
構成171（兵部省）～156（開拓使）

刊記1官板御用御書物所日本橋通萱町目須原屋茂
兵衛・芝三島町和泉屋市兵衛。

備考：前表紙にr全二冊ノニ」（墨書）。背にr下」（墨
書）。

Y1204－019　　　　　　　　　　　　職員録
職員録
［明治4］（1871）

84×175ミリ1巻1冊155丁整版
題簸：原・職員録毎口□全（打付）表紙：原・生成

構成：目次2、本文1～156

刊記：官版御用御書物所東洞院通三條上ル町村上
勘兵衛・堀川通二條下ル町井上治兵衛。

備考：3・4丁は1丁で丁付はr三ノ四」、23・24丁は1丁
で丁付は「廿三ノ四」、27・28丁は1丁で丁付は「廿七ノ

八」、65・66丁は1丁で丁付は「六十五ノ六」、91・92丁

は2丁づつあり、152・153丁は1丁で丁付はr百五十
二・三」としてある。

Y1204－020（1）　　　　　　　　　　　官員録
［袖珍官員録　大蔵省］

明？台4（1871）

79×176ミリ9巻9冊（1冊に合綴）25丁整版
題籏：なし表紙二後・肌色・無地

刊記：官板御用御書物所目本橋通壼町目須原屋茂
兵衛・芝三島町和泉屋市兵衛。

Y1204－020（2）

［袖珍官員録　兵部省］

（1871年）

17丁整版

官員録

題籏：原・袖珍官員録兵部省（打付）表紙＝原・生成

刊記：官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・目
本橋通壷町目須原屋茂兵衛。

備考：定価2匁5分。

Y1204－020（3）　　　　　　　　　　　官員録
袖珍官員録　　［神祇省］

（1871年）

7丁整版
題籏：原・袖珍宮員録神祇省辛未十一月五目改（打
付）表紙＝原・生成

刊記：官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・目
本橋通登町目須原屋茂兵衛。

Y1204－020（4）　　　　　　　　　　　官員録
袖珍官員録　　［開拓使］

（1871年）

5丁整版
題簸：原・袖珍官員録開拓使辛未十一月廿日改（打
付）表紙：原・生成

刊記1官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・日
本橋通壼町目須原屋茂兵衛。
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Y1204－020（5）　　　　　　　　　　　官員録
袖珍官員録　　［宮内省］

（1871年）

11丁整版
題簸：原・袖珍官員録宮内省十一月廿目改（打付）
表紙＝原・生成

刊記：官板御用御書物所日本橋通壷町目須原屋茂
兵衛・芝三島町和泉屋市兵衛。
備考1前表紙に「不許翻刻」（朱印）。

Y1204－020（6）　　　　　　　　　　　官員録
袖珍官員録　　［司法省］

（1871年）

7丁整版
題簸：原・袖珍官員録司法省（打付）表紙：原・生成

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。
備考：前表紙に「不許翻刻」（朱印）。

Y1204－020（7）　　　　　　　　　　　官員録
袖珍官員録　　［工部省］

（1871年）

21丁整版
題簸：原・袖珍官員録工部省十一月五目改（打付）
表紙：原・生成

刊記：官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・日
本橋通壷町目須原屋茂兵衛。

備考：定価2匁5分。

Y1204－020（8）　　　　　　　　　　　　官員録
袖珍官員録　　［文部省］

（1871年）

8丁整版
題簸：原・袖珍官員録文部省辛未十一月廿目改（打
付）表紙：原・生成

刊記二官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・目
本橋通壷町目須原屋茂兵衛。

Y1204－020（9）　　　　　　　　　　　官員録
袖珍官員録　　［東京府］

（1871年）

6丁整版
題簸：原・袖珍官員録辛未十一月五目改東京府（打
付）表紙：原・生成

刊記：官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・目
本橋通壷町目須原屋茂兵衛。

Y1204－021　　　　　　　　　　　　官員録
［袖珍官員録　太政官］

明治4（1871）

81×181ミリ1巻1冊11丁整版
題籏二原・袖珍官員録辛未十二月五日改（打付）表
紙：原・生成

刊記：官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・日
本橋通壷町目須原屋茂兵衛。
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Y1204。022　　　　　　　　　　　　　官員録

袖珍官員録　　［海軍］

［明治4］（1871）

81×177ミリ1巻1冊4丁整版
題簸：原・袖珍官員録海軍十月廿八日改（打付）表
紙：原・生成

刊記：官板御用御書物所目本橋通萱町目須原屋茂
兵衛・芝三島町和泉屋市兵衛。
備考：前表紙に「不許翻刻」（朱印）。

Y1204－023　　　　　　　　　　　　職員録

府県職員録
［明治3］（1870）

84×176ミリ1巻1冊42丁整版
題籏：原・府縣職員録十一月廿五目改（打付）表紙：

原・生成

刊記：官版御用御書物所東洞院通三條下ル町村上
勘兵衛・堀川通二條上ル町井上治兵衛。

Y1204－024　　　　　　　　　　　　職員録

京都府職員録
［明治3］（1870）

129×173ミリ1巻1冊42丁整版
題簸：原・京都府職員録九月十五目改（打付）表紙：

原・生成

刊記：御用御書物所一条通知恵光町東入町石田治
兵衛。

備考：26～30丁はない。

Y1204－025　　　　　　　　　　　　職員録

京都府職員録
［明治4］（1871）

122×176ミリ1巻1冊49丁整版
題簸：原・京都府職員録六月十五目改（打イ寸）表紙：

原・生成

刊記：官板御用御書物所一条通知恵光院東入石田
治兵衛。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にペン書の貼紙1がある。昭和11年6月

27目寄託。

Y1204－026　　　　　　　　　　　　　職員録

京都府職員録

明治8（1875）

82×169ミリ1巻1冊26丁整版
題簸：原・明治八年十月七目改京都府職員録全（打
付）表紙：原・生成
刊記：御用御書物師東洞院三条上ル町村上勘兵衛。
備考：6丁の後にr又ノ六」が、13丁に2丁ある。

