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題籏：原・新板改正天保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

Y1201－180（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保3（1832）

120丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～111、千鍾房略目録4

丁

刊記：天保三壬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」、38
丁の後に「又三十八」がある。

Y1201－180（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1832年）

39丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～39
備考：8丁の後に「又八」、24丁の後に「又二十四」があ

る。33～35丁は1丁である。

Y1201－181－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1832年）

158×112ミリ4巻4冊182丁整版
題簸：原・新板改正天保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））

7～180
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：112丁の後に「又百十二」、134丁の後に「又百三

十四」がある。前表紙に「共四ノー」（朱書）と「天保三
年」（下ヶ札）、下小口に「壬辰」（墨書）、背に「一」（墨

書）、後ろ表紙見返しに三井ラベル「B971・24」。

Y1201－181－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1832年）

157×113ミリ169丁整版
題簸：原・新板改正天保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
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙に「共四ノニ」（朱書）、下小口に「壬辰」

（墨書）、背に「二」（墨書）、後ろ表紙見返しに三井ラベ
ノレ「B971・24」。

役人付

3
Y1201－181－03

新板改正　天保武鑑

7～180
備考：4冊合綴。32丁の後にr又三十二」、134丁の後
に「又百三十四」がある。下小口に「天保　卯年」（墨
書）。

Y1201－179（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1831年）

169丁整版
題簸：原・新板改正天保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：下小口に「天保試卯年」（墨書）。

Y1201－179（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保2（1831）

121丁整版
題籏：原・新板改正天保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）1～111、千鍾房略目録4
丁

刊記＝天保二辛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＝拳末に広告がある。25丁の後に「又二十五上下」

38丁の後に「又三十八」がある。56丁に乱丁。下小口
に「天保二卯年」（墨書）。

Y1201－179（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1831年）

40丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～39オモテ

備考：8丁の後に「又八」、24丁の後に「又二十四」があ

る。34・35丁は1丁で丁付は「三十四ノ五」としてある。下
小口に「天保二卯年」（墨書）。

Y1201－180（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1832年）

159×111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：
原・藍色無地

構成＝目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

7～180
備考：4冊合綴。92丁の後に「又九十二」、134丁の後
にr又百三十四」がある。下小口にr天保三壬辰年」（墨
書）。

大名付

2
Y1201－180（2）

新板改正　天保武鑑
（1832年）

169丁整版



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「又廿五」、65丁

の後に「又六十五」がある。昭和6年。

Y1201－182－04　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1833年）

158×114ミリ39丁整版
題籏：原・新板改正天保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）1～39オモテ

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：8丁の後に「又八」、24丁の後に「又二十四」があ

る。33～35丁は1丁である。昭和6年7月22目寄託。

Y1201－183（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1834年）

160×114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：

原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

7～182
備考：4冊合綴。下小口にr天保五甲午年」（墨書）。

Y1201－183（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1834年）

169丁整版
題簸：原・新板改正天保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

Y1201－183（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保5（1834）

120丁整版
題籏：原・新板改正天保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）1～111、千鍾房略目録4

丁
刊記：天保五甲午年江府書林千鍾房日本橋通一町目

須原屋茂兵衛藏板。
備考＝巻末に広告がある。25丁の後にr又廿五」、65丁

の後に「又六十五」がある。

Y1201－183（41　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1834年）

39丁整版
題簸：原・新板改正天係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）1～39オモテ

備考：8丁の後に「又八」、24丁の後に「又二十四」があ

る。33～35丁は1丁で「三十三ノ五」としてある。

2．名鑑〔82〕

天保3（1832）

157×113ミリ120丁整版
題籏：原・新板改正天保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）1～111、千鍾房略目録4丁

刊記：天保三壬辰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：三井家編纂室蔵書。
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」、65丁
の後に「又六十五」がある。前表紙に「共四ノ三」（朱書）

下小口に「壬辰」（墨書）、背に「三」（墨書）、後ろ表紙見

返しに三井ラベル「B971・24」。

Y1201－181－04　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1832年）

157×113ミリ40丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～39

印記1三井家編纂室蔵書。
備考＝8丁の後に「又八」、24丁後に「又二十四」がある。

33～35は1丁である。前表紙に「共四ノ四止」（朱書）、

下小口に「壬辰」（墨書）、背に「四」（墨書）、後ろ表紙見

返しに三井ラベル「B971・24」。

Y1201－182－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1833年）

157×113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：

原・藍色無地
構成二目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

7～180
印記汐サギ・しんまちみついけ。
備考：160丁の後に「百六十上・下」がある。前表紙に
「天保四年」（貼紙・下ヶ札）。

Y1201一↑82－02　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1833年）

157×113ミリ169丁整版
題簸：原・新板改正天保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
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

Y1201－182－03　　　　　　　　　　　役人付

［新板改正　天保武鑑　3］

天保4（1833）

160×113ミリ120丁整版
題簸：剥離表紙：原・藍色無地
構成：目録3、役人（本丸付）1～111、千鍾房略目録4

丁
刊記：天保四癸巳年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛蔵版。



〔83〕2 名　鑑　2．名鑑1L武鑑ノLl武鑑」

Y1201－185－02　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1836年）

160×112ミリ206丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～195、隠居井

家督196～201、幕・船印1～5オモテ

備考：73・74丁は1丁である。124丁の後に「又百二十
四」がある。

Y1201－185－03　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
天保7（1836）

159×113ミリ126丁整版
題籏1原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙1
原・藍色無地

構成1合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～
118、藏板目録（見返し）

刊記：天保七丙申年毎月改御書物市出雲寺幸次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。26丁の後に「又二十六」、34

丁の後に「又三十四」、68丁の後に「又六十八」、75丁
の後に「又七十五」がある。

Y1201－185－04　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1836年）

160×113ミリ43丁整版
題籏1原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～35

刊記：御書物師出雲寺幸次郎、売弘所江戸馬喰町
二丁目南側森屋治兵衛天保七申年毎月改。
備考：6丁の後に「又六」、13丁の後に「又十三」、18丁

の後に「又十八ノ上」「又十八」、19丁の後に「又十九」、

20丁の後にr又二十」r又又二十」がある。

Y1201－186（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1837年）

159×114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：
原・藍色無地

構成1目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

7～182
備考：4冊合綴。下小口に「天保八丁酉年」（墨書）。

Y1201－186（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1837年）

174丁整版
題籏：原・新板改正天保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

Y1201－184－01　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1835年）

160×113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1目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

7～182
備考：下小口にr天保六乙未年j（墨書）。『江戸幕府大

名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－184－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1835年）

160×114ミリ169丁整版
題簸：原・新板改正天保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＝『江戸幕府大名武鑑編年集成』に所収。

Y1201－184－03　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保6（1835）

160×114ミリ121丁整版
題簸1原・新板改正天保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）1～111、千鍾房略目録4
丁

刊記：天保六乙未年江府書林千鍾房目本橋通一町目
須原屋茂兵衛藏板。

備考：巻末に広告がある。25丁の後にr又廿五」、38丁
の後に「又三十八」、65丁の後に「又六十五」がある。
『江戸幕府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－184－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1835年）

161×114ミリ39丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～39オモテ

備考：8丁の後に「又八」、24丁の後に「又二十四」があ

る。33～35丁は1丁で「三十三ノ五」としてある。『江戸幕

府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－185－01　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1836年）

160×112ミリ4巻4冊221丁整版
題籏：原・泰平萬代大成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）

7ウラ～216オモテ、纒・法被216ウラ・2～6

備考：下小口にr天保七申年」（墨書）。



刊記：天保九戊戌年江府書林千鍾房目本橋通萱町
目須原屋茂兵衛藏版。
備考：巻末に広告がある。38丁の後に「又三十八」、65

丁の後に「又六十五」がある。

Y1201－187（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1838年）

48丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～45
備考：9丁の後に「又九」、37丁の後に「又三十七」があ

る。

Y1204－188（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1839年）

159×113ミリ4巻4冊182丁整版
題籏：原・新板改正天保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））

7～182
備考：4冊合綴。1丁は重複。34丁の後にr又三十四
上・下」がある。下小口に「天保十亥」（墨書）。

Y1201－188（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1839年）

174丁整版
題籏：原・新板改正天保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＝67・68丁は1丁である。125丁の後に「又ノ百二
十五ノー～六」がある。146丁は重複。147丁は欠落。

