
天明8（1788）

69×160ミリ1巻1冊62丁整版
題簸：後・（袖玉武鑑）（墨書）表紙：原・淡黄色無地

構成：目録1、役人61、千鍾房略目録
刊記二天明八戊申歳毎月改武江日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（1）の3番目。巻末に広告がある。後

ろ表紙に「山本」「○月氏」（墨書）、前表紙に「天明八

年」（貼紙と下ヶ札）。昭和6年11月13目寄託。

Y1201－228　　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天明9（1789）

71×162ミリ1巻1冊65丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人63

刊記：天明九己酉歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（1）の4番目。巻末に広告がある。54

丁には「五十四ノー～九」がある。前表紙に「酉正月廿
五日着」（墨書）と「天明九年」（貼紙）、後ろ表紙に「参

両」（墨書）。昭和9年9月27日寄託。

Y1201－229　　　　　　　　　　大名・役人付
万寿御武鑑

寛政4（1792）

70×163ミリ1巻1冊45丁整版
題籏1原・萬壽御武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：凡例（見返し）大名1～30オモテ、役人30ウラ～46
オモテ

刊記：寛政四壬子歳毎月改暦地本問屋御江戸通油
町鶴屋喜右衛門版。
備考：巻末に広告がある。

Y1201－230　　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

寛政10（1798）

70×163ミリ1巻1冊73丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人71

刊記：寛政十戊午歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（1）の5番目。巻末に広告がある。32

丁の後にr又光二」がある。前表紙にr寛政十年」（貼

紙）。昭和9年9月27目寄託。

Y1201－231　　　　　　　　　　　　　役人付
袖玉武鑑

文化3（1806）

69×166ミリ1巻1冊68丁整版
題籏1原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人1ウラ～67

刊記：文化三丙寅歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
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備考：巻末に広告がある。

Y1201－232　　　　　　　　　　　　　役人付
袖玉武鑑

文化3（1806）

68×164ミリ1巻1冊68丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人1ウラ～67

刊記：文化三丙寅歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。

Y1201－233　　　　　　　　　　　　　役人付
袖玉武鑑

文化4（1807）

70×164ミリ1巻1冊68丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人1ウラ～67

刊記：文化四丁卯歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。

Y1201－234　　　　　　　　　　　　　役人付
袖玉武鑑

文化4（1807）

68×163ミリ1巻1冊69丁整版
題簾：原・袖玉武鑑全表紙1原・淡黄色無地
構成：目録2、役人67

刊記：文化四丁卯歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：くくり紐一括の6番目。巻末に広告がある。55丁
の後に「又五十五」、65丁の後に「又六十五上・下」があ
る。

Y1201－235　　　　　　　　　　　　　役人付
袖玉武鑑

文化5（1808）

69×165ミリ1巻1冊68丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人1ウラ～67

刊記二文化五戊辰歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考＝巻末に広告がある。

Y1201－236　　　　　　　　　　　　　大名付
袖珍武鑑

文化6（1809）

68×168ミリ1巻1冊71丁整版
題簸1原・袖珍武鑑全表紙：原・枯色・無地
構成：目録2、大名69

刊記；文化六己巳歳毎月改江戸目本橋南壼町目
須原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（4）の1番目。巻末に広告がある。前

表紙に「文化六年」（貼紙）。昭和7年12月28目寄託。



屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：15丁破れあり。昭和10年7，月26目寄託。

Y1201－242　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

文政7（1824）

71×166ミリ1巻1冊71丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・枯色・無地

構成：目録2、大名69

刊記：文政七甲申歳毎月改江戸日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（4）の2番目。巻末に広告がある。前

表紙に「文政七年袖珍武鑑」（下ヶ札）。昭和7年9月

19日寄託。

Y1201－243　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文政12（1829〉

71×166ミリ1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地

構成：目録2、役人73
刊記＝文政十二己丑歳毎月改東都目本橋南壼町目
須原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。31丁の後にr又三十一」があ
る。

Y1201－244　　　　　　　　　　　　　役人付
［有司武鑑］

文政13（1830）

70×163ミリ1巻1冊86丁整版
題簸＝後・袖珍有司武鑑（ペン書打付）表紙：後・水色

無地
構成：目録1、役人85

刊記：文政十三庚寅年毎月改横山町二丁目書物地
本問屋岩戸屋喜三郎・四ッ谷塩丁二丁目御書物師唐本

屋清之丞、霊巌島長崎町一丁目御書物師出雲寺冨五
郎。

備考：巻末に広告がある。

Y1201－245　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天保7（1836）

70×165ミリ1巻1冊78丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人1ウラ～77

刊記：天保七丙申歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。

Y1201－246　　　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

天保8（1837）

70×162ミリ1巻1冊70丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全　表紙：原・淡黄色無地
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Y1201－237　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文化7（1810）

67×165ミリ1巻1冊69丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地

構成：目録2、役人67
刊記：文化七庚午歳毎月改東都臼本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。55丁の後にr又五十五」があ
る。

Y1201－238　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文化9（1812）

68×165ミリ1巻1冊71丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地

構成：目録2、役人69
刊記：文化九壬申歳毎月改東都日本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。55丁の後に「又五十五」、65

丁の後にr又六十五上・下」がある。

Y1201－239　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文化9（1812）

69×164ミリ1巻1冊71丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地

構成：目録2、役人69
刊記：文化九壬申歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（1）の7番目。巻末に広告がある。4

丁の後に「又四」、12丁の後に「又十二」、17丁の後に
「又十七上・下」がある。前表紙に「文化九年」（貼紙）。

昭和8年12月16日寄託。

Y1201－240　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文化11（1814）

67×165ミリ1巻1冊76丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地

構成：目録2、役人71、薬広告3
刊記：文化十一甲戌歳毎月改東都目本橋南萱町目
須原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。15丁の後に「又十五」、55丁
の後に「又五十五」、60丁の後に「又六十」、65丁の後

に「又六十五上・下」がある。

201－241　　　　　　　　　　大名付・役人付

平懐宝略武鑑
政6（1823）

7×156ミリ1巻1冊19丁整版
簸：原・泰平懐宝略武鑑再板表紙：原・松葉色無

成：江戸図（見返し）、大名15、役人5

記：文政六癸未年毎月改江戸目本橋通壷町目須原
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構成：目録1、大名1～69
刊記：天保八丁酉歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。69丁に破れあり。

Y1201－247　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天保8（1837）

70×165ミリ1巻1冊79丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙＝原・淡黄色無地
構成：目録2、役人77

刊記1天保八丁酉歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。55丁の後に「又五十五」があ
る。

Y1201－248　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天保9（1838）

71×164ミリ1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙1原・淡黄色無地

構成1目録2、役人74
刊記：天保九戊戌歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。

Y1201－249　　　　　　　　　　大名・役人席付

改正増補万代宝鑑

天保9（1838）

176×59ミリ1巻1冊25丁整版
題簸1原・改正増補萬代寳鑑表紙：原・藍色無地

刊記1天保九戊戌年月改江戸目本橋南壷町目須原
屋茂兵衛板。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。前表紙に「天保九年1萬代宝鑑」（下ヶ札）。

