
原屋平左衛門。

備考：くくり紐一括（7）の22番目。巻末に広告がある。

前表紙と後ろ表紙見返しに三井ラベル「B972・新・
50」。

Y1201－317

諸侯要覧

慶応4（1868）

71×160ミリ1巻1冊76丁整版

大名付

題籏：原・諸侯要覧全表紙：原・丁子色・無地

構成：目録3、大名付73
刊記：正親町三条殿御蔵板（朱印）、製本諸林京寺町

通御池下ル銭屋惣四郎同四条通寺町東へ入山城
屋勘助。

印記：秋岡蔵・秋岡印・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（6）の6番目。前表紙に「翠篁閣蔵」と

「慶応四辰初夏改正毎月改」（墨書）・「諸侯要覧」
（下ヶ札）。背に「諸侯要覧」（墨書）。前表紙と後ろ表紙

見返しに三井ラベルrB972・新・53j。昭和6年。

Y1201－318　　　　　　　　　　　　　　大名付

懐宝御国分略武鑑

慶応4（1868）

104×158ミリ1巻1冊21丁整版
題簸：原・懐寳御國分略武鑑全表紙：原・黄色・卍繋
ぎ

刊記：慶応四戊辰再刻東京横山町壼丁目出雲寺萬次
郎・同目本橋南萱丁目須原屋茂兵衛。

印記1内堀・北多摩郡狭山邨内堀大一郎・内堀蔵書・ウ
サギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（7）の21番目。巻末に広告がある。

背にr甲クニワケブカン」（墨書）、前表紙にr内堀頼囲
□」（墨書）・「慶応四年」（朱書）と「甲二」（墨書）、前表

紙と後ろ表紙見返しに三井ラベルrB972・新・51」、前
表紙に「懐宝御国分略武鑑」（下ヶ札）。昭和8年3月
22日寄託。

2．名鑑ノ1．武鑑13．部局武鑑

Y1201－319　　　　　　　　　　　　　城主付
日本武城旧記

元禄6（1693）

111×165ミリ1巻1冊67丁整版
題簸：原・目本武城奮記全表紙：後・秘色・無地
構成：序（元禄壬申の冬）2、目録1～12、城主13～65

刊記：寺町通二条上ル町／寺田与兵衛次／御幸町通
二条上ル町／野間長右衛門／大坂かうらいはし一丁目
／野村長兵衛開板／干時元禄六癸酉年／孟春吉目。
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：鉄にr元禄六年」（貼紙）。昭和10年6月14目寄
託。

Y1201－320　　　　　　　　　代官配下役人付
県令集覧

天保10（1839）

75×165ミリ1巻1冊30丁整版
題簸1原・県令集覧全表紙：原・藍色・無地

2．名　鑑　2．名鑑11．武鑑ノ3．部局武鑑　　〔121〕

刊記：天保十亥年毎月改御書物師江戸馬喰町二丁
目　出雲寺金吾蔵板。

印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（6）の7番目。4丁の後に「四」がある。

前表紙と後ろ表紙見返しに三井ラベル「B972・19」。

Y1201－321　　　　　　　　　代官配下役人付
県令集覧
弓ムイヒ2（1845）

68×161ミリ1巻1冊32丁整版
題籏：原・県令集覧全表紙＝原・藍色・無地

刊記：弘化二乙巳年毎月改江戸馬喰町二丁目御書
物師出雲寺萬次郎蔵板。
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：くくり紐一括（6）の8番目。前表紙に「弘化二年」

（朱書・墨書）、前表紙と後ろ表紙見返しに三井ラベル

rB972・20」。大正二年十月二五目購求。

Y1201－322　　　　　　　　　　代官配下役人付

県令集覧

嘉永2（1849）

69×163ミリ1巻1冊32丁整版
題簸：原・県令集覧全表紙：原・藍色・無地

刊記：嘉永二己酉年毎月改江戸横山町萱丁目御書
物師出雲寺萬次郎板。
印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（6）の9番目。巻末に広告がある。前

表紙と後ろ表紙見返しに三井ラベルrB972・21」。

Y1201－323　　　　　　　　　　代官配下役人付

県令集覧

嘉永3（1850）

69×161ミリ1巻1冊32丁整版
題籏：原・県令集覧全表紙：原・藍色・無地

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。
印記：三井家編纂室蔵書。

備考：くくり紐一括（6）の10番目。巻末に広告がある。

前表紙に「嘉永三戌六月求」（墨書）と「嘉永三年」（朱

書）、前表紙と後ろ表紙見返しに三井ラベルrB972・
22」。

Y1201－324（1）　　　　　　　　　　　　旗本付

［昇栄武鑑乾］

（1853年）

87×129ミリ1巻1冊（2冊に分冊）61丁整版
題簸：後・昇榮武鑑（墨書）表紙：後・布目地型格子

構成：目録・凡例2、い～な58

印記：沼田文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：2冊合綴。13丁の後に「又十三」がある。前表紙
にr嘉永六年」（貼紙）と図書整理ラベル貼付。

Y1201－324（2）

［昇栄武鑑　坤］

嘉永6（1853）

旗本付
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56丁整版
題簸：後・昇榮武鑑（墨書）表紙：後・布目地型格子

構成：な～せ59～115
刊記：嘉永六癸丑年毎月改江戸横山町壷丁目御書物
師出雲寺蔵版（松栢堂）。

印記：沼田文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻末に広告がある。昭和10年7月13目寄託。

Y1201－325（1）　　　　　　　　　　　　旗本付

昇栄武鑑　乾
（1856年）

90×131ミリ1巻1冊（2冊に分冊）60丁整版
題籏：原・昇榮武鑑乾表紙：原・藍色卍繋型
構成：目録・凡例1、い～な58

備考：2冊合綴。13丁の後にr又十三」がある。

Y1201－325（2）　　　　　　　　　　　　旗本付

昇栄武鑑　坤
安政3（1856）

60丁整版
題籏：原・昇榮武鑑坤表紙：原・藍色卍繋型

構成：な～せ59～118
刊記：安政三丙辰年毎月改江戸横山町壼丁目御書物
師出雲寺蔵版（松栢堂）。

備考：巻末に広告がある。

Y1201－326
［加賀藩前田家分限帳］

文久1（1861）

114×174ミリ1巻1冊138丁整版
題籏：後・加賀武鑑（墨書）表紙：後・濃藍色・無地

刊記：文久元年辛酉冬求之森尊致（串林）印。

印記：尊致・勢州串林家相可・ウサギ・しんまちみつい
け。

備考：木箱内のくくり紐一括（9）の3番目。前表紙見返
しに「森氏」（墨書）。前表紙に「加賀武鑑」（下ヶ札）。三

井ラベル「B972・新・66」。昭和7年6，月9日寄託。

Y1201－327（1）　　　　　　　　　　　　旗本付

昇栄武鑑乾
（1864年）

90×128ミリ1巻1冊（2冊に分冊）60丁整版
題簸＝原・昇栄武鑑乾表紙：後・布目地型押
構成：目録・凡例1、い～な58

印記：高橋正意蔵書・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：2冊合綴。13丁の後に「又十三」がある。前表紙
に「元治元年」（貼紙と下ヶ札）。前表紙左側に「昇栄武

鑑」（見出し）。後ろ表紙見返しに高橋正意が本書を購

入した経緯を記した墨書がある。

Y1201－327（2）　　　　　　　　　　　　旗本付

昇栄武鑑坤
元治1（1864）

61丁整版
題簸：原・昇栄武鑑坤表紙：後・布目地型押

構成：な～59～118

刊記：元治元甲子年改正江戸横山町萱丁目御書物師
出雲寺蔵版（松栢堂）。

印記：高橋正意蔵書・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻末に広告がある。62丁の後に「又六十二」、80
丁の後に「又八十」がある。70丁欠落。前表紙に「尚古

庵文庫」（貼紙）。前表紙見返しに「明治三十三年十一

月十三目購之油小路魚棚南入高橋正意所有価六
銭」（墨書）。昭和7年3月17日寄託。

Y1201－328　　　　　　　　　　代官配下役人付

県令集覧

元治2（1865）

72×163ミリ1巻1冊30丁整版
題簸：原・県令集覧全表紙：原・藍色・無地

刊記：元治二丑正月改正江戸横山町壼丁目御書物
師出雲寺萬次郎板。
印記：神田冨山町弐丁目代地！金銀！大長・江戸柳原通

和泉橋富摩□御門向横通・三井家編纂室蔵書。
備考：くくり紐一括（6）の11番目。巻末に広告がある。

前表紙に「慶応元年」（朱書）、前表紙と後ろ表紙見返し

に三井ラベル「B972・23」。

Y1201－329　　　　　　　　　　　京都・役人付

京都府役鑑
慶応4（序）（1868）

76×161ミリ1巻1冊14丁整版
題籏：原・京都府役鑑表紙：原・丁字引き

刊記：京都御書物所東洞院三條上ル村上勘兵衛。
備考：後ろ表紙見返しに三井ラベル「B973・11」。

Y1201－330　　　　　　　　　　　　　　藩主付

列藩一覧

慶応4（1868）

79×178ミリ1巻1冊84丁整版
題簸：原・列藩一覧表紙：原・黄色・無地

構成1目録4、藩主80
刊記＝官許不許翻刻慶応四戊辰年毎月改御用
御書物所東洞院三条上ル村上勘兵衛1堀川通二条
下ル井上治兵衛。
備考：くくり紐一括（6）の上から1番目。巻末に広告があ

る。14丁の後に「又十四」がある。1丁裏欠落。前表紙と

後ろ表紙見返しに三井ラベル「B972・新〃北・54」。

Y1201－331　　　　　　　　　　　　　駿河藩

駿藩各所分配姓名録
明治初年（1868）

163×79ミリ1巻1冊55丁整版
題簸：原・駿藩各所分配姓名録表紙：原・枯色・無地

構成：6丁府中奉行、6丁浜松奉行、6丁掛川奉行、6
丁遠州横須賀奉行、5丁赤坂奉行、5丁田中奉行、6丁
相良奉行、5丁三州横須賀奉行、6丁中泉奉行、4丁小

島奉行
刊記：駿藩開彫（朱印）学問所製本所駿府江川町本屋
市蔵。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：くくり紐一括（7）の19番目。前表紙に「分配姓名

録」（下ヶ札）。昭和5年6，月30日寄託。
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籏：原・官許列藩一覧改正全表紙：原・淡黄色無

成：目録3、本文4～112
記：明治三庚午年春改御用御書物所京都東洞院
条上ル町村上勘兵衛・東京目本橋南萱丁目須原屋
兵衛。

題
地
構
刊
三
茂

Y1201－337　　　　　　　　　　　　　知藩事付

改正　列藩一覧

明治3（1870）

74×161ミリ1巻1冊102丁整版
題簸：原・改正列藩一覧全表紙：原・黄色・布目

構成：凡例目録3、知藩事98、隠居方・賞典・知事後見

1
刊記：官許明治三庚午春改御用御書物師東京日本
橋南壷町目須原屋茂兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（6）の3番目。前表紙と後ろ表紙に三