Y1201－188（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保10（1839）

125丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～114、千鍾房略目録5

丁
刊記：天保十己亥年江府書林千鍾房目本橋通壼町
目須原屋茂兵衛藏版。
備考：巻末に広告がある。26丁の後に「又二十六」、46
丁の後に「又四十六」、65丁の後に「又六十五」がある。

Y1201－188（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1839年）

47丁整版
題籏：原・新板改正天保武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

2．名鑑〔84〕

居井家督164ウラ～169
備考：67・68丁は1丁である。125丁の後に「又ノ百二

十五ノー～六」がある。

Y1201－186（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保8（1837）

122丁整版
題籏＝原・新板改正天保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）1～111、千鍾房略目録5

丁
刊記：天保八丁酉年江府書林千鍾房目本橋通一町
目須原屋茂兵衛藏版。
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」、38丁
の後に「又三十八」、65丁の後に「又六十五」がある。

Y1201－186（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1837年）

41丁整版
題籏＝原・新板改正天保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）1～38
備考：8丁の後に「又八」、23丁の後に「又二十三」があ

る。

Y1201－187（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1838年）

159×114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：

原・藍色無地
構成＝目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

7～182
備考：4冊合綴。下小口に「天保九戌歳」（墨書）。

Y1201－187（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1838年）

175丁整版
題簸：原・新板改正天保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：67・68丁は1丁である。103丁の後に「又ノ百三ノ
ー～五上」、105丁の後にr又百五ノ上・下」がある。

Y1201－187（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保9（1838）

122丁整版
題籏：原・新板改正天保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）1～112、千鍾房略目録5

丁
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題籏：原・新板改正天保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））

7～182
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：63丁の後に「又六十三ノ上・中・下」、108丁の後

に「又百八」がある。前表紙に「天保十二年」（下ヶ札）、

布帳つき。

Y1201－190－02　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保12（1841）

157×111ミリ130丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～114、千鍾房略目録5
丁

刊記：天保十二辛丑年江府書林千鍾房日本橋通萱
町目須原屋茂兵衛藏版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻末に広告がある。3丁の後に「又三」、20丁の
後に「又廿」、25丁の後に「又廿五」、26丁の後に「又廿

六上・中・下」、46丁の後に「又四十六」、57丁の後に
r又五十七」がある。

Y1201－191－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
［天保12］（1841）

158×112ミリ2巻2冊174丁整版
題籏1原・新板改正天保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
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝67・68丁は1丁で丁付は「六十七ノ八」としてある。

125丁の後に「又ノ百二十五ノー～六止」がある。前表
紙に「戌」（朱書）。

Y1201－191－02　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1841年）

157×113ミリ47丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～45
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：37丁の後に「又三十七」がある。前表紙に「戌」

（朱書）。昭和7年6月24目寄託。

Y1201－192（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1842年）

157×112ミリ4巻4冊187丁整版
題簸：原・新板改正天保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7、大名（10万石以上）

7～182

構成：目録1、役人（西丸付）1～45

備考：8丁の後に「又八」、37丁の後に「又三十七」があ

る。12・13丁は1丁である。

Y1201－189（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1841年）

157×111ミリ4巻4冊187丁整版
題簸：原・新板改正天保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（10万看以上））

7～182
備考：4冊合綴。62丁の後に「六十三ノ六十」、108丁の
後に「又百八」がある。下小ロに「天保十二辛丑歳」（墨
書）。

Y1201－189（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1841年）

176丁整版
題籏：原・新板改正天保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：67・68丁は1丁である。147丁の後にr百四十八
ノ四十」がある。

Y1201－189（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保12（1841）

125丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～114、千鍾房略目録5
丁

刊記1天保十二辛丑年江府書林千鍾房目本橋通萱
町目須原屋茂兵衛藏版。
備考：巻末に広告がある。26丁の後に「又二十六」、46

丁の後にr又四十六」、65丁の後にr又六十五ノ上・下」

がある。59・60丁は1丁である。

Y1201－189（4）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1841年）

46丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～45

備考：8丁の後に「又八」、37丁の後に「又三十七」があ

る。12・13丁および28・29丁はそれぞれ1丁づつであ
る。

大名付Y1201－190－01

新板改正　天保武鑑　1
（1841年）

158×112ミリ2巻2冊187丁整版



題簸：原・新板改正天保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）1～171オモテ、隠

居井家督171ウラ～176
備考：67・68丁は1丁である。

Y1201－193（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保14（1843）

133丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～114、千鍾房略目録4

丁

刊記：天保十四癸卯年江府書林千鍾房目本橋通壷
町目須原屋茂兵衛藏版。
備考：巻末に広告がある。3丁の後にr又三」、20丁の
後に「又廿」、25丁の後に「又廿五」、26丁の後に「又廿

六上・中・下」、33丁の後に「又三十三」、46丁の後に

「又四十六」、57丁の後に「又五十七」、65丁の後に
「又六十五」、68丁の後に「又六十八」、96丁の後に
r又九十六」がある。

Y1201－193（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1843年）

43丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～45

備考：20～22丁は1丁である。25丁の後にr又二十五
上・中・下」がある。35～39丁は1丁である。

Y1201－194－01　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1844年）

158×112ミリ4巻4冊188丁整版
題簸：原・新板改正天保武鑑御大名衆巻之一表紙二
原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

7～182
備考：62丁の後にr又六十二」、111丁の後にr又百十
一ノー～四」がある。下小口に「天保十五辰」（墨書）。

Y1201－194－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1844年）

158×114ミリ176丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～171オモテ、隠

居井家督171ウラ～176
備考：67・68丁は1丁である。83丁の後に「又八十三」
がある。下小口に「天保十五辰」（墨書〉。

役人付

3
Y1201－194－03

新板改正　天保武鑑

〔86〕2．名鑑

備考：4冊合綴。62丁の後に［又六十二」、78丁の後に
「又七十八ノ天・地」、108丁の後に「又百八」がある。下

小口に「天保十三壬寅六月」（墨書）。

Y1201－192（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　2
（1842年）

175丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～171オモテ、隠

居井家督171ウラ～176
備考：67・68丁は1丁である。

Y1201－192（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　3
天保13（1842）

131丁整版
題籏：原・新板改正天保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）1～114、千鍾房略目録4

丁

刊記＝天保十三壬寅年江府書林千鍾房日本橋通萱
町目須原屋茂兵衛藏版。
備考：巻末に広告がある。3丁の後に「又三」、20丁の
後に「又廿」、25丁の後に「又廿五」、26丁の後に「又廿

六ノ上・中・下」、33丁の後に「又三十三」、46丁の後に

「又四十六」、57丁の後に「又五十七」、68丁の後に
「又六十八」がある。

Y1201－192（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1842年）

43丁整版
題簸二原・新板改正天保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）1～45
備考：27～31丁は1丁である。37丁の後に「又三十七」
がある。

Y1201－193（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　天保武鑑　1
（1843年）

157×112ミリ4巻4冊188丁整版
題簸二原・新板改正天保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））

7～182
備考：4冊合綴。62丁の後に「又六十二」、104丁の後
にr又百四上・中・下」、108丁の後にr又百八」がある。

下小口に「天保十四癸卯夏」（墨書）。

大名付

2
Y1201－193（2）

新板改正　天保武鑑
（1843年）

175丁整版
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備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」、26丁

の後にr又廿六」、46丁の後にr又四十六」、57丁の後
に「又五十七」、58丁の後に「又五十八上・下」がある。

64・65丁は1丁である。下小口に「弘化二巳」（墨書）。

Y1201－195（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　弘化武鑑　4
（1845年）

45丁整版
題籏：原・新板改正弘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）1～41
備考：下小口に「弘化二巳歳」（墨書）。

Y1201－196－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　弘化武鑑　1
（1846年）

156×111ミリ4巻4冊191丁
題簸：原・新板改正弘化武鑑御大名衆巻之一表紙：
原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図首・1～6、大名（10万石