昭和6年9月26日寄託。

Y1201－250　　　　　　　　　　　　　大名付
［袖珍有司武鑑］

天保9（1838）

71×156ミリ1巻1冊83丁整版
題簸：原・袖珍（以下欠）表紙：枯色・無地

構成＝目録2、役人81

刊記：天保九戊戌年毎月改御書物師出雲寺幸次郎
板売弘所江戸馬喰町二丁目南側森屋治兵衛。
印記＝ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：くくり紐一括（5）の上から1番目。巻末に広告があ

る。昭和8年10月11目寄託。

Y1201－251　　　　　　　　　　　　　　大名付
［袖珍武鑑］

天保11（1840）

70×155ミリ1巻1冊70丁整版
題籏：後・（袖珍武鑑）（墨書）表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、大名68

刊記：天保十一庚子歳毎月改目本橋南壷町目須原

2．名鑑2．名鑑！1．武鑑！2．略武鑑〔103〕

屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（4）の3番目。巻末に広告がある。前

表紙に「天保十一年」（貼紙）、上小口に「本年正月」（墨

書）。昭和8年3月7目寄託。

Y1201－252　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

天保12（1841）

68×159ミリ1巻1冊71丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・枯色・無地

構成：目録2、大名69

刊記1天保十二辛丑歳毎月改江戸日本橋南萱町目
須原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくりひも一括（4）の4番目。巻末に広告がある。

前表紙に「天保十二年」（貼紙）。昭和9年2月3日寄
託。

Y1201－253　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天保12（1841）

70×161ミリ1巻1冊82丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人80

刊記：天保十二辛丑歳毎月改東都目本橋南萱町目
須原屋茂兵衛板。

備考：巻末に広告がある。4丁の後に「又四」、12丁の
後に「又十二」、17丁の後に「又十七上・下」、51丁の

後に「又五十一」がある。前表紙に「天保十二辛丑歳五
月」（墨書）。

Y1201－254　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天保12（1841）

69×159ミリ1巻1冊81丁整版
題簸1原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人79

刊記：天保十二辛丑歳毎月改東都目本橋［　］須
原［　　］。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（2）の上から1番目。巻末に広告があ

る。31丁の前に「又三十一」がある。前表紙に「天保十

二年」（貼紙）。昭和8年3月7目寄託。

Y1201－255　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天保13（1842）

70×158ミリ1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録2、役人85

刊記：天保十三壬寅歳毎月改東都日本橋南壼町目
須原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（2）の2番目。巻末に広告がある。後

ろ表紙に「山下」（墨書）、前表紙に「天保十三年」（貼

紙・下ヶ札）。昭和6年11月13日寄託。
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Y1201－256　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

天保15（1844）

69×159ミリ1巻1冊80丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・淡黄色無地

構成1目録2、役人78
刊記：天保十五甲辰歳毎月改東都目本橋南壼町目
須原屋茂兵衛版。
備考：くくり紐一括（2）の3番目。巻末に広告がある。後

ろ表紙に「天保十四年十二月吉目管田武藤氏」（墨
書）。

Y1201－257　　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

天保15（1844）

69×157ミリ1巻1冊98丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・薄茶色
構成：目録2、役人96

刊記：天保十五甲辰年毎月改江戸馬喰町二丁目御
書物師出雲寺萬次郎板（松栢堂）。

備考＝巻末に広告がある。46丁は欠落。

Y1201－258　　　　　　　　　　　　　大名付

国分宝鑑

［弘化2以降］（1845）

85×182ミリ1巻1冊20丁整版
題籏：原・國分寳鑑全表紙：原・枯色・無地
刊記：天賜園蔵板刷本限一千部・不許翻刻（印）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（7）の20番目。前表紙と後ろ表紙見

返しに三井ラベル「B972・新・49」、前表紙に「国分宝

鑑」（下ヶ札）。昭和6年10月28目寄託。後ろ表紙に
「隠居」（墨書）。

Y1201－259　　　　　　　　　　　　　　　大名付

大成分要万世武鑑
弓ムイヒ3（1846）

91×131ミリ1巻1冊89丁整版
題簸：原・大成分要萬世武鑑全表紙：原・藍色無地

構成：目録・凡例1、大名88
刊記：弘化三丙午年毎月改江戸横山町壷丁目角御書
物師出雲寺萬次郎板（松栢堂）。

備考：巻末に広告がある。

Y1201－260　　　　　　　　　　　　　役人付
［袖玉武鑑］

弓ムイヒ4（1847）

71×160ミリ1巻1冊80丁整版
題簸：後・袖玉武鑑（墨書）表紙：後・丁字引き

構成：目録2、役人78

刊記1弘化四丁未歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（2）の4番目。巻末に広告がある。上

小口にr七兵衛」（墨書）。書入あり。前表紙にr弘化四

年」（貼紙）。昭和7年9，月19目寄託。

Y1201－261　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍有司武鑑

弘化4（1847）

68×160ミリ1巻1冊93丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙＝原・黄色・無地

構成＝目録3、役人90

刊記：弘化四丁未年毎月改御書物師江戸横山町萱
町目出雲寺萬次郎板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝くくり紐一括（5）の2番目。巻末に広告がある。後

ろ表紙に「弘化四乙未歳初春／平井氏／所蔵」（墨書）、前

表紙に「弘化四年」（貼紙）。昭和10年7月13目寄託。

Y1201－262　　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑
嘉永2（1849），

69×163ミリ1巻1冊95丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人93

刊記：嘉永二己酉年毎月改江戸横山町壼丁目御書
物師出雲寺萬次郎板（松栢堂）。

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」、37丁の後に「又三十七」がある。

Y1201－263　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

嘉永3（1850）

73×158ミリ1巻1冊80丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成＝目録2、役人78

刊記：嘉永三年庚戌歳毎月改東都目本橋南萱町目
須原屋茂兵衛版。
印記：□に元／宮城・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（2）の5番目。巻末に広告がある。5

丁の後に「又五」がある。書入あり。前表紙にr嘉永三
年」（貼紙・下ヶ札）。昭和6年7月6目寄託。

Y1201－264　　　　　　　　　　　　　大名付
［袖珍有司武鑑］

嘉永3（1850）

69×159ミリ1巻1冊93丁整版
題籏：後・有司（鉛筆）袖珍武鑑（墨書）表紙：原・黄

色・無地

構成：目録3、役人90

刊記：嘉永三庚戌年毎月改御書物師江戸横山町壷
町目出雲寺萬次郎板。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（5）の3番目。巻末に広告がある。後

ろ表紙にr嘉永三戌年／二月吉目！田邊」（墨書）、前表紙

にr嘉永三年／袖珍武鑑」（下ヶ札）。昭和7年8月5日
寄託。

Y1201－265

袖珍有司武鑑

役人付



嘉永3（1850）

68×161ミリ1巻1冊92丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙1原・黄色無地
構成：目録2、役人3ウラ～93