井ラベル「B972・新・57」、前表紙に「明治三年／列藩一

覧」（下ヶ札）、昭和6年10月28目寄託。

Y1201－338　　　　　　　　　　　　　藩主付
官版　藩名便覧

［明治3］（1870）

74×153ミリ1巻1冊25丁整版
題籏：原・官版藩名便覧全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録半丁、本文24半

刊記：官版御用御書物所東洞院通三条上ル町村上
勘兵衛・堀川通二条下ル町井上治兵衛。
備考：記載はイロハ順。

Y1201－339　　　　　　　　　　　　　藩主付
改正藩名録
［明治3］（1870）

80×176ミリ1巻1冊32丁整版
題簸＝原・改正藩名録全表紙：原・松葉色卍繋型押
し

構成：目録3、本文29

刊記＝官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・目
本橋通壼町目須原屋茂兵衛。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「藩名録j（下ヶ札）。昭和7年2月1目
寄託。

Y1201－340　　　　　　　　　　　　　藩主付
袖珍藩銘録

明治3（1870）

71×157ミリ1巻1冊19丁整版
題簸：原・袖珍藩銘録全表紙：原・淡黄色無地
構成：目録半丁、本文18半

刊記：明治庚午年初春荒木氏編輯、御用御書物師東
京芝三嶋町和泉屋市兵衛・東京目本橋南一丁目須原
屋茂兵衛。

印記：本間文庫・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「明治三年1藩銘録」（下ヶ札）。昭和7年

4月15目寄託。

成：目録1、藩治大本6（明治2年正月大垣藩政治
）、職制ほか23、3等職以上名前3
記：三井文庫。

考＝仮綴じ。三井ラベル「」240・1」

糀
餅
嚇
隣
難
轍
欄
牡
購
眠
備
境
町

01－333　　　　　　　　　　　　　藩主付

　列藩一覧
12（1869）

147ミリ1巻1冊99丁整版
：原・官許列藩一覧六月改正全表紙：原・黄色

：目録3、本文4～111

：明治己巳六月改御用御書物所京都東洞院三
ル町村上勘兵衛・東京日本橋南萱丁目須原屋茂

ロ

：ウサギ・しんまちみついけ。

：30・64丁欠落。前表紙に「明治二年」「官許列藩
」（貼紙）と「明治二年／列藩一覧」（下ヶ札）。昭和6

月6目寄託。

Y1201－334　　　　　　　　　　　　　藩主付
袖珍御列藩武鑑

明治2（1869）

73×153ミリ1巻1冊101丁整版
題簸1原・袖珍御列藩武鑑全表紙：原・淡黄色・無地
構成：凡例目録3、藩主98

刊記：明治二巳年毎月改御用御書物所京都東洞院
三条上ル町村上勘兵衛東京目本橋南壼丁目須原
屋茂兵衛。

備考：くくり紐一括（6）の5番目。巻末に広告がある。前

表紙と後ろ表紙見返しに三井ラベルrB972・新〃北・
55」。後ろ表紙に「北三井用庭」（墨書）。

Y1201－335　　　　　　　　　　　　　藩主付
官許　列藩一覧

明治2（1869）

72×152ミリ1巻1冊101丁整版
題籏：原・官許列藩一覧六月改正全表紙：原・黄
色・布目

構成：目録3、地知藩事98

刊記：官許明治己巳六月改御用御書物所東京目本
橋南壼町目　須原屋茂兵衛。

備考＝くくり紐一括（6）の2番目。前表紙と後ろ表紙見返

しに三井ラベル「B972・新〃北・56」。

藩主付Y1201－336

官許　列藩一覧

明治3（1870）

71×157ミリ1巻1冊100丁整版
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2．名鑑11．武鑑／4．臨時武鑑

Y1201－341
［日光供奉御役付］

享保12（1727）

役人付

91×160ミリ1巻1冊22丁整版
題簸＝原・供奉｛　1附全　表紙：原・柑子色無地

刊記：享保十二丁未年八月目板元江戸暦問屋。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：1・7丁欠落。前表紙にr目光御社参1供奉御役
附」（貼紙）、23丁ウラに「□布町の南鍛冶屋清右工門・

嘉左工門」（墨書）、後ろ表紙に墨書。昭和7年4月15
目寄託。

Y1201－342　　　　　　　　　　　　　役人付

［日光］供奉御役付

享保12（1727）

96×167ミリ1巻1冊23丁整版
題簸：原・供奉御役附全表紙：原・枯色・無地

刊記：享保十二丁未年／八月目　板元江戸暦問屋
［印］。

印記＝三井文庫。

備考：くくり紐一括（7）の12番目。

Y1201－343　　　　　　　　　　　　　役人付

日光御神忌御役人付

文化11（1814）

103×75ミリ1巻1冊27丁整版
題籏：原・目光御神忌御役人附全表紙：原・紫紺・つ

や出し
刊記：文化十一年甲戌十一月吉旦書林目本橋南壼

町目須原屋茂兵衛。
印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（7）の7番目。

Y1201－344　　　　　　　　　　　　　　役人付

日光御神忌御役人付

文化11（1814）

106×80ミリ1巻1冊22丁整版
題簸：原・目光御神忌御役人附全表紙：原・藍色無

地
刊記＝文化十一年甲戌十一月吉旦書林　目本橋南萱

町目須原屋茂兵衛。
備考：4丁の後に「又四」、9丁の後に「又九」がある。

Y1201－345　　　　　　　　　　　　　役人付

日光御法会御参勤付

文化12（1814）

73×167ミリ1巻1冊37丁整版
題簸：原・日光御法會御参勤附表紙＝原・藍色・つや

出し

構成：目録1丁半、本文35
刊記：東叡山御蔵板之法華御巻経慈海点八巻右御
神忌用色々出来仕候間御用向奉願上候以上本石町
四町目　西村源六浅草新寺町堀野屋仁兵衛東叡
山学校書林浅草新寺町和泉屋庄次郎。
印記1三井文庫。

備考：くくり紐一括（7）の11番目。巻末に広告がある。

目光200回忌。

Y1201－346　　　　　　　　　　　　　役人付

日光諸家御代拝記

文化12（1815）

111×76ミリ1巻1冊27丁整版
題籏：原・目光諸家御代拝記全表紙：原・紫紺・つや

出し

刊記：文化十二亥年三月　江戸書林目本橋通一町目
須原屋茂兵衛同通四町目　鴨伊兵衛。
備考：くくり紐一括（7）の8番目。後ろ表紙見返しに三井

ラベル「B972・11」。

Y1201－347　　　　　　　　　　　　役人付

日光御宮御参詣供奉役人付

文政6（1823）

56×144ミリ1巻1冊35丁整版
題簸：原・目光御宮御参詣供奉御役人附表紙：原・枯

色・無地

構成：目録1丁半、本文33．5丁
刊記：文政六癸未年八月出版板元・神田松下町二丁
目代地秩父屋市十郎地本問屋馬喰町二丁目森
屋治兵衛書物地本問屋横山町二丁目岩戸屋喜三
郎同町岩戸屋新次郎書物地本問屋馬喰町二丁
目・西村屋与八同町西村屋文三郎暦書物地本問
屋深川佐賀町伊藤与兵衛暦問屋通油町竹内
屋政右衛門書物地本問屋乗物町鶴屋金助書物
地本問屋小伝馬町三丁目蔦屋重三郎暦書物地本
問屋通油町鶴屋喜右衛門売広所・目光売広所
石屋町遠藤喜六京都売広所仏光寺下ル町植村
藤右衛門大坂売広所北久太郎町心斎橋東江入町
河内屋茂兵衛。

印記：三井文庫。
備考：くくり紐一括（7）の10番目。後ろ表紙に「高福」

（墨書）。

Y1201－348　　　　　　　　　　　　　役人付

御宣下御大礼御用掛御役人付

天保8（1837）

90×126ミリ1巻1冊35丁整版
題簸：原・御宣下御大禮御用掛御役人附全表紙：
原・藍色布目地印刷
刊記：天保八丁酉年九月吉目御書物師出雲寺幸次
郎板、売弘所江戸馬喰町二丁目森屋治兵衛。
備考：袋共。

Y1201－349　　　　　　　　　　　　役人付
［将軍代替り］大礼御用掛御役人付

天保8（1837）

90×125ミリ1巻1冊35丁整版
題簸：原・御宣下御大禮御用掛御役人附全表紙：
原・藍色・つや出し

刊記：天保八丁酉年九月吉目御書物師出雲寺幸次
郎板売弘所江戸馬喰町二丁目森屋治兵衛。
印記＝三井文庫。
備考：くくり紐一括（7）の4番目。前表紙見返しに帯（部



〔125〕2．名鑑2．名鑑！1．武鑑14．臨時武鑑

Y1201－354　　　　　　　　　　　　　大名付

高順武鑑
弓ムイヒ4（1847）

545×368ミリ1巻1帖1丁整版
題簸：原・高順武鑑表紙：原・枯色・無地

刊記1弘化四年丁未三月撰次。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：くくり紐一括（10）の10番目。「千枚限絶版禁売
買」。三井ラベルrB972・新・61」、r高順武鑑」（下ヶ札）。

昭和6年。ボール紙封筒に入る。

Y1201－355　　　　　　　　　　　　　役人付
千登世の鏡［和宮供奉役人付］

万延1（1860）

80×171ミリ1巻1冊14丁整版
題籏1後・（万延千登世の鏡（墨書））表紙：原・白地・

青・菊桐紋

備考＝くくり紐一括（7）の13番目。巻頭に口絵3丁、前

表紙と後ろ表紙見返しに三井ラベル「B972・新〃北・
78」。

Y1204－356　　　　　　　　　　　　　役人付
［和宮降下供奉役人付］

万延2（1861）

82×170ミリ1巻1冊67丁整版
題簸：剥離表紙：原・秘色・布目地雲文

構成1目録・口絵rロノー～ロノ四」、本文1～36、御行
荘一ノ上・中・下、2～8、御輿守護講武所力士御役人1

～3、御道中御休泊1～3、賊1丁
刊記：万延二辛酉年正月　堀川二条越後屋治兵衛弘
通所京東洞院三条上ル・村上勘兵衛同三条通寺町
西二入・竹原好兵衛同押小路富小路東工入・井筒屋
茂兵衛同二条通堺町東工入・林芳兵衛同堀川通二
条下ル・越後屋治兵衛江戸目本橋一丁目・須原屋茂
兵衛同三丁目・山城屋佐兵衛同芝神明前・岡田屋
嘉七大坂心斎橋北久太郎町・河内屋喜兵衛心斎橋
博労町角・河内屋茂兵衛心斎橋安堂寺町・秋田屋太
右衛門心斎橋北久宝寺町・敦賀屋彦七心斎橋安土
町・河内屋和助松屋町筋豊後町・河内屋俊助。

備考1行荘の7・8丁に乱丁がある。後ろ表紙見返しに
三井ラベル「B972・新・79」。

Y1201－357　　　　　　　　　　　　　役人付

御上洛御供奉御用掛

文久2（1862）

72×162ミリ1巻1冊41丁整版
題簸：原・御上洛御供奉御用掛全表紙：原・藍色・無
地

刊記：文久二戌年十二月開板京都三条通り出雲寺文
次郎、大坂心斎橋通り河内屋茂兵衛、同伊丹屋善兵衛

御書物師江戸横山町壷丁目出雲寺萬次郎板。
印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（7）の上から1番目。前表紙と後ろ表

