
〔61〕2、名　鑑　2．名鑑！1．武鑑！L「武鑑」

Y1201－127（1〉　　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　1
（1779年）

159×114ミリ4巻4冊141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（10万石以上）3

～140
備考14冊合綴。下小口に「安永八年」（墨書）。

Y1201－127（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　2
（1779年）

140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）1～136、隠居井

家督137～140

Y1201－127（3）　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　3
安永8（1779）

106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）2～99

刊記：安永八己亥年江府書林日本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

備考：2丁の後にr又二」、24丁の後にrヌ廿四j、26丁
の後に「又廿六j、37丁の後に「又三十七」、53丁の後
に「又ノ五十三上・下」がある。『江戸幕府役職武鑑編年

集成』に所収。

Y1201－127（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　4
（1779年）

40丁整版
題籏：原・新改安永武鑑西御丸附巻之四表紙1原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～27、諸役前録

略記28～47
備考：6～18丁は1丁で丁付は「六ノ十八」としてある。

『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－128　　　　　　　　　　　　　　役人付

［新改　安永武鑑　3　］

安永9（1780）

161×115ミリ1巻1冊106丁整版
題籏：後・安永武鑑三（朱書）表紙二原・藍色無地
構成：目録2、役人（本丸付）2～99

刊記：安永九庚子年江府書林日本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

備考；巻1・2（大名付）・巻4（西丸役人付）は欠。2丁の

後に「又二」、24丁の後に「又廿四」、26丁の後に「又二

十六」、37丁の後に「又三十七」、53丁の後に「又ノ五

Y1201－124（3）　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　4
（1775年）

44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：4丁の後に「又ノ四」、16丁の後に「又十六」があ
る。

Y1201－125　　　　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　4
［安永6］（1777）

160×114ミリ1巻1冊48丁整版
題籏：原・新改安永武鑑西御丸附巻之四表紙1原・
藍色無地
構成：目録1、役人（西丸付）1～27、諸役前録略記28

～47
備考：巻1・2（大名付）・巻3（本丸役人付）は欠。前表紙
に「酉九月改」（朱書）。

Y1201－126（1）　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　1
（1778年）

159×114ミリ3巻3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（10万石以上）3

～135
備考：4冊合綴、ただし巻4は別本（Y1201－123）。102
丁の後にr又百二」がある。下小口にr安永七年」（墨
書）。

Y1201－126（2）　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　2
（1778年）

136丁整版
題簸1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。

Y1201－126（3）　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　3
安永7（1778）

100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）2～99

刊記1安永七戊戌年江府書林日本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。
備考：虫損。



備考二4冊合綴。72丁の後に「又七十二」がある。下小
口に「天明元年」（墨書）。

Y1201－130（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新改　天明武鑑　2
（1781年）

140丁整版
題籏：原・新改天明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）3～136、隠居井

家督137～140

Y1201－130（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新改　天明武鑑　3
天明1（1781）

103丁整版
題簸：原・新改天明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）2～99

刊記：天明元辛丑年江府書林日本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

備考：2丁の後に「又二」、24丁の後に「又廿四」、26丁

の後に「又廿六」がある。

Y1201－130（4）　　　　　　　　　　　役人付

新改　天明武鑑　4
（1781年）

48丁整版
題簸：原・新改天明武鑑西御丸附巻之四表紙：原・
藍色無地
構成：目録1、役人（西丸付）1～27、諸役前録略記28

～47

Y1201－131－01　　　　　　　　　　　　大名付

新改　天明武鑑　1
（1782年）

160×115ミリ3巻3冊143丁整版
題簸：原・新改天明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

～140
印記二龍吟閣図書記、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：72丁の後に「又七十二」、117丁の後に「又百十
七」がある。前表紙に「天明二年」（貼紙）。

Y1201－131－02　　　、　　　　　　　　　木名付

新改　天明武鑑　2
（1782年）

159×116ミリ140丁整版
題簸＝原・新改天明武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
藍色無地
構成＝目録（見返し）、万石以上1～136、隠居井家督

137～140
印記：龍吟閣図書記、ウサギ・しんまちみついけ。

2．名鑑〔62〕

十三上・下」としてある。

Y1201－129－01　　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　1
（1781年）

159×115ミリ4巻4冊141丁整版
題籏：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

～140
備考：もと4冊合綴か。下小口に「安永十年の年」（墨
書）。

Y1201－129。02　　　　　　　　　　　　大名付

新改　安永武鑑　2
（1781年）

160×115ミリ140丁整版
題簸：原・新改安永武鑑御大名衆巻之工表紙：原・
藍色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～136、隠居井

家督137～140
備考：下小口に「安永十年四月二目」（墨書）。

Y1201－129－03　　　　　　　　　　　役人付

新改　安永武鑑　3
安永10（1781）

160×115ミリ106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）2～99

刊記：安永十辛丑年江府書林目本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

備考：2丁の後にr又二」、24丁の後にr又廿四」、26丁
の後に「又二十六」、37丁の後に「又三十七」、53丁の
後に「又ノ五十三上・下」がある。下小口に「安永十年天

明改元」（墨書）。

Y1201－129－04　　　　　9　　　　　役人付

新改　安永武鑑　4
（1781年）

160×115ミリ35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）1～27、諸役前録

略記28～47
備考：6丁～18丁は1丁で丁付は「六ノ十八」としてある。
下小口に「安永十年」（墨書）。

Y1201－130（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新改　天明武鑑　1
（1781年）

160×115ミリ4巻4冊142丁整版
題籏：原・新改天明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

～140



Y1201－131－03　　　　　　　　　　　役人付

新改天明武鑑3
天明2（1782）

159×115ミリ104丁整版
題簸1原・新改天明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）2～99

刊記：天明二壬寅年江府書林目本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

印記：龍吟閣図書記、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：2丁の後に「又二」、5丁のあとに「又五」、24丁の

後に「又廿四」、26丁の後に「又廿六」がある。昭和10

年4月19日寄託。

Y1201－132－01　　　　　　　　　　　　大名付

［大成武鑑　1　］

（1782年）

159×106ミリ4巻4冊162丁整版
題簸1剥離表紙：原・水色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）4

～160
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：84丁の後に「又八十四」、135丁の後に「又百三
十五」がある。昭和6年。布秩つき。

Y120コー132－02　　　　　　　　　　　　大名付

［大成武鑑2］
（1782年）

159×112ミリ155丁整版
題籏：後・大成武鑑天明二年（墨書）表紙：原・水色無

地

構成二目録（見返し）、大名（万石以上）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～155
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

Y1201－132－03

［大成武鑑3］
天明2（1782）

160×112ミリ105丁整版
題簸：剥離表紙：原・水色無地

役人付

構成：目録3、役人（本丸付）初・2～96

刊記1天明二壬寅年江戸目本橋通一町目御書物師出
雲寺和泉縁版（松栢堂印）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：12丁の後に「又十二」、24丁の後に「又廿四」、