以上））7～182

備考＝62丁の後に「又六十二」、157丁の後に「又百五

十七ノー～七」がある。125・126丁は1丁である。155
丁は重複。布秩あり。

Y1201－196－02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大名｛寸

新板改正　弘化武鑑　2
（1846年）

157×111ミリ　175丁

題簸：原・新板改正弘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）1～170、隠居井

家督171～176
備考＝67・68丁は1丁である。

Y1201－196－03　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　弘化武鑑　3
弓ムィヒ3（1846）

156×111ミリ　127丁

題簸＝原・新板改正弘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）1～114、千鐘房略目録4
丁

刊記：弘化三丙午年目本橋通壷町目江府書林千
鐘房須原屋茂兵衛蔵板。
備考：巻末に広告がある。25丁の後に「又廿五」、26丁

の後に「又廿六」、46丁の後に「又四十六」、57丁の後

に「又五十七」、58丁の後に「又五十八上・下」、68丁

の後に「又六十八」がある。64・65丁は1丁である。

役人付

4
Y1201－196－04

新板改正』弘化武鑑
（1846年）

157×111ミリ　42丁

天保15（1844）

158×114ミリ127丁整版
題籏：原・新板改正天保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）1～114、千鍾房略目録4丁

刊記：天保十五甲辰年江府書林千鍾房目本橋通萱
町目須原屋茂兵衛藏版。

備考：巻末に広告がある。3丁の後に「又三」、26丁の
後に「又廿六」、33丁の後に「又三十三」、46丁の後に

「又四十六」、57丁の後に「又五十七」がある。64・65丁

は1丁である。58・82丁は重複。83丁は欠落。96丁の
後に「又九十六」がある。下小口に「天保十五辰」（墨
書）。

Y1201－194－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　天保武鑑　4
（1844年）

158×114ミリ43丁整版
題簸：原・新板改正天保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）1～45

備考：20～22丁は1丁である。25丁の後に「又二十五

上・中・下」がある。35～39丁は1丁である。下小口に
「天保十五辰歳」（墨書）。

Y1201－195（1）　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　弘化武鑑　1
（1845年）

157×112ミリ4巻4冊189丁整版
題簾：原・新板改正弘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7、大名（10万石以上））

7～182
備考：4冊合綴。62丁の後に「又六十二」がある。125・

126丁は1丁である。136丁の後に「又百三十六ノー～
六止」がある。下小口にr弘化二巳」（墨書）。

Y1201－195（2）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　弘化武鑑　2
（1845年）

176丁整版
題簸：原・新板改正弘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）1～171オモテ、隠

居井家督171ウラ～176
備考：67・68丁は1丁である。83丁の後にr又八十三j
がある、下小口に「弘化二巳」（墨書）。

Y1201－195（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　弘化武鑑　3
弓ムイヒ2（1845）

126丁整版
題簸：原・新板改正弘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）1～114、千鍾房略目録4丁

刊記：弘化二乙巳年江府書林千鍾房日本橋通壷町
目須原屋茂兵衛藏版。



構成＝目録（見返し）、徳川系図7、大名（10万石以上））

8～216オモテ、纒・法被216オモテ・2～6

備考＝4冊合綴。105丁の後に「百一～百五」がある。下
小口に「嘉永元戊申」（墨書）。

Y1204－198（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1848年）

205丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～195、隠居井

家督196～201、幕・船印1～5オモテ
備考：73・74丁は1丁である。124丁の後に「又百二十
四」がある。

Y1201－198（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
嘉永1（1848）

133丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地
構成：合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～

128、略目録（見返し）

刊記：弘化五戊申年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。69丁に上・下がある。

Y1201－198（4）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1848年）

40丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～39

Y1201－199（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1849年）

157×115ミリ4巻4冊126丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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））

8～224、纒・法被1・2・4～6

備考：4冊合綴。123丁の後にr百十八～百二十二」が
ある。191～199丁は1丁である。下小口に「嘉永二己
酉」（墨書）。

Y1201－199（2）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1849年）

202丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～195ウラ、隠居

井家督195ウラ～201、幕・船印3～5オモテ

2。名鑑〔88〕

題簸：原・新板改正弘化武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成1目録1丁、役人（西丸付）1～41

Y1201－197－01　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　弘化武鑑　1
（1847年）

159×115ミリ4巻4冊191丁整版
題簸：原・新板改正弘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7、大名（10万石以上））

7～182
備考：62丁の後に「又六十二」、103丁の後に「又百三」、

157丁の後に「又百五十七ノー～七」がある。125・126
丁は1丁である。下小口に「弘化四丁未春」（墨書）。

Y1204－197－02　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　弘化武鑑　2
（1847年）

158×115ミリ175丁整版
題簸：原・新板改正弘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）1～170、隠居井

家督171～176
備考：67・68丁は1丁である。下小口に「弘化四丁未
春」（墨書）。

Y1201－197－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　弘化武鑑　3
弓ムイヒ4（1847）

158×115ミリ126丁整版
題簸：原・新板改正弘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）1～113、千鍾房略目録4

丁

刊記：弘化四丁未年江府書林千鍾房目本橋通壷町
目須原屋茂兵衛藏版。

備考：巻末に広告がある。64・65丁は1丁である。73丁
の後に「又七十三」、94丁の後に「又九十四」がある。下

小口に「弘化四丁未春」（墨書）。

Y1201－197－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　弘化武鑑　4
（1847年）

157×115ミリ41丁整版
題簸＝原・新板改正弘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）1～41オモテ

備考：下小口に「弘化四丁未春j（墨書）。

Y1201－198（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1848年）

156×114ミリ4巻4冊226丁整版
題簸1原・泰平萬代大成武鑑御大名衆巻之一表紙
原・藍色無地
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嘉永3（1850）

156×113ミリ131丁整版
題簸：原・新板改正嘉永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）1～113、千鍾房略目録1
～8、薬目録1～3

刊記：嘉永三庚戌年江府書林千鍾房目本橋通壼町
目須原屋茂兵衛藏版。

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「又廿五」、26丁

の後に「又廿六」、33丁の後に「又三十三」、46丁の後

にr又四十六」がある。64・65丁は1丁である。73丁の
後に「又七十三」がある。下小口に「嘉永三戌正月」
「三」（墨書）、上小口に「佐藤」（墨書）、後ろ表紙・後ろ

表紙見返しに「佐藤」（墨書）。

Y1201－200－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　嘉永武鑑　4
（1850年）

156×113ミリ39丁整版
題簸：原・新板改正嘉永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）1～41オモテ

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：25～27丁は1丁である。下小口に「嘉永三戌」
（墨書）、前表紙に「嘉永三戌武鑑」（墨書）、後ろ表紙に

「佐藤」（墨書）。昭和7年6月24目寄託。

Y1201－201（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1850年）

156×113ミリ4巻4冊228丁整版
題第と原・泰平萬代大成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））

8～225オモテ

備考：4冊合綴。128丁の後に「又百二十八」、137丁の
後に「百三十二～百三十五」がある。138～141丁はな
い。200丁の後に「又二百」「又又二百」がある。下小口

に「嘉永三庚戌」（墨書）。

Y1201－201（2）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1850年）

206丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～195ウラ、隠居

井家督195ウラ～201、纒・法被4～6、幕・船印3～5オ
モテ

備考：73・74丁は1丁である。124丁の後に「又百二十
四」がある。下小口に「嘉永三庚戌」（墨書）。

役人付Y1201－201（3）

泰平萬代　大成武鑑　3
嘉永3（1850）

137丁整版

備考：73・74丁は1丁である。

Y1201－199（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
嘉永2（1849）

132丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～

128、略目録（見返し）

刊記：嘉永二己酉年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。33丁の後に「又三十三」、47
丁の後に「又四十七」、69丁に上・下、80丁の後に「又
八十」がある。

Y1201－199（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1849年）

40丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録1、役人（西丸付）1～39

Y1201－200－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　嘉永武鑑　1
（1850年）

153×110ミリ4巻4冊189丁整版
題簸：原・新板改正嘉永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））

7～181
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：62丁の後に「又六十二」、103丁の後に「又百三」

がある。125・126丁は1丁である。157丁の後に「又百
五十七ノー～七」がある。下小口に「嘉永三戌正月」
「一」（墨書）、上小口に「佐藤」（墨書）、前表紙に「嘉永