Y1204－027　　　　　　　　　　　　職員録

府県職員録

明治一

82×179ミリ1巻1冊42丁整版
題籏：原・府県職員録十一月廿五目版表紙：後・薄
藍色・卍繋ぎ

刊記：官板御用御書物師芝三島町和泉屋市兵衛・
日本橋通壱町目須原屋茂兵衛。
備考：後ろ表紙見返しに三井ラベル「B973・9」。

Y2204－001　　　　　　　　　　　　官員録

掌中官員録

明治7（1874）

73×157ミリ1巻1冊176丁整版・活版
題籏：原・掌中官員録全表紙：原・黄色・無地

構成：目録1、官等及目録3、本文2～172
刊記：官許明治七年本月改正西村組出版局、書犀
江藤喜兵衛・北澤伊八・村上勘兵衛・出雲寺萬次郎・山

中市兵衛・北畠茂兵衛、発免所東京尾張町西村組
商会。

Y2204－002　　　　　　　　　　　　　官員録

掌中官員録
［明治8］（1875）

73×152ミリ1巻1冊166丁整版・活版
題簸：原・掌中官員録全表紙：原・黄色・無地

構成：目録1、官等及月給表3、本文1～163
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考二33丁に上・下がある。117～119丁は1丁で丁付
は「百七十」としてある。前表紙に「掌中／官員録」（下ヶ

札）、後ろ表紙に「明治第八年調之墨馬蔵」（墨書）。

昭和7年。

Y2204－003　　　　　　　　　　　　　職員録

大坂府職員録

明治7（1874）

82×179ミリ1巻1冊22丁活版
題簸：原・大阪府職員録明治七年第七月改（打付）
表紙：原・生成

刊記：本町四丁目書籍会社。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年11月8目寄託。

Y2204－004　　　　　　　　　　　　　官員録

官員録

明治8（1875）
154×71ミリ1巻1冊165丁整版・活版
題簸：原・官員録全表紙：原・黄色・無地

構成：目録1丁、官等及月給表1～3、本文1～165

刊記1官許明治八年十一月改正、書雛大阪中川
勘助・大野木市兵衛、西京田中治兵衛、東京穴山篤
太郎・吉川半七・江島喜兵衛・丸屋善八・村上勘兵衛・

北澤伊八・出雲寺萬次郎・山中市兵衛・北畠茂兵衛、

発免所東京張尾（ママ）町西村組出版局。
備考：44～46は1丁で丁付は「四十一ヨリ四十六迄」と

してある。50丁は2丁ある。

Y2204－005　　　　　　　　　　　　　官員録

掌中官員録

明治8（1875）
72×157ミリ1巻1冊179丁整版・活版
題籏：原・掌中官員録全表紙：原・黄色・無地



構成：目録1、追加1、官等及給料表3、本文1～172
刊記：官許明治八年八月改正、書犀東京北畠茂兵
衛・山中市兵衛・出雲寺萬次郎・村上勘兵衛・北澤伊
八・丸屋善八・穴山篤太郎・江藤喜兵衛、西京田中治

兵衛、大阪大野木市兵衛・中川勘助、発免所東京
尾張町西村組出版局。
備考：60丁に上・下、99丁に上・下がある。

Y2204－006　　　　　　　　　　　　官員録
官員名鑑

明治10（1877）

83×189ミリ1巻1冊208丁活版
題籏：原・神崎正誼編輯官員名鑑表紙：原・青色・無
地

構成：目録3、官等及月給表3ウラ～9、本文1～197
刊記：明治十年九月四目御屈同年九月六目出版、編
輯兼出版人鹿島県士族神崎正誼（東京第壱大区十
小区築地二丁目廿九番地寄留）、発免人東京府平民
山口安兵衛（東京大壱大区八小区尾張町新地七番
地）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：巻末に諸国書林（西京5、大坂8、名古屋2、甲府
2、駿府2、加州2、和歌山2、仙台2、勢州2、東京書林
36軒）のリストがある。前表紙に「明治十年」（貼紙）。昭

和8年6月15目寄託。

Y2204－007　　　　　　　　　　　　官員録
明治官員録

明治12（1879）

84×189ミリ1巻1冊246丁活版
題籏：原・大崎清重編輯明治官員録全表紙：後・青
色・菱

構成1目録1～2ウラ、官等及月給表2ウラ～6、本文1～
240
刊記：明治十二年十月十三目御届同十三年一月二
日出版、編輯人東京府平民大崎清重（東京京橋区
南八丁堀三丁目十二番地）、出版軒発免人東京府平
民山口安兵衛（東京京橋区尾張町新地一番地）、発免

人和歌山県平民北畠茂兵衛（東京日本橋区通一丁
目十五番地）・同大坂府平民柳原喜兵衛（大坂東区
北久太郎町四丁目十四番地）・同京都府平民田中治
兵衛（京都下京区寺町通四条下ル三百十七番地）・同

愛知県平民片野東四郎（愛知県下名古屋区名古屋本
町八丁目二番地）・同三重県平民浅野東助（三重県
下安濃郡津東町廿一番地）・同東京和泉屋市兵衛支
鋪池田保輔（鹿島県下々納屋町十四番地寄留）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：132丁・214丁は底本重複。133丁・215丁はな
い。定価金三拾戴銭。前表紙に「明治十三年」（貼紙）。

昭和7年12，月20目寄託。

Y2204－008　　　　　　　　　　　　　職員録
太政官職員録

明治12（1879）

92×163ミリ1巻1冊50頁活版
題簸：原・明治十二年十一月五目改正太政官職員録
（打付）表紙：原・灰色・無地

印記：ウサギ・しんまちみついけ。
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備考：前表紙にr明治十二年／太政官職員録」（下ヶ札）。