刊記：嘉永三庚戌年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板（松栢堂）。
備考：巻末に広告がある。

Y1201－266　　　　　　　　　　　　　大名付
［袖珍武鑑］

嘉永4（1851）

72×159ミリ1巻1冊71丁整版
題籏：後・袖玉武鑑（墨書〉表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、大名69

刊記1嘉永四辛亥歳毎月改江戸目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1くくり紐一括（4）の5番目。巻末に広告がある。前

表紙に「嘉永四年」（貼紙・下ヶ札）。昭和6年10月28
目寄託。

Y1201－267
［袖玉武鑑］

嘉永5（1852）

74×159ミリ1巻1冊81丁整版

役人付

題簸：後・袖玉武鑑（墨書）表紙：原・黄色・無地

構成1目録2、役人79
刊記1嘉永五壬子歳毎月改東都日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（2）の6番目。巻末に広告がある。61

丁の後に「又六十一」がある。前表紙に「御役人附」（墨

書）と「嘉永五年」（貼紙）。昭和10年7月13日寄託。

Y1201－268

大成分要万世武鑑

嘉永5（1852）

69×159ミリ1巻1冊83丁整版

大名付

題籏：原・大成分要萬世武鑑全表紙：原・藍色・無地
構成：目録2、大名81

刊記：嘉永五壬子年毎月改江戸横山町萱丁目角御
書物師出雲寺萬次郎板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（6〉の4番目。巻末に広告がある。9

～11丁切り取られて欠。昭和7年12月20目寄託。

Y1201－269　　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

嘉永7（1854）

70×162ミリ1巻1冊81丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色・無地
構成：目録2、役人79

刊記：嘉永七甲寅歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（2）の7番目。巻末に広告がある。22

2．名　鑑　2．名鑑！1．武鑑12．略武鑑　　〔105〕

丁の後に「又二十二」がある。後ろ表紙に「山本」（墨書）、

前表紙にr嘉永七年」（貼紙・下ヶ札）。昭和6年11月
13日寄託。

Y1201－270　　　　　　　　　　　　　大名付
袖珍有司武鑑

安政2（1855）

71×161ミリ1巻1冊89丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色・無地
構成＝目録3、役人86

刊記1安政二己卯年毎月改御書物師江戸横山町壼
町目出雲寺萬次郎板。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：くくり紐一括（5）の4番目。巻末に広告がある。13

丁の後に「又十三」、70丁の後に「又七十」がある。前表

紙に「安政二年」（貼紙）、後ろ表紙に「奥村氏」（墨書）。

昭和8年12月8目寄託。

Y1201－271　　　　　　　　　　大名・役人席付

改正増補万代宝鑑

安政3（1856）

174×59ミリ1巻1冊20丁整版
題簸：原・改正増補萬代寳鑑表紙：原・藍色無地

刊記：安政三丙辰年月改江戸目本橋南壼町目須原
屋茂兵衛板。

印記：□□年安・まるウサギ。

備考：折本。昭和14年。

Y1201－272　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政3（1856）

70×162ミリ1巻1冊81丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙1原・黄色・無地
構成：目録2、役人79

刊記：安政三丙辰歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。

備考：くくり紐一括（2）の8番目。巻末に広告がある。40

丁の後にr又四十」がある。前表紙にr安政三」（下ヶ
札）。

Y1201－273　　　　　　　　　　　　　大名付
［袖珍有司武鑑］

安政3（1856）

71×162ミリ1巻1冊89丁整版
題籏：後・袖珍有司武鑑（墨書）表紙：原・黄色・無地

構成：目録3、役人86

刊記：安政三丙辰年毎月改御書物師江戸横山町壷
町目出雲寺萬次郎板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（5）の5番目。巻末に広告がある。13

丁の後に「又十三」、70丁の後に「又七十」がある。後ろ

表紙に「目記処」（墨書）。前表紙に「安政三年」（貼紙）

と「安政三年／有司／武鑑」（下ヶ札）。昭和6年10月28
日寄託。

Y1201－274

袖珍武鑑

大名付



十八」がある。前表紙にr安政五午年六月」（貼紙）。

Y1201－278（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

1巻1冊84丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人82

刊記：安政五戊午歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。58丁の後に「又五十八ノー～
四」がある。前表紙にr安政五午年七月」（貼紙）。

Y1201－278（3）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

1巻1冊85丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人83

刊記：安政五戊午歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。58丁の後に「又五十八ノー～

四」、60丁の後にr又六十」がある。前表紙にr午八月」
（墨書）。

Y1201－278（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

1巻1冊85丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人83

刊記：安政五戊午歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。58丁の後に「又五十八ノー～
四」、60丁の後に「又六十」がある。前表紙に「午九月」
（墨書）。

Y1201－278（5）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

1巻1冊81丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人80

刊記：安政五戊午歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻宋に広告がある。60丁の後に「又六十」がある。
前表紙に「午十月」（墨書）。

Y1201－279　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

71×164ミリ1巻1冊81丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人80

刊記：安政五戊午歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

2．名鑑〔106〕

安政4（1857）

69×158ミリ1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色・無地
構成：目録2、大名72

刊記：安政四丁巳歳毎月改江戸日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（4）の6番目。巻末に広告がある。前

表紙に「安政四年」（貼紙・下ヶ札）。昭和7年4月8目
寄託。

Y1201－275　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政4（1857）

70×165ミリ1巻1冊81丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、役人79

刊記：安政四丁巳歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝くくり紐一括（2）の9番目。巻末に広告がある。前

表紙に「安政四年」（貼紙・下ヶ札）、後ろ表紙に「山本」

（墨書）。昭和6年11月13日寄託。

Y1201－276　　　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

安政5（1858）

70×161ミリ1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、大名73

刊記：安政五戊午歳毎月改江戸日本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（4）の7番目。巻末に広告がある。前

表紙に「安政五年袖珍武鑑」（下ヶ札）。昭和7年10
月3目寄託。

Y1201－277　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

71×163ミリ1巻1冊85丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙＝原・黄色無地
構成：目録2、役人83

刊記：安政五戊午歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。58丁の後に「又五十八ノー～

四」、60丁の後にr又六十」がある。

Y1201－278（1）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

70×162ミリ1巻1冊80丁整版
題簸＝原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人79
刊記：安政五戊午歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：5冊合綴。巻末に広告がある。58丁の後にr又五
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袖玉武鑑

安政7（1860）

70×163ミリ1巻1冊83丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成1目録2、役人1ウラ～82
刊記：安政七庚申歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：3冊合綴。巻末に広告がある。前表紙にr安政七
庚申正月」（墨書）。

Y1201－284（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政7（1860）

1巻1冊83丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人1ウラ～82

刊記：安政七庚申歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。前表紙にr二月」（墨書）。

Y1201－284（3）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

万延1（1860）

1巻1冊84丁整版
題籏；原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人82

刊記：万延元庚申歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考＝巻末に広告がある。18丁の後にr又十八」がある。