三年」（下ヶ札）、背に「嘉永三庚戌年」（墨書）、後ろ表

紙にr主人佐藤氏」（墨書）、後ろ表紙見返しに切紙貼
付。布帳つき。

Y1201－200－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　嘉永武鑑　2
（1850年）

155×110ミリ174丁整版
題簸＝原・新板改正嘉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）1～170、隠居井

家督171～175
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：67・68丁は1丁である。下小口に「嘉永三戌正
月」r二」（墨書）、上小口に「佐藤庚戌」（墨書）、背に

「嘉永三庚戌年」（墨書）、後ろ表紙に「主人佐藤氏」（墨
書）。

役人付Y1201－200－03

新板改正　嘉永武鑑　3



Y1201－202（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1851年）

39丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録1，役人（西丸付）1～39

備考：29・30丁は1丁である。下小口に「嘉永四亥年」
（墨書）。

Y1201－202（5）　　　　　　　　　　　付家老付

御三家方御附

嘉永4（1851）

1巻1冊15丁整版
題籏：原・御三家方御附表紙＝原・藍色無地

刊記＝文政元戊寅七月弘化五戊申正月改正再板嘉
永四辛亥年改正御書物師出雲寺萬次郎蔵板。
備考：下小口に「嘉永四亥年」（墨書）。

Y1201－203（1）　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1852年）

156×115ミリ4巻4冊227丁整版
題簸＝原・泰平萬代大成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））

8～215オモテ

備考：5冊合綴。128丁の後にr又百二十八」、200丁の
後の「又二百」「又々二百」がある。下小口に「嘉永五子
春」（墨書）。

Y1201－203（2）　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1852年）

216丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～195オモテ、隠

居井家督195ウラ～201、纒・法被4～6、幕・船印1丁半
備考：142丁の後に「百四十三ノ白三十五」があり、以下

136丁が続く。下小口に「嘉永五子春」（墨書）。

Y1201－203（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
嘉永5（1852）

139丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～

128、略目録（見返し）

刊記：嘉永五壬子年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八」、33丁の
後に「又三十三」、41丁の後に「又四十一」、47丁の後
に「又四十七」、69丁に上・下、80丁の後に「又八十」、

84丁の後に「又八十四」がある。下小口に「嘉永五子

2．名鑑〔90〕

題籏：原・泰平萬代大成武鑑御役入衆巻之三表紙1
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～

128、略目録（見返し）

刊記：嘉永三庚戌年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考＝巻末に広告がある。33丁の後に「又三十三」、41

丁の後に「又四十一」、47丁の後に「又四十七」、69丁
に上・下、80丁の後に「又八十」がある。下小口に「嘉永

三庚戌」（墨書）。
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Y1201－202（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1851年）

155×114ミリ4巻4冊226丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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））

8～215オモテ

備考：5冊合綴。200丁の後のr又二百」r又々二百」が
ある。下小口に「嘉永四亥年」（墨書）。

Y1201－202（2）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1851年）

208丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～195オモテ、隠

居井家督195ウラ～201、纒・法被4～6、幕・船印1丁半
備考：52丁の後に「五十・五十一・五十二」がある。73・

74丁は1丁である。124丁の後に「又百二十四」がある。
下小口に「嘉永四亥年」（墨書）。

Y1201－202（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
嘉永4（1851）

137丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成1合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～
128、略目録（見返し）

刊記：嘉永四辛亥年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。33丁の後に「又三十三」、41

丁の後に「又四十一」、47丁の後に「又四十七」、69丁
に上・下、80丁の後に「又八十」がある。下小口に「嘉永

四亥年」（墨書）。
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Y1201－204（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1853年）

39丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙1原・藍色無地
構成：目録1，役人（西丸付）1～39

備考：29・30丁は1丁である。下小口に「嘉永六丑年」
（墨書）。

Y1201－204（5）　　　　　　　　　　　付家老付

御三家方御附

嘉永6（1853）

1巻1冊15丁整版
題簸：原・御三家方御附表紙1原・藍色無地

刊記：文政元戊寅七月　弘化五戊申正月改正再板嘉
永六癸丑年改正御書物師出雲寺萬次郎蔵板。
備考：下小口に「嘉永六丑年」（墨書）。

Y1201－205（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1854年）

157×116ミリ4巻4冊227丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）〉

8～225オモテ

備考：5冊合綴。128丁の後に「又百二十八」、200丁の
後に「又二百j「又々二百」がある。下小口に「嘉永七甲

寅年」、上小口に「安」（墨書）。

Y1201－205（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1854年）

217丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～210オモテ、隠

居井家督210ウラ～215
備考1下小口にr嘉永七甲寅年」、上小口にr政」（墨
書）。

Y1201－205（3）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
嘉永7（1854）

150丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～

128、略目録（見返し）

刊記：嘉永七甲寅年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。3丁の後に「又三」、8丁の後
に「又八」、13丁の後に「又十三」、24丁の後に「又二十

四」、26丁の後に「又二十六」、27丁の後に「又二十

春」（墨書）。

Y1201－203（4）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1852年）

39丁整版
題簸＝原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録1，役人（西丸付）1～39

備考：29・30丁は1丁である。下小口にr嘉永五子春」
（墨書）。

Y1201－203（5）　　　　　　　　　　　付家老付

御三家方御附

嘉永5（1852）

1巻1冊15丁整版
題籏：原・御三家方御附表紙：原・藍色無地

刊記：文政元戊寅七月弘化五戊申正月改正再板嘉
永五壬子年改正御書物師出雲寺萬次郎蔵板。

Y1201－204（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1853年）

158×115ミリ4巻4冊227丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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））

8～225オモテ

備考：5冊合綴。128丁の後にr又百二十八」、200丁の
後の「又二百」「又々二百」がある。下小口に「嘉永六丑
年」（墨書）。

Y120争204《2》　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1853年）

2蔦丁整版
題簸1原・泰単萬代大成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）1～210オモテ、隠

居井家督210ウラ～215
備考：下小口にr嘉永六丑年」（墨書）。

Y1201－204（3）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
嘉永6（1853）

捻8丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～

128、略目録（見返し）

刊記：嘉永六癸丑年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。8丁の後にr又八」、33丁の
後にr又三十三」、41丁の後にr又四十一」、47丁の後
に「又四十七」、69丁に上・下、84丁の後に「又八十
四」がある。下小口に「嘉永六丑年」（墨書）。



目須原屋茂兵衛藏版。

備考：巻末に広告がある。2丁の後にr又二」、3丁の後
に「又三」、5丁の後に「又五」、12丁の後に「又十二」、

21丁の後にr又廿一上・下」、23丁の後にr又廿三」、
28丁の後に「又廿八ノー～四」、30丁の後に「又三十」

35丁の後に「又三十五」、45丁の後に「又四十五」、50
丁の後に「又五十上・中・下」、73丁の後に「又七十三ノ

ー～六」、82丁の後に「又八十二」、91丁の後に「又九

十一ノ上・下」、96丁の後にr又九十六」がある。下小口

に「安政二年乙卯三月改」（墨書）。

Y1201－206（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　安政武鑑　4
（1855年）

23丁整版
題籏：原・新板改正安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）1～41

備考：8～27丁は1丁である。下小口に「安政二年乙卯
三月改」（墨書）。

Y1201－207－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　安政武鑑　1
（1856年）

155×113ミリ4巻4冊189丁整版
題簸＝原・新板改正安政武鑑御大名衆巻之一表紙：
原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図首・1～6、大名（10万石

以上））7～188
備考：62丁の後に「又六十二」、105丁の後に「又百五」

がある。125・126丁は1丁である。128丁は落丁。後ろ

表紙見返しに「文部省図書和書昭和47年3月8日、
H6872」（印）、帳（紙）あり。

Y1201－207－02　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　安政武鑑　2
（1856年）

155×113ミリ176丁整版
題簸：原・新板改正安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）1～174オモテ、隠

居井家督174ウラ～179
備考：65～68丁は1丁である。後ろ表紙見返しに「文部

省図書和書昭和47年3月8目、H6873」。

Y1201－207－03　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　安政武鑑　3
安政3（1856）

155×113ミリ140丁整版
題籏：原・新板改正安政武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録3丁、役人（本丸付）1～113、千鐘房略目録