昭和7年2月1目寄託。

Y2204－009　　　　　　　　　　　　　職員録
神奈川県職員録

明治13（1880）

69×147ミリ1巻1冊27丁活版
題簸：原・改正明細神奈川縣官員録全表紙：原・黄
色・卍繋ぎ型押し

刊記1明治十三年十一月廿四目御届同年同月二十
八日出版、編輯県出版人神奈川県平民歌川国松（横
浜吉田町壱丁目七番地）、印刷人同太田長四郎（同
尾上町壱丁目四番地）、大売捌所横浜弁天通壱丁目
吉川伊兵衛・同三丁目丸屋善八ほか28名。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価10銭。前表紙にr明治十三年」（貼紙）、昭

和7年4月1目寄託。

Y2204－010　　　　　　　　　　　　　官員録
［明治官員録］

明？台14（1881）

82×184ミリ1巻1冊284丁活版
題籏：後・明治官員録（墨書）表紙：原・水色・無地

構成：目録1～3オモテ、官等及月給表3オモテ～6、本文

1～273
刊記：明治十四年六月廿六日御屈同十四年七月一
目出版、編輯兼出版人東京府平民山本慶三（東京日

本橋区馬喰町三丁目廿番地、同所販売所東京目本
橋区本町四丁目九番地絢鐸社印行。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：135丁に上・中・下がある。定価金三拾　銭。前
表紙に「明治十四年」（貼紙）。昭和7年12月20目寄
託。

Y2204－011　　　　　　　　　　　　　　官員録

明治官員録

明治14（1881）

82×189ミリ1巻1冊279丁活版
題簸：原・明治官員録全表紙：原・薄藍色・丸文

構成：引目1～6、本文1～273
刊記：明治十四年五月廿五目御届同十四年六月一
目出版編輯兼出版人東京府平民山本慶造東京日
本橋区馬喰町三丁目廿番地同所販売所東京目本
橋区本町四丁目九番地絢鐸社印刊。
印記：石［コ軒・三井文庫。

備考：49丁はなく44丁が混入。143丁はなく138丁が
混入。195丁の後に「百九十五ノー～三」がある。後ろ
表紙見返しに三井ラベル「B973・3」。

Y2204－012－01　　　　　　　　　　　官員録

改正官員録上
明治18（1885）

70×155ミリ1巻1冊（2冊に分冊）257丁活版
題簸：原・改正官員録上表紙：原・黄色・無地
構成1目録1～2オモテ、官等及月給年給表2ウラ～7、本

文8～257
印記：牧野・ウサギ・しんまちみついけ。



備考：2丁の後に「ニノ下」、19丁の後に「十九ノ下」が

ある。後ろ表紙見返しに三井ラベル「B975・31」。

Y1205－003－01　　　　　　　　　　　　寺院

日本諸宗御朱印付　寺鑑　上

天保9（例言）（1838）

155×111ミリ2巻2冊61丁整版
題籏：原・目本諸宗御朱印附寺鑑表紙：原・藍色：小

菊型押し

構成：菊紋と松竹梅図・例言2（天保九年戊戌初夏吉辰
梅園庭士）、門跡3、天台宗23、真言宗23、無本寺10
印記：ウサギ、しんまちみついけ、三井文庫。

備考二紙帳に入る。紙帳に三井ラベル「K620・新・1a」）。

前表紙にr寺鑑」（下ヶ札）。昭和5年寄託、三井ラベル
rK620・新・1」

Y1205－003－02　　　　　　　　　　　　寺院

日本諸宗御朱印付　寺鑑　下

（1838年）

154×111ミリ60丁整版
題簸：原・目本諸宗御朱印附寺鑑下表紙：原・藍
色：小菊型押し

構成：浄土宗15、禅宗27、目蓮宗9、一向宗3、寺宗2、

修験4
印記＝ウサギ、しんまちみついけ、三井文庫。

備考：三井ラベル「K620・新・1」

Y1205－004　　　　　　　　　　　　　　　山陽

［美作鏡］

嘉永5（1852）

88×194ミリ1巻1冊96丁整版
題簸：後・（美作鏡）（墨書）表紙：原・藍色無地

構成：歌1、目録1、本文（村名・山林運上・古跡・庄屋

名など）94

刊記：嘉永五年壬子仲冬、赤田福嶋政民謹校・古町小
坂田鶯山謹書、彫工津山石川浮水・同同円治・同加茂
屋平左衛門・同武田芳造、政民蔵板。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「嘉永五年」（貼紙）。後ろ表紙に「山陽

道雑」「昭和九年七月三日寄託」（貼紙）。三井ラベル

rB975・新・12」。

Y1205－005　　　　　　　　　　　　　岡山県

作陽真須鏡

嘉永7（1854）

89×192ミリ1巻1冊74丁整版
題簸：原・作陽真須鏡全表紙：原・黄色無地
刊記：文政十二丑年七月開板、嘉永七寅年七月改板
津山池田吉徳選。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：三井分類票「山陽道雑」。昭和11年12月12目
寄託、三井ラベル「H222・新・37」

江戸Y1205－006
［番組人宿名鑑］

元治1（1864）

〔144〕2，名鑑

備考：前表紙に「明治十八年□月官省院」（墨書）およ
び「明治十八年改正官員録」（下ヶ札）と「全二冊ノ内」
（墨書）。

Y2204－012－02　　　　　　　　　　　官員録

改正官員録　下

明治18（1885）

70×159ミリ91丁活版
題籏：原・改正官員録下表紙：原・黄色・無地

構成：目録1、本文2～90
刊記：明治十八年三月十四目改正御届明治十八年
四月二日出版、編輯出版彦根正三（京橋区瀧山町拾
壱番地）、謄写委員上阪辰治郎、東京各府下大捌書
蝉（東京33、京都3、大阪4、県下22）。
印記：牧野・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙に「明治十八年府縣官員□月」と「全二冊

ノニ」（墨書）。前表紙見返しにr三府五港三拾九縣」

（朱・墨書）。昭和7年2月1目寄託。

Y2204－013　　　　　　　　　　　　　職員録

各府県官　改正官員録

明治19（1886）

73×162ミリ1巻1冊90丁活版
題簸：原・各府縣官改正官員録表紙＝原・黄色・無地

構成：目録1、本文2～89
刊記：明治十九年十一月十五日改正御届明治十九
年十二月二目発行、編輯出版彦根正三（京橋瀧山町
拾壱番地）、謄写委員青山長格（下谷区長者町二丁
目四番地）、東京・京都・大阪・各県下大売捌書璋目