紙見返しに三井ラベルrB972・28」。

役人付Y1201－358

御上洛御用掛

分）貼布。

Y1201－350　　　　　　　　　　　　　役人付

西御丸御造営御用掛御役人付

天保9（1838）

90×125ミリ1巻1冊74丁整版
題簸＝原・西御丸御造営御用掛御役人附全表紙：
原・藍色・無地

構成：目録2、本文72

刊記1天保九戊戌年六月吉目　御書物師出雲寺金吾
板売弘所江戸馬喰町二丁目森屋治兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（7）の5番目。前表紙に「天保九年」

（貼紙）と「造営役人」（下ヶ札）・「天保九年西御丸御造

営御用掛御役人附」（下ヶ札）。昭和7年3月17日寄
託。

Y1201－351　　　　　　　　　　　　　役人付
［判物給付等］御用掛御役人付

天保10（1839）

89×126ミリ1巻1冊19丁整版
題簸1原・御用掛御役人附全表紙：原・藍色・つや出

Y1201－352　　　　　　　　　　　　　役人付

日光御宮御参供奉御役人付

天保13（1842）

91×128ミリ1巻1冊55丁整版
題簸：原・目光御宮御参供奉御役人附全表紙：原・
藍色・無地

構成：目録2、本文53

刊記：天保十三壬寅年五月出板御免板元江戸馬喰
町二丁目　御書物師出雲寺金吾定価八十銅江戸
芝神明町岡田屋嘉七大坂心斎橋通り河内屋茂兵衛
京都寺町通仏光寺角河内屋藤四郎尾州名古屋永
楽屋東四郎　目光。

印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（7）の9番目。

Y1201－353　　　　　　　　　　　　　役人付

日光御宮御参詣供奉御役人付

天保13（1842）

91×127ミリ1巻1冊55丁整版
題簸：原・目光御宮御参詣供奉御役人附全表紙1
原・藍色無地

構成：目録2、役人53

刊記：天保十三壬寅年五月出板御免板元江戸馬喰
町二丁目御書物師出雲寺金吾（松栢堂）、売弘所江
戸神明前岡田屋嘉七・大坂心斎橋通博労町河内屋茂
兵衛・京都寺町通仏光寺角河内屋藤四郎・尾州名古屋
永樂屋東四郎・目光。

備考1定価80銅。



2．名一！1．武鑑／5．刷物武鑑

Y1201－362　　　　　　　　　　　　京都・役人付

［刷物・袖中京都武鑑］

天保13（1842）

326×517ミリ1丁整版
題簸＝原・袖中京都武鑑表紙：原・生成

刊記：天保十三壬寅年月改星文堂書林一條通智
恵院東へ入石田治兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：くくり紐一括（8）の3番目。昭和10年5，月27目
寄託。

Y1201－363　　　　　　　　　　　　京都・役人付

［刷物・袖中京都武鑑］

嘉永7（1854）

425×446ミリ1丁整版
題簸：原・袖中京都武鑑表紙：原・生成

刊記＝嘉永七年甲寅毎月改一條通智恵光院東石
田治兵衛。

印記二京都舎大佛北門角瀬戸物店澤屋吉兵衛・丸
ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面摺。くくり紐一括（8〉の4番目。昭和13年11

月21目寄託。

Y1201－364　　　　　　　　　　　　　役人付
［刷物・武鑑］

安政7（1860）

188×245ミリ1丁整版
題籏：後・安政七年（幕府御役人附）（墨書）表紙：後・

ボール紙
印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（10）の11番目。「禁売買三千枚限」。

三井ラベルrB972・〃北・89」。

Y1201－365　　　　　　　　　　　京都・役人付

［刷物・袖中京都武鑑］

安政7（1860）
428×448ミリ1丁整版
題籏：原・袖中京都武鑑表紙：原・生成

刊記：安政七年庚申毎月改一條通智恵光院東石田
治兵衛。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面摺。くくり紐一括（8）の5番目。昭和11年6

月27目寄託。

Y1201－366　　　　　　　　　　　　　役人付
［刷物・和宮下向二付固付］

万延1（1860）

230×452ミリ1丁整版
題簸：後・和宮様御下向二付御固附（墨書）表紙：後・

茶色・ボール紙

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：くくり紐一括（10）の12番目。三井ラベルrB972・
新・88」。

2．名鑑〔126〕

文久3（1863）

72×163ミリ1巻1冊46丁整版
題籏：原・御上洛御用掛全表紙：原・薄花色・無地

構成：目録1、供奉役人45

刊記＝文久三亥年江戸目本橋南萱町目須原屋茂兵
衛版。

印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（7）の2番目。5丁の後に「又五」、9

丁の後に「又九」、13丁の後に「又十三」、18丁の後に

「又十八上・下」、19丁の後に「又十九上・中・下」、22

丁の後に「又廿二」がある。前表紙と後ろ表紙見返しに
三井ラベル「B972・29」。

Y1201－359　　　　　　　　　　　　　役人付

御上洛御用掛

文久3（1863）

70×164ミリ1巻1冊46丁整版
題簸：原・御上洛御用掛全表紙：原・藍色無地
構成：目録1、役人36

刊記：文久三亥年江戸日本橋南萱町目須原屋茂兵衛
版。

備考：5丁の後に「又五」、9丁の前に「又九」、13丁の

後に「又十三」、18丁の後に「又十八上下」、19丁の後
に「又十九上中下」、22丁の後に「又廿二」がある。前表

紙に「文久三！亥年御上洛御供附」（墨書）。

Y1201－360　　　　　　　　　　　　　　役人付

都のそら［上洛役人寄宿書］

元治1（1864）

73×153ミリ1巻1冊46丁整版
題簸：原・都のそら表紙：原・藍色・無地

構成：参内式列3丁、式列図10丁、寄宿書31丁、二
条城警備1丁
刊記；元治元年四月京都書林・東洞院三条上ノレ村上

勘兵衛二條通高倉西入田中屋専助三條通寺町西
入吉野屋甚助二條通高倉東入林芳兵衛三條通
柳馬場東入堺屋直七。
備考：くくり紐一括（7）の14番目。19丁には上・下があ
る。

Y1201－361　　　　　　　　　　　　　役人付

御進発御用掛

慶応1（1865）

71×159ミリ1巻1冊63丁整版
題籏：原・御進発御用掛全表紙：原・藍色・無地

刊記：慶応元丑年五月開板京都三条通り出雲寺文次
郎大坂心斎橋通り河内屋茂兵衛同伊丹屋善兵衛
江戸目本橋通壼丁目須原屋茂兵衛江戸芝神明町
岡田屋嘉七同所内野屋弥平治御書物師江戸横山
町萱丁目出雲寺萬次郎板。
印記：三井文庫。

備考：くくり紐一括（7）の3番目。40丁の後に「又四十」

がある。受入番号H：6029。前表紙と後ろ表紙見返しに
三井ラベル「B972・31」。



Y1201－367
［刷物・美也古能春］

［文久3］（1863）

264×386ミリ1丁整版
題籏：原・美也古能春（打付）表紙：なし

印記1ウサギ・しんまちみつけ。

役人付

備考：くくり紐一括（10）の13番目。三井ラベル「B972・

新・77Aj。昭和9年。史料館の封筒にはいる（三井文庫
14押印）。

Y1201－368　　　　　　　　　　　　　　役人付

［刷物・御上洛御用掛供奉御行列付］

［文久3］（1863）

437×1429ミリ1丁整版
題簸：後・御上洛御用掛供奉御行列附く袋・墨書＞
表紙二原・丁字引き

印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝くくり紐一括（10）の9番目。袋・前表紙に三井ラ

ベルrB972・新・86」。

Y1201－369　　　　　　　　　　　京都・役人付
［刷物・袖中京都武鑑］

慶応3（1867）

428×456ミリ1丁整版
題簸：原・袖中京都武鑑表紙：原・生成

刊記：慶応三年卯一条通智恵光院東石田治兵衛。
印記：丸ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面摺。くくり紐一括（8）の8番目。昭和13年11

月21目寄託。貼り紙2あり。

Y1201－370　　　　　　　　　　　京都・役人付
［刷物・袖中京都武鑑］

慶応3（1867）

432×456ミリ1丁整版
題籏二原・袖中京都武鑑表紙：原・生成

刊記：慶応三年卯一条通智恵光院東石田治兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面摺。くくり紐一括（8）の7番目。昭和10年12

月6目寄託。貼り紙2あり。

Y1201－371　　　　　　　　　　　京都・役人付

［刷物・袖中京都武鑑］

慶応3（1867）

429×455ミリ1丁整版
題簸：原・袖中京都武鑑表紙1原・生成

刊記：慶応三年卯一条通智恵光院東石田治兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：両面摺。くくり紐一括（8）の6番目。昭和12年5
月14目寄託。貼り紙1あり。

Y1202－001

［御公家分限帳］

寛文7（1667）

2．名　鑑　2．名鑑12．公家鑑／　〔127〕

124×85ミリ1巻1冊57丁整版
題簸：後・御公家分限帳（墨書）表紙：後・茶色：布

備考：折本。内題は「御公家分限帳」。後ろ表紙見返し
に「武廿番」（下ヶ札）。

Y1202－002
［新撰公家要覧］

元禄4（1691）

159×109ミリ1巻1冊90丁整版
題簸：後・新撰公家要覧元禄四年（墨書）表紙：後・
灰黄色無地
構成＝序2（元禄四未仲冬下旬洛下庭士某）、目録1、

禁裏絵図1、本文86
刊記：元禄四年辛未霜月中旬洛陽書璋北村八郎兵
衛・吉田三郎兵衛。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：13～16丁は1丁で丁付は「十三ノ十六」としてあ
る。59丁の後に「又五十九」がある。後ろ表紙見返しに

「山奥氏」（墨書）。昭和10年6月26目寄託。

Y1202－003
［新撰公家当鑑】

元禄13（1700）

152×106ミリ1巻1冊96丁整版
題簸：後・公家當鑑元禄板全（墨書）表紙：後・秘
色：布目地型押し

構成＝序1（元禄十三辰仲秋）、目録2、本文92、禁裏絵
図1

刊記：洛陽書雛吉田三郎兵衛・山本八郎右衛門元
禄十三庚辰中秋。

印記：和田美松記・沼田文庫・ウサギ・しんまちみつい
け。

備考：10・11丁は1丁で丁付は「十ノ十一」、91～105
丁は1丁で丁付は「九十百五」としてある。前表紙に「元

禄十三年」（貼紙）。前表紙見返しに「十九田中氏」（前

墨書）、後ろ表紙見返しに「石川与兵衛」（墨書）。昭和

10年4月19目寄託。

Y1202－004－01

［新撰当公家鑑　上］

（1708年）

152×110ミリ1巻1冊（2冊に分冊）47丁整版
題簸：後・新改正當御公家鑑上（墨書）表紙：後・藍
色1雷文繋ぎ地に桐唐草型押し

構成：序1、目録2、紋・禁裏図2、本文3ウラ～46
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：2丁の後に「又二」がある。31・32丁は乱丁。序題