30丁の後にr又三十」、33丁の後に1丁、54丁の後に
「又五十四」、76丁の後に「又七十六」がある。昭和6年

7月22日寄託。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所
収。

Y1201－132－04　　　　　　　　　　　　役人付

大成武鑑4
（1782年）

161×114ミリ41丁整版
題簸：原・泰1　1大成武鑑西御【　1巻之四表紙：原・
水色無地

2．名鑑2．名鑑1L武鑑！1．「武鑑j〔63〕

構成：役人（西丸付）1～26、諸役前録27～41
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－133（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新改天明武鑑　1
（1783年）

160×115ミリ4巻4冊143丁整版
題簸：原・新改天明武鑑御大名衆巻之一表紙1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

～140
備考：4冊合綴。72丁の後に「又七十二」、117丁の後
にr又百十七」がある。下小口にr天明三歳」（墨書）。布
族つき。

Y1201－133（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新改天明武鑑2
（1783年）

141丁整版
題簸：原・新改天明武鑑御大名衆巻之二表紙：原・
藍色無地
構成1目録（見返し）、大名（万石以上）1～136、隠居井

家督137～140
備考：75丁の後に「又七十五」がある。下小口に「天明
三歳」（墨書）。

Y1201－133（3）　　　　　　　　　　　役人付

新改天明武鑑3
天明3（1783）

104丁整版
題簸：原・新改天明武鑑御役人衆巻之三表紙：原・
藍色無地
構成：目録3、役人（本丸付）2～99

刊記：天明三己卯年江府書林日本橋南一町目須原屋
茂兵衛蔵版。

備考＝2丁の後に「又二」、5丁の後に「又五」、24丁の

後に「又廿四」、26丁の後に「又廿六」がある。下小口に
「天明三歳」（墨書）。

Y1201－133（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新改天明武鑑4
（1783年）

48丁整版
題簸：原・新改天明武鑑西御丸附巻之四表紙＝原・
藍色無地
構成：目録1、役人（西丸付）1～27、諸役前録略記28

～47
備考：下小口に「天明三歳」（墨書）。

Y1201－134　　　　　　　　　　　　　　役人付

新改天明武鑑4
［天明3］（1783）

1巻1冊48丁整版
題策：原・新改天明武鑑西御丸附巻之四表紙＝原・
藍色無地



Y1201－136－02　　　　　　　　　　　　　大名付

［大成武鑑　2　］

（1785年）

160×111ミリ155丁整版
題簸：ほぼ剥離表紙：原・水色無地
構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～155
印記：ヤマに三伊与・青山久保町ヤマに伊勢与・林家
栄。

備考：前表紙に「伊勢与」（墨書）。『江戸幕府大名武鑑

編年集成』に所収。

Y1201－136－03　　　　　　　　　　　　役人付

［大成武鑑　3　］

天明5（1785〉

160×112ミリ106丁整版
題籏：ほぼ剥離表紙：原・水色無地
構成：凡例（見返し）、目録3、役人（本丸付）初・2～96

刊記：天明五乙巳年江戸日本橋通一町目御書物師出
雲寺和泉橡版（松栢堂印）。

印記：ヤマに三伊与・青山久保町ヤマに伊勢与・林家
栄。

備考：12丁の後に「又十二」、24丁の後に「又廿四」、

30丁の後にr又三十」、33丁の後にr又三十三」、54丁
の後に「又五十四」、58丁の後に「又五十八」、76丁の

後に「又七十六」がある。『江戸幕府役職武鑑編年集
成』に所収。

Y1201－136－04　　　　’　　　　　　　役人付

［大成武鑑　4　］

（1785年）

161×113ミリ41丁整版
題簸：ほぼ剥離表紙：原・水色無地
構成：役人（西丸付）1～26、諸役前録27～41聖

印記：ヤマに三伊与・青山久保町ヤマに伊勢与・林家
栄。

備考：『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

）1－137（1）　　　　　　　　　　　　大名付

改正　天明武鑑　1
17年）

q13，ミリ4巻4冊146丁整版
：原・新板改正天明武鑑御大名衆巻之一表紙：
呈色無地

：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

5
14冊合綴，下小口に「天明七年」（墨書）、「高民

）落書きがある。
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Y1201－137（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天明武鑑　2
（1787年）

147丁整版
題簸：原・新板改正天明試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）1～143、隠居井

2．名鑑〔64〕

目録1、役人（西丸付）1～27、諸役前録略記28

Y1201－138（1）～（3）と合綴。巻1～3は欠。

成
4
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考

構
～
備

）1－135（1）　　　　　　　　　　　　大名付

改正　天明武鑑　1
15年）

〈113ミリ4巻4冊146丁整版
：原・新板改正天明武鑑御大名衆巻之一表紙：
窒色無地

：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）3

20
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備 4冊合綴。下小口に「天明五年」（墨書）。

Y1201－135（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天明武鑑　2
（1785年）

147丁整版
題簸：原・新板改正天明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）1～143、隠居井

家督144～147

Y1201－135（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天明武鑑　3
天明5（1785）

107丁整版
題籏＝原・新板改正天明武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～103
刊記：天明五乙巳年江府書林千鍾房日本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：24丁の後に「又廿四」がある。

Y1201－135（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天明武鑑　4
（1785年）

49丁整版
題籏：原・新板改正天明武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地
構成：目録1、役人（西丸付）1～28、諸役前録29～48

Y1201－136－01　　　　　　　　　　　　大名付

［大成武鑑　1　］

（1785年）

159×111ミリ4巻4冊161丁整版
題簸：ほぼ剥離表紙：原・水色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図3、大名（10万石以上）4

～159
印記：ヤマに三伊与・青山久保町ヤマに伊勢与・林家
栄。

備考：84丁の後に「又八十四」、135丁の後に「又百三
十五」がある。布鉄つき。『江戸幕府大名武鑑編年集
成』に所収。



家督144～147

Y1201－137（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天明武鑑　3
天明7（1787）

113丁整版
題籏1原・新板改正天明武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110

刊記：天明七丁未年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：「三井元之助高民」の落書きがある。

Y1201－137（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天明武鑑　4
（1787年）

15丁整版
題籏．：原・新板改正天明武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）2～16

備考：後ろ表紙に「油小路通竹屋町上ル町竹屋町三井」
（墨書）。

Y1201－138（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天明武鑑　1
（1788年）

159×113ミリ3巻3冊146丁整版
題簸：原・新板改正天明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

～145
備考：4冊合綴、ただし巻4は別本（Y1201・134）。下小
口に「天明八年」（墨書）。

Y1201－138（2）

新板改正　天明武鑑　2
（1788年）

146丁整版

大名付

題籏：原・新板改正天明武鑑御大名衆巻之二表紙：
原・藍色無地

構成1目録（見返し）、大名（万石以上）1～144、隠居井

家督又ノ144～147
備考：78・79丁は1丁で丁付は「七十八ノ九」、125・126

丁は1丁で丁付は「百廿五ノ六」としてある。144丁の後
に「又ノ百四十四」がある。

Y1201－138（3）

新板改正　天明武鑑　3
天明8（1788）

110丁整版

役人付

題簸：原・新板改正天明武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記＝天明八戊申年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。