本橋通萱丁目須原屋茂兵衛ほか58名。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：前表紙にr龍雲軒侍者」（墨書）およびr明治十九

年／改正官員録」（下ヶ札）。昭和6年7月6日寄託。

2，名一ノ5．商人など1

Y1205－001　　　　　　　　　　　　　　　山陽

［真す鏡］

文政12（序）（1829）

86×188ミリ1巻1冊85丁整版
題籏：後・（真す鏡）（墨書）表紙：後・黄色・無地

構成：序1（文政十二年七月田熊かつらのや主人）、凡

例1、本文82
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：35丁のあとにr光五ノ次」がある。三井ラベル
rB975・新・10」とr山陽道雑」（貼紙）。昭和9年7月3
目寄託。

Y1205－002　　　　　　　　　　　　　　全国
［御用達綱目］

天保6（1835）

170×121ミリ1巻1冊26丁整版
題籏：後・御用達綱目（墨書）表紙：原・薄藍色・無地

構成：序1丁、凡例・本文1～23
刊記：天保乙未歳同志之為五百冊刷印不許敗（ママ）
売。

印記：三井家編纂室蔵書。



315×869ミリー枚物1丁整版
題簸＝原・子番組人宿名鑑全表紙：後

刊記：元治元年甲子年三月改版隔年改十一番人
宿年行事。

印記：三井文庫。

備考：両面摺。欄外に「売禁」。購入昭和15年10月7
日。三井ラベルrB975・33」。

Y1205－007　　　　　　　　　　　　　　江戸
［江戸町火消纒一覧］

299×411ミリー枚物1丁整版
題籏：後・江戸町火消纒一覧（墨書）

印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和6年2月3日、裏打ちあり。

Y2205－001　　　　　　　　　　　　　岐阜県

美濃乃魁

明治16（1883）

118×177ミリ1巻1冊38丁銅板
題簸：原・農商工技藝福井熊次郎編輯美濃乃魁名
所國産物の手引表紙：原・黄色：布目地に雲中に鶴型
押し

構成：序1（癸未夏一偶居士）、目録1、口絵1、本文

34
刊記：明治十六年六月二目御届、同年七月出版、編輯

人大阪府平民福井熊次（印）（大阪府下東区北浜三
丁目）、出版人生見堂大阪府平民亀岡事垣貫一右
衛門（印）（大阪府下北区曾根崎新地萱丁目）、発売所

明善堂中川勘助（大阪府下東区博労町四丁目）・松
恵堂小谷卯三郎（大阪府下東区備後町四丁目）・成

美堂三浦源助（岐阜県下美濃国厚見郡岐阜米屋
町）・目新堂水谷善七（同県下同国同郡岐阜靱屋
町）・獺祭堂玉井忠造（同県下同国羽栗郡笠松駅）・
岡安慶助（同県下同国安八郡大垣岐阜町）・魁化堂
鈴木重嬉（同県下同郡武儀郡上有知相生町）・肥田儀
三郎（同県下同国加茂郡神土村）・高木勘兵衛（同県下

同国恵那郡郡中津川駅）。

印記：上森・ウサギ・しんまちみついけ。

備考：本文16丁は重複。最終丁に「上森平井携」（墨
書）。昭和6年9月15目寄託、三井ラベル「D409・新・
23A」。

Y2205－002　　　　　　　　　　　　　香川県

讃岐国繁昌記

明治16（1863）

78×176ミリ1巻1冊39丁銅板
題簸＝原・川崎源太郎著讃岐國繁昌記表紙：原・紫
色：卍繋ぎ型押し

構成：内扉1、本文38
刊記：明治十六年五月十七目御届、同年六月刻成、著

兼出版人大阪府平民川崎源太郎（堺戎之町西19
番地寄留）、元販売所讃岐高松梶原書舗、諸国売弘
書□東京北畠茂兵衛・同山中重兵衛、西京出雲寺文
治郎、大阪中川勘介・同田中太右門・同岡鳥真七、堺
集広舎・同鈴木久治郎・名古屋片野東四郎、岡山弘文
北舎、山口宮川臣吉、姫路伊藤和七郎、和歌山平井文
助、長崎集文舎、金沢近田太平、奈良高山梅二郎、倉

2．名鑑2．名鑑15．商人など1〔145〕

敷西沢六造、中津楳津平、琴平。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和8年、三井ラベルrD409・新・40」。

Y2205－003　　　　　　　　　　　　　兵庫県

兵庫県下豪商名所独案内の魁

明治17（1884）

112×164ミリ1巻1冊46丁銅板
題籏：原・垣貫與祐編輯兵庫縣下有馬武庫菟原豪
商名所濁案内の魁表紙＝原・茄子紺色：卍繋ぎ型押し

構成：序1（閑釣人）、本文45

刊記：大阪長瀬長景銅刻（欄外）、明治十六年十二月

六目御届、明治十七年一月出版、編輯兼出版人大阪
府平民垣貫與祐（印）（大阪北区曾根崎新地壱丁目）、

売捌人熊谷久栄堂（神戸相生町東詰）・熊谷久栄堂
（大阪高麗橋二丁目）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価23銭。昭和6年7月28日寄託、三井ラベ
ルrD409・新・26」。
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Y2205－005　　　　　　　　　　　　近畿地方