はr新改正営御公家鑑」。前表紙にr宝永五年」（貼
紙）。

Y1202－004－02

［新撰当公家鑑　下］

宝永5（1708）

50丁整版
題簸：後・新改正當御公家鑑下（墨書）表紙＝後・藍
色：雷文繋ぎ地に桐唐草型押し

構成：本文47～112



～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、本文9ウラ～48
備考：15丁の後に「又十五ノー～七」、20丁の後に「又

二十ノー～二」がある。24・25丁は1丁で丁付は「二十

四ノ五」としてある。

Y1202－007－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

安永6（1777）

84丁整版
題籏：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・藍
色・布目地菊花文型押

構成：目録1、別家略系図11丁、本文1～72
刊記：安永六丁酉歳京都三條通升屋町出雲寺和泉
橡・江戸店目本橋南一丁目。

Y1202－008－01

［新刊増補万世雲上明鑑　乾］

（1787年）

157×112ミリ2巻2冊54丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明［1表紙：原・濃藍・

布目地菊花文型押
構成：序1（宝暦八年方巾斎房常）、凡例2～4、目録5

～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、本文9ウラ～48

備考：11・12丁は1丁で丁付は「十一一」、24・25丁は
1丁で丁付は「二十四ノ五」としてある。15丁の後に「又

十五ノー～七」、20丁の後に「又廿」がある。

Y1202－008－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

天明7（1787）

84丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・濃
藍・布目地菊花文型押
構成：目録1、別家略系図11丁、本文1～72
刊記：天明七丁未歳冬京都三條通升屋町出雲寺和
泉橡・江戸店目本橋南一丁目。

Y1202－009－01

［新刊増補雲上明鑑　乾］

（1808年）

159×112ミリ2巻2冊52丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑　表紙：原・濃藍・

布目地菊花文型押
構成：序1（宝暦八年方巾斎房常・文化四年再刻）、凡

例2～4、目録5～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、本文9ウ

ラ～52
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝前表紙に「来化五戊辰年五月／京都より買下！二冊

之内手形所1書物」＜朱書）。

Y1202－009－02

新刊増補雲上明鑑　坤

文化5（1808）

90丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤
構成＝目録1、別家略系図8丁、本文1～80、賊81丁
刊記：文化五戊辰歳春京都三條通升屋町出雲寺和
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刊記＝寳永五戊子年京師三条通舛屋町出雲寺和泉
橡・江戸目本橋南一町目　同店。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：90～100丁は1丁で丁付は「九十ノ百」、103～
110丁は1丁で丁付は「百三ノ十」としてある。昭和9年

3月23目寄託。

Y1202－005
［新校正御公家鑑］

正徳5（1715）

155×112ミリ1巻1冊96丁整版
題簸：後・正徳御公家鑑全（墨書）表紙：後・藍色・雲

文地に型押
構成：目録1・2、紋・禁裏絵図又2～3オモテ、本文3ウラ

～112
刊記：正徳五年乙未年京師三條通升屋町出雲寺和
泉橡・江戸目本橋南一町目　同店。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考；2丁の後に「又二」、6丁の後に「又六」がある。

12・13丁は1丁で丁付は「十ニノ十三」、90～100丁は
1丁で丁付は「九十百」、103～110丁は1丁で丁付は
「百三ノ十」としてある。112丁ウラに「上サ小原市宿松山

氏主」（墨書）。前表紙に「正徳五年」（貼紙）。丁間に三

井メモ「B975…」がある。昭和10年4月19目寄託。

Y1202－006－01

［新刊増補万世雲上明鑑　上］

（1762年）

158×112ミリ2巻2冊49丁整版
題簸：後・新刊雲上明鑑上（墨書）表紙：原・水色・

布目地に菊花文型押
構成：序1、凡例2～4、目録5～7、紋・禁裏絵図8～
9オモテ、本文9ウラ～48、

印記：現証得本・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：20丁の後に「又二十」がある。前表紙に「宝暦十
二年」（貼紙）とr雲上明鑑！宝暦十二年」（下ヶ札）。9丁

メに題箋挟み込み。

Y1202－006－02

［新刊増補万世雲上明鑑　下］

宝暦12（1762）

84丁整版
題簸：後・新刊雲上明鑑下（墨書）表紙：原・水色・

布目地に菊花文型押し
構成：目録1、別家略系図11、本文1～72
刊記：寳暦十二壬午歳改京都三條通升屋町出雲寺
和泉橡・江戸店日本橋南一丁目。
印記：現証得本・ウサギ・しんまちみついけ。

備考＝昭和7年3月12目寄託。

Y1202－007－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾

（1777年）

159×113ミリ2巻2冊56丁整版
題籏：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙二原・藍
色・布目地菊花文型押
構成：序1（宝暦八年方巾斎房常）、凡例2～4、目録5
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備考126丁の後にr又二十六」がある。

Y1202－012－02

新刊増補雲上明鑑　坤

文化8（1811）

90丁整版
題簸1原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・濃
藍・菊花文型押っや出し

構成：目録1、別家略系図8丁、本文1～又80、賊81
刊記：文化八辛未歳春京都三條通升屋町出雲寺和
泉橡・江戸店。

備考：3丁は欠落。80丁の後に「又八十」がある。

Y1202－013－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1819年）

158×112ミリ2巻2冊54丁整版
題簸1原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・濃
藍・菊花文型押つや出し
構成：序（宝暦八年方巾斎房常・文化四年再刻）1、凡
例2～4、目録5～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、本文9ウ

ラ～52
備考：26丁の後に「又二十六上・下」がある。前表紙に
「文政二卯」（朱書）。

Y1202－013－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

文政2（1819）

92丁整版
題簸二原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・濃
藍・菊花文型押つや出し
構成：目録1、別家略系図8丁、本文1～81、駿82、広

告1丁
刊記：文政二歳己卯秋京都三條通升屋町出雲寺和
泉橡・江戸店。

備考：78丁は欠落、79丁は重複。前表紙にr文政二
卯」（朱書）。

Y1202－014－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1827年）

156×112ミリ2巻2冊54丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・黒
色・菊花文型押つや出し
構成：序1（宝暦八年方巾斎房常）、凡例2～4、目録5
～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、上巻9ウラ～52

備考：25丁の後に「又二十六ノ上」「又二十六ノ下」があ
る。

Y1202－014－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

文政10（1827）

91丁整版
題籏：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・黒
色・菊花文型押っや出し

構成：目録1、別家略系図8丁、本文1～81、政1丁

泉橡・江戸店。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にr二冊之内／手形所書物」（朱書）。昭和9

年9月15目寄託。

Y1202－010－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1809年）

158×mミリ2巻2冊53丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・濃
藍・布目地菊花文型押
構成：序1（宝暦八年方巾斎房常・文化四年再刻）、凡
例2～4、目録5～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、本文9ウ

ラ～52
備考：26丁の後にr又二十六」がある。

Y1202－010－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

文化6（1809）

90丁整版
題簸＝原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・濃
藍・布目地菊花文型押

構成：目録1、別家略系図8丁、本文1～80、賊81
刊記：文化六己巳年春京都三條通升屋町出雲寺和
泉縁・江戸店。

Y1202－011－01

新刊増補雲上明鑑　乾
（1810年）

157×110ミリ2巻2冊53丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・濃
藍・菊花文型押つや出し
構成：序1（宝暦八年方巾斎房常・文化四年再刻）、凡

例2～4、目録5～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、本文9ウ

ラ～52

備考＝26丁の後に「又二十六」がある。

Y1202－011－02

新刊増補雲上明鑑　坤

文化7（1810）

90丁整版
題籏：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・濃
藍・菊花文型押っや出し

構成：目録1、別家略系図8丁、本文1～80、賊81
刊記：文化七庚午歳春京都三條通升屋町出雲寺和
泉橡・江戸店。

Y1202－012－01

新刊増補雲上明鑑　乾
（1811年）

158×110ミリ2巻2冊53丁整版
題籔：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・濃
藍・菊花文型押つや出し

構成：序1（宝暦八年方巾斎房常・文化四年再刻）、凡
例2～4、目録5～7、紋・禁裏絵図8～9オモテ、本文9ウ
ラ～52



156×111ミリ1巻1冊71丁整版
題簸：後・雲上明覧大全上巻（墨書）表紙：原・青色・

卍繋ぎ型押し

構成：序1、凡例2～3、目録4～6、禁裏内裏図7～10
オモテ、上巻10ウラ～77

刊記：弘化四年丁未六月改（封面）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下巻欠。8・9丁は1丁で丁付は「八ノ九」、18～

24丁は1丁で丁付は「十八ノ廿四」、55・56丁は1丁
で丁付はr五十五六」としてある。29～31丁は欠落。41
丁に「上・中・下」、63丁の後に「又六十三」、64丁に
「天・地」、68丁の後に「又六十八」がある。前表紙に「弘

化四年」（貼紙）。昭和9年9月15目寄託。

Y1202－018
［雲上明覧大全・下］

弓ムイヒ4（1847）

159×111ミリ1巻1冊117丁整版
題簸：原・年々［　1雲上明覧大全表紙：原・水色・卍
繋ぎ型押し

構成：下巻目録1～6、下巻1～111

刊記：弘化四年六月改正京都書林製本所三條通
寺町西へ入町竹原好兵衛（印）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：上巻欠。前表紙にr雲上要覧下／弘化四年」（下ヶ

札）。昭和6年10月28目寄託。

Y1202－019－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1849年）

154×110ミリ2巻2冊45丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：序1（宝暦八年市巾斎房常）、凡例2～4、目録5
～6、禁裏図7～8オモテ、本文8ウラ～43
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：15丁の後に「又十五上・下」がある。下小口に「雲

上名鑑嘉永二乾」（墨・朱書）。

Y1202－019－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

嘉永2（1849）

91丁整版
題籏：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙＝原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成＝目録1、別家略図8丁、本文1～81、賊82（速水
常忠）

刊記：嘉永二年己酉春連城堂蔵（印）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下小口に「雲上名鑑嘉永二坤」（墨・朱書）。昭

和8年8月1目寄託。

Y1202－020－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1850年）

155×111ミリ2巻2冊46丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・水
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刊記：文政十年丁亥四月！連城堂蔵（印）、皇都丁字
屋九良右衛門・菊屋源兵衛浪華柏原屋清右衛門
東都須原屋茂兵衛。

Y1202－015－01

年々改正雲上明覧大全　上
（1838年）

159×112ミリ2巻2冊83丁整版
題簸：原・年々改正雲上明覧大全下表紙：原・青
色・卍繋ぎ型押し

構成：序1（天保八年）、凡例2・3、目録4～6、禁裏・内

裏図7～10オモテ、本文10ウラ～77

刊記：天保九年戊戌年十二月改（封面）。

備考：8・9丁は1丁で丁付は「八ノ九」、55・56丁は1
丁で丁付は「五十五六」としてある。41丁は2丁ある。
68丁の後に「又六十八」がある。

Y1202－015－02

年々改正雲上明覧大全　下

天保9（1838）

111丁整版
題籏：原・年々改正雲上明覧大全下表紙：原・青
色・卍繋ぎ型押し

構成：目録1～6、本文1～111
刊記＝天保九年戌十二月改正。

Y1202－016－01

年々改正雲上明覧大全　上
（1842年）

158×112ミリ2巻2冊74丁整版
題簸：原・［　】雲上明覧大全上表紙：原・青色・卍繋

ぎ型押し

構成：序1、凡例2～3、目録4～6、禁裏・内裏図7～10
オモテ、本文10ウラ～77

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：8・9丁は1丁で丁付は「八ノ九」、18～24丁は1

丁で丁付は「十八ノ廿四」、55・56丁は1丁で丁付は
「五十五六」としてある。29丁の後に「又二十九」、41丁

に「上・中・下」、68丁の後に「又六十八」がある。昭和9

年11月27目寄託。

Y1202－016－02

年々改正雲上明覧大全　下

天保13（1842）

117丁整版
題簸：原・年た改正雲上明覧大全下表紙＝原・青
色・卍繋ぎ型押し

構成：目録1～6、本文1～111
刊記：天保十三年五月改正。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「天保十三年」（貼紙）。昭和9年11月
27日寄託。