前表紙にr万延元庚申十二月」（墨書）。

Y1201－285　　　　　　　　　　　　　役人付
袖玉武鑑

万延1（1860）

71×164ミリ1巻1冊83丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色・無地
構成：目録2、役人81

刊記：万延元庚申歳毎月改東都日本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（3）上から1番目。巻末に広告がある。

28丁の後に「又廿八」、33丁の後に「又三十三」、58丁
の後に「又五十八」、66丁の後に「又六十六」がある。後

ろ表紙にr平井氏」（墨書）。前表紙にr万延元年」（貼

紙）。昭和10年7月13目寄託。

Y1201－386（1）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

万延2（1861）

71×162ミリ1巻1冊84丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人82

刊記：万延二辛酉歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：8冊合綴。巻末に広告がある。18丁の後にr又十
八」がある。前表紙に「万延二酉正月」（墨書）。合印印
あり。

備考：巻末に広告がある。60丁の後に「又六十」がある。
前表紙に「午十一月」（墨書）。

Y1201－280　　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

安政5（1858）

70×161ミリ1巻1冊80丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色・無地

構成1目録2、役人78
刊記：安政五戊午歳毎月改1　】目本橋南壼町目
［　　　　1衛版。
印記＝ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：くくり紐一括（2）の10番目。巻末に広告がある。

13丁の後に「又十三」がある。前表紙に「安政五年」（貼

紙）、後ろ表紙に「中山氏」（墨書）。昭和7年12月20
目寄託。

1201－281　　　　　　　　　　　大名・役人付

1平懐宝略武鑑
…政5（1858）

）6×156ミリ1巻1冊19丁整版
1簸：原・泰平懐宝略武鑑再板表紙：原・松葉色無

Y1201－282　　　　　　　　　　　　　大名付
袖珍有司武鑑

安政5（1858）

71×162ミリ1巻1冊92丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色・無地
構成：目録3、役人89

刊記：安政五戊午年毎月改御書物師江戸横山町壼
町目出雲寺萬次郎板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（5）の6番目。巻末に広告がある。31

丁の後に「又三十一」、32丁の後に「又三十二」がある。

後ろ表紙にr山本」（墨書）、前表紙にr安政五年」（貼

紙・下ヶ札）。昭和6年11月13目寄託。

Y1201－283　　　　　　　　　　　　　役人付
袖玉武鑑

安政6（1859）

70×162ミリ1巻1冊84丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・色・無地
構成：目録2、役人82

刊記：安政六己未歳毎月改東都日本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（2）の11番目。巻末に広告がある。

前表紙にr安政六年」（貼紙）。昭和10年7月13日寄託。

役人付Y1201－284（1）



Y1201－286（7）　　　　　　　　　　　、役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

1巻1冊86丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人84
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都目本橋南章町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八」、38丁の
後に「又三十八」、46丁の後に「又四十六」がある。前表

紙に「八月分」（墨書）。合印印あり。

Y1201－286（8）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人85
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八」、38丁の
後にr又三十八」、41丁の後にr又四十一」、46丁の後
にr又四十六」がある。前表紙にr十月分」（墨書）。合印

印あり。

Y1204－287（1）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

71×163ミリ4巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙；原・黄色無地

構成：目録2、役人85
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都日本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：3冊合綴。巻末に広告がある。8丁の後に「又八」

38丁の後に「又三十八」、41丁の後に「又四十一」、46

丁の後に「又四十六」がある。前表紙に「九月分」（墨

書）。合印印あり。

Y1201－287（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

69×164ミリ1巻1冊87丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人85
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八」、38丁の
後に「又三十八」、41丁の後に「又四十一」、46丁の後
に「又四十六」がある。前表紙に「十一月分」（墨書）。

Y1201－287（3）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

70×163ミリ1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人85

2．名鑑〔108〕

Y1201－286（2）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

万延2（1861）

1巻1冊83丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人81
刊記：万延二辛酉歳毎月改東都日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙にr二月」（墨書）。合

印印あり。

Y1201－286（3）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

1巻1冊84丁整版－
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人82
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都日本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。35丁の後に「又三十五」があ
る。前表紙に「酉三月」（墨書）。合印印あり。

Y1201－286（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

1巻1冊83『丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人81
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都日本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「四月」（墨書）。合

印印あり。

Y1201－286（5）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

1巻1冊83丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人81
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「五月」（墨書）。合

印印あり。

Y1201－286（6）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久1（1861）

1巻1冊83丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成＝目録2、役人81
刊記：文久元辛酉歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「六月」（墨書）。合

印印あり。
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文久2（1862）

1巻1冊90丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人88

刊記：文久二壬戌歳毎月改東都日本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。28丁の後に「又廿八」、33丁

の後に「又三十三」、58丁の後に「又五十八」、66丁の
後に「又六十六」がある。前表紙に「閏八月」（墨書）、合

印印あり。

Y1201－290　　　　　　　　　　　　　　役人付
［袖玉武鑑］

文久2（1862）

69×162ミリ1巻1冊90丁整版
題簸：後・（袖玉武鑑）（墨書）表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、役人88

刊記：文久二壬戌歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1くくり紐一括（3）の2番目。巻末に広告がある。7

丁の後に「又七」、14丁の後に「又十四」、24丁の後に

「又廿四」、34丁の後に「又三十四」、37丁の後に「又

三十七」がある。前表紙にr文久二年」（貼紙）。昭和7

年12月20目寄託。

Y1201－291　　　　　　　　　　　　　大名付
［袖珍武鑑］

文久3（1863）

70×162ミリ1巻1冊74丁整版
題簸：後・袖珍武鑑（墨書）表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、大名72

刊記：文久三癸亥歳毎月改江戸目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：くくり紐一括（4）の8番目。巻末に広告がある。前

表紙に「文久三年」（貼紙）。昭和8年4月12目寄託。

Y1201－292（1）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

71×162ミリ1巻1冊86丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成＝目録2、役人84

刊記：文久三癸亥歳毎月改東都日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：8冊合綴。巻末に広告がある。8丁の後に「又八ノ

上・下」、15丁の後に「又十五」がある。前表紙に「文久

三癸亥年五月」「五月」（墨書）。

Y1201－292（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

1巻1冊86丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人84

刊記：文久三癸亥歳毎月改東都目本橋南壼町目　須

刊記：文久元辛酉歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。65丁の後に「又六十五」があ
る。前表紙に「十二月分」（墨書）。