2．名　鑑　2．名鑑！1．武鑑ノ1．「武鑑」　〔65〕

Y1201－139－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　1
（1789年）

158×112ミリ4巻4冊146丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑御大名衆巻之一表紙1
原・藍色無地

構成二目録（見返し）、徳川系図3、10万石以上143
印記：古書売買神田北神保町五番地金木書店。
備考：前表紙に「寛政元」（下ヶ札）と「共四ノー」（朱書）

と「第壱號」（墨書）、後ろ表紙見返しに三井ラベル
「B971・17」。布秩つき。

Y1201－139－02　　　　　　　　　　　　大名付

［新板改正　寛政武鑑　2］

（1789年）

159×113ミリ146丁整版
題簸：後・新板改正寛政武鑑御役衆（墨書）表紙：
原・藍色無地

構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～144、隠居井

家督又ノ144～147
印記：古書売買神田北神保町五番地金木書店。
備考＝78・79丁は1丁で丁付は「七十八ノ九」、125・126

丁は1丁で丁付は「百廿五ノ六」としてある。144丁の後
に「又ノ百四十四」がある。前表紙に「共四ノニ」（朱書）

と「第試號」（墨書）、後ろ表紙見返しに三井ラベル
「B971・17」。

Y1201－139－03　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　3
寛政1（1789）

159×112ミリ111丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記：寛政元己酉年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。

印記＝古書売買神田北神保町五番地金木書店。

備考：50丁の後にr又五十」がある。前表紙にr共四ノ
三」（朱書）と「第参號」（墨書）、後ろ表紙見返しに三井

ラベル「B971・17」。

Y1201－139－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1789年）

159×113ミリ34丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）1～16、諸役前録17～36
印記：古書売買神田北神保町五番地金木書店。
備考＝6～8丁は1丁で丁付は「六ノ八」としてある。前表

紙見返しにr一二三四武鑑寛政元己酉正月求之大
豆郡熊谷住人戸根木与右衛門」（花押・墨書）、前表紙
にr共四ノ四止」（朱書）と「第四號」（墨書）、後ろ表紙見

返しに三井ラベル「B971・17」。

Y1201－140（1）

新板改正　寛政武鑑　1

大名付



家督143～146
備考：下小口に「寛政五癸丑」（墨書）。

Y1201－141（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　3
寛政5（1793）

112丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記：寛政五癸丑年江府書林千鍾房日本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：11丁の後にr又十一」、45丁の後にr又四十五」、

50丁の後に「又五十」がある。63・64丁は1丁で丁付は
r六十三ノ四」としてある。下小口にr寛政五癸丑」（墨
書）。

Y1201－141（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1793年）

34丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）1～16、諸役前録17～36
備考：14～16丁は1丁で丁付は「十四ノ十六」としてあ
る。下小口に「クワンセイ五癸丑」（墨書）。

Y1201－142－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　1
（1795年）

159×113ミリ4巻4冊146丁整版
題簸：原・新板改正寛政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

～145
備考：もとは4冊合綴。下小口にr寛政七乙卯」（墨書）、

布秩つき。『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－142－02　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　2
（1795年）

147丁整版
題籏：原・新板改正寛政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）1～142、隠居井

家督143～146
備考ユ03丁は重複。下小口に「寛政七乙卯」（墨書）。

『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－142－03’・　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　3
寛政7（1795）

112丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙：

原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

2．名鑑〔66〕

（1791年）

160×114ミリ4巻4冊146丁整版
題簸：原・新板改正寛政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

～145
備考：4冊合綴。下小口に「寛政三亥」（墨書）。

Y1201－140（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　2
（1791年）

146丁整版
題簸：原・新板改正寛政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）1～142、隠居井

家督143～146
備考：下小口に「寛政三亥」（墨書）。

Y1201－140（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　3
寛政3（1791）

112丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記1寛政三辛亥年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：11丁の後にr又十一」、50丁の後にr又五十」が
ある。下小口に「寛政三亥」（墨書）。

Y1201－140（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1791年）

34丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）1～16、諸役前録17～36
備考：14～16丁は1丁で丁付「十四ノ十六」としてある。

下小口に「クワンセイ三亥」（墨書）。

Y4201－141（1）　　　　　　　　　　　　大名付

［新板改正　寛政武鑑　1］

（1793年）

159×113ミリ4巻4冊89丁整版
題籏：欠落表紙：なし
構成：大名（10万石以上）57～145
備考：4冊合綴。巻頭目録から56丁まで欠落。下小口
に「寛政五癸丑」（墨書）。

Y1201－141（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　2
（1793年）

146丁整版
題簸：原・新板改正寛政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）1～142、隠居井



〔67〕2．名　鑑　2．名鑑ノ1．武鑑！1．r武鑑」

構成：役人（西丸付）1～16、諸役前録17～36

備考：10丁の後に「十下」がある。12～16丁は1丁で丁
付は「十ニノ十六」としてある。下小口に「寛政八年」（墨
書）。

）1－144（1）　　　　　　　　　　　　大名付

改正　寛政武鑑　1
17年）

〈114ミリ4巻4冊146丁整版
：原・新板改正寛政武鑑御大名衆巻之一表紙：
三色無地

：目録（見返し）、徳川系図4、大名（10万石以上）3
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4冊合綴。2丁に上・下がある。135丁は欠落。下
こr寛政九年丁巳」（墨書）。

Y1201－144（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　2
（1797年）

146丁整版
題籏：原・新板改正寛政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）1～142、隠居井

家督143～146
備考1下小口にr寛政九年丁巳」（墨書）。

Y1201－144（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　3
寛政9（1797）

109丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記：寛政九丁巳年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：79・80丁は1丁で丁付は「七十九ノ八十」としてあ

る。下小口に「寛政九年丁巳」（墨書）。

Y1201－144（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1797年）

44丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）1～23、諸役前録17～36
備考：4丁の後に「又ノ四」がある。下小口に「寛政九年
丁巳」（墨書）。

Y1201－145（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　1
（1798年）

160×114ミリ4巻4冊147丁整版
題籏＝原・新板改正寛政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4、大名（10万石以上）3

～145

刊記＝寛政七乙卯年江府書林千鍾房日本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：44丁の後に「四十五ノー・二・三止」、50丁の後に

「又五十」がある。63・64丁は1丁で丁付は「六十三ノ
四」としてある。下小口に「寛政七乙卯」（墨書）。

Y1201－142－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1795年）

35丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）1～16、諸役前録17～36
備考：10丁の後に「十下」がある。14～16丁は1丁で丁
付はr十四ノ十六」としてある。下小口にr寛政七乙卯」
（墨書）。