Y1202－017
［雲上明覧大全・上］

弓ムイヒ4（1847）
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Y1202－022－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

嘉永5（1852）

91丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：目録1、別家略図8丁、本文1～81、賊82（速水
常忠）

刊記：嘉永五年壬子春連城堂蔵（印）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下小口に「雲上名鑑嘉永五年坤」（墨・朱書）。

昭和8年8月1目寄託。

Y1202－023
［袖中雲上便覧］

嘉永6（1853）

74×162ミリ2巻2冊（1冊に合綴）95丁整版
題籏：剥離表紙：原・松葉色・菱文草花型押し

構成：序1オモテ、禁裏図・廓内略図1ウラ～2、目次3～
5オモテ、紋5ウラ、本文6～37、藤原氏系図下ロノ1～7、

摂家以下下1～下51オモテ

刊記二官許嘉永五年壬子四月　嘉永六年丑春改正三
都三府弘通書林江戸目本橋通／山城屋佐兵衛・大坂
心斎橋通1河内屋喜兵衛・尾州名古屋1永楽屋東四郎・
紀州和歌山／帯屋伊兵衛・常州水戸！須原屋安次郎・京

都堀川通！越後屋治兵衛・同六角通／平野屋茂兵衛・同
三条通／竹原好兵衛。

Y1202－024－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1854年）

155×112ミリ2巻2冊49丁整版
題籏：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：序1（宝暦八年方巾斎房常）、凡例2～4、目録5
～6、紋・禁裏図7～8オモテ、本文8ウラ～43、

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：16丁の後に「又十六」「又十六上・中・下」、24丁

の後に「又二十四」、39丁の後に「又三十九」がある。下

小ロに「雲上名鑑安政元乾」（墨・朱書）。

Y1202－024－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

嘉永7（1854）

91丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：目録1、別家略図8丁、本文1～81、賊82（速水
常忠）

刊記：嘉永七甲寅春連城堂蔵（印）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：13～15丁に乱丁。下小口に「雲上名鑑安政元
坤」（墨・朱書）。昭和8年8月1目寄託。

Y1202－025－01

年々改正雲上明覧大全　上

色・瓢箪唐草型押し

構成：序1（宝暦八年市巾斎房常）、凡例2～4、目録5
～6、紋・禁裏図7～8オモテ、本文8ウラ～43

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：16丁の後に「又十六上・中・下」がある。下小口に

「雲上名鑑嘉永三乾」（墨・朱書）。

Y1202－020－02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

嘉永3（1850）

91丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：目録1、別家略図8丁、本文1～81、賊82（速水
常忠）

刊記：嘉永三年庚戌春連城堂蔵（印）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下小口にr雲上名鑑嘉永三坤」（墨・朱書）。昭

和8年8月1目寄託。

Y1202－021－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1851年）

156×110ミリ2巻2冊47丁整版
題籏：原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：序1（宝暦八年市巾斎房常）、凡例2～4、目録5
～6、紋・禁裏図7～8オモテ、下巻8ウラ～43
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：16丁の後に「又十六」「又十六上・中・下」がある。

下小口に「雲上名鑑嘉永四乾」（墨・朱書）。

Y1202－021。02

新刊増補万世雲上明鑑　坤

嘉永4（1851）

91丁整版
題簸：原・新刊増補萬世雲上明鑑坤表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：目録1、別家略図8丁、本文1～81、賊82（速水
常忠）

刊記：嘉永四年辛亥春連城堂蔵。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：下小口にr雲上名鑑嘉永四坤」（墨・朱書）。昭

和8年8月1目寄託。

Y1202－022－01

新刊増補万世雲上明鑑　乾
（1852年）

156×110ミリ2巻2冊48丁整版
題籏二原・新刊増補萬世雲上明鑑乾表紙：原・水
色・瓢箪唐草型押し

構成：序1（宝暦八年市巾斎房常）、凡例2～4、目録5
～6、紋・禁裏図7～8オモテ、本文8ウラ～43
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考116丁の後に「又十六」「又十六上・中・下」、24丁

の後に「又二十四」がある。下小口に「雲上名鑑嘉永
五年乾」（墨・朱書）。



御出門卯刻被仰出表紙＝原・生成
備考：くくり紐一括（7）の17番目。包背装。後ろ表紙に

r烏丸桂蔵」（墨書）、前表紙と後ろ表紙見返しに三井ラ

ベル「B972・新〃北・80」。

Y1202－029（1）

［都仁志喜　1］

慶応1（1865）
94×162ミリ2巻2冊（1冊に合綴）76丁整版
題籏1原・都仁志喜合巻全表紙：原・茜色・花菱唐
草型押しつや出し
構成：序1～2（元治甲子夏正三位保実卿弘道館主人し
るす）、目録1、内裏略図折込、皇代帝陵略記3～5、目

録6～10、巻1本文11～76
刊記：六条御殿御蔵板。

Y1202－029（2）

［都仁志喜　2］

（1865年）

54丁整版
構成：巻2目録1、本文1～22、巻2下1～29
刊記：六條御殿御蔵板。慶応元乙丑夏改正東洞院上
珠数町上ル製本所御蔵版所聞教館。
備考：後ろ表紙に「此本製蔵後就1御一新改板出来不申
候事」（貼紙に墨書）。

Y1202－030－01

年々改正雲上明覧大全　上

慶応2（1866）

157×111ミリ2巻2冊68丁整版
題簸：原・年々改正雲上明覧大全上表紙：原・青
色・卍繋ぎ型押し

構成：序1（天保八年）、凡例2～3、目録4～5オモテ、紋

7ウラ～8オモテ、本文8ウラ～67

刊記二慶応第二寅年改（封面）。

備考：5～7丁は1丁で丁付は「五ノ七」、19・20丁は1
丁で丁付は「十九二十」としてある。15丁の後に「十五ノ

下」、25丁に「上・中・下」がある。

Y1202－030－02

年々改正雲上明覧大全　下
（1866年）

120丁整版
題籏：原・年々改正雲上明覧大全下表紙：原・青
色・卍繋ぎ型押し

構成＝目録1～6、本文1～114
刊記：弘通書林江戸山城屋佐兵衛・同須原屋茂兵
衛・大坂河内屋喜兵衛・京都吉野屋甚助・同竹原好兵
衛。

Y1202－031

銅鑑雲井照覧

慶応2（1866）

121×42ミリ1巻1冊13丁整版
題籏：原・銅錨雲井照覧全表紙：原・丁字引
刊記：慶応二年丙寅仲冬洛東大日本銅鏑開基第二

2．名鑑〔132〕

文久2（1862）

157×110ミリ2巻2冊65丁整版
題簸：原・年々改正雲上明覧大全上表紙＝原・青
色・卍繋ぎ型押し

構成：序1、凡例2～3、目録4～5オモテ、紋7ウラ～8オ
モテ、本文8ウラ～67

刊記：文久二年壬戌改（封面）。
印記：水原蔵書・竹越・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：5～7丁は1丁で丁付は「五ノ七」としてある。背に

「田邨蔵」（墨書）。昭和9年。

Y1202－025－02

年々改正雲上明覧大全　下
（1862年）

120丁整版
題簸：原・年々改正雲上明覧大全下表紙：原・青
色・卍繋ぎ型押し

構成＝目録1～6、本文1～114
刊記1弘通書林江戸目本橋通山城屋佐兵衛・大坂
心斎橋筋河内屋喜兵衛・尾州名古屋永楽屋東四
郎・京都六角通平野屋茂兵衛・堂三條通竹原好兵
衛。

印記；水原蔵書・竹越・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：背にr田邨蔵」（墨書）。昭和9年7月17目寄託。

Y1202－026　　　　　　　　　　　　　　臨時

文久行幸記［石清水八幡宮］

文久3（1863）

83×183ミリ1巻1冊33丁整版
題籏：原・文久行幸記全表紙：原・水色地・金色打雲

構成：1～21行列図、1～11行列次第
刊記：江戸岡田屋嘉七大坂河内屋和輔・敦賀屋彦
七・村上勘兵衛京都田中屋専祐・林芳兵衛・大文宇
屋与三兵衛・堺屋直七・越後屋治兵衛・吉野屋甚助・菱

屋孫兵衛。

備考：6丁の前に「六ノ上」がある。くくり紐一括（7）の15

番目。後ろ表紙見返しに三井ラベル「972・新・82」。前

表紙に「八幡」（墨書）。

Y1202－027　　　　　　　　　　　　　　臨時

文久行幸記［加茂社］

文久3（1863）

94×194ミリ1巻1冊24丁整版
題簸＝原・文久行幸記全表紙＝原・水色地・金色打雲

刊記：文久三年亥三月　江戸岡田屋嘉七大坂河
内屋和輔・敦賀屋彦七・村上勘兵衛京都林芳兵衛・
大文宇屋与三兵衛・堺屋直七・越後屋治兵衛・吉野屋
甚助・菱屋孫兵衛。

備考：くくり紐一括（7）の16番目。前表紙にr加茂」（墨

書）、後ろ表紙見返しに三井ラベルrB972・新・81」、23

丁裏に「武官廿一番」（下ヶ札）。

Y1202－028　　　　　　　　　　　　　　臨時

加茂下上社行幸記

文久3（1863）

81×170ミリ1巻1冊56丁整版
題簸：原・加茂下上社行幸記文久三亥年三月十一目



世清泉堂緑山鉄筆池田家蔵狸売買禁。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：折本。後ろ表紙に「薬師川氏」（墨書）。昭和11年

6月27日寄託。

Y1202－032（1）

［雲上便覧大全　上］

（1867年）

83×179ミリ2巻2冊（1冊に合綴）104丁整版
題簸：後・雲上便覧大全表紙：原・松葉色・卍繋ぎ地に

菊紋唐草型押し
構成：序1オモテ、禁裏・内裏略図1ウラ～2、凡例3～4オ

モテ、目標4ウラ～5オモテ、紋5ウラ、帝陵略記6～9、本文

10～42、下巻目次3丁、下巻1～60、蔵板目録・蹟61
（皇都池田東園）
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：15丁は重複。16～19丁は1丁で丁付は「十六ノ
九」としてある。前表紙にr慶応三年」（貼紙）とr雲上便