浪華名所智橡

明治18（1885）

122×182ミリ1巻1冊83丁銅板
題簸：原・亀岡佐七朗編輯・村上吉兵衛校正浪華商
工技藝名所智橡商用手引表紙：原・黒色：卍繋ぎ型
押し

構成：題宇1、序1（明治十八の春四方白雲）、本文81

刊記：明治十八年三月廿五日御届、同十八年五月出
版、編輯兼出版人大阪府平民亀岡佐七郎（印）（西区
西長堀南通四丁目八番地）、校正人村上吉兵衛（印）

（西区北堀江上通三丁目三番地）、検補人生見堂垣
貫一右衛門（北区曾根崎新地一丁目九番地）、発売人

林安之助（東京府下神田区五軒町五番地）・成美堂
三浦源助（岐阜県下美濃国岐阜米屋町）・木曽糺（広島



〔146〕2．名鑑

県下備後国尾ノ道御所回り）・勝村治右衛門（京都府下

寺町植松町）・金石堂古鹿利兵衛（大坂長堀問屋橋
南詰）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価39銭。昭和6年10月30目寄託、三井ラ
ベルrD409・新」。

Y2205－006　　　　　　　　　　　　山ロ県
山ロ県巨豪商早見便覧

明治19（1886）

80×169ミリ1巻1冊90丁銅板
題簸：原・川崎源太郎編輯山口縣巨豪商早見便覧
表紙：原・黄色：卍繋ぎ型押し

構成：序1、本文89
刊記1明治十九年六月十二目出版御届、同年八月廿
二目出版、同年十一月廿目増補御届、同年十二月七
目出版、編輯増補人大阪府平民川崎源太郎（大阪府
下和泉国堺区神明町東2丁17番地、住当時同区熊野
町67番地寄留）、出版人大阪府平民川崎利吉（大阪府

下和泉国堺区神明町東2丁17番地、住当時同区熊野
町67番地寄留）、発免人泉亀吉（大阪府下南区高津3

番町5番地当時堺区櫛屋町東2丁中村容吉方同居）、
同盟特約売捌書林周防山口　宮川臣吉、長門萩同
支店・同藤川東輔・同松原喜兵衛、山口同支店、大阪
中川勘介、諸国書林。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和9年2月24目寄託、三井ラベルrD409・新・
37」。糸ホツレ。

Y2205－007　　　　　　　　　　　　　愛媛県
商工技芸愛媛魁

明治19（1886）

80×171ミリ1巻1冊35丁銅板
題簸：原・神戸上田利十郎編輯商工技藝愛媛魁表
紙：原・紫色：卍繋ぎ型押し

構成＝題字1、目録1、本文32、刊記・広告1

刊記：明治十九年六月目御届、同年八月出版、編輯人

大阪府平民川崎源太郎（大阪府下和泉同堺区神明町
東2丁17番地・住当時同区熊野町67番地寄留）、出
版人大阪府平民川崎利吉（大阪府下堺区神明町東2
丁17番地、住当時同区熊野町67番地寄留）、同盟特
約売捌書林東京山中市兵衛・同丸善書舗、西京出雲
寺文次郎、大阪中川勘助・同南谷新七、神戸弘読舎、
長崎虎與号、熊本長崎次郎、福岡山崎登、赤問関目報
社、広島以文社、岡山岡田源吉、姫路伊藤和七郎、徳
島、和歌山平井文造、奈良阪田一郎、名古屋石版社、

名古屋片野東四郎、堺集広舎・同鈴木久三郎、大津太
田支店、金沢近田太平、甲府内藤伝右衛門、久留米赤
司平輔、小倉、佐倉河内惣助、山口宮川臣吉、萩宮川
支店、山口松原貴平・同石光久輔・同清水一二三堂、
宮市藤井勝平・同開化堂。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年7，月23目寄託、三井ラベルrD409・新・
21」。

Y2205－008
［金沢商工便覧］

明治20（1887）

石川県

77×172ミリ1巻1冊126丁銅板
題籏：後・名勝風景物産物貨有名豪商工業技藝之早見
便覧（墨書）表紙：後・薄花色：卍繋ぎ型押し

構成：緒言1、本文125
刊記＝明治廿壼年月目出版、同年月目発行、著作者兼

発行印刷者大阪府平民川崎源太郎（大阪府堺区熊
野町三十一番屋敷寄留）、発行所堺区熊野町龍泉堂、
各所売捌書林東京巌々堂・同兎屋、西京太田新聞舗、
大阪中川勘助・駿々堂、名古屋永楽屋東四郎・同川瀬
代助・同矢田藤兵衛・同東雲堂、津州清簡堂・同井澤
重治郎、半田小学書籍会社・同小栗三平、亀崎耕芳園、

岡崎淡月堂・伊藤環翠堂、豊橋豊川堂・三盟舎・同
錘々堂、西尾山川大可・同博聞舎・聞益堂、金沢叢文
堂・同雲根堂、福井岡崎佐喜助、敦賀山上宗兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年12，月20日寄託、三井ラベル「D409・
新・41」。

Y2205－009　　　　　　　　　　　　山陽地方
三陽商工便覧

明治20（1887）

77×172ミリ1巻1冊87丁銅板
題簸：原・参陽商工便覧表紙：原・茄子紺色：布目地
型押し

構成：緒言1、本文86

刊記：明治廿壷年月目出版、同年月目発行、著作者兼

発行印刷者大阪府平民川崎源太郎（大阪府下堺区
熊野町三十壷番屋敷寄留）、発行所堺区熊野町龍泉
堂、各所売捌書林東京巌々堂・同兎屋、西京太田新
聞舗、大阪中川勘助・駿々堂、名古屋永楽屋東四郎・
同川瀬代助・同矢田藤兵衛・同東雲堂、津州清簡堂・

同井澤重治郎、半田小学書籍会社・同小栗三平、亀崎
耕芳園、岡崎淡月堂・伊藤環翠堂、豊橋豊川堂・三盟
舎・同鐸々堂、西尾山川大可・同博聞舎・聞益堂、金沢

叢文堂・同雲根堂、福井岡崎佐喜助、敦賀山上宗兵
衛。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：鉛筆落書きあり。昭和8年7月17目寄託、三井
ラベル「D409・新・38」。