Y1201－288　　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍有司武鑑

文久1（1861）

71×159ミリ1巻1冊91丁整版
題簸＝原・袖珍有司武鑑表紙：原・黄色・無地

構成：目録3、役人88

刊記：文久元辛酉年毎月改御書物師江戸横山町壷
町目出雲寺萬次郎板。
備考：くくり紐一括（5）7番目。巻末に広告がある。23丁

の後に「又二十三」がある。

Y1201－289（1）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久2（1862）

71×162ミリ1巻1冊88丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人86

刊記：文久二壬戌歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。

備考：4冊合綴。巻末に広告がある。33丁の後に「又三
十三」、58丁の後に「又五十八」がある。前表紙に「文久
二壬戌正月」（墨書）。

Y1201－289（2）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久2（1862）

1巻1冊90丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人88

刊記＝文久二壬戌歳毎月改東都日本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。28丁の後に「又廿八」、33丁

の後に「又三十三」、58丁の後に「又五十八」、66丁の
後に「又六十六」がある。前表紙に「七月」（墨書）。合印

墨書あり。

Y1201－289（3）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久2（1862）

1巻1冊90丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人88

刊記：文久二壬戌歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。

備考1巻末に広告がある。28丁の後に「又廿八」、33丁
の後に「又三十三」、58丁の後に「又五十八」、66丁の
後に「又六十六」がある。前表紙に「八月」（墨書）。合印
印あり。

役人付Y1201－289（4）

袖玉武鑑



袖玉武鑑

文久3（1863）

1巻1冊89丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人87
刊記：文久三癸亥歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。2丁の後に「又二」、8丁の後

に「又八ノ上・下」、15丁の後に「又十五」、35丁の後に

「又三十五」、64丁の後に「又六十四」がある。前表紙に

r亥年十一月」（墨書）。

Y1201－292（8）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

1巻1冊89丁整版
題簸＝原・袖玉武鑑全表紙＝原・黄色無地

構成：目録2、役人87
刊記：文久三癸亥歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。2丁の後にr又二」、8丁の後
に「又八ノ上・下」、15丁の後に「又十五」、35丁の後に

「又三十五」、64丁の後に「又六十四」がある。前表紙に

「十二月」（墨書）、合印印あり。

Y1201－293　　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

72×163ミリ1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人85
刊記：文久三癸亥歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八ノ上・下」、11

丁の後に「又十一」、15丁の後に「又十五jがある。

Y1201－294（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

文久4（1864）

70×163ミリ1巻1冊75丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名1～又73
刊記：文久四甲子歳毎月改江戸目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：5冊合綴。巻末に広告がある。73丁の後に「又七
十三」がある。前表紙にr文久四甲子年正月改」（墨
書）。

Y1201－294（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久4（1864）

1巻1冊90丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人88
刊記：文久四甲子歳毎月改東都目本橋南登町目須
原屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。2丁の後に「又二」、8丁の後

2．名鑑〔110〕

原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八ノ上・下」、15
丁の後に「又十五」がある。前表紙に「亥六月」（墨書）。

Y1201－292（3）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人85
刊記：文久三癸亥歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八ノ上・下」、

15丁の後に「又十五」、35丁の後に「又三十五」がある。

前表紙にr文久三癸亥七月」（墨書）、後ろ表紙にr首銅
軒」（墨書）。

Y1201－292（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

1巻1冊88丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人86
刊記：文久三癸亥歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八ノ上・下』、

15丁の後に「又十五」、35丁の後に「又三十五」、64丁

の後にr又六十四」がある。前表紙にr文久三癸亥八
月」（墨書）、合印印あり。

Y1201－292（5）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

1巻1冊88丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人86
刊記：文久三癸亥歳毎月改』東都日本橋南萱町目　須

原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八ノ上・下」、

15丁の後に「又十五」、35丁の後に「又三十五」、64丁
の後に「又六十四」がある。前表紙に「亥年九月」（墨

書）、合印印あり。

Y1201－292（6）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久3（1863）

1巻1冊88丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人86
刊記：文久三癸亥歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。8丁の後に「又八ノ上・下j、

15丁の後に「又十五」、35丁の後に「又三十五」、64丁
の後に「又六十四」がある。前表紙に「亥年十月」（墨

書）、合印印あり。

役人付Y1201－292（7）
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構成：目録1、大名1～又73

刊記：元治元甲子歳毎月改江戸目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。8丁（前田家部分）切り抜き。

前表紙にr元治元甲子年三月」（墨書）。

Y1201－297（1）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

70×164ミリ1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人85

刊記＝元治元甲子歳毎月改東都目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考＝4冊合綴。巻末に広告がある。34丁の後に「又三
十四」がある。前表紙に「甲子年四月」（墨書）、合印印
あり。

Y1201－297（2）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人85

刊記：元治元甲子歳毎月改東都日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。34丁の後にr又三十四」があ
る。前表紙に「甲子五月」（墨書）。

Y1201－297（3）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

1巻1冊87丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人85

刊記：元治元甲子歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。34丁の後に「又三十四」があ
る。前表紙に「甲子六月」（墨書）。

Y1201－297（4）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治1（1864）

1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名1～又73
刊記：元治元甲子歳毎月改江戸目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。73丁の後に「又七十三」があ
る。前表紙にr甲子六月」（墨書）。

Y1201－298（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治1（1864）

71×163ミリ1巻1冊75丁整版
題簸1原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

に「又八ノ上・下」、15丁の後に「又十五」、31丁の後に

「又三十一」、35丁の後に「又三十五j、64丁の後に「又

六十四」がある。前表紙にr文久四甲子年正月」（墨書）。

Y1201－294（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

文久4（1864）

1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成＝目録1、大名1～又73
刊記：文久四甲子歳毎月改江戸目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。73丁の後に「又七十三」があ
る。前表紙に「文久四甲子年二月」（墨書）。

Y1201－294（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

文久4（1864）

1巻1冊［90丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人88

刊記：文久四甲子歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。2丁の後にr又二」、8丁の後
に「又八ノ上・下」、15丁の後に「又十五」、31丁の後に

「又三十一」、35丁の後に「又三十五」、64丁の後に
「又六十四」がある。前表紙に「甲子年二月」（墨書）。

Y1201－294（5）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

1巻1冊90丁整版
題籏＝原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人88

刊記：元治元甲子歳毎月改東都日本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。2丁の後に「又二」、8丁の後
に「又八ノ上・下」、15丁の後に「又十五」、31丁の後に

「又三十一j、35丁の後に「又三十五」、64丁の後に
「又六十四」がある。前表紙に「元治元甲子年三月」（墨
書）。

Y1201－295　　　　　　　　　　大名・役人席付

改正増補万代宝鑑

文久4（1864）

177×60ミリ1巻1冊25丁整版
題簸＝原・改正増補萬代寳鑑表紙：原・藍色無地

刊記：文久四甲子年月改江戸目本橋南萱町目須原
屋茂兵衛板。
備考：折本。

Y1201－296　　　　　　　　　　　　　大名付
袖珍武鑑

元治1（1864）

72×162ミリ1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地



構成：目録2、役人86
刊記：元治元甲子歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。34丁の後に「又三十四」、37
丁の後に「又三十七」がある。前表紙に「甲子九月」（墨