覧大全」（下ヶ札）。下小口に「岩田」（墨書）、上小口に

rヤマに大岩田所待」（墨書）。昭和7年9月29目寄
託。

Y1202－032（2）

［雲上便覧大全　下］

慶応3（1867）

64丁整版
表紙1原・松葉色・卍繋ぎ地に菊紋唐草型押し

構成：目録下口1～3、下巻1～60、蔵板目録・賊61
（皇都池田東園）
刊記：官許／嘉永五年壬子四月／同同年子秋出板／慶応

三年丁卯九月！増補改正六條御殿／御蔵板。弘通所書

林江戸須原屋茂兵衛1山城屋佐兵衛・大坂河内屋喜
兵衛／同和助・尾州永楽屋東四郎・皇都村上勘兵衛
（印）／永田調兵衛・田中屋専助／吉野屋甚輔・林芳兵衛！

丁字屋源次郎・越後屋治兵衛〆竹原好兵衛。

Y1202－033（1）

［雲上便覧大全　上］

（1867年）

82×181ミリ2巻2冊（1冊に合綴）39丁整版
題簸：原・雲上便覧大全完表紙1原・青紫色・卍繋ぎ

地に桐菊唐草型押し
構成1序1オモテ、禁裏・内裏略図1ウラ～2、凡例3～4オ
モテ、目標4ウラ～5オモテ、紋5ウラ、帝陵略記6～9、上巻

10～42
備考：薄様を使用。16～19丁は1丁で丁付は「十六ノ
十九」としてある。

Y1202－033（2）

［雲上便覧大全

慶応3（1867）

64丁整版

下］

構成：下巻目録下口1～3、下巻1～60、蔵板目録・蹟

61（皇都池田東園）
刊記：官許／嘉永五年壬子四月／同同年子秋出板1慶応

三年丁卯九月増補改正六條御殿ノ御蔵板。弘通所／
書林江戸須原屋茂兵衛1山城屋佐兵衛／大坂河内屋

2．名　鑑　2．名鑑！2．公家鑑／　〔133〕

喜兵衛／同和助1尾州永楽屋東四郎1皇都村上勘兵衛／
永田調兵衛1田中屋専助1吉野屋甚輔／林芳兵衛／丁字

屋源次郎1越後屋治兵衛1竹原好兵衛。

Y1202－034（1）

［雲上便覧大全　上］

慶応4（1868）

86×188ミリ2巻2冊（1冊に合綴）45丁整版
題籏：原・雲上便覧大全完表紙：原・葡萄色・小葵型

押しっや出し
構成：序1オモテ、禁裏・内裏略図1ウラ～2、凡例3～4オ

モテ、目標4ウラ～5オモテ、紋5ウラ、帝陵略記6～9、上巻

10～42
印記：□園・臥牛□王人・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：10丁の後に「又十ノー～七」がある。16～19丁は

1丁で丁付は「十六ノ九」としてある。前表紙に
「TOKYO　GANSYODOSYOTEN」のシール。

Y1202－034（2）

［雲上便覧大全　下］

（1868年）

63丁整版
構成1下巻目録下口1～3、下巻1～60、蔵板目録・駿
61（皇都池田東園）
刊記：官許／嘉永五年壬子四月／同同年子秋出板！慶応

四年戊辰二月1増補改正六條御殿御蔵板。弘通所／
書林江戸須原屋茂兵衛仙城屋佐兵衛1大坂河内屋
喜兵衛1同和助／尾州永楽屋東四郎／皇都村上勘兵衛／
永田調兵衛1田中屋専助／吉野屋甚輔／林芳兵衛／丁字
屋源次郎1越後屋治兵衛！竹原好兵衛。

備考：55・56丁はない。昭和8年4月15日寄託。

Y1202－035　　　　　　　　　　　　　　公武

雲上便覧　御役之部

慶応4（1868）

84×181ミリ1巻1冊27丁整版
題簸：原・雲上便覧御役之部全表紙二原・水色・無
地

構成：諸役職掌1～2、三職付3～5、役人付1～22
刊記：慶応四年辰三月改。

印記：湯浅富人・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：最終丁に「湯浅蔵書」（墨書）。昭和11年12，月12

目寄託。

Y1202－036　　　　　　　　　　　　　　公武

雲上示正鑑乾
明治1　（序）（1868）

161×114ミリ1巻1冊39丁整版
題簸：原・慶応新刊雲上示正鑑乾表紙：原・水色・
雲中に鶴型押し
構成：序3（有栖川幟仁・戊辰元陽上旬御園刑部卿憲
澄）、総論3～5、凡例6～8、紋1オモテモテ、本文1ウラ～

30
刊記：円融王府貫練学館蔵梓、御園刑部卿憲澄輯・威
王院室慧昭補閲（封面）。

印記：松古館蔵・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：下巻欠。前表紙に「慶応四年」（貼紙）と「雲上示



刊記：書林御境内下珠敷屋町丁字屋九郎右衛門
版。

備考：ノドに丁付あり。最終丁に「画雑書拾三番」（貼紙）

と三井ラベル「B975・11」。

族皇Y2202－001－01

皇族名鑑　1

（1888年）

154×109ミリ2巻2冊29丁活版
題簸：原・皇族名鑑皇統一表紙：原・藩
構成：表紙1、菊紋1、本文27
印記：三井文庫。

備考：桐箱に入る。三井ラベル「B982・6」。
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Y2202－001－02　　　　　　　　　　　　　皇族

皇族名鑑　2

明治21（1888）

155×109ミリ92丁活版
題簸：原・皇族名鑑皇族二表紙：原・絹覗色
構成1目録1、本文89、正誤表1、刊記1
刊記1明治十七年十一月十四目版権免許、明治二十
一年三月十日印刷、明治二十一年三月十九目改補出
版、編纂者和歌山県士族鈴木真年（牛込区箪笥町
16番地）、発行者東京府士族彦根正三（京橋区八
官町13番地）、印刷者東京府士族青山長格（下谷
区長者町2丁目4番地）、販売所博公書院（東京京橋
区八官町13番地）。
印記：三井文庫。

備考：定価95銭。三井ラベル「B982・6」。

2．名鑑13．華族名・／

Y1203－001

華族階級

明治5（1872）

84×182ミリ1巻1冊28丁整版
題簸：原・華族階級壬申正月改表紙：原・松葉色地
に松皮菱

刊記：官板。御用御書物所目本橋通壷町目須原屋茂
兵衛・芝三島町和泉屋市兵衛。

印記：田中・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：前表紙に「華族階級」（下ヶ札）。昭和7年。

Y1203－002

竈頭華族銘鑑

明治8（1875）

152×103ミリ1巻1冊35丁整版
題簸＝原・竈頭華族銘鑑長谷川竹葉輯録全表紙：
原・黄色地に卍繋型押し

構成：索引・付言1、本文2～35
刊記：官許明治八年六月廿二目、同年八月刻成、長
谷川竹葉蔵版（第四大区十小区牛込西五軒町四十番
地）、東京雁金屋清吉。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：封面に「東京青山堂／一ヶ月置二改正」、前表
紙に「華族名鑑」（下ヶ札）。昭和7年。

2．名鑑〔134〕

正鑑」（下ヶ札）。昭和7年9月19目寄託。

Y1202－037
［刷物・懐玉雲上要覧］

宝暦12（1762）

356×515ミリ1丁整版
題簸：原・壊玉雲上要覧両面（打付）表紙：なし

刊記：宝暦十二壬午年初夏京都三條高倉へ入町出
雲寺和泉橡（林）印・江戸出店目本橋南一丁目。

印記：しんまちみついけ。

備考：両面摺。裏面に「諸家昇進図大概」あり。昭和12

年。酸性紙に貼付されている。

Y1202－038
［刷物・雲上明覧］

天保3（1832）

403×855ミリ1丁整版
題簸：原・天保三辰秋改正雲上明覧（打付）表紙：な
し

印記：吉岡・丸ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面摺。昭和13年11月21目寄託。酸性紙に貼
付されている。

Y1202－039
［刷物・年々改正　袖中雲上便覧］

天保15（1844）

379×930ミリ1丁整版
題簸：原・年々改正袖中雲上便覧（打付）表紙：なし
刊記：天保十五年甲辰五月改。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：両面摺。束帯具・衣冠具についての記事あり。昭

和9年11月27目寄託。酸性紙に貼付されている。

Y1202－040

［刷物・年々改正　袖中雲上便覧］

弘化4（1847）

375×926ミリ1丁整版
題簸：原・年々改正袖中雲上便覧（打付）表紙：なし

刊記：弘化四年丁未五月朔目改。

備考：両面摺。束帯具・衣冠具についての記事あり

Y1202－041

［刷物・掌中雲上抜］

慶応2（1866）

369×554ミリ1丁整版
題簸＝原・掌中雲上抜〔コ全表紙：原・丁字引

刊記1慶応二年丙寅正月　新刻三室戸殿蔵板。
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考1両面摺。前表紙に「慶応二年」（貼紙）。昭和7年。

Y1202－042
［刷物・大祖聖人六百回忌］

72×163ミリ16丁整版
題簸：原・大祖聖人六百回忌［コ大会庭儀図表紙：原
生成・色刷



〔135〕2．名　鑑　2。名鑑ノ3．華族名鑑1

Y2203－002（2）

華族録

明治17（1884）

138×189ミリ1巻1冊109P活版
題籏：原・明治十七年一月三十一目調華族録（打付）
表紙：原・青色無地

構成：凡例1、索引15R本文92P
刊記＝宮内省華族局之印（方形朱）。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年11月14日寄託。

Y2203－002（3）

華族録

明治18（1885）

138×189ミリ1巻1冊132P活版
題簸：原・明治十八年四月調華族録（打付）表紙
原・生成無地

構成＝索引15P、本文117P
刊記：宮内省華族局之印（方形朱）。

印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年11月14目寄託。

Y2203－003

公侯伯子男華族明覧

明治17（1884）

133×183ミリ1巻1冊90P活版
題籏：原・公侯伯子男華族明覧全（打付）表紙：原・

生成無地
構成：詔勅1、華族令・凡例2P、索引3～10P、本文79
刊記：明治十七年七月十一目御届、同八月出版、編輯
兼出版人新潟県平民山崎直吉（東京神田美土代町）、

発免・売捌所穎才新誌社、大取次所神田小川町吉田
正太郎。

Y2203－004（1）

華族名簿

明治19（1886）

127×191ミリ1巻1冊129P活版
題籏：原・明治十九年十二月十五目調華族名簿（打
付）表紙：原・水色無地

構成：索引14P、本文115P
印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：Y2203－004（1）～（3）は合綴。巻末に墨書の
書き入れがある。

Y2203－004（2）

華族名簿

明治20（1887）

1巻1冊139P活版
題籏：原・明治廿年十二月廿目調華族名簿（打付
表紙：原・薄緑色無地

構成：正誤表2P，索引15P，本文122P
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：朱書書き入れが多数ある。昭和7年。

Y1203－003

華族名鑑

明治10（1877）

70×153ミリ1巻1冊117丁整版
題籏：原・華族名鑑全表紙：原・黄色地に布目型押し

構成：序・序引2、凡例4、本文80、禄券帳31

刊記＝官許明治十年十一月改正、書騨名古屋永楽
屋東四郎・西京田中治兵衛・大坂大野木市兵衛・中川
勘助・東京吉川半七・江藤喜兵衛・穴山篤太郎・丸屋善

八・小林新兵衛・稲田佐兵衛・山中市兵衛・北畠茂兵衛

売捌人新橋竹川町濱田金兵衛、板元西村組出版
局。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和9年11月27目寄託。