Y2205－010　　　　　　　　　　　　　岡山県
作陽商工便覧

明治22（1889）

76×173ミリ1巻1冊26丁活版
題籏：原・作陽商工便覧表紙1原・黄色：無地
構成：題字1、本文26

刊記：明治廿二年七月目印刷、同年月目出版、著作者

兼発行者大阪府平民中谷與助（大阪府堺市宿屋町
廿三番屋敷）、印刷者同府平民川嵜源太郎（同府同
市熊野町三十」番屋敷）、発免元堺市熊野町龍泉堂、
東京巌々堂・同金花堂、西京太田新聞舗、大坂中川勘
助・同兎屋店、名古屋永楽屋書店・同川瀬代助、岡碕
淡月堂、豊橋豊川堂、静岡松本平七、甲府五明堂店、

高岡文港堂、松本水琴堂、同慶林堂、飯田精華堂・同
代田忠助・十一屋、堺慶雲堂、金沢中村喜平、富山中
田店、神戸弘読舎、岡山岡田源吉・同照明堂、和歌山
平井文助、広島早速社、山口宮川臣吉、津山万竹堂・
同照明堂支店、馬関目報社、福岡山嵜登、長崎虎与号、



熊本長嵜次郎、松江大芦利七、丸亀一新社、徳島岩嵜
寅造。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：間紙に酸性紙を使用。昭和8年6月15日寄託、
三井ラベル「D409・新・28」。

Y2205－011　　　　　　　　　　　　　北海道
［北海立志図録］

明治23（1890）

105×153ミリ1巻1冊74丁銅板
題籏：後・北海立志圖録表紙：原・黄色1布目地型押し
構成：小引1（明治二十有三稔星次庚寅仲春中澆鹿門
道人）、凡例1、序2（明治庚寅年四月書干自輯北海立
志図録巻端北島社主人潜龍）、本文70
刊記：明治廿三年月日印刷、同年月目出版、著者兼発

行人茨城縣平民高嵜龍太郎（北海道函館区末広町58
番地）、印刷人東京府士族館岸（同函館区末広町58番
地）、発売人函館末広町北嶋社・同重陽堂・同静光堂・

小樽港入舩町高頭長治・厚岸港湾月町寺門実・根室港
弥栄町星野謙吉。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1定価40銭。昭和9年2月24目寄託、三井ラベ
ノレ「D409・新・34」。

Y2205－012　　　　　　　　　　　　　北海道
［後志国盛業図録］

明治23（1890）

105×153ミリ1巻1冊86丁銅板
題簸：剥離表紙：原・黄色1布目地型押し

構成：題字2、序2（明治廿一年除月下旬北島社主人
潜龍）、凡例1、本文81
刊記：明治廿三年月日印刷、同年月目出版、著者兼発

行人茨城縣平民高嵜龍太郎（北海道函館区末広町58
番地）、印刷人東京府士族館岸（同函館区末広町58番
地）、発売人函館末広町北嶋社・同重陽堂・同静光堂・

小樽港入舩町高頭長治・厚岸港湾月町寺門実・根室港
弥栄町星野謙吉。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：定価40銭。昭和8年5月9目寄託、三井ラベル
rD409・新・33j。

Y2205－013　　　　　　　　　　　　　北海道

北海道繁栄図録　檜山爾志久遠ノ部

明治24（1891）

124×158ミリ1巻1冊57丁銅板
題簸：原・北海道繁栄図録檜山爾志久遠ノ部（打付）

表紙1原・ボール紙
構成：序2（明治廿四年八月　黙春散人松前譲）、折込

1、本文54
刊記：明治廿四年十月廿目出版、同年同月廿一日御
届、著者兼発行人北海道士族館道策（北海道函館区
恵比須町16番地）、印刷人北海道士族館岸（同函
館区末広町58番地）、発売所函館末広町北嶋社・同重
陽堂・同静光堂・同檜山郡江差港二八堂・同爾志郡熊
石村佐野書籍塵。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：序題はr江差繁盛図録」。昭和7年11月14日寄
託、三井ラベル「D409・新・31」。

2．名鑑2．名鑑！5．商人など／〔147〕

Y2205－014　　　　　　　　　　　　山陽地方

淡播農商工便覧

明治24（1891）

76×169ミリ1巻1冊57丁銅板
題簸：原・淡播農商工便覧表紙：原・深緑色：卍繋ぎ型
押し

構成1題字1、図1、本文55
刊記：明治二十四年十月印刷、明治二十四年十月出
版、筆者印刷兼発行者大阪府平民上田利平（大阪府
西成郡木津村第1157番屋敷住）、同盟売捌所東京
山中市兵衛、東京丸善店、西京出雲寺文二郎、奈良阪
田一郎、金沢近藤太平、名古ヤ片野東四郎、大阪中川
勘助、神戸弘読舎、長崎虎與号、［　］社、［　］吉、鳥

取杉村栄吉、サカイ集広舎、広島以文社。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1定価25銭。昭和9年6月6目寄託、三井ラベル
「D409・新・36」。

Y2205－015

家屋図入北海立志編　4
明治26（1893）

204×141ミリ1巻1冊78丁活版・銅板
題籏：元：家屋圖入北海立志編四表紙：後・白色：
無地
構成：題宇2、序2（明治廿六年十月函館井ロー眠・北
島社主人高崎龍太郎）、凡例1、本文74

刊記：明治廿六年九月三十目印刷、同年十月三十目
出版、著者兼出版人茨城縣平民高崎龍太郎印（函館
匪船場町廿三番地）、印刷人実弟高崎余市郎印・画
工男高崎雄次郎印、発売所北島社（函館匪船場町
廿三番地）・重陽堂（函館匠末廣町）・大盛堂（岩内港御

鉾内町五十三番地）。

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：18丁は欠落。昭和8年8月1目寄託、三井ラベ
ルrB940・新・63」

Y2205－016　　　　　　　　　　　　　群馬県
［群馬県名家繁昌図録］

明治一

84×196ミリ1巻1冊60丁銅板
題簸：後・群馬縣名家繁昌圖録（墨書）表紙：後・黒
色：東六条藤唐草型押し

構成：遊紙1、本文47、白紙12
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和6年12月15日寄託、三井ラベル「D409・
新・30」。和紙に全面糊付け、保存注意。