書）。

Y1201－299（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治1（1864）

71×163ミリ1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名1～又73
刊記：元治元甲子歳毎月改江戸日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：6冊合綴。巻末に広告がある。73丁の後に「又七
十三」がある。前表紙に「子十月」（墨書）。

Y1201－299（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

1巻1冊91丁整版
題簸；原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人89
刊記：元治元甲子歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。7丁の後に「又七」、14丁の
後に「又十四」、24丁の後に「又廿四」、34丁の後に「又

三十四」、37丁の後に「又三十七」がある。前表紙に「子

十月」（墨書）。

Y1201－299（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治1（1864）

1巻1冊75丁整版
題簸＝原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成＝目録1、大名1～又73
刊記：元治元甲子歳毎月改江戸目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。73丁の後に「又七十三」があ

る。前表紙に「子十一月」（墨書）。

Y1201－299（4）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

1巻1冊91丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人89
刊記：元治元甲子歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。7丁の後に「又七」、14丁の
後にr又十四」、24丁の後にr又廿四」、34丁の後にr又
三十四」、37丁の後に「又三十七」がある。前表紙に「子

十一月」（墨書）。

大名付Y1201－299（5）

袖珍武鑑
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構成：目録1、大名1～又73
刊記＝元治元甲子歳毎月改江戸日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：6冊合綴。巻末に広告がある。73丁の後に「又七
十三」がある。前表紙にr甲子七月」（墨書）。

Y1201－298（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

1巻1冊86丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人1ウラ～85
刊記：元治元甲子歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「甲子七月」（墨
書）。

Y1201－298（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治1（1864）

1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙＝原・黄色無地

構成：目録1、大名1～又73
刊記＝元治元甲子歳毎月改江戸日本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。73丁の後に「又七十三」があ

る。前表紙に「元治元甲子年八月」（墨書）。

Y1201－298（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

元治1（1864）

1巻1冊88丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人86
刊記：元治元甲子歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。34丁の後にr又三十四」、37
丁の後に「又三十七」がある。前表紙に「元治元甲子年

八月」（墨書）。

Y120乍298（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治1（1864）

1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名1～又73
刊記：元治元甲子歳毎月改江戸目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。73丁の後に「又七十三」があ

る。前表紙にr子九月」（墨書）。
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Y1201－301（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治2（1865）

1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙＝原・黄色無地
構成：目録1、大名1～又73
刊記：元治二乙丑歳毎月改江戸日本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。73丁の後に「又七十三」があ
る。前表紙に「丑年二月」（墨書）。

Y1201－301（4）　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

元治2（1865）

1巻1冊95丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙＝原・黄色無地
構成：目録2、役人93

刊記：元治二乙丑年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考＝巻末に広告がある。11丁の後にr又十一」、36丁
の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十

七」、69丁の後に「又六十九」がある。前表紙に「丑年二
月」（墨書）。

Y1201－301（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治2（1865）

1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名75

刊記：元治二乙丑歳毎月改江戸目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73

丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑三月」（墨
書）。

Y1201－301（6）　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

元治2（1865）

1巻1冊96丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人94

刊記＝元治二乙丑年毎月改江戸横山町壼丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁

の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十

七」がある。55・85丁は重複する。前表紙に「丑三月」
（墨書）。

Y1201－302（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

69×162ミリ1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名75

刊記：慶応元乙丑歳毎月改江戸日本橋南萱町目　須

元治1（1864）

1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙＝原・黄色無地

構成：目録1、大名1～又73
刊記：元治元甲子歳毎月改江戸日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。73丁の後に「又七十三」があ
る。前表紙に「十二月」（墨書）。

Y1201－299（6）　　　　　　　　　　　　役人付
［袖玉武鑑］

元治1（1864）

1巻1冊91丁整版
題簸：後・袖玉武鑑（打付墨書）表紙＝原・黄色無地

構成：目録2、役人89

刊記：元治元甲子歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。7丁の後に「又七」、14丁の
後にr又十四」、24丁の後にr又廿四」、34丁の後にr又
三十四」、37丁の後に「又三十七」がある。前表紙に「元

治元甲子年十二月袖玉武鑑」（墨書）。

Y1201－300　　　　　　　　　　　　　　役人付
［袖玉武鑑］

元治1（1864）

69×160ミリ1巻1冊91丁整版
題簸：剥離表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、役人89

刊記：元治元甲子歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：くくり紐一括（3）の3番目。巻末に広告がある。前
表紙にr元治元」（下ヶ札）。

Y1201－301（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

元治2（1865）

80×172ミリ1巻1冊75丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙＝原・黄色無地
構成：目録1、大名1～又73
刊記1元治二乙丑歳毎月改江戸日本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：6冊合綴。巻末に広告がある。73丁の後に「又七
十三」がある。前表紙に「元治二乙丑年正月」（墨書）。

Y1201－301（2〉　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

元治2（1865）

1巻1冊95丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙1原・黄色無地
構成：目録2、役人93

刊記：元治二乙丑年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後にr又十一」、36丁
の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十

七」、69丁の後に「又六十九」がある。前表紙に「元治二
乙丑年正月」（墨書）。



慶応1（1865）

1巻1冊94丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記：慶応元乙丑年毎月改江戸横山町壼丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁
の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十
七」がある。前表紙に「閏五月」（墨書）。

Y1201－302（7）　　　　　　　　　　　　大名付

［袖珍武鑑］

慶応1（1865）

1巻1冊76丁整版
題籏1後・袖珍武鑑（打付墨書）表紙＝原・黄色無地

構成：目録1、大名75
刊記：慶応元乙丑歳毎月改江戸目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73
丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「六月」（墨書）、

朱書書入れあり。

Y1201－302（8）　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊94丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記＝慶応元乙丑年毎月改江戸横山町壼丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁

の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十
七」がある。前表紙にr六月分」（墨書）。

Y1201－303（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

70×162ミリ1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名75
刊記：慶応元乙丑歳毎月改江戸目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：6冊合綴。巻末に広告がある。27丁の後に「又二
十七」、73丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑七

月」（墨書）。

Y1201－303（2）　，，　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊94丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記：慶応元乙丑年毎月改畠江戸横山町壼丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁
の後に「又三十六・又三十六下」、47．丁の後に「又四十
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原屋茂兵衛版。
備考：8冊合綴。巻末に広告がある。27丁の後に「又二
十七」、73丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑四

月」（墨書）。

Y1201－302（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊94丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記：慶応元乙丑年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁
の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十
七」がある。前表紙に「四月」（墨書）。

Y1201－302（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊78丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名77
刊記：慶応元乙丑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。21・46丁は重複。27丁の後
に「又二十七」、73丁の後に「又七十三」がある。前表紙

に「慶応元乙丑改／五月」（朱・墨書）。

Y1201－302（4）1　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊94丁整版
題簸二原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記：慶応元乙丑年毎月改江戸横山町壼丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後にr又十一」、36丁
の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十

七」がある。前表紙にr慶応元乙丑改／五月」（朱・墨
書）。

Y1201－302（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊76丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成1目録1、大名75
刊記＝慶応元乙丑歳毎月改江戸目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七j、73
丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「閏五月」（墨
書）。