Y2203－001（1）

華族明鑑

明治10（1877）

114×188ミリ1巻1冊76P活版
題籏：原・明治十年一月改華族明鑑（打付）表紙
原・青色無地

印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみっいけ。

備考＝Y2103－001（1）～（3）は合綴。昭和7年。

Y2203－001（2）

華族明鑑

明治12（1879）

141×193ミリ1巻1冊108P活版
題簸：原・明治十二年第一月発免華族明鑑（打付
表紙：原・青色無地

構成：凡例1、索引7、本文92P
刊記：記長局印（方形朱）。

印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみついけ。

Y2203－001（3）

華族明鑑

明治13（1880）

141×193ミリ1巻1冊112P活版
題簸：原・明治十三年一月頒布華族明鑑（打付）表
紙：原・青色無地

構成：凡例1、索引8、本文94P
刊記：記長局印（方形朱）。

印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年。

Y2203－002（1）

華族録

明治16（1883）

138×189ミリ1巻1冊110P活版
題簸：原・明治十六年一月三十一目調華族録（打付
表紙：原・青色無地

構成：凡例1、索引15P，本文93P
刊記：宮内省印（方形朱）。

印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：Y2203－002（1）～（3）は合綴。昭和7年。
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Y2203－004（3）

華族名簿

明治23（1890）

1巻1冊137P活版
題籏：原・明治二十三年五月一目調華族名簿（打付）
表紙：原・生成無地

構成：索引20P、本文117P
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：朱書書き入れが多数ある。昭和7年。

Y2203－005　　　　　　　　　　　　華族・士族

爵位次第録

明治20（1887）

149×205ミリ1巻1冊621P活版
題籏：原・明治二十年六月三十目調爵位次第録（打
付）表紙：原・薄茶色無地

刊記：明治二十年九月十二目届済。華族局印（方形
朱）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考二昭和7年1L月14目寄託。

Y2203－006

華族名鑑大全

明治21（1888）

157×113ミリ1巻1冊110丁銅版
題簸：原・新調更正華族名鑑大全表紙：原・肌色卍
繋ぎ型押し
構成：内題1、序1（明治廿年十月従三位勲三等侯爵池

田章政）、凡例1、目録3、本文104
刊記1明治二十年四月六日版権免許、同十一月出版、

明治二十一年十一月二十目印刷、同年同月二十二目
増補出版、著作兼発行者東京府士族彦根正三、印刷
者同青山長格、発行所博公書院：発免書蝉26名。
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年10月13目寄託。

Y2203－007

新調更正華族名鑑大全

明治26（1893）

158×113ミリ1巻1冊113丁活版
題簸：原・新調更正華族名鑑大全表紙：原・青色卍繋

ぎ型押し
構成：内題1、序1（明治廿年十月従三位勲三等侯爵池

田章政）、凡例1、目録3、本文107
刊記：明治二十年四月六目版権免許、同十一月出版、

明治二十六年三月六目印刷、同年同月同日増補再版、
著作兼発行者東京府士族彦根正三、印刷者同三島善
太郎、発行所博公書院：発免書躍26（写真）。

備考：前表紙に「新ヵ町勘定場蔵」（朱書）。後ろ表紙に

「新町勘定場備置」（墨書）。背に「新板華族名鑑」（墨

書）、下小口に「華族名鑑完」（墨書）。

Y2203－008（1）

華族名簿

明治29（1896）

130×190ミリ1巻1冊166P活版

題籏1原・明治二十九年一月二十一目調華族名簿
（打付）表紙：原・鶯色無地

構成：索引21R本文143P、求年齢表2P
刊記：明治二十九年三月六日印刷、同年同月九目発
行、華族会館、印刷人京橋区山城町六番地堀田道貫、

印刷所堀田印刷所。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：Y2203・008（1）～（3）は合綴。非売品。昭和7年。

Y2203－008（2）

華族名簿

明治31（1898）

1巻1冊188P活版
題簸二原・明治三十一年三月十五目調華族名簿（打
付）表紙：原・薄茶色無地

構成：索引24R本文162P、求年齢表2P
刊記：明治三十一年四月二十五目印刷、同年同月二
十八目発行、華族会館、印刷人京橋区山城町六番地
堀田道貫、印刷所堀田印刷所。
印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。昭和7年。

Y2203－008（3）

華族名簿

明治32（1899）

1巻1冊188P活版
題籏：原・明治三十二年一月二十一日調華族名簿
（打付）表紙二原・薄茶色無地

構成：索引24R本文162P、求年齢表2P
刊記：明治三十二年二月十八目印刷、同年同月二十
目発行、華族会館、印刷人京橋区山城町六番地堀田
道貫、印刷所堀田印刷所。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売晶。昭和7年。

Y2203－009

新撰華族名鑑
明治32（1899）

190×130ミリ1巻1冊415P活版
題簸＝原・新撰華族名鑑（打付）表紙：原・布・青色無

地に花葵竹型押し
構成二詔勅1、緒言4P、目次14P、本文392P、広告3P
刊記：明治三十二年一月十五目印刷、明治三十二年
一月十八目発行、編纂者本田精志、発行者大橋新太
郎、印刷者多田三弥、印刷所恵愛堂、発免元東京市目

本橋区本町三丁目博文館。
印記：三井家6。

備考：最終丁に「明治三十二年二月九目」（墨書）。下

小口に「華族名鑑完三十二年度」（墨書）。

Y2203－010（1）

華族名簿

明治33（1900）

129×189ミリ1巻1冊192：P活版
題簸：原・明治三十三年一月十七日調華族名簿（打
付）表紙：原・鶯色無地

構成：索引24P、本文166P、求年齢表2P
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目発行、華族会館、印刷者芝区南佐久間町ニノー中田
万之助、印刷所東洋社。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。昭和7年。

Y2203－011（3）

華族名簿

明治40（1907）

1巻1冊213P活版
題簸：原・明治四拾年四月九日調華族名簿（打付）
表紙：原・鶯色無地

構成：凡例1、索引25P、本文181P、華族会館職員3P
求年齢表2P
刊記：明治四十年六月二十二目印刷、同年六月二十
五目発行、華族会館、印刷者芝区南佐久間町ニノー中
田万之助、印刷所東洋社。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。昭和7年。

Y2203－012（1）

華族名簿

明治41（1908）

126×185ミリ1巻1冊244丁活版
題籏＝原・華族名簿明治四拾一年三月三十一日調
（打付）表紙：原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引27R本文210、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：明治四十一年五月十七日印刷、同年五月二十
目発行、華族会館、印刷者芝区南佐久間町ニノー中田
萬之助、印刷所東洋社。

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：Y2203－012（1）～（3）は合綴。非売品。

Y2203－012（2）

華族名簿

明治43（1910）

1巻1冊256丁活版
題簸：原・華族名簿明治四拾三年四月七目調（打付）
表紙＝原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引25P，本文224、華族会館役員3P、

求年齢表2P
刊記：明治四十三年五月廿五日印刷、同年六月一目
発行、華族会館、印刷者芝区南佐久間町ニノー中田萬
之助、印刷所東洋社。

印記：桜井家図書符・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。前表紙見返しに「桜井家図書符」が貼付
してある。

Y2203－012（3）

華族名簿

明治44（1911）

1巻1冊257丁活版
題籏：原・華族名簿明治四拾四年三月計目調（打付）
表紙1原・薄茶色無地

構成1凡例1、索引27R本文223、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：明治四十四年四月廿五目印刷、同年四月廿八

刊記：明治三十三年二月十八目印刷、同年同月二十
日発行、華族会館、印刷人京橋区山城町六番地堀田
道貫、印刷所堀田印刷所。

印記：桜井図書之印、ウサギ・しんまちみついけ。

備考：Y2203・010（1）～（3）は合綴。非売品。昭和7年。

Y2203－010（2）

華族名簿

明治35（1902）

129×189ミリ1巻1冊212：P活版
題簸：原・明治三十五年二月二十八日調華族名簿
（打付）表紙：原・薄茶色無地

構成：索引26P、本文184P、華族会館職員2P
刊記：明治三十五年四月二十目印刷、同年同月二十
二目発行、華族会館、印刷人京橋区山城町六番地堀
田道貫、印刷所堀田印刷所。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。昭和7年。

Y2203－010（3）

華族名簿

明治36（1903）

120×185ミリ1巻1冊214P活版
題簸：原・明治三十六年二月五日調華族名簿（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成＝索引26P、本文184P、華族会館職員2P、求年
齢表2P
刊記：明治三十六年三月十七目印刷、同年三月二十
日発行、華族会館、印刷者京橋区西紺屋町二十六七
番地佐久間衛治、印刷所株式会社秀英舎。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。昭和7年。

Y2203－011（1）

華族名簿

明治38（1905）

126×186ミリ1巻1冊204P活版
題簸：原・明治三十八年四月二十β調華族名簿（打
付）表紙：原・薄茶色無地

構成1索引24P、本文175P、華族会館職員3R求年齢
表2P
刊記1明治三十八年六月廿七目印刷、同年六月三十
目発行、華族会館、印刷者京橋区加賀町三番地中田
万之助、印刷所東洋社。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考IY2203－011（1）～（3）は合綴。非売品。昭和7
年。

Y2203－011（2）

華族名簿

明治39（1906）

1巻1冊211P活版
題簸：原・明治三十九年四月十二目調華族名簿（打
付）表紙＝原・鶯色無地

構成：凡例1、索引24P、本文180P、華族会館職員3P
求年齢表2P
刊記：明治三十九年六月廿五目印刷、同年六月廿八



発行、華族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：Y2203－014（1）～（3）は合綴。非売品。昭和7年。

Y2203－014（2）

華族名簿

大正5（1916）

1巻1冊283丁活版
題籏：原・華族名簿大正五年三月三十一日調（打付）
表紙＝原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引25R本文251、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：大正五年四月二十五日印刷、同年四月三十日
発行、華族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売晶。昭和7年。

Y2203－014（3）

華族名簿

大正6（1917）

1巻1冊267丁活版
題籏：原・華族名簿大正六年三月三十一目調（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成二凡例1、索引25R本文235、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：大正六年四月廿五目印刷、同年四月三十目発
行、華族会館。

印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。昭和7年。

Y2203－015（1）

華族名簿

大正7（1918）

123×185ミリ1巻1冊268丁活版
題簸：原・華族名簿大正七年六月一目調（打付）表
紙：原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引25R本文236、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記＝大正七年六月廿三目印刷、同年六月廿五目発
行、華族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：Y2203－015（1）～（3）は合綴。非売品。昭和7
年。

Y2203－015（2）

華族名簿

大正8（1919）

1巻1冊265丁活版
題簸：原・華族名簿大正八年三月三十一目調（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引25：R本文233、華族会館役員3P、

求年齢表2P
刊記：大正八年五月二十目印刷、同年五月二十三日
発行、華族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。昭和7年。
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日発行、華族会館、印刷者芝区南佐久間町ニノー中田
萬之助、印刷所東洋社。