Y1201－143（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　1
（1796年）

160×113ミリ4巻4冊146丁整版
題籏：原・新板改正寛政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

～145
備考：4冊合綴。下小口に「寛政八年」（墨書）。

Y1201－143（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　2
（1796年）

146丁整版
題簸：原・新板改正寛政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）1～142、隠居井

家督143～146
備考：下小口に「寛政八年」（墨書）。

Y1201－143（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　　寛政武鑑　3

寛政8（1796）

112丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記：寛政八丙辰年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：44丁の後に「四十五ノー・二・三・四止」がある。

79・80丁は1丁で丁付は「七十九ノ八十」としてある。下
小口に「寛政八年」（墨書）。

Y1201－143（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1796年）

33丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地



寛政11（1799）

110丁整版
題簸：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙1
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記1寛政十一己未年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。

備考：62丁の後に「又六十二」がある。79・80丁は1丁
で丁付は「七十九ノ八十」としてある。下小口に「寛政十

一年己未」（墨書）。

Y1201－146（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1799年）

48丁整版
題簸二原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）1～28、諸役前録29～48
備考：下小口に「寛政十一年己未」（墨書）。

Y1201－147－01　　　、　　　　　　　　大名付

新板改正　享和武鑑　1
（1801年）

157×109ミリ4巻4冊154丁整版
題簸：原・新板改正享和武鑑　表紙：原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図4、大名（10万石以上）3

～152
印記：安藤・義命。

備考：2丁に上・下がある。前表紙に「享和元年」（付箋
貼付）、下小口に「一」（墨書）、上小口に「壱裏」（墨書）。

「北栗野村安藤義命」（墨書）。布鉄っき。

Y1201－147－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　享和武鑑　2
（1801年）

157×mミリ146丁整版
題籏：原・新板改正享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）1～142、隠居井

家督143～146
印記：安藤・義命。

備考＝下小口に「二」（墨書）、上小口に「　」（墨書）。

「北栗野村安藤義命」（墨書）。

Y1201－147－03　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　享和武鑑　3
享和1（1801）

157×112ミリ110丁整版
題簸1原・新板改正享和武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107
刊記：享和元辛酉年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
印記：安藤・義命。

備考：62丁の後に「又六十二」がある。79・80丁は1丁
で丁付は「七十九ノ八十」としてある。「北栗野村安藤義
命」（墨書）。

〔68〕2．名鑑

備考：4冊合綴。2丁に上・下がある。下小口に「寛政十
年」（墨書）。

Y1201－145（2〉　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　2
（1798年）

146丁整版
題簸：原・新板改正寛政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）1～142、隠居井

家督143～146

Y1201－145（3〉　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　3
寛政10（1798）

109丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑御役人衆巻之三表紙1
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記：寛政十戊午年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考＝79・80丁は1丁で丁付は「七十九ノ八十」としてあ
る。

Y1201－145（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　寛政武鑑　4
（1798年）

48丁整版
題籏：原・新板改正寛政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：役人（西丸付）1～28、諸役前録29～40

）1－146（1）　　　　　　　　　　　　大名付

改正　寛政武鑑　1

9年）
〈114ミリ4巻4冊150丁整版
：原・新板改正寛政武鑑御大名衆巻之一表紙：
三色無地

二目録（見返し）、徳川系図4、大名（玲万石以上）3

獺
鰍
黙
鵯
壁
態

4冊合綴。2丁に上・下、61丁の後に「六十ニノ
・三・四止」がある。下小口に「寛政十一年己未」
）。

Y1201－146（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　寛政武鑑　2
（1799年）

146丁整版
題簸：原・新板改正寛政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）1～142、隠居井

家督143～146
備考：下小口に「寛政十一年己未」（墨書）。

役人付Y1201－146（3）

新板改正　寛政武鑑　3



〔69〕2．名　鑑　2．名鑑11．武鑑！L「武鑑」

（1804年）

159×113ミリ4巻4冊154丁整版
題簸＝原・新板改正享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4、大名（10万石以上）

150
備考：4冊合綴。2丁に上・下がある。下小口に「享和一
四年」（墨書）。

Y1201－149（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　享和武鑑　2
（1804年）

154丁整版
題簸：原・新板改正享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）149、隠居井家

督5

備考：下小口に「二」（墨書）。

Y1201－149（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　享和武鑑　3
享和4（1804）

110丁整版
題簸：原・新板改正享和武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）107

刊記：享和四甲子年江府書林千鍾房目本橋通壼町目
須原屋茂兵衛蔵版。

備考：62丁の後に「又六十二」がある。79・80丁は1丁
で丁付は「七十九ノ八十」としてある。上・下小口に「三」
（墨書〉。

Y1201－149（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　享和武鑑　4
（1804年）

30丁整版
題篭：原・新板改正享和武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）29
備考：23丁の後に「又二十三」がある。

Y1201－150－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1804年）

159×114ミリ4巻4冊154丁整版
題簸＝原・新板改正文化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4、大名（10万石以上）3

～152
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：2丁に上・下がある。前表紙に「文化元年」（貼紙と

下ヶ札）。昭和5年。布秩っき。

大名付

2
Y1201－150－02

新板改正　文化武鑑
（1804年）

Y1201－147－04　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　享和武鑑　4
（1801年）

159×114ミリ50丁整版
題簸：原・新板改正享和武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28、諸役前録29～48
印記1安藤・義命。

備考：23丁の後に「又二十三」がある。「北栗野村安藤
義命」（墨書）。

Y1201－148（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　享和武鑑　1
（1803年）

160×112ミリ4巻4冊154丁整版
題籏：原・新板改正享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4、大名（10万石以上）3

～152
備考：4冊合綴。2丁に上・下がある。下小口にr享和三
年」（墨書）。

Y1201－148（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　享和武鑑　2
（1803年）

152丁整版
題籏：原・新板改正享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）1～142、隠居井

家督143～146
備考：107丁の後にr百八ノー～七止」がある。

Y1201－148（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　享和武鑑　3
享和3（1803）
110丁整版・
題簸：原・新板改正享和武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107

刊記1享和三癸亥年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。

備考：62丁の後に「又六十二」がある。79・80丁は1丁
で丁付は「七十九ノ八十」としてある。

Y1201－148（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　享和武鑑　4
（1803年）

30丁整版
題籏：原・新板改正享和武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28
備考：23丁の後に「又二十三」がある。

大名付

1
Y1201－149（1）

新板改正　享和武鑑



112丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙＝
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録1

刊記：文化二乙丑年江府書林千鍾房目本橋通壷町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。62丁の後に「又六十二」があ

る。79・80丁は1丁で丁付は「七十九ノ八十」としてある。

91丁の後に「又九十一」がある。

Y1201－151（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1805年）

30丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28

備考：23丁の後に「又二十三」がある。

Y1201－152－01　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1806年）

158×111ミリ4巻4冊154丁整版
題簸：原・新板改正文化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4、大名（10万石以上））

