冊合綴。巻末に広告がある。下小口に「宝暦十
四十月廿八目明和改元」（墨書）。

Y1201－118（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新改宝暦武鑑　2
（1764年）

127丁整版
題籏：原・新改宝暦武鑑御大名衆巻之二表紙1原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～124、隠居井

家督125～127
備考：4冊合綴。下小口に「宝暦」（墨書）。

役人付

3
Y1201－118（3）

新改　宝暦武鑑

2．名鑑〔58〕

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：56・57丁は1丁で丁付は「五十六ノ七」としてある。

昭和5年。

Y1201－115－03　　　　　　　　　　　役人付

新改　宝暦武鑑　3
宝暦11（1761）

160×111ミリ74丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑御役人衆巻之三表紙：原・藍
色無地
構成：目録2、役人（本丸付）1～72

刊記：宝暦十一辛巳年新改正江府書林日本橋南一町
目須原屋茂兵衛蔵版。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和5年。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－115－04　　　　　　　　　　　　役人付

新改　宝暦武鑑　4
（1761年）

160×mミリ17丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑西御丸附巻之四表紙：原・藍

色無地
構成：目録（見返し）、役人1～18オモテ

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和5年10，月31目寄託。『江戸幕府役職武鑑
編年集成』に所収。

Y1201－116　　　　　　　　　　　　　　役人付

［大成武鑑　3　］

宝暦11（1761）

160×113ミリ1巻1冊78丁整版
題籏：原・泰平、以下剥離表紙：原・水色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～78

刊記：宝暦十一辛巳年江戸目本橋南一町目御書物師
出雲寺和泉橡版（松栢堂）。

備考：巻1・2・4欠。25・34・35丁は欠落。後ろ表紙に
「京富小路【　1」（墨書）。『江戸幕府役職武鑑編年集

成』に所収。

Y1201－117－01　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平万代大成武鑑　1

（1762年）

160×115ミリ4巻4冊121丁整版
題簸：原・泰平万代大成武鑑御大名衆巻［　】表紙1

原・水色無地
構成1目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

～120
備考1前表紙にr宝暦十二」（墨書）、下小口にr宝」（墨

書）。元4冊合綴か。

Y1201－117－02　　　　　　　　　　　　大名付

泰平万代大成武鑑　2
（1762年）

160×115ミリ123丁整版
題籏＝原・泰平万代大成武鑑御大名衆巻之二表紙



〔59〕2．名鑑2．名鑑！1。武鑑ノ1．r武鑑」

（1765年）

162×113ミリ4巻4冊131丁整版
題簸：原・新改明和武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

～130
印記：三井家編纂室蔵書。
備考＝前表紙に「明和二」（下ヶ札）と「共四ノー」（朱書）

下小口に「一」（墨書）、背に「明和二」（ラベル）、後ろ表

紙見返しに三井ラベルrB971・9」。布帳あり。

Y1201－120－02　　　　　　　　　　　　大名付

新改　明和武鑑　2
（1765年）

161×112ミリ127丁整版
題籏：原・新改明和武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～124、隠居井

家督125～127
印記：三井家編纂室蔵書。

備考＝後ろ表紙見返しにr私与左衛門江戸行之節求相
預」（墨書）、下小口に「二」（墨書）、前表紙に「共四ノ

ニ」（朱書）、前表紙見返しに三井ラベル「A・53」、後ろ

表紙見返しに三井ラベル「B971・9」、背にラベル。

Y1201－120－03　　　　　　　　　　　役人付

新改　明和武鑑　3
明和2（1765）

162×113ミリ90丁整版
題籏：原・新改明和武鑑御役人衆巻之三表紙：原・
藍色無地
構成：目録2、役人（本丸付）2～86

刊記：明和二乙酉年江府書林目本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：17丁の後に「又十七」、24丁の後に「又廿四」、

63丁の後に「又六十三」がある。下小口に「三」（墨書）、

前表紙にr共四ノ三」（朱書）、背にラベル、最終丁に三

井ラベル「B971・9」。

Y1201－120－04　　　　　　　　　　　役人付

新改　明和武鑑　4
（1765年）

162×114ミリ33丁整版
題籏：原・新改明和武鑑西御丸附巻之四表紙：原・
藍色無地
構成：役人（西丸付）初・1～13、諸役前録略記14～31
印記1三井家編纂室蔵書。

備考：1丁の後にr又ノー」、2丁の後にr又ノニ」がある。

下小口に「四」（墨書）、前表紙に「共四ノ四止」（朱書）、

背にラベル、前表紙見返しに三井ラベルrA・53」、最終
丁に三井ラベル「B971・9」。

大名付Y1201－121－01

新改　安永武鑑　1
（1773年）

159×112ミリ4巻4冊137丁整版

宝暦14（1764）

90丁整版
題簸：原・新改宝暦武鑑御役人衆巻之三表紙：原・
藍色無地
構成：目録2、役人（本丸付）2～86

刊記1宝暦十四甲申年江府書林目本橋南一町目須原
屋茂兵衛蔵版。

備考：17丁の後に「又十七」、24丁の後に「又廿四」、

63丁の後にr又六十三」としてある。『江戸幕府役職武
鑑編年集成』に所収。

Y1201－118（4）　　　　　　　　　　　役人付

新改　宝暦武鑑　4
（1764年）

34丁整版
題簸1原・新改宝暦武鑑西御丸附巻之四表紙：原
藍色無地
構成：役人（西丸付）初・1～13、諸役前録略記14～31
備考：1丁の後に「又ノー」、2丁の後に「又二」がある。