印記：桜井家図書符・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売晶。前表紙見返しに「桜井家図書符」が貼付

してある。昭和7年11月14目寄託。

Y2203－013（1）

華族名簿

明治45（1912）

126×190ミリ1巻1冊272丁活版
題簸：原・華族名簿明治四拾五年四月珊目調（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引27R本文238、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：明治四十五年五月廿八日印刷、同年五月三十
一目発行、華族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：Y2203－013（1）～（3）は合綴。非売品。昭和7
年。

Y2203－013（2）

華族名簿

大正2（1913）

1巻1冊275丁活版
題簸：原・華族名簿大正二年四月三十目調（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引26R本文242、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：大正二年六月一目印刷、同年六月五目発行、華
族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。丁間史料（差出：東京麹町区内山下町
華族会館→兵庫県武庫郡大社村ノ内広田村字岡田山
桜井忠胤様宛の封筒）がある。昭和7年。

Y2203－013（3）

華族名簿

大正3（1914）

1巻1冊280丁活版
題簸：原・華族名簿大正三年四月三十目調（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引25E本文248、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：大正三年六月七目印刷、同年六月十目発行、華
族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売晶。昭和7年。

Y2203－014（1）

華族名簿

大正4（1915）

126×189ミリ1巻1冊285丁活版
題簸：原・華族名簿大正四年四月三十目調（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成＝凡例1、索引25R本文253、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：大正四年五月二十目印刷、同年五月二十五目



〔139〕2，名鑑2．名鑑／4．官員録・職員録／

Y1204－005　　　　　　　　　　　　　官員録
太政御役付

明治一

82×162ミリ1巻1冊26丁整版
題簸1原・太政御役付表紙1原・のぞき色・無地
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：後ろ表紙見返しに三井ラベル「B973・新・12」。昭

和8年8月1日寄託。

Y1204－006　　　　　　　　　　　　　官員録
官員録

明治1（1868）

122×184ミリ1巻1冊32丁整版
題籏：原・官員録辰十二月五目改（打付）表紙：原・
生成

刊記：官板御用御書物所東洞院三條上ル町村上勘
兵衛堀川二條下ル町井上治兵衛。
備考：22丁の後に「廿ニノ下」がある。

Y1204－007　　　　　　　　　　　　　官員録
［東京官員録］

明治1（1868）

69×156ミリ1巻1冊30丁整版
題簸：後・東京官員録（墨書）表紙：原・黄色・無地

刊記：明治元辰年許刻御用御書物所東京目本橋南
壱丁目　須原屋茂兵衛。

印記：武蔵国多摩郡野津田村石坂又次郎図書記・ウサ
ギ・しんまちみついけ。

備考：17丁の後に「又十七」がある。巻末に広告。前表

紙に「明治元年」（貼紙）、後ろ表紙見返しに主井ラベル

「B973・新・24」。昭和9年11月27日寄託。

Y1204－008　　　　　　　　　　　　　　官員録

官員録

明治2（1869）

110×164ミリ1巻1冊46丁整版
題籏：原・官員録巳正月改（打付）表紙：原・生成
刊記1刊記なし。

Y1204－009　　　　　　　　　　　　　　官員録

官員録

明治2（1869）

111×154ミリ1巻1冊47丁整版
題簸：原・官員録巳二月改（打付）表紙：原・生成

刊記：刊記なし。

備考：10丁に上・下がある。

Y1204－010　　　　　　　　　　　　　　職員録

職員録

明治2（1869）

124×186ミリ1巻1冊72丁整版
題籏：原・職員録九月四日版表紙：後・葡萄色・葉

刊記＝御用官板所芝神明前和泉屋市兵衛・目本橋
通壱丁目須原屋茂兵衛。
印記1ウサギ・しんまちみついけ。

Y2203－015（3）

華族名簿

大正9（1920）

1巻1冊263丁活版
題簸：原・華族名簿大正九年三月三十一日調（打付）
表紙：原・薄茶色無地

構成：凡例1、索引25R本文231、華族会館役員3P、
求年齢表2P
刊記：大正九年五月二十八目印刷、同年五月三十一
日発行、華族会館。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：非売品。

2．名一／4．官員録・職員録！

Y1204－001　　　　　　　　　　　　　官員録
太政御職明鑑

慶応4（序）（1868）

75×156ミリ1巻1冊31丁整版
題簸：原・太政御職明鑑表紙：原・黄色無地

構成：序（書騨平楽寺謹誌）、本文29、刊記1

刊記：御用御書物所東洞院三条上ル村上勘兵衛・堀
川通二条下ル井上治兵衛、取次書林田中屋專助・林
芳兵衛・丁字屋源七郎・吉野屋甚助・永田調兵衛・石田
治兵衛。

印記1ウサギ・しんまちみついけ。

備考：85・89丁欠落。

Y1204－002　　　　　　　　　　　　　官員録
太政官御職明鑑
慶応4（序）（1868）

78×181ミリ1巻1冊28丁整版
題簸：原・太政官御職明鑑表紙：原・格子刷引

刊記：官許御用御書物所東洞院三条上ル町村上
勘兵衛・堀川通こ条下ル町井上次兵衛。
印記：三井文庫。

備考：後ろ表紙見返しに三井ラベルrB973・11」。

Y1204－003　　　　　　　　　　　　官員録
太政御職明鑑
慶応4（序）（1868）

75×156ミリ1巻1冊31丁
題籏：原・太政御職明鑑表紙：原・黄色無地

構成：序（書璋平楽寺謹誌）、本文29、刊記1

刊記：御用御書物所東洞院三条上ル村上勘兵衛・堀
川通二条下ル井上治兵衛、取次書林田中屋專助・林
芳兵衛・丁字屋源七郎・吉野屋甚助・永田調兵衛・石田
治兵衛。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

Y1204－004　　　　　　　　　　　　　官員録
官員録

明治1（1868）

121×184ミリ1巻1冊31丁整版
題簸：原・官員録辰十一月改（打付）表紙二原・生成

刊記：官版御用御書物所東洞院三條上ル町村上勘
兵衛・堀川二條下ル町井上治兵衛。



Y1204－015　　　　　　　　　　　　職員録
［職員録］

［明治2］（1869）

127×184ミリ1巻1冊108丁整版
題簸：剥離表紙：後・水色・卍繋ぎ型押し

刊記：御用官板所芝神明前和泉屋市兵衛・目本橋通

萱町目須原屋茂兵衛。

Y1204－016　　　　　　　　　　　　職員録

職員録
［明治3］（1870）

85×178ミリ1巻1冊151丁整版
題籏：原・職員録十月廿目改（打付）表紙：原・生成

構成：目次上・下、本文1～145
刊記：官版御用御書物所東洞院三條上ル町村上勘
兵衛・堀川通二條下ル町井上治兵衛。
備考；17・18丁は1丁で丁付は「十七ノ八」としてある。

58丁に「上・下」、74丁に「上・下」、75丁に「上・下」、

130丁の後に「百三十下」、131丁の後に「百三十一下」

がある。

Y1204－017（1）　　　　　　　　　　　　職員録

職員録　上
［明治3］（1870）

182×82ミリ2巻2冊（1冊に合綴）80丁整版
題籏：原・職員録上表紙：後・水色・卍繋ぎ型押し
構成：目次2、本文1（神祇官）～又78／4（工部省）

備考＝20丁の後にr又ノニ十上・中・下」、78丁の後に
「又七十八ノー～四」がある。42～49丁は1丁で丁付は

「四十ニノ九」としてある。

Y1204－017（2）　　　　　　　　　　　職員録

［職員録　下］

（1870年）

85丁整版
構成：79（兵部省）～163（開拓使）

刊記：官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・目

本橋通萱町目須原屋茂兵衛。

Y1204－018－1　　　　　　　　　　　　職員録

職員録　上
［明治4］（1871）

84×181ミリ2巻2冊71丁整版
題籏：原・職員録二月朔日改上表紙：後・水色・卍

繋ぎ型押し
構成：目次2、本文1（神祇官）～70（工部省）

備考：65・66丁は1丁で丁付は「六十五ノ六jとしてある。
前表紙に「全二冊ノー」（墨書）。背に「上」（墨書）。

　
　
　
　
卍

録
員
　
　
色

職
　
　
水

　
　
　
　
後

　
　
　
　
紙

　
　
　
　
表

　
　
　
　
下

　
　
　
　
改

　
　
　
　
ヨ

　
　
　
驚

　
　
　
丁
二

　
　
　
8
6
録

乏
　
　
　
員

18

下
）
測
職
し

㈱
録
庸
轟

2
員
8
×
籏
ぎ

判
職
U
84
題
繋

〔140〕2．名鑑

備考：17丁の後に「又十七jがある。前表紙に「明治二
年」（貼紙）と「職員録」（下ヶ札）。後ろ表紙見返しに三

井ラベル「B973・新・25」。昭和6年11月18目寄託。

Y1204－011　　　　　　　　　　　　　　官員録

官員録

明治2（1869）

113×156ミリ1巻1冊46丁整版
題簸二原・官員録巳三月改正（打付）表紙：原・生成

刊記：御用御書物所東洞院三條上ル町村上勘兵衛。
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：10丁に上・下がある。19～21丁は1丁で丁付1ま
r十九ノ廿」としてある。前表紙にr明治二年」（朱書）と

「明治二年1宮員録」（下ヶ札）。昭和6年6，月24目。

Y1204－012　　　　　　　　　　　　職員録

職員録
［明治2］（1869）

121×187ミリ1巻1冊69丁整版
題簸：原・職員録毎月改正（打付）表紙：原・生成

刊記：官版御用御書物所東洞院三條上ル町村上勘
兵衛・堀川二條下ル町井上治兵衛。
備考：23丁は底本重複。60～63丁は1丁で丁付は「六

十ノ三」としてある。

Y1204－013（1）　　　　　　　　　　　職員録

職員録
［明治2］（1869）

135×200ミリ2巻2冊（1冊に合綴）49丁整版
題籏：原・職員録毎月改正（打付）表紙：原・生成
構成：神祇官・太政官・民部省・大蔵省・兵部省（刊記）1

～49
刊記：官板御用御書物所東洞院三條上ル町村上
勘兵衛・堀川二條下ル町井上治兵衛。
備考：前表紙に「校合本」・「上」（墨書）。

Y1204－013（2）　　　　　　　　　　　職員録

職員録
［明治2］（1869）

48丁整版
題簾：原・職員録毎月改正（打付）表紙＝原・生成

構成：刑部省・宮内省・外務省・衆議院ほか50～97

刊記＝官板御用御書物所東洞院三條上ル町村上
勘兵衛・堀川二條下ル町井上治兵衛。
備考：前表紙に「校合本j・「下」（墨書）。

Y1204－014　　　　　　　　　　　　職員録
［職員録］

明治2（1869）
125×182ミリ2巻2冊（1冊に合綴）93丁整版
題簸：後・明治二年職員録（墨書）表紙：後・生成

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「十月廿五日頃欺」（貼紙）。85～87丁
は1丁で丁付は「八十五ノ七」としてある。前表紙・後ろ

表紙に「下京十九区小学の建物指図」の反古紙を使用。

昭和8年7月6目寄託。