役人付Y1201－302（6）

袖珍有司武鑑
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備考：6冊合綴。巻末に広告がある。27丁の後に「又二
十七」、73丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑十
月」（墨書）。

Y1201。304（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊93丁整版
題籏＝原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人91

刊記1慶応元乙丑歳毎月改東都目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。38丁の後に「又三十八」があ
る。前表紙に「丑十月」（墨書）。

Y1201－304（3）　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名75

刊記＝慶応元乙丑歳毎月改江戸日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。

備考1巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73
丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑十一月分」
（墨書）。

Y1201－304（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊93丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成＝目録2、役人91

刊記：慶応元乙丑歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。38丁の後に「又三十八」があ
る。前表紙に「丑十一月」（墨書）。

Y1201－304（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名75

刊記：慶応元乙丑歳毎月改江戸目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考＝巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73

丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑十二月分」
（墨書）。

Y1201－304（6）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人91

七」がある。前表紙に「丑七月」（墨書）。

Y1201－303（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊76丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名75

刊記；慶応元乙丑歳毎月改江戸目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考＝巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73

丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑八月」（墨
書）。

Y1201－303（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊94丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙＝原・黄色無地

構成1目録2、役人92
刊記：慶応元乙丑年毎月改江戸横山町壷丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁

の後に「又三十六・又三十六下」、47丁の後に「又四十
七」がある。前表紙に「丑八月」（墨書）。

Y1201－303（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊76丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名75

刊記：慶応元乙丑歳毎月改江戸目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73

丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「丑九月」（墨
書）。

Y1201－303（6）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応1（1865）

1巻1冊92丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人1ウラ～91

刊記：慶応元乙丑歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。前表紙に「丑九月」（墨書）。

Y1201－304（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応1（1865）

70×161ミリ1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名75

刊記：慶応元乙丑歳毎月改江戸目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。



構成：目録1、大名75
刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73
丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「とら三月」（墨

書）。

Y1201－305（6）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊93丁整版
題姦：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人91
刊記＝慶応二丙寅歳毎月改東都日本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考1巻末に広告がある。38丁の後に「又三十八」があ
る。前表紙に「とら三月」（墨書）。

Y1201－306（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

70×163ミリ1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名75
刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：6冊合綴。巻末に広告がある。27丁の後に「又二
十七」、73丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「寅四

月」（墨書）。

Y1201。306（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊94丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記：慶応二丙寅年毎月改江戸横山町壷丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後にr又十一」・36丁
の後に「又三十六・下」、47丁の後に「又四十七」がある。

前表紙に「寅初夏」（墨書）。

Y1201－306（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名1～73
刊記＝慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙にr寅五月」（墨書）。

役人付Y1201－306（4）

袖珍有司武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊96丁整版
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刊記＝慶応元乙丑歳毎月改東都目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。38丁の後に「又三十八」があ

る。前表紙に「丑十二月分」（墨書）。

Y1201－305（1）　　　　　　　　　　　役人付

［袖玉武鑑］

慶応2（1866）

71×162ミリ1巻1冊93丁整版
題簸：剥離表紙：原・黄色無地

構成二目録2、役人91
刊記：慶応二丙寅歳毎月改東都日本橋南壷町目　須

原屋茂兵衛版。
備考：6冊合綴。巻末に広告がある。38丁の後に「又三
十八」がある。前表紙に「慶応二寅正月」（墨書）。

Y1201－305（2）　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊76丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名75
刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南萱町目　須

原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。27丁の後に「又二十七」、73
丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「慶応二寅正

月」（墨書）。合印と墨書。

Y1201－305（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊76丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名75
刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考，巻末に広告がある。27丁の後にr又二十七」、73

丁の後に「又七十三」がある。前表紙に「寅二月」（墨

書）。

Y1201－305（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人91
刊記：慶応二丙寅歳毎月改東都目本橋南萱町目　須

原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。38丁の後に「又三十八」があ

る。前表紙に「寅二月」（墨書）。

Y4201－305（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊76丁整版
題簸1原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
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慶応2（1866）

1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙1原・黄色無地
構成：目録1、大名1～73

刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考1巻末に広告がある。前表紙に「寅八月」（墨書）。

Y1201－307（4）　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊96丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人94

刊記：慶応二丙寅年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁

の後に「又三十六・下」、47丁の後に「又四十七」、「又

又四十七上・下」がある。前表紙に「寅八月」（墨書）。

Y1201－307（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名1～73

刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南壼町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「寅九月」（墨書）。

Y1201－307（6）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊94丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成1目録2、役人92
刊記：慶応二丙寅歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。37丁の後に「又三十七」、38

丁の後に「又三十八」がある。前表紙に「寅九月」（墨
書）。

Y1201。308（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

71×161ミリ1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名1～73

刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸日本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：6冊合綴。巻末に広告がある。前表紙にr寅十月」
（墨書）。

役人付Y1201－308（2）

袖玉武鑑

慶応2（1866）

題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人94

刊記：慶応二丙寅年毎月改江戸横山町壷丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁

の後に「又三十六・下」、47丁の後に「又四十七」「又又

四十七」があり、さらにプラス1丁がある。前表紙に「寅五
月」（墨書）。

Y1201－306（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名1～73
刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙にr寅六月」（墨書）。

Y1201－306（6）　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊96丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地

構成1目録2、役人94
刊記：慶応二丙寅年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、36丁
の後に「又三十六・下」、47丁の後に「又四十七」「又又

四十七上・下」がある。前表紙にr寅六月」（墨書）。

Y1201－307（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

70×160ミリ1巻1冊74丁整版
題簸1原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名1～73

刊記：慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：6冊合綴。巻末に広告がある。前表紙に「寅七月」
（墨書）。

Y1201－307（2）　　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊96丁整版
題籏：原・袖珍有司武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人94

刊記1慶応二丙寅年毎月改江戸横山町壼丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後にr又十一」、36丁
の後に「又三十六・下」、47丁の後に「又四十七」「又又

四十七上・下」がある。前表紙に「寅七月」（墨書）。

大名付Y1201－307（3

袖珍武鑑



袖玉武鑑

慶応2（1866）

71×163ミリ1巻1冊93丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、役人91

刊記：慶応二丙寅歳毎月改東都目本橋南登町国　須
原屋茂兵衛版。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（3）の4番目。巻末に広告がある。38

丁の後に「又三十八」がある。前表紙に「慶応二年」（貼

紙）。昭和8年3月7目寄託。

Y1201－310（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

71×159ミリ1巻1冊74丁整版
題簸1原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名1～73
刊記：慶応三丁卯歳毎月改江戸目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：6冊合綴。巻末に広告がある。前表紙に「慶応三
丁卯年正月」（墨書）。合印印あり。

Y1201－310（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊94丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記1慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。37丁の後に「又三十七」、45