1～8
刊記＝安政三丙辰年　日本橋通萱壼町目　江府書林
千鐘房須原屋茂兵衛蔵板。
備考1巻末に広告がある。2丁の後にr又二」、3丁の後
に「又三」、5丁の後に「又五」、12丁の後に「又十二」、
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七』、33丁の後に「又三十三上・中・下」、37丁の後に

「又三十七」、41丁の後に「又四十一」、45丁の後に
「又十五」、46丁の後に「又四十六」、47丁の後に「又

四十七」、69丁に上・下、80丁の後に「又八十」、84丁

の後に「又八十四」、92丁の後に「又九十二」、109丁
の後に「又百九」がある。下小口に「嘉永七甲寅年」、上

小口に「元」（墨書）。

Y1201－205（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1854年）

21丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録1，役人（西丸付）1～20

Y1201－205（5）　　　　　　　　　　　付家老付

御三家方御附

嘉永7（1854）

1巻1冊15丁整版
題簸：原・御三家方御附表紙：原・藍色無地

刊記：文政元戊寅七月　弘化五戊申正月改正再板嘉
永七甲寅年改正御書物師出雲寺萬次郎蔵板。

Y1201－206（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　安政武鑑　1
（1855年）

156×113ミリ4巻4冊189丁整版
題籏：原・新板改正安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））

7～188
備考：4冊合綴。62丁の後に「又六十二」、105丁の後
にr又百五」がある。125・126丁は1丁である。下小口に
「安政二年乙卯三月改」（墨書）。

Y1201－206（2）　　　　　、　　　　　　大名付

新板改正　安政武鑑　2
（1855年）

178丁整版
題籔：原・新板改正安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）1～174オモテ、隠

居井家督174ウラ～179
備考：65～68丁は1丁である。下小口に「安政二年乙
卯三月改」（墨書）。

Y1201－206（3）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　安政武鑑　3
安政2（1855）

143丁整版
題簸：原・新板改正安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）1～113、千鍾房略目録1
～8

刊記：安政二乙卯年江府書林千鍾房目本橋通壼町
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泰平萬代　大成武鑑　4
（1857年）

19丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～20

備考13・4丁は1丁である。

Y1201－208（5）　　　　　　　　　　　付家老付

御三家方御附

安政4（1857）

1巻1冊15丁整版
題簸：原・御三家方御附表紙：原・藍色無地

Y1201－209（1）　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　安政武鑑　1
（1858年）

156×112ミリ4巻4冊189丁整版
題簸：原・新板改正安政武鑑御大名衆巻之一　表
紙：原・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図首・1～6、大名（10万石

以上））7～188

備考：5冊｝合綴。62丁の後に「又六十二」、105丁の後

にr又百五」がある。125・6丁は1丁である。下小口に
「安政五年戊午正月」（墨書）。

Y1201－209（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　安政武鑑　2
（1858年）

180丁整版
題簸：原・新板改正安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）1～174オモテ、隠

居井家督174ウ～179
備考：65～68は1丁である。112丁の後に「又百十二
上・下」がある。下小口にr安政五年戊午正月」（墨書）。

Y1201－209（3）　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　安政武鑑　3
安政5（1858）

146丁整版
題簸：原・新板改正安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）1～113、略目録1～8

刊記1安政五戊午年日本橋通壼町目江府書林千
鐘房須原屋茂兵衛蔵板。
備考：巻末に広告がある。2丁の後r又二」、3丁の後
「又三」、5丁の後「又五」、12丁の後に「又十二」、26丁

の後に「又廿六ノ上・下」、30丁の後に「又三十ノ上・

下」、35丁の後に「又三十五」、45丁の後に「又四十
五」、50丁の後に「又五十ノ上・中・下」、66・67丁は1

丁、73丁の後に「又七十三ノー～六」、82丁の後に「又

八十二」、91丁の後に「又九十一ノ上・下」、97丁の後
に「又九十七」がある。下小口に「安政五年戊午正月」
（墨書）。

26丁の後に「又廿六上・下」、30丁の後に「又三十ノ
上・下」、35丁の後に「又三十五j、45丁の後に「又四
十五」、50丁の後に「又五十上・中・下」、73丁の後に

「又七十三ノー～六」、82丁の後に「又八十二」、91丁
の後に「又九十一ノ上・下」、97丁の後に「又九十七」が

ある。71丁は落丁。後ろ表紙見返しに「文部省図書和

昭和47年3月8目、H6874」、63丁と64丁の間に切
紙1（r御役替（二月廿五目、大番・書院番）」がある。付

箋で場所表示。

Y1201－207－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　安政武鑑　4
（1856年）

157×113ミリ22丁整版
題簸：原・新板改正安政武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1丁、役人（西丸付）1～42

備考：8～27丁は1丁である。前表紙見返しに「文部省

図書和昭和47年3，月8日、H6875」。

Y1201－208（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1857年）

157×114ミリ4巻4冊227丁整版
題籏：原・泰平萬代大成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））

8～225
備考：5冊合綴。128丁の後に「又百二十八」、200丁の
後の「又二百」「又々二百」がある。下小口にr安政四年
丁巳五月」（墨書）。

Y12餌一208（2）　　　、　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1857年）

216丁整版
題簸二原・泰平萬代大成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）1～208オモテ、隠

居井家督208ウラ～214
備考：131丁の後に「又百三十一上・下」がある。下小口

に「安政四年丁巳五月」（墨書）。

Y1201－208（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
安政4（1857）

150丁整版
題簸1原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4、役人（本丸付）1～

145、略目録（見返し）

刊記：安政四丁巳年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
藏板。

備考：巻末に広告がある。17丁の後に「又十七」がある。

下小口に「安政四丁巳年五月」（墨書）。

役人付Y1201－208（4）



Y1201－210（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1859年）

19丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～30

備考：3・4丁は1丁である。

Y1201－210（5）　　　　　　　　　　　付家老付

御三家方御附

安政6（1859）

1巻1冊15丁整版
題簸：原・御三家方御附表紙：原・藍色無地

構成：御三家1～15

Y1201－211（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1860年）

157×114ミリ4巻4冊229丁整版
題籏：原・泰平萬代大成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1～7、大名（10万石以

上））8～225オモテ

備考＝5冊合綴。128丁の後にr又百二十八」、176丁の
後に「又百七十六」、200丁の後に「又二百」「又々二
百」がある。下小口に「万延元庚申正月」（墨書）。3ヶ所

に紙繕がある。

Y1204－211（2）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1860年）

216丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～208ウラ、隠居

井家督208ウラ～214
備考：131丁の後に「又百三十一上・下」がある。下小口

に「万延元庚申正月」（墨書）。

Y1201－211（3）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
万延1（1860）

150丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地
構成：合印凡例（見返し）、目録1～4、本文1～145、略
目録（見返し）

刊記二万延元庚申毎月改御書物師出雲寺萬次郎蔵
板j。
備考：巻末に広告がある。17丁の後に「又十七」、29丁

の後に「又ノニ十九」、60丁の後に「六十ノー～五」、

78・79は1丁、88・89は1丁、122丁の後に「又百二
十二」がある。下小口に「万延元庚申」（墨書）。
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Y1201－209（4）　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　安政武鑑　4
（1858年）

22丁整版
題簸：原・新板改正安政武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成：目録1丁、役人（西丸付）1～21オモテ

Y1201－209（5）　　　　　　　　　　　付家老付

安政新刻御三家方御附

安政5（1858）

1巻1冊11丁整版
題簸：原・安政新刻御三家方御附全表紙：原・藍色

無地
構成：目録（見返し）、三家付1～11

刊記：安政五歳戊午正月　江戸日本橋南萱町目須原
屋茂兵衛。

Y1201－210（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1859年）

157×115ミリ4巻4冊229丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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1～7、大名（10万石以

上））8～225オモテ

備考＝5冊合綴。128丁の後にr又百二十八」、176丁の
後に「又百七十六」、200丁の後に「又二百」「又々二
百」がある。下小口に「安政六未年正月」（墨書）。

Y1201－210（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1859年）

219丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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～又208ウラ、