3～152
印記：槁、ヤマに市、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：2丁に上・下がある。題箋にr三」（墨書）、前表紙

にr文化三年」（貼紙と下ヶ札）、下小口にr文化三丙寅」

（墨書）、背に「寅年一」（墨書）、後ろ表紙と見返しに

「木村治右衛門」「茶屋治右衛門」（墨書）。布秩つき。

昭和5・3・10（ペン書き）。

Y1201－152－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1806年）

159×112ミリ153丁整版
題簸：原・新板改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
印記：槁、ヤマに市、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：9丁の後に「又九」がある。82・83丁は1丁で丁付
は「八十ニノ三」としてある。146丁は欠落。題箋に「三」

（墨書）、下小口に「文化三丙寅」（墨書）、後ろ表紙と見

返しに「木村治右衛門」（墨書）。

Y1201－152－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化3（1806）

160×114ミリ113丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地
構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録1

刊記：文化三丙寅年江府書林千鍾房目本橋通萱町目

〔70〕2．名鑑

161×113ミリ154丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御大名衆巻之二表紙二
原・藍色無地
構成＝目録（見返し）、大名（万石以上）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和5年。

Y1201－150－03　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化1（1804）

161×114ミリ111丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107
刊記：文化元甲子年江府書林千鍾房日本橋通萱町目
須原屋茂兵衛蔵版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：62丁の後にr又六十二」がある。79・80丁は1丁
で丁付は「七十九ノ八十」としてある。91丁の後に「又九

十一」がある。昭和5年。

Y1201－150－04　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1804年）

161×114ミリ30丁整版
題籏：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙1
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝23丁の後に「又二十三」がある。昭和5年。後ろ
表紙に貼紙のあとがある。

Y1201－151（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1805年）

158×110ミリ4巻4冊154丁整版
題簸＝原・新板改正文化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4、大名（10万石以上）3

～152
備考：4冊合綴。2丁に上・下がある。下小口に「文化二
年」（墨書）。

Y1201－151（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1805年）

154丁整版
題簸：原・新板改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154

役人付Y1201－151（3）

新板改正　文化武鑑　3
文化2（1805）



〔71〕2．名　鑑　2．名鑑！1．武鑑！Lr武鑑」

上・下小口に「文化四年」（墨書）。

Y1201－153－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1807年）　　　　　　　　　　　　　・

161×114ミリ30丁整版
題籏：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28

備考：23丁の後にr又二十三」がある。上・下小口にr文
化四年」（墨書）。

Y1201－154　　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
文化5（1808）

158×110ミリ1巻1冊154丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑　表紙＝原・藍色無地
構成1目録（見返し）、徳川系図4、大名（10万石以上）3

～152
備考：Y1201－155（1）～（3）と合綴。2丁に上・下がある。

表紙に疲れ。補修・書入あり。上・下小口にr武鑑」（墨

書）、背にr谷家・大名・内藤力」（墨書）、後ろ表紙見返し

にr天保十二丑年三月吉日此主村上氏」（墨書）。

Y1201－155（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1808年）

159×114ミリ3巻3冊155丁整版
題簸：原・新板改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
備考：4冊合綴、ただし巻1は別本（Y1201－154）。9丁
の後に「又九」がある。82・83丁は1丁で丁付は「八十
ニノ三」としてある。109丁は重複。前表紙に「松印」（墨

書）、下小口に「文化五戊辰」（墨書）。

Y1201－155（2）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化5（1808）

160×112ミリ114丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録1
丁半

刊記：文化五戊辰年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。

備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、62

丁の後にr又六十二」、91丁の後にr又ノ九十一上・下」

がある。79・80丁は1丁で丁付は「七十九ノ八十」として

ある。前表紙に「松印」（墨書）、下小口に「文化五」（墨
書）。

役人付
4］

Y1201－155（3）

［新板改正　文化武鑑

（1808年）

須原屋茂兵衛蔵版。
印記1槁、ヤマに市、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、62

丁の後にr又六十二」、91丁の後にr又ノ九十一」がある。

79・80丁は1丁で丁付は「七十九ノ八十」としてある。題

箋にr三」（墨書）、下小口に「文化三丙寅」（墨書）、後ろ

表紙と見返しに「木村治右衛門」「茶屋治右衛門」（墨
書）。

Y1201－152－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1806年）

160×114ミリ30丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28
印記：槁、ヤマに市、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：23丁の後に「又二十三」がある。題箋に「三」（墨

書）、下小口に「文化三丙寅」（墨書）。昭和5年11月
25目寄託。

Y1201－153－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1807年）

160×113ミリ4巻4冊153丁整版
題簸1原・新板改正文化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4、大名（10万石以上））

3～152
備考12丁に上・下がある。144丁は欠落。上・下小口に
「文化四年」（墨書）。

Y1201－153－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1807年）

160×115ミリ154丁整版
題簸：原・新板改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
備考：9丁の後に「又九」がある。82・83丁は1丁で丁付
は「八十ニノ三」としてある。146丁は欠落。上・下小口
に「文化四年」（墨書）。

Y1201－153－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化4（1807）

161×114ミリ113丁整版
題籏1原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録1
丁半
刊記：文化四丁卯年江府書林千鍾房目本橋通萱町目
須原屋茂兵衛蔵版。

備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、62
丁の後に「又六十二」、91丁の後に「又ノ九十一」がある。

79・80丁は1丁で丁付は「七十九ノ八十」としてある。



新板改正　文化武鑑　1
（1810年）

159×113ミリ4巻4冊158丁整版
題簸：原・新板改正文化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5、大名（10万石以上））

3～154
備考：4冊合綴。2丁に上・中・下がある。95丁は重複。

下小口に「文化七年」（墨書）。

Y1201－157（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1810年）

153丁整版
題籏：原・新板改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
備考：107・108丁は1丁で丁付は「百七ノ八」としてある。
下小口に「文化七年」（墨書）。

Y1201－157（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化7（1810）

115丁整版
題籏：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録1

丁半
刊記：文化七庚午年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、37

丁の後に「又三十七」、62丁の後に「又六十二」、91丁

の後に「又ノ九十一上・下」がある。79・80丁は1丁で丁

付は「七十九ノ八十」としてある。下小口に「文化七年」
（墨書）。

Y1201－157（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1810年）

31丁整版
題籏：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28
備考：7丁の後に「又七」、23丁の後に「又二十三」があ

る。下小口に「文化七年」（墨書）。

Y1201－158（1〉　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　　文化武鑑　1

（1811年）

160×114ミリ4巻4冊157丁整版
題簸1原・新版改正文化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5、大名（10万石以上））

3～154
備考：4冊合綴。2丁に上・中・下がある。下小口にr文化
八年」（墨書）。

〔72〕2．名鑑

161×114ミリ30丁整版
題簸；剥離表紙：原・藍色無地
構成：目録1、役人（西丸付）1～28
備考：23丁の後に「又二十三」がある。下小口に「文化」
（墨書）。