丁の後にr又四十五」がある。前表紙にr卯正月」（墨
書）。合印印あり。

Y1201－310（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名1～73
刊記：慶応三丁卯歳毎月改江戸目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「卯如月」（墨書）。

Y1201－310（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版－
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成1目録2、役人91
刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「卯如月」（墨書）。

2．名鑑〔118〕

1巻1冊94丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録2、役人92
刊記：慶応二丙寅歳毎月改東都日本橋南萱町目須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。37丁の後に「又三十七」、38

丁の後にr又三十八」がある。前表紙にr寅十月」（墨
書）、書入あり。

Y1204－308（3）　　　　　　　　　　　　　大名付

大成分要万世武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊88丁整版
題籏：原・大成分要萬世武鑑全表紙＝原・藍色無地

構成：目録1、大名87
刊記：慶応二丙寅年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。32丁の後にr又三十二」、47
丁の後に「又四十七」がある。前表紙に「寅十一月」．（墨

書）。

Y1201－308（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖珍有司武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊96丁整版
題簸：原・袖珍有司武鑑全表紙＝原・黄色無地

構成：目録2、役人94
刊記：慶応二丙寅年毎月改江戸横山町萱丁目角御
書物師出雲寺萬次郎板松栢堂。
備考：巻末に広告がある。11丁の後に「又十一」、13丁
の後に「又十三上下」、47丁の後に「又四十七」「又又
四十七上・下」がある。前表紙にr寅十一月」（墨書）。

Y1201－308（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、大名1～73
刊記二慶応二丙寅歳毎月改江戸目本橋南壼町目　須

原屋茂兵衛版。
備考1巻末に広告がある。前表紙に「寅十二月分」（墨
書）。

Y1201－308（6）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応2（1866）

1巻1冊95丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成1目録2、役人93
刊記：慶応二丙寅歳毎月改東都目本橋南萱町目　須

原屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。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」がある。

前表紙に「寅十二月」（墨書）。

役人付Y1201－309



〔119〕2．名　鑑　2．名鑑！1。武鑑12．略武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題簸1原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人91

刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「卯五月」（墨書）。

Y1201－311（5）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊74丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成＝目録1、大名1～73

刊記：慶応三丁卯歳毎月改江戸目本橋南壷町目須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。前表紙にr六月」（墨書）。

Y1201－311（6）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人91

刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「六月」（墨書）。

Y1201－312（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

70×159ミリ1巻1冊　73丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、本文73

刊記：慶応三丁卯年毎月改江戸目本橋南壷町目須原
屋茂兵衛版。

備考16冊合綴。巻末に広告がある。24丁落丁。前表紙
に「卯七月」（墨書）。

Y1201－312（2）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、本文91

刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南壷町目須原
屋茂兵衛版。

備考1巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙にrT卯七月」（墨書）。

大名付Y1201－312（3）

袖珍武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊74丁整版
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01－310（5）　　　　　　　　　　　　大名付

武鑑
13（1867）

1冊74丁整版
：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
：目録1、大名1～73

：慶応三丁卯歳毎月改江戸目本橋南壼町目　須
茂兵衛版。

：巻末に広告がある。前表紙にrT卯三月分」（墨

Y1201－310（6）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人91

刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南萱町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「丁卯三月分」（墨書）。

Y1201－311（1）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

70×159ミリ1巻1冊74丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成1目録1、大名1～73
刊記：慶応三丁卯歳毎月改江戸目本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：6冊合綴。巻末に広告がある。前表紙に「丁卯四
月」（墨書）。

Y1201－311（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題籏：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録2、役人91

刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都日本橋南壼町目　須
原屋茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「丁卯四月」（墨書）。

Y1201－311（3）　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊74丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地
構成：目録1、大名1～73
刊記：慶応三丁卯歳毎月改江戸日本橋南壷町目　須
原屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「卯五月j（墨書）。

役人付Y1201－311（4）

袖玉武鑑



屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「丁卯十月」（墨書）。

Y1201－313（3〉　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊74丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、本文73

刊記：慶応三卯歳毎月改江戸日本橋南壷町目須原屋
茂兵衛版。

備考：巻末に広告がある。前表紙に「卯十一月」（墨
書）。

Y1201－313（4）　　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊96丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙二原・黄色無地

構成：目録1、本文91

刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南壼町目須原
屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。29・60・91丁は重複。45丁の
後にr又四十五」がある。前表紙にr卯十一月」（墨書）、

後ろ表紙にr此後東都二而武鑑出来不申候事、是二而
留メ」（墨書）。

Y1201－314　　　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

70×159ミリ1巻1冊74丁整版
題籏：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色・無地

構成：目録2、大名72
刊記：［欠落1。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（4）の9番目。前表紙に「慶応三年」

（貼紙・下ヶ札）。昭和6年7月6目寄託。

Y1201－315　　　　　　　　　　　　　大名付

御国分武鑑

慶応4（1868）

107×154ミリ1巻1冊25丁整版
題籏：原・御國分武鑑表紙：原・黄色無地

刊記：慶応四戊辰年毎月改御用御書物師京都三条
通堺町西へ入出雲寺文次郎、同富小路通三條南へ入

須原屋平左衛門。

備考：巻末に広告がある。

Y1201－316　　　　　　　　　　　　　　　大名付

御国分武鑑

慶応4（1868）

107×155ミリ1巻1冊25丁整版
題籏：原・御國分武鑑表紙：原・淡黄色・無地

刊記：慶応四戊辰年毎月改御用御書物師京都三条通
堺町西へ入出雲寺文次郎・同富小路通三條南へ入須

〔120〕2．名鑑

題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、本文73
刊記：慶応三丁卯年毎月改江戸目本橋南萱町目須原
屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。前表紙に「八月分」（墨書）。

Y1201－312（4）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙二原・黄色無地

構成：目録1、本文91
刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南萱町目須原
屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「八月分」（墨書）。

Y1201－312（5）　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、本文73
刊記：慶応三丁卯年毎月改江戸目本橋南壷町目須原
屋茂兵衛版。
備考＝巻末に広告がある。前表紙に「卯九月」（墨書）。

Y1201－312（6）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成；目録1、本文91
刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南萱町目須原
屋茂兵衛版。
備考：巻末に広告がある。45丁の後に「又四十五」があ
る。前表紙に「卯九月」（墨書）。

Y1201－313（1）f　　　　　　　　　　　　大名付

袖珍武鑑

慶応3（1867）

70×160ミリ1巻1冊74丁整版
題簸：原・袖珍武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、本文73
刊記：慶応三卯歳毎月改江戸目本橋南壷町目須原屋
茂兵衛版。
備考＝4冊合綴。巻末に広告がある。前表紙に「丁卯十
月」（墨書）。

Y1201－313（2）　　　　　　　　　　　役人付

袖玉武鑑

慶応3（1867）

1巻1冊93丁整版
題簸：原・袖玉武鑑全表紙：原・黄色無地

構成：目録1、本文91
刊記：慶応三丁卯歳毎月改東都目本橋南萱町目須原