隠居井家督又208ウラ～214
備考：131丁の後に「又百三十一上・下」、208丁の後に

r又二百八上・下」がある。

Y1201－210（3〉　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
安政6（1859）

160丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地
構成：合印凡例（見返し）、目録1～4、本文1～145、略
目録（見返し）

刊記：安政六己未年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
蔵板。

備考：巻末に広告がある。29丁の後「又ノニ十九」、60

丁の後に「六十ノー～五」がある。78・79丁および88・

89丁は1丁づつである。122丁の後に「又百二十二」
がある。下小口に「出雲寺」（墨書）。
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丁の後に「又十二」、17丁の後に「又十七」、21丁の後
に「又二十一」、24丁の後に「又廿四」、26丁の後に「又

廿六上・下」、30丁の後に「又三十上・下」、35丁の後
に「又三十五」、45丁の後に「又四十五」、46丁の後に

「又四十六j、47丁の後に「又四十七」、50丁の後に
「又五十上・中・下」、60丁の後に「又六十」、73丁の後

に「又七十三丁1～6」、74丁の後に「又七十四」、82丁

の後に「又八十二」、89丁の後に「又八十九」、91丁の
後に「又九十一上・下」、96丁の後に「又九十六上・中・

下」、97丁の後に「又九十七」があり、66・67丁は1丁で
ある。昭和6年。

Y1201－212－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文久武鑑　4
（1861年）

159×116ミリ21丁整版
題籏：原・新板改正文久武鑑西御丸附巻之四表紙
原・藍色無地

構成＝目録1丁、役人（西丸付）1～21オモテ
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：3～5丁は1丁である。

1201－212－05　　　　　　　　　　　付家老付

＝久新刻御三家方御附

二久1（1861）

59×115ミリ1巻1冊11丁整版
膿：原・文久新刻御三家御附全表紙：原・藍色無

Y1201－213（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1862年）

158×115ミリ4巻4冊218丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御大名衆巻之一表紙：
原・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万石以
上））1～225

備考15冊合綴。22～29は1丁である。128丁の後に
「又百二十八」、176丁の後に「又百七十六」、200丁の

後にr又二百」r又々二百」がある。下小口にr文久二壬
戌」（墨書）。

Y1201－213（2）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1862年）

215丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1r）208ウラ、隠居

井家督208ウラ～214
備考：131丁の後に「又百三十一上・下」がある。

Y1201－211（4）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1860年）

19丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～20

備考：3・4丁は1丁である。

Y1201－211（5）　　　　　　　　　　　付家老付

御三家方御附

万延1（1860）

1巻1冊15丁整版
題簸＝原・御三家方御附表紙：原・藍色無地

構成：御三家1～15

Y1201－212－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文久武鑑　1
（1861年）

158×114ミリ4巻4冊193丁整版
題簸：原・新板改正文久武鑑御大名衆巻之一表紙：
原・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万看以
上））1～188

印記1ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：7～13丁は1丁、62丁の後に「又六十二」、98丁
の後に「又九十八ノー～四」、105丁の後に「又百五」、

125・126丁は1丁、150丁の後にr又百五十」がある。
前表紙にr文久元年」（貼紙・下ヶ札）。布峡あり。

Y1201－212－02　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文久武鑑　2
（1861年）

159×115ミリ181丁整版
題籏：原・新板改正文久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）1～174オモテ、隠

居井家督174ウラ～179
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：36丁の後に「又三十六上・下」、112丁の後に「又

百十二上・下」がある。67・68丁および172・173は1丁
づつである。昭和6年。

Y1201－212－03　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文久武鑑　3
文久1（1861）

159×115ミリ157丁整版
題簸＝原・新板改正文久武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：目録1～3、役人（本丸付）1～113、千鐘房略目

録1～8
刊記：文久元辛酉　日本橋通壼町目江府書林千鐘
房須原屋茂兵衛蔵板。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝巻末に広告がある。2丁の後に「又二」、3丁の後
に「又三」、5丁の後に「又五」、8丁の後に「又八」、12



十一上・下」がある。下小口にr文久三癸亥年八月」（墨

書）。

Y1201－214（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
文久3（1863）

158×117ミリ163丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：

原・藍色無地
構成：合印凡例（見返し）、目録4丁、役人（本丸付）1～

145、略目録（見返し）
刊記：文久三年癸亥年毎月改御書物師出雲寺萬次

郎蔵板。

備考：巻末に広告がある。6丁の後に「又ノ六」、9丁の
後に「又ノ九」、17丁の後に「又十七」、19丁の後に「又

ノ十九」、29丁の後に「又ノニ十九」、38丁の後に「又ノ

三十八」「又々三十八」、52丁の後に「又五十二」、60
丁の後に「六十ノー・二・三・四上・中・下・五」、93の後

に「又九十三」、108丁の後に「又百八」、118丁の後に

r又百十八」、122丁の後にr又・又々百二十二」があ

る。

Y1201－214（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1863年）

157×114ミリ14丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四

表紙：原・藍色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～14オモテ

Y1201－214（5）　　　　　　　　　　　付家老付

泰平萬代　御三家方御附

文久3（1863）

一ミリ1巻1冊15丁整版
題籏二原・泰平萬代御三家方御附表紙：原・藍色無地

構成：御三家1～15

Y1201．215－01　　　　　　　　　　　　大名付

新板改正　文久武鑑　1
（1864年）

157×114ミリ4巻4冊193丁整版
題籏：原・新板改正文久武鑑御大名衆巻之一表紙：

原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万石以

上））1～188
備考：7～13丁は1丁である。62丁の後にr又六十二」
98丁の後に「又九十八ノー～四」、105丁の後に「又百

五」、150丁の後に「又百五十」がある。125・126丁は1
丁である。下小口に「文久四甲子」（墨書）。

y1201－215－02　　　　　　．　　　　　大名付

新板改正　文久武鑑、2
（1864年）

157×114ミリ184丁整版
題簸：原・新板改正文久武鑑御大名衆巻之二表紙：

原・藍色無地

〔96〕2、名鑑

Y1201－213（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
文久2（1862）

161丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：

原・藍色無地
構成：合印凡例（見返し）、目録4丁、役人（本丸付）1～

145、略目録（見返し）
刊記：文久二壬戌年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
蔵板。

備考：巻末に広告がある。6丁の後に1丁、17丁の後に
「又十七」、19丁の後に「又ノ十九」、29丁の後に「又ノ

ニ十九」、38丁の後に「又三十八」、「又々三十八」、60

丁の後に「六十ノー～五」、93丁の後に「又九十三」、

108丁の後に「又百八」、132丁の後「又・又々百三十

二」がある。

Y1201－213（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1862年）

20丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四

表紙：原・藍色無地
構成：目録1丁、役人（西丸付）1～20

備考：3～5丁は1丁である。

Y1201－213（5〉　　　　　　　　　　　付家老付

泰平萬代　御三家方御附

文久2（1862）

1巻1冊15丁整版
題簸＝原・泰平萬代御三家方御附表紙：原・藍色無地

構成：御三家1～15
備考：3丁は欠、4丁は重複。

Y1201－214（1）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1863年）

157×117ミリ4巻4冊218丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御大名衆巻之一表紙：

原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万石以

上））1～225
備考：5冊元合綴。22～29丁は1丁である。128丁の後
に「又百二十八」、176丁の後に「百七十六」、200丁の

後にr又二百」r又々二百」がある。下小口にr文久三癸

亥年八月」（墨書）。

Y1201－214（2）　　　　　　　、　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1863年）

158×117ミリ218丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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）1～208ウラ、隠居

井家督208ウラ～214
備考：9丁の後に「又九上・下」、131丁の後に「又百三
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備考＝22～29は1丁である。128丁の後に「又百二十
八」、162丁の後に「又百六十二」、176丁の後に「又百