Y1201－156－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正、文化武鑑　1
（1809年）

160×114ミリ4巻4冊156丁整版
題簸：原・新板改正文化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4、大名（10万石以上））

3～153
備考：2丁に上・下、84丁の後に「又八十四上・下」、

149丁の後に「又百四十九」がある。145～147丁は1丁
で丁付けは「百四十五ノ七」としてある。下小口に「文化

六年」（墨書）。

Y1201－156－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1809年）

160×114ミリ153丁整版
題簸：原・新板改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
備考：82・83丁は1丁で丁付は「八十ニノ三」としてある。
下小口に「文化六年」（墨書）。

Y1201・156－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化6（1809）

161×114ミリ106丁整版
題籏：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録1

丁半
刊記：文化六己巳年江府書林千鍾房日本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、37

丁の後に「又三十七」、62丁の後に「又六十二」、91丁

の後に「又ノ九十一上・下」がある。79・80丁は1丁で丁

付「七十九ノ八十」としてある。100丁は重複。下小口に

「文化六年」（墨書）。

Y1201－156－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1809年）

161×115ミリ31丁整版
題籏：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～28
備考：7丁の後に「又七」、23丁の後に「又二十三」があ

る。下小口に「文化六年」（墨書）。

大名付Y1201－157（1）



〔73〕2．名鑑2．名鑑！1．武鑑／1．「武鑑」

居井家督149ウラ～154
備考：107・108丁は1丁で丁付はr百七ノ八」としてあ
る。

Y1201－159（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化9（1812）

118丁整版
題簸：原・新版改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録4
丁

刊記：文化九壬申年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。

備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、37

丁の後に「又三十七」、62丁の後に「又六十二」、91丁

の後に「又ノ九十一上・下」がある。79・80丁は1丁で丁

付は「七十九ノ八十」としてある。

Y1201－159（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1812年）

32丁整版
題簸：原・新版改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～29オモテ

備考：7丁の後に「又七」、23丁の後に「又二十三」、28

丁の後にr又二十八jがある。

Y1201－160（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1813年）

160×114ミリ4巻4冊157丁整版
題籏1原・新版改正文化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5、大名（10万石以上））

3～154
印記：橋宮謙吉。

備考：4冊合綴。2丁に上・中・下がある。下小口に「文
化十癸酉」（墨書）。

Y1201－160（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1813年）

153丁整版
題簸二原・新版改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
印記：橋宮謙吉。

備考：107・108丁は1丁で丁付はr百七ノ八」としてある。
下小口に「文化十癸酉」（墨書）。

役人付

3
Y1201－160（3）

新板改正　文化武鑑

文化10（1813）

Y1201－158（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　　文化武鑑　2

（1811年）

153丁整版
題籏：原・新版改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
備考：107・108丁は1丁で丁付はr百七ノ八」としてある。
下小口に「文化八年」（墨書）。

Y1201－158（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　　文化武鑑　3

文化8（1811）

115丁整版
題籏1原・新版改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録1
丁

刊記：文化八辛未年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。

備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、37

丁の後に「又三十七」、62丁の後に「又六十二」、91丁

の後にr又ノ九十一上・下」がある。79・80丁は1丁で丁
付は「七十九ノ八十」としてある。下小口に「文化八年」
（墨書）。

Y1201－158（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　　文化武鑑　4
（1811年）

31丁整版
題簸：原・新版改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～29オモテ

備考：7丁の後に「又七」、23丁の後に「又二十三」があ

る。下小口に「文化八年」（墨書）。

Y1201－159（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1812年）

159×112ミリ4巻4冊157丁整版
題籏：原・新版改正文化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5、大名（10万石以上））

3～154
備考：4冊合綴。2丁に上・中・下がある。下小口にr文
化九」（墨書）。

Y1201－159（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1812年）

153丁整版
題籏：原・新版改正文化武鑑御大名衆巻之二表紙：
原・藍色無地

構成1目録（見返し）、大名（万石以上）1～149オモテ、隠



丁の後に「又九十一上・下」がある。79・80丁は1丁で丁

付は「七十九ノ八十」としてある。下小口に「文化十一甲
戌」（墨書）。

Y1201－161（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1814年）

35丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～32

備考：7丁の後に「又七」、20丁の後に「又二十」があ
る。

Y1201－162（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1815年）

160×113ミリ4巻4冊157丁整版
題簸：原・新板改正文化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5、大名（10万石以上））

3～154
備考：4冊合綴。下小口にr文化十二亥」（墨書）。

Y1201－162（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1815年）

153丁整版
題籏：原・新板改正文化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）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
備考：107・108丁は1丁で丁付は「百七ノ八」としてある。
下小口に「文十二」（墨書）。

Y1201－162（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化12（1815）

114丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙＝
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録2
丁

刊記二文化十二乙亥年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。

備考：巻末に広告がある。62丁の後に「又六十二」、91
丁の後に「又九十一上・下」がある。79・80丁は1丁で丁

付は「七十九ノ八十」としてある。下小口に「文十二」（墨
書）。

Y1201－162（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1815年）

35丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

2．名鑑〔74〕

改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙

役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録4

勤
欝
鋤

　
原
色
目

劉
譲
記：文化十癸酉年江府書林千鍾房目本橋通一町目
原屋茂兵衛蔵版。
記：橋宮謙吉。

考：巻末に広告がある。25丁の後に「又二十五」、37

の後に「又三十七」、62丁の後に「又六十二」、91丁

後に「又ノ九十一上・下」がある。79・80丁は1丁で丁

は「七十九ノ八十」としてある。下小口に「文化十癸
」（墨書）。
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Y1201－160（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1813年）

32丁整版
題簸：原・新版改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～32オモテ

印記：橋宮謙吉。

Y1201－161（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1814年）

160×113ミリ4巻4冊157丁整版
題籏：原・新板改正文化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5、大名（10万石以上））

3～154
備考：4冊合綴。2丁に上・中・下がある。下小口に「文
化十一甲戌」（墨書）。

Y1201－161（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1814年）

155丁整版
題籏：原・新板改正文化武鑑御大名衆巻之二表紙：
原・藍色無地
構成二目録（見返し）、大名（万石以上）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154、広告2丁
備考：巻末に広告がある。107・108丁は1丁で丁付は
「百七ノ八」としてある。下小口に「文化十一甲戌」（墨
書）。

Y1201－161（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化11（1814）

117丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録2

丁半
刊記：文化十一甲戌年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。62丁の後に「又六十二」、91



〔75〕2．名鑑2．名鑑11．武鑑／1．r武鑑」

Y1201－164（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1817年）

156丁整版
題簸：原・新板改正文化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）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～156

Y1201－164（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化14（1817）

116丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3
丁

刊記：文化十四丁丑年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。

Y1201－164（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1817年）

35丁整版
題籏1原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

Y1201－165（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1818年）

161×114ミリ4巻4冊163丁整版
題籏：原・新板改正文化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5、大名（10万石以上）