『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－119（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　明和武鑑　1
（1764年）

163×113ミリ3巻3冊135丁整版
題簸：原・新改明和武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

～130、千鍾房略目録4
備考：3冊合綴。巻4（西丸役人付）は欠。巻末に広告が
ある。下小口に「明」（墨書）。

Y1201－119（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　明和武鑑　2
（1764年）

127丁整版
題籏：原・新改明和武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～124、隠居井

家督125～127
備考：下小口に「和」（墨書）。

Y1201－119（3）　　　　　　　　　　　役人付

新改　明和武鑑　3
明和1（1764）

90丁整版
題簸：原・新改明和武鑑御役人衆巻之三表紙：原・
藍色無地
構成：目録2、役人（本丸付）2～86

刊記：明和元甲申年江府書林日本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

備考：17丁の後に「又十七」、24丁の後に「又廿四」、
63丁の後に「又六十三」がある。下小口に「元」（墨書）。

大名付

1
Y1201。120－01

新改　明和武鑑



160×114ミリ2巻2冊137丁整版
題簸：原・新改安永武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万看以上）3

～135
備考：巻3・4（役人付）は欠。102丁の後に「又百二」が

ある。前表紙に「巳九月改」（朱書）、「安永」の札がある。

布帳つき。

Y1201－122－02　　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　2
（1773年）

160×112ミリ136丁整版
題籏：原・新改安永武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～132、隠居井

家督132～135
備考＝31丁の後に「又三十一」、85丁の後に「又八十
五」がある。108・109丁は1丁で丁付は「百八九」として

ある。前表紙に「巳九月改」（朱書）。

Y1201－123　　　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　4
［安永2・3］（1775）

1巻1冊43丁整版
題籏：原・新改安永武鑑西御丸附巻之四表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～24オモテ、諸役

前録略記24ウラ～42
備考：マ1201－126（1）～（3）に合綴。巻1・2・3欠。4丁

の後に「又ノ四」がある。

Y1201－124（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　2
（1775年）

160×113ミリ3巻3冊136丁整版
題簸：原・新改安永武鑑御大名衆巻之二表紙＝原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～132、隠居井

家督132～135
備考＝31丁の後に「又三十一」、85丁の後に「又八十
五」がある。3冊合綴。巻1（大名付）は欠。108・109丁
は1丁で丁付は「百八九」としてある。下小口に「安永四
年」（墨書）。

Y1201－124（2）　　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　3
安永4（1775）

101丁整版
題簸：原・新改安永武鑑御役人衆巻之三表紙：原・
藍色無地
構成：目録2、役人（本丸付）2～101
刊記：安永四乙未年江府書林目本橋南壼町目須原屋
茂兵衛蔵版。

備考：57・58丁は1丁で丁付は「五十七ノ八」としてあ
る。

2．名鑑〔60〕

題簸：原・新改安永武鑑御大名衆巻之一表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

～135
印記：新居庫、三井家編纂室蔵書。

備考：102丁の後にr又百二」がある。前表紙にr共四」
（朱書）と「安永二」（下ヶ札）、背にラベル、後ろ表紙見

返しに三井ラベルrB971・12」。布帳つき。

Y1201－121－02　　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　2
（1773年）

159×112ミリ136丁整版
題簸：原・新改安永武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～132、隠居井

家督132～135
印記：新居庫、三井家編纂室蔵書。

備考131丁の後に「又三十一」、85丁の後に「又八十
五」がある。108・109丁は1丁で丁付は「百八九」として

ある。前表紙に「共四」（朱書）、背にラベル、後ろ表紙

見返しに三井ラベル「B971・12」。

Y1201－121－03　　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　3
安永2（1773）

160×113ミリ102丁整版
題籏：原・新改安永武鑑御役人衆巻之三表紙＝原・
藍色無地
構成：目録2、役人（本丸付）2～111

刊記：安永二癸巳年江府書林日本橋南壼町目須原屋
茂兵衛蔵版。

印記：新居庫、三井家編纂室蔵書。

備考：32丁の後にr又三十二」がある。57・58丁は1丁
で丁付は「五十七ノ八」としてある。前表紙に「共四」（朱

書）、背にラベル、前表紙見返しに三井ラベル「A・
54・1」、後ろ表紙見返しに三井ラベルrB971・12」。『江

戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－121－04　　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　4
（1773年）

160×113ミリ42丁整版
題簸：原・新改安永武鑑西御丸附巻之四表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～24オモテ、諸役

前略記24ウラ～42
印記：新居庫、三井家編纂室蔵書。

備考：最終丁に貼紙（新番頭について）がある。前表紙
に「共四止」（朱書）、背にラベル、前表紙見返しに三井

ラベルrA・54」、後ろ表紙見返しに三井ラベルrB971・
12」。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。破れ・補
修がある。

大名付

1
Y1201－122－01

新改　安永武鑑
［安永2］（1773）