七十六」、200丁の後に「又二百」「又々二百」がある。

前表紙にr元治二年」（付箋）とr元治」（朱書）、背に
「一」・「サカイ」（墨書）。布秩あり。

Y1201－216－02　　　　　　　　　　　　大名付

［泰平萬代　大成武鑑　2］
（1865年）

156×114ミリ224丁整版
題簸：ほぽ剥離表紙：原・藍色無地
構成1目録（見返し）、大名（万石以上）1～又208下ウラ

隠居井家督又208下ウラ～214
印記：酒井。

備考：9丁の後に「又九上・下」、131丁の後に「又百三

十一上・下」、208丁の後に「又二百八ノー・上・下」があ
る。背に「二」（墨書）。

Y1201－216－03　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
元治2（1865）

157×115ミリ153丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4丁、役人（本丸付）1～

145、略目録（見返し）

刊記：元治二乙丑年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
蔵板。

印記：酒井。

備考：巻末に広告がある。6丁の後に「又六」、8丁の後
に「又八」、9丁の後に「又九」、11丁の後に「又十一ノ

ー～六」、17丁の後に「又十七」、19丁の後に「又ノ十
九」、36丁の後に「又ノ三十六」、37丁の後に「又ノ三十

七」、38丁の後に「又ノ三十八」、45丁の後に「又ノ四十

五」、46丁の後に「又四十六」、52丁の後に「又五十
二」、74丁の後に「又七十四」、75丁の後に「又七十
五・下」、93丁の後に「又九十三」、108丁の後に「又百

八」、118丁の後に「又百十八」、122丁に上・中・下、

124丁の後に「又百二十四」がある。89・90丁は1丁で
ある。刊記の部分に「四ノ十七目入料十四匁五分」（書
入）。

Y1201－216－04　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1865年）

157×115ミリ18丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～20、

印記：酒井。

備考：1・2丁および3～5丁はそれぞれ1丁である。

付家老付Y1201－216－05

泰平萬代　御三家方御附

元治2（1865）

157×115ミリ1巻1冊15丁整版

構成：目録（見返し）、大名（万石以上）1～又173、隠居

井家督174～179
備考：9丁の後に「又九」、36丁の後に「又三十六上・

下」、112丁の後に「又百十二上・下」、173丁の後に
「又百七十三」がある。65～68丁は1丁である。

Y1201－215－03　　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文久武鑑　3
文久4（1864）

157×113ミリ164丁整版
題簸：原・新板改正文久武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成＝目録3丁、役人（本丸付）1～121、千鐘房略目録
8丁

刊記：文久四甲子年　目本橋通壼町目　江府書林千
鐘房須原屋茂兵衛蔵板。
備考：巻末に広告がある。3丁の後に「又三」、5丁の後

に「又五」、9丁の後に「又九」、10丁の後に「又十上・

下」、12丁の後に「又十ニノー～四」、17丁の後に「又

十七」、21丁の後に「又ノニ十一」、24丁の後に「又廿

四」、26丁の後に「又廿六上・下」、30丁の後に「又三

十上・下」、35丁の後に「又三十五」、41丁の後に「又

四十一」、45丁の後に「又四十五」、50丁の後に「又五
十上・中・下」、59丁の後に「又五十九」、60丁の後に

「又六十」、73丁の後に「又七十三」「又七十三ノー～

六」、74丁の後に「又七十四」、80丁の後に「又八十」、

82丁の後に「又八十二」がある。36～38丁・98～99丁
は1丁である。

Y1201－215－04　　　　　　　　　　　役人付

新板改正　文久武鑑　4
（1864年）

157×114ミリ21丁整版
題簸：原・新板改正文久武鑑西御丸附巻之四表紙：
原・藍色無地

構成：目録1丁、役人（西丸付）1～21オモテ

備考：3～5は1丁である。11丁の後に「又十一」があ
る。

Y1201－215－05　　　　　　　　　　　付家老付

文久新刻御三家方御附

文久4（1864）

158×114ミリ1巻1冊11丁整版
題簸＝原・文久新刻御三家御附全表紙：原・藍色無
地

構成＝目録（見返し）、御三家1～11

刊記：文久四歳甲子正月江戸目本橋南壼町目須原
屋茂兵衛。

Y1201－216－01　　　　　　　　　　　　大名付

［泰平萬代　大成武鑑　1］
（1865年）

155×113ミリ4巻4冊229丁整版
題簸：剥離表紙：原・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万石以
上））1～225

印記1酒井。



表紙＝原・藍色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～14
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Y1201－218（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1866年）

157×115ミリ4巻4冊229丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御大名衆巻之一表紙：
原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万石以

上））1～225

備考：5冊合綴。22～29は1丁である。128丁の後に
「又百二十八」、162丁の後に「又百六十二」、176丁の

後に「又百七十六」、200丁の後に「又二百」「又々二
百」がある。下小口に「慶丙春」（墨書）。

Y1201－218（2）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1866年）

220丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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（万看以上）1～又208下ウラ

隠居井家督又208下ウラ～214
備考：9丁の後に「又九上・下」、131丁の後に「又百三

十一上・下」、208丁に後に「又二百八ノー・上・下」があ

る。下小口に「磨寅改」（墨書）。

Y1201－218（3）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
慶応2（1866）

173丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙＝
原・藍色無地
構成：合印凡例（見返し）、目録4丁、役人（本丸付）1～

145、略目録（見返し）

刊記：慶応二丙寅年毎月改御書物師出雲寺萬次
郎蔵板。

備考：巻末に広告がある。6丁の後に「又六」、8丁の後
に「又八」、9丁の後に「又九」、11丁の後に「又十一ノ

ー～六」、17丁の後にr又十七」、19丁後「又十九」、36

丁の後に「又主十六」、37丁の後に「又三十七」、38丁

の後に「又三十八」、45丁の後に「又四十五」、46丁の
後に「又四十六」、48丁の後に「又四十八」、52丁の後

に「又五十二」、74丁の後に「又七十四」、75丁の後に
「又七十五・下」、93丁の後に「又九十三」、108丁の後

に「又百八」、113丁の後に「又百十三」、118丁の後に
「又百十八」、122丁に上・中・下、124丁の後に「又百

二十四」がある。89・90丁は1丁である。下小口に「二
年」（墨書）。
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題籏：原・泰平萬代御三家方御附表紙：原・藍色無地

構成＝三家付1～15
刊記：元治二乙丑年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
蔵板。

印記：酒井。

Y1201－247（1）　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1865年）

157×114ミリ4巻4冊222丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御大名衆巻之一表紙：

原・藍色無地
構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万石以

上））1～225オモテ

備考：5冊合綴。22～29は1丁である。128丁の後に
「又百二十八」、162丁の後に「又百六十二」、176丁の
後に「又百七十六」、200丁の後に「又二百」「又々二
百」がある。下小口に「慶応元乙丑」（墨書）。

Y1201－217（2）　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1865年）

224丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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～又208下ウラ

隠居井家督又208下ウラ～214
備考：9丁の後に「又九上・下」、131丁の後に「又百三
十一上・下」、208丁の後に「又二百八ノー・上・下」があ

る。

Y1201－217（3）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
慶応1（1865）

175丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：

原・藍色無地
構成：合印凡例（見返し）、目録4丁、役人（本丸付）1～

145、略目録

刊記：慶応元年毎月改御書物師出雲寺萬次郎蔵
板。

備考：巻末に広告がある。6丁の後に「又六」、8丁の後

に「又八」、9丁の後に「又九」、11丁の後に「又十一ノ

ー～六」、17丁の後に「又十七」、19丁の後に「又十

九」、36丁の後に「又三十六」、37丁の後に「又三十
七」、38丁の後に「又三十八」、45丁の後に「又四十
五」、46丁の後に「又四十六」、52丁の後に「又五十
二」、74丁の後に「又七十四」、75丁の後に「又七十
五・下」、93丁の後に「又九十三」、108丁の後に「又百

八」、118丁の後にr又百十八」、122丁に上・中・下、

124丁の後に「又百二十四」がある。

Y1201－217（4）　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1865年）

13丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
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泰平萬代　大成武鑑　4
（1866年）

158×116ミリ21丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録1丁、役人（西丸付）1～20
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：前表紙に「共五ノ四」（朱書）、後ろ表紙見返しに

三井ラベル「B971・46」。

Y1201－219－04　　　　　　　　　　　付家老付

泰平萬代　御三家方御附

慶応2（1866）

158×117ミリ1巻1冊15丁整版
題簸：原・泰平萬代御三家方御附表紙：原・藍色無地
構成：御三家付1～15
印記：三井家編纂室蔵書。

備考二前表紙に「慶応二年共五ノ五」（朱書）、後ろ表
紙見返しに三井ラベル「B971・46」。

Y1201－220－01　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　1
（1867年）

156×113ミリ4巻4冊230丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御大名衆巻之一表紙＝
原・藍色無地