5～162
備考：4冊合綴。下小口にr文化十五戊寅」（墨書）。

Y1201－165（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1818年）

156丁整版
題簸：原・新板改正文化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）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～156
備考：下小口に「四月廿二目文政改元」（墨書）。

Y1201－165（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化15（1818）

115丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～32

備考：7丁の後に「又七」、30丁の後に「又三十」がある。

下小口に「文十二」（墨書）。

Y1201－163（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1816年）

160×113ミリ4巻4冊158丁整版
題籏：原・新板改正文化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5、大名（10万石以上））

3～154
備考：4冊合綴。86丁の後に「又八十六」がある。下小
口に「文化十三丙子」（墨書）。

Y1201－163（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　2
（1816年）

153丁整版
題籏＝原・新板改正文化武鑑御大名衆巻之二表紙：
原・藍色無地

構成1目録（見返し）、大名（万石以上）1～149オモテ、隠

居井家督149ウラ～154
備考：107・108丁は1丁で丁付「百七ノ八」としてある。

Y1201－163（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　3
文化13（1816）

114丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～107、千鍾房略目録2
丁

刊記：文化十三丙子年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。

備考1巻末に広告がある。62丁の後に「又六十二」、87
丁の後に「又八十七上・下」がある。79・80丁は1丁で丁
付はr七十九ノ八十」としてある。

Y1201－163（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1816年）

35丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

Y1201－164（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文化武鑑　1
（1817年）

161×113ミリ4巻4冊163丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑御大名衆巻之一表紙：
原・藍色無地

構成1目録（見返し）、徳川系図5、大名（10万石以上））

5～162
備考＝4冊合綴。下小口に「文化十四」（墨書）。



新板改正　文政武鑑　1
（1820年）

159×114ミリ4巻4冊168丁整版
題籏：原・新板改正文政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5、大名（10万石以上））

5～162
備考：91丁の後に「又九十一」がある。下小口に「文」
（墨書）。

Y1201－167・02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1820年）

160×113ミリ156丁整版
題籏：原・新板改正文政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）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～156
備考：下小口に「政」（墨書）。

Y1201－167－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政3（1820）

160×114ミリ116丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3丁

刊記；文政三甲辰年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。下小口にr三」（墨書）。

Y1201－167－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1820年）

160×115ミリ35丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

Y1201－168（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1821年）

160×113ミリ4巻4冊169丁整版
題籏：原・新板改正文政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5、大名（10万石以上））

5～162
備考：4冊合綴。4丁の後に「又四」、91丁の後に「又九
十一」がある。下小口に「文政四辛巳・文」（墨書）。

Y1201－168（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1821年）

156丁整版
題籏：原・新板改正文政武鑑御大名衆巻之二表紙
原・藍色無地

2．名鑑〔76〕

成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3

記：文化十五戊寅年江府書林千鍾房目本橋通一町
須原屋茂兵衛蔵版。
考：巻末に広告がある。62・63丁は1丁で丁付は「六
ニノ三」としてある。

構
丁
刊
目
備
十

Y1201－165（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文化武鑑　4
（1818年）

35丁整版
題簸：原・新板改正文化武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

Y1201－166（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1819年）

160×113ミリ4巻4冊163丁整版
題籏：原・新板改正文政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5、大名（10万石以上））

5～162
備考：4冊合綴。下小口に「文政二」（墨書）。

Y1201－166（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1819年）

156丁整版
題簸：原・新板改正文政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）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～156

Y1201－166（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3．

文政2（1819）

115丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3

丁

刊記：文政二己卯年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。62・63丁は1丁で丁付は「六
十ニノ三」としてある。

Y1201－166（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1819年）

35丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地
構成：目録1、役人（西丸付）1～34

大名付Y1201－167－01



〔77〕2．名鑑2．名鑑11．武鑑ノ1．「武鑑」

刊記：文政五壬午年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版g
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」がある。

92・93丁は1丁で丁付は「九十ニノ三」としてある。

Y1201－169（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1822年）

36丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

備考：24丁の後に「又二十四」がある。

Y1201－170（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1823年）

159×113ミリ4巻4冊172丁整版
題簸：原・新板改正文政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5、大名（10万石以上））

5～162
備考：4冊合綴。4丁の後に「又四」、82丁の後に「又八

十二」、91丁の後に「又九十一」、103丁の後に「又百
三上・下」がある。下小口にr文政六癸未」（墨書）。

Y1201－170（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1823年）

160丁整版
題簸：原・新板改正文政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）1～156オモテ、隠

居井家督156ウラ～161
備考：5・6丁は1丁で丁付は「五ノ六」としてある。42丁

の後に「又四十二」がある。110・111丁は1丁で丁付は
「百十ノ十一」としてある。

Y1201－170（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政6（1823）

116丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3
丁

刊記1文政六癸未年江府書林千鍾房日本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考1巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」がある。

92・93丁は1丁で丁付は「九十ニノ三」としてある。

Y1201－170（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1823年）

36丁整版
題籏：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙

構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～156
備考：下小口に「政」（墨書）。

記：文政四辛巳年江府書林千鍾房目本橋通一町目
原屋茂兵衛蔵版。

考＝巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」がある。
小口に「二二」（墨書）。

Y1201－168（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1821年）

36丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙＝
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

備考：24丁の後にr又二十四」がある。下小口にr巳」
（墨書）。

Y1201－169（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1822年）

157×113ミリ4巻4冊169丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御大名衆巻之一表紙1
原・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図5、大名（10万石以上））

5～162
備考：4冊合綴。4丁の後に「又四」、91丁の後に「又九
十一」がある。下小口に「文政五壬午」（墨書）。

Y1201469（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1822年）

157丁整版
題簸：原・新板改正文政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）1～151オモテ、隠

居井家督151ウラ～156
備考：42丁の後に「又四十二」がある。

Y1201－169（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政5（1822）

116丁整版
題簸＝原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3
丁



原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図5、大名（10万石以上））

5～162
備考：4冊合綴。4丁の後に「又四」、91丁の後に「又九
十一」がある。下小口に「文政八乙酉」（墨書）。

Y1204－172（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1825年）

160丁整版
題簸：原・新板改正文政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）1～156オモテ、隠

居井家督156ウラ～161
備考：5・6丁は1丁で丁付は「五ノ六」としてある。42丁

の後にr又四十二」がある。110・111丁は1丁で丁付は
「百十ノ十一」としてある。

記：文政八乙酉年江府書林千鍾房目本橋通一町目
原屋茂兵衛蔵版。
考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」がある。
：・93†は1丁で丁付は「九十ニノ三」としてある。

Y1201－172（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1825年）

36丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

備考：24丁の後にr又二十四」がある。

Y1201－173－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1826年）

160×114ミリ4巻4冊182丁整版
題簸：原・新板改正文政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6、大名（10万石以上））