Y2205－017　　　　　　　　　　　　　新潟県
［商工技芸新潟魁］

明治一

73×171ミリ1巻1冊170丁銅板
題籏：後・新潟縣下各商店案内書（墨書）表紙：後・白

色：布目地型押し

印記：ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：政府からの褒賞状などを掲載。昭和6年6月24
目寄託、三井ラベル「D409・新・29」。
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Y2205－018　　　　　　　　　　　　福岡県
筑紫名所豪商案内記

明治一

84×170ミリ1巻1冊69丁銅板
題策：原・川嵜源太郎編輯筑紫名所豪商案内記表
紙：原・黒色無地

構成1川崎利光刻（欄外）

印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考1昭和7年9月19目寄託、三井ラベルrD409・新・
27」。
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3．地誌

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シリーズ記述）
史料群名　　　（三井文庫旧蔵袋綴本）地　誌

年　　代　　天平5年（733）～大正3年（1914）

数　量2465巻2470冊・512枚
出　　所’三井文庫

　三井文庫に入る前の第二次・第三次の出所については、蔵書印記欄・備考欄を参照のことる

内　　　容　　本目録では、地誌をきわめて広義に捉え、①古代の風土記あるいは中国の「大明一統志」

に編纂方針をならった幕府や藩や明治政府などが公の編纂事業として行った狭義の「地誌」ばかりでな

く、②村況などを書き上げたもの、③紀行文、④案内記・名所記の類、⑤特定の土地と深く結びついた

人物の事績集（城主記・孝義録）などを収めた。

　本項目に収めた史料は、その対象とする地域別に集計すると、愛知県55件、ついで京都府39件、東

京都25件で、これら以外は20件に満たない。また山形・鳥取・山口・宮崎県を扱った史料は見あたら

ない。したがって、収集傾向にやや偏りがみられる。

整理の方法

　整理は地域分類表に準　地誌の細分類表（番号　分類名）

拠した分類をもって行っ

た（「地誌の細分類表」を

参照のこと）。請求番号は、

XO3・Y13・Y23の
後に右の細分類表中に示

した番号2桁を付けた。ま

た、近世以前のものについ

ては、「内容に関するキー

ワード」に旧国名を補記し

た。

01目本 史02府県一覧　　＊03東目本　　　歯04西目本

10北海道

20東北地方 21青森県　　　22岩手県　　　23宮城県
24秋田県　　　　　　　　　　　26福島県

30関東地方 31茨城県　　　32栃木県　　　33群馬県
34埼玉県　　　35千葉県　　　36東京都
37神奈川県　　蛤8伊豆七島・豆南小笠原島
　　　　　　　｝40北陸地方 41新潟県　　　42富山県　　　43石川県
44福井県

51山梨県　　　52長野県　　　53岐阜県
54静岡県　　　55愛知県　　　56三重県

60近畿地方 61滋賀県　　　62京都府　　　63大阪府
64兵庫県　　　65奈良県　　　66和歌山県
73島根県

75岡山県　　　76広島県
81徳島県　　　82香川県　　　83愛媛県
84高知県

gO九州地方 91福岡県　　　92佐賀県　　　93長崎県

94熊本県　　　95大分県
97鹿児島県　　歯98沖縄県

99外国
注）本表の番号は、基本的に地域分類表に準じたが、一部、独自に設けた番号

　や、番号の入れ換えをするなどの変更を施した（表中の歯部分）。



誌

奇談XO301－001－02（2）

［続向燈吐話　7］

（1740年）

25丁写本
構成＝目録1、本文24
印記：榎本・方喜・北滝・花押。

奇談XO301－001－02（3）

［続向燈吐話　8］

（1740年）

22丁写本
構成：目録2、本文20
印記＝榎本・方喜・北滝・花押。

奇談XO301－001－02（4）

［続向燈吐話　9］

（1740年）

21丁写本
構成：目録2、本文19
印記：榎本・方喜・北滝・花押。

奇談

誌3．地

3．地

XO301－001－02（5）

［続向燈吐話　10］

（1740年）

25丁写本
構成：目録1、本文24
印記：榎本・方喜・北滝・花押。

XO301－002－01　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　1上
明和3（序）（1766）

269×180ミリ5巻5冊（11冊に分冊）68丁写本
題簸＝原・東行記一之上表紙：後・藍色無地
構成：序2（明和歳次丙戌春三月福魯斎老人識於武陽

醇月堂）、概要1、本文65
印記：常董之印・福原氏・宗辰所集・三井家3。

備考：讃岐～江戸。巻1の10丁メ表・18丁メ表・63丁メ
裏に切紙貼付がある。枠は木版刷り。前表紙にrホニ百
十四」（貼紙）と「ホニ百十四1拾一巻」（下ヶ札）、後ろ表

紙見返し裏に「東行記」（下ヶ札）。

XO301－002－02　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　1中

（1766年）

269×180ミリ47丁写本
題籏：原・東行記一之中表紙：後・藍色無地
構成：概要1、本文46
印記＝常董之印・福原氏・宗辰所集・三井家3。

備考：14丁表・29丁表・36丁表・38丁裏・39丁表・42
丁裏・44丁裏に切紙貼付がある。枠は木版刷り。

〔150〕

3．地誌101、日本1

×0301－001－01（1）　　　　　　　　　　　　奇談

［続向燈吐話　1］
元文5（序）（1740）

229×159ミリ10巻10冊（2冊に合綴）39丁写本
題籏：原・奇談続向燈夜話壱より五迄表紙：後・薄茶

色無地
構成1序2（元文庚申年初春資等）、目録1、本文36
印記1榎本・方喜・北滝・花押。

備考：2冊共、帳に入る。

奇談XO301－001－01（2）

［続向燈吐話　2］

（1740年）

30丁写本
構成：目録1、本文29
印記：榎本・方喜・北滝・花押。

奇談XO301－001－01（3）

［続向燈吐話　3］

（1740年）

32丁写本
構成：目録1、本文31
印記：榎本・方喜・北滝・花押。

奇談XO301－001－01（4）

［続向燈吐話　4］

（1740年）

28丁写本
構成：目録1、本文27
印記：方喜・北滝・花押。

奇談XO301－001－01（5）

［続向燈吐話　5］

（1740年）

21丁写本
構成：目録1、本文20
印記：方喜・北滝・花押。

XO301－001－02（1）　　　　　　　　　　　　奇談

［続向燈吐話　6］

（1740年）

229×160ミリ25丁写本
題簸：原・奇談続向燈夜話六より十迄表紙：後・薄茶

色無地
構成：目録1、本文24
印記：榎本・方喜・北滝・花押。

備考：前表紙見返しに「評目幻化虚証能巧言猶狐狸
欺常化人」（墨書）
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XO301－002－03　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　1下