構成：目録（見返し）、徳川系図なし、大名（10万石以
上））1～225オモテ

備考：22～29は1丁である。128丁の後に「又百二十
八」、162丁の後に「又百六十二」、176丁の後に「又百
七十六」、200丁の後に「又二百」「又々二百」、214丁

の後に「又二百十四」がある。下小口に「慶応三丁卯」
（墨書）。

Y1201－220－02　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1867年）

157×114ミリ221丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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～又208下ウラ、

隠居井家督又208下ウラ～214
備考＝9丁の後に「又九上・下」、131丁の後に「又百三

十一上・下」、208丁の後に「又ノニ百八ノー・上・下」が
ある。

Y1201－220－03　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
慶応3（1867）

157×114ミリ158丁整版
題簸＝原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙1
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4丁、役人（本丸付）1～

145、略目録（見返し）

刊記：慶応三丁卯年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
蔵板。

備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八」、9丁の後

Y1201－218（4）　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1866年）

14丁整版
題籏：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四
表紙：原・藍色無地

構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～14

Y1201－218（5）　　　　　　　　　　　付家老付

泰平萬代　御三家方御附

慶応2（1866）

1巻1冊15丁整版
題籏：原・泰平萬代御三家方御附表紙：原・藍色無地

構成：御三家1～15

Y1201－219－01　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
（1866年）

157×114ミリ3巻3冊221丁整版
題簸：原・泰平萬代大成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～又208下ウラ、隠居

井家督208下ウラ～214
印記：三井家編纂室蔵書。

備考＝巻1「大名付」欠。9丁の後に「又九上・下」、131

丁の後に「又百三十一上・下」、208丁の後に「又二百
八ノー・上・下」がある。93丁は重複。前表紙に「共五ノ
ニ」（朱書）と「慶応二年・大成」（下ヶ札）、下小口に「大

久保」（墨書）、後ろ表紙見返しに三井ラベル「B971・
46」。

Y1201－219－02　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　3
慶応2（1866）

157×114ミリ180丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑御役人衆巻之三表紙：
原・藍色無地

構成：合印凡例（見返し）、目録4丁、役人（本丸付）1～

145、略目録（見返し）

刊記：慶応二丙寅年毎月改御書物師出雲寺萬次郎
蔵板。

印記：三井家編纂室蔵書。

備考：巻末に広告がある。6丁の後に「又六」、8丁の後
に「又八」、9丁の後に「又九一～五」、11丁の後に「又

十一ノ六」、17丁の後に「又十七」、19丁の後に「又十
九」、36丁の後に「又ノ三十六」、38丁の後に「又ノ三十

八」、45丁の後に「又四十五」、46丁の後に「又ノ四十

六」、48丁の後に「又四十八」、49丁の前に「四十九
上」、52丁の後に「又五十二」、73丁に「上・中・下」、74

丁の後に「又七十四」、75丁の後に「又七十五・下」、93

丁の後に「又九十三」、108丁の後に「又百八」、113丁

の後にr又百十三」、118丁の後にr又百十八」、122丁
に「上・中・下」、124丁の後に「又百二十四」がある。前

表紙に「共五ノ三」（朱書）、下小口にr大久保」（墨書〉。

役人付Y1201－219－03
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に「又九一～五」、11丁の後に「又十一ノー～八」、17
の後にr又十七」、45丁の後にr又四十五」、46丁の後

に「又ノ四十六」、48丁後に「又四十八」、49丁には
「上・下」、73丁に「上・中・下」、74丁の後に「又七十

四」、75丁の後に「又七十五上・下」、76丁の後に「又

七十六一～三・三～六」、113丁の後に「又百十三」、
118丁の後に「又百十八」、122丁に「上・中・下」、124

丁の後に「又百二十四」がある。13～15丁・43～45丁・

50～54丁・89～90丁・93～95丁・97～100丁はそれ
ぞれ1丁、29～41丁・58～62丁はそれぞれ2丁であ
る。

Y1201－220－04　　　　　　　　　　　　役人付

泰平萬代　大成武鑑　4
（1867年）

158×113ミリ19丁整版
題簸：原・泰平萬代大成武鑑西御丸御役人衆巻之四

表紙：原・藍色無地
構成：目録（見返し）、役人（西丸付）1～20

備考：巻1～3と巻4・5とは表紙の色あいが異なる。3～5

丁は1丁である。

Y1201－220－05　　　　　　　　　　　付家老付

泰平萬代　御三家方御附

慶応3（1867）
158×113ミリ1巻1冊150丁整版
題簸：原・泰平萬代御三家方御附表紙：原・藍色無地

構成：御三家付1～15

Y1201－221　　　　　　　　　　　　　大名付

泰平萬代　大成武鑑　2
［慶応3］（1867）

157×113ミリ1巻1冊220丁整版
題籏：原・泰平萬代大成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～又208下ウラ、

隠居井家督又208下ウラ～214
備考：巻1・3・4欠。下小口に「慶応三」（墨書）。9丁の

後に「又九上・下」、131丁の後に「又百三十一上・下」、

208丁の後に「又二百八ノー上・下」がある。109～111

丁は1丁である。

2．名鑑！1．武鑑／2、略武鑑

Y1201－222　　　　　　　　　　　　　役人付

［有司武鑑］

寛延1（1748）

112×162ミリ1巻1冊23丁整版
題籏：なし表紙1後・薄玉子色・無地

構成：役人1～23
刊記：寛延元戊辰歳江戸神田鍛治町壱丁目／燕泉

堂燕屋弥七。
印記1幸堂私印・三井家編纂室蔵書。
備考：前表紙にr寛延元戊辰明治十ニマテ百三十二」
（墨書）、前表紙見返しに「寛延元戊辰明治十ニマテ！百

三十二石田」（墨書）。後ろ表紙見返しに「大正三年六

月九日購求」（朱印）と「寛延元…百三十二年／石田

／安藤」（墨書）。前表紙にr寛延元」（下ヶ札）。『江戸幕

府役職武鑑編年集成』に所収。

Y1201－223　　　　　　　　　　　　　役人付

［有司武鑑］

宝暦2（1752）

109×152ミリ1巻1冊32丁整版
題簾：後・武鑑（墨書）表紙：原・花田色・無地

構成：役人1～33
刊記：宝暦二壬申歳燕泉堂江戸神田鍛治町一丁目
燕屋弥七板。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：前表紙に「寳歴二年」（下ヶ札・貼紙）と見返しに

r御大名御役人附、御老中様方五人若御年寄」（墨
書）、後ろ表紙見返し「宝暦拾弐年午五月／江戸下谷
此主／新黒門町弥助十四目より相調」（墨書）。昭和6
年12月15目寄託。『江戸幕府役職武鑑編年集成』に

所収。

Y1201－224　　　　　　　　　　　大名・役人付

大平略武鑑

宝暦14（1764〉

105×160ミリ1巻1冊18丁整版
題籏二原・大平暑武鑑表紙：原・水色無地
構成：火消し（見返し）、大名1～15オモテ、役人15ウラ～

18
刊記：宝暦十四甲申歳江戸神田鍛冶町一丁目燕屋弥
七板。

Y1201－225　　　　　　　　　　　　　役人付

［袖玉武鑑］

宝暦14（1764）

69×165ミリ1巻1冊55丁整版
題籏：後・宝暦十四年（鉛筆打付）表紙：原・淡黄色無

地

構成：目録1、役人54
刊記：宝暦十四甲申歳毎月改江戸日本橋南萱町目
須原屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。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。以下、木箱に入る。括り紐

一括（1）上から1番目。上小口に墨書。

Y1201－226　　　　　　　　　　　　　大名付

［袖珍武鑑］

安永7（1778）

72×163ミリ1巻1冊71丁整版
題籏：剥離表紙：原・淡黄色無地

構成：目録1、大名70
刊記：安永七戊戌歳毎月改正江戸日本橋南壷町目

須原屋茂兵衛版。
備考：くくり紐一括（1）の2番目。巻末に広告がある。巻

頭に「いろは順」目録1丁あり。焼損ヵ。

Y1201－227
［袖玉武鑑］

役人付