1～180
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：134丁の後にr又百三十四」がある。前表紙にr文
政九年」（貼紙・下ヶ札）、布族つき。

大名付Y1201－173－02

新板改正　文政武鑑　2
（1826年）

160×114ミリ160丁整版
　　　ノ

2．名鑑〔78〕

原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34
備考：24丁の後にr又二十四」がある。

Y1201－171（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1824年）

159×112ミリ4巻4冊172丁整版
題簸：原・新板改正文政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5、大名（10万石以上））

5～166
備考：4冊合綴。4丁の後にr又四」がある。下小口にr文
政七申年」（墨書）。

Y1201－171（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1824年）

159丁整版
題簸：原・新板改正文政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）1～156オモテ、隠

居井家督156ウラ～161
備考：5・6丁は1丁で丁付はr五ノ六」、110・111丁は1
丁で丁付は「百十ノ十一」としてある。下小口に「文政七

申年」（墨書）。

Y1201－171（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政7（1824）

116丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3

丁

刊記：文政七甲申年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」がある。

92・93丁は1丁で丁付は「九十ニノ三」としてある。下小

口に「文政七申年」（墨書）。

Y1201－171（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1824年）

36丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34
備考：24丁の後にr又二十四」がある。下小口にr文政
七申年」（墨書）。

Y1201－172（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1825年）

160×114ミリ4巻4冊165丁整版
題簸＝原・新板改正文政武鑑御大名衆巻之一表紙



〔79〕2．名鑑2．名鑑！1．武鑑！1．r武鑑」

Y1201－175（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1827年）

160丁整版
題籏1原・新板改正文政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）1～156オモテ、隠

居井家督156ウラ～161
備考：5・6丁は1丁で丁付は「五ノ六」としてある。42丁

の後に「又四十二」がある。110・111丁は1丁で丁付は
「百十ノ十一」としてある。下小口に「文政十亥年」（墨
書）。

Y1201－175（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政10（1827）

117丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3
丁

刊記1文政十丁亥年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
備考＝巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」、63丁

の後に「又六十三」がある。92・93丁は1丁で丁付は「九

十ニノ三」としてある。下小口に「文政十亥年」（墨書）。

Y1201－175（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1827年）

39丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙；
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34

備考：20丁の後に「又二十上・下」、24丁の後に「又二
十四上・下」がある。下小口に「文政十亥年」（墨書）。

Y1201－176（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1828年）

160×114ミリ4巻4冊182丁整版
題簸：原・新板改正文政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6、大名（10万石以上））

1～180
備考：4冊合綴。134丁の後に「又百三十四」がある。下
小口に「文政十一子年」（墨書）。

Y1201－176（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1828年）

168丁整版
題簸：原・新板改正文政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）1～163オモテ、隠

題簸：原・新板改正文政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）1～156オモテ、隠

居井家督156ウラ～161
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：5・6丁は1丁で丁付は「五ノ六」としてある。42丁

の後にr又四十二」がある。110・111丁は1丁で丁付は
「百十ノ十一」としてある。

Y1201－173－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政9（1826）

161×114ミリ116丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録3
丁

刊記：文政九丙戌年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻末に広告がある。25丁の後にr又廿五」がある。

92・93丁は1丁で丁付は「九十ニノ三」としてある。

Y1201－173－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1826年）

161×115ミリ38丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～34
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：20丁の後に「又二十」、24丁の後に「又二十四
上・下」がある。昭和6年10月1目寄託。

Y1201－174　　　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
［文政9コ（1826）

160×114ミリ1巻1冊174丁整版
題簸二原・新板改正文政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6、大名（10万石以上））

6～172
刊記1［須原屋茂兵衛蔵版］。

備考：巻2～4は欠。130丁の後に「又百三十」がある。
下小口に「文政十二己丑（ママ）」（墨書）。巻頭にメモ書
きあり。

Y1201－175（1）　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　1
（1827年）

161×114ミリ4巻4冊182丁整版
題籏1原・新板改正文政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6、大名（10万石以上））

1～180
備考14冊合綴。134丁の後に「又百三十四」がある。下
小口に「文政十亥年」（墨書）。



構成：目録1、役人（西丸付）1～39オモテ

備考：16丁の後にr又十六」がある。34・35丁は1丁で
丁付は「三十四ノ五」としてある。

Y1201－178（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　　文政武鑑　1

（1830年）

160×114ミリ4巻4冊183丁整版
題簸：原・新板改正文政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7、大名（10万石以上））

又ノ6～180
備考：4冊合綴。6丁の後にr又六」、134丁の後にr又
百三十四」がある。下小口に「文政十三寅年」（墨書）。

Y1201－178（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　　文政武鑑　2

（1830年）

170丁整版
題籏二原・新板改正文政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）1～164オモテ、隠

居井家督164ウラ～169
備考：23丁は重複。下小口にr十二月天保改元」（墨
書）。

Y1201－178（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政13（1830）

120丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：

原・藍色無地
構成：目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房降目録4

丁
刊記：文政十三庚寅年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。90・91丁にそれぞれ上・下が

ある。

Y1201－178（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　　文政武鑑　4

（1830年）

39丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙き

原・藍色無地
構成＝目録1、役人（西丸付）1～39オモテ

備考：24丁の後に「又二十四」がある。34・35丁は1丁
で丁付はr三十西ノ五」としてある。

Y1201－179（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1831年）

159×113ミリ4巻4冊183丁整版
題簸：原・新板改正天保武鑑御大名衆巻之一表紙1

原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

2．名鑑〔80〕

居井家督163～168
備考：下小口に「文政十一子年」（墨書）。

Y1204－176（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政11（1828）

118丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：

原・藍色無地
構成＝目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録4

丁
刊記：文政十一戊子年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」、63丁
の後に「又六十三」がある。92・93丁は1丁で丁付は「九

十ニノ三」としてある。下小口に「文政十一子年」（墨

書）。

Y1201－176（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1828年）

41丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙

原・藍色無地
構成：目録1、役人（西丸付）1～40
備考：下小口に「文政十一子年」（墨書）。

Y1201－177－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文政武鑑　2
（1829年）

159×112ミリ3巻3冊168丁整版
題簸：原・新板改正文政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）1～163オモテ、隠

居井家督163～168

Y1201－177。02　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　3
文政12（1829）

159×113ミリ118丁整版
題簸：原・新板改正文政武鑑御役人衆巻之三表紙：

原・藍色無地
構成＝目録3、役人（本丸付）1～110、千鍾房略目録4

丁
刊記：文政十二己丑年江府書林千鍾房日本橋通一町
目須原屋茂兵衛蔵版。
備考：巻末に広告がある。61丁の後に「又六十一」、63
丁の後に「又六十三」がある。92・93丁は1丁で丁付は
「九十ニノ三」としてある。

Y1201－177－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文政武鑑　4
（1829年）

160×113ミリ39丁整版
題籏：原・新板改正文政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地