（1766年）

269×180ミリ71丁写本
題簸：原・東行記r之下表紙：後・藍色無地
構成：概要2、本文69
印記：常董之印・福原氏・宗辰所集・三井家3。

備考：4．・5丁問・24丁表・26丁裏・30丁裏・35丁表・

48丁裏・51丁裏・53丁表・62裏に切紙貼付などがある。
枠は木版刷り。

XO301－002－04　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　2上

（1766年）

270×182ミリ63丁写本
題籏：原・東行記二之上表紙：後・藍色無地

構成1概要1、本文62
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：表紙見返し間に「扁鵠史記…」・1丁丁間・4丁
裏・5・6丁間・17丁表・24丁裏・28丁裏・59丁裏に切
紙貼付などがある。枠は木版刷り。

XO301－002－05　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　2下
（1766年）

270×181ミリ65丁写本
題簸＝原・東行記二之下表紙：後・藍色無地
構成：概要1、本文64

印記：宗辰所集・三井家3。

備考ユ6丁裏に切紙が貼付される。枠は木版刷り。

XO301－002－06　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　3上
（1766年）

270×181ミリ66丁写本
題簸：原・東行記三之上表紙1後・藍色無地
構成：概要1、追加2、本文63
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：24丁表・29丁表・44丁裏に切紙が貼付される。
枠は木版刷り。

XO301－002－07　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　3下
（1766年）

269×180ミリ51丁写本
題簸：原・東行記三之下表紙：後・藍色無地
構成：概要1、本文49、追加1
印記：宗辰所集・三井家3。
備考：枠は木版刷り。

XO301－002－08　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　4上

（1766年）

270×181ミリ59丁写本
題簸：原・東行記四之上表紙：後・藍色無地

構成：概要1、本文58

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：9丁裏・11丁表・23丁表・25丁表・27丁裏・28

丁裏・29丁裏31丁裏・32丁裏・33丁裏・34丁裏・37
丁裏・38丁裏・42丁裏48丁裏・49丁裏・52丁裏・53
丁表・55丁表に切紙が貼付される。11丁の丁間に継紙
1がある。枠は木版刷り。

XO301－002－09　　　　　　　　　　　　名所記

東行記4下
（1766年）

269×180ミリ57丁写本
題簸：原・東行記四之下表紙1後・藍色無地

構成1概要1、本文56
印記：宗辰所集・三井家3。

備考：1丁裏・6丁裏・11丁裏・13丁裏・17丁裏24丁
表に切紙が貼付される。枠は木版刷り。

XO301－002－10　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　5上
（1766年）

270×182ミリ58丁写本
題簸：原・東行記五之上表紙：後・藍色無地
構成：概要1、本文57

印記：宗辰所集・三井家3。

備考：4丁裏、21・22丁間、22丁表・28丁表・30丁裏・

39丁裏・44丁裏・45丁表・47丁裏・54丁裏に切紙貼
付などがある。枠は木版刷り。

XO301－002－11　　　　　　　　　　　　　名所記

東行記　5下
明和3（駿）（1766）

270×181ミリ49丁写本
題簸：原・東行記五之下表紙：後・藍色無地
構成：概要1、本文46、賊2（明和三年星次丙戌五月筑
峰植木金）

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：31丁表に切紙貼付がある。枠は木版刷り。

XO301－003－01　　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　1

（1812年）

258×187ミリ12巻12冊43丁写本
題簸：原・東遊雑記一表紙1後・濃緑色：薄雁山型押
し

構成：序4（水戸内藤貞常伯通・天明八年戊申孟夏備
中古川辰）・付言2（古松軒）、本文37

刊記：備中岡田古河辰著（巻頭）。

印記lOに二と二安・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホニ百四」（貼紙）と「ホ印二百四／十二
冊」（下ヶ札）。

XO301－003－02

東遊雑記　2

（1812年）

259×186ミリ48丁写本

巡見使



812年）

0×189ミリ39丁写本
簸1原・東遊雑記九表紙：後・濃緑色1薄雁山型押

記：○に二と二安・宗辰所集・三井家3。

q
2
6
題
し
印

XO301－003－10　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　10
（1812年）

259×189ミリ23丁写本
題籏二原・東遊雑記十表紙：後・濃緑色：薄雁山型押

し

印記：Oに二と二安・宗辰所集・三井家3。

XO301－003－11　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　11
（1812年）

259×189ミリ34丁写本
題簸：原・東遊雑記十一表紙：後・濃緑色：薄雁山型

押し
印記：Oに二と二安・宗辰所集・三井家3。

XO301－003－12　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　12
文化9（賊）（1812）

259×188ミリ31丁写本
題簸：原・東遊雑記十二表紙：後・濃緑色：薄雁山型

押し

構成：本文29、践2（文化九年申仲春藤元良父）
刊記：古河辰著（巻頭）、干時寛政元己酉年季夏橘辰

行年六十三記之。
印記：Oに二と二安・宗辰所集・三井家3。

XO301－004－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道中言己

勢讃日記　乾
文化年間以降（内容）（1817）

237×162ミリ1巻1冊（2冊に分冊）123丁写本
題籏：原・勢讃目記乾表紙：後・薄茶色無地
刊記：二月廿三目（中略）長岡（中略）朝六時過門出し

草生津信濃川東岸にて親戚朋友乃発旅見送り（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ印三百七十五」（貼紙）と「ホ印三百

七十五1二冊」（下ヶ札）。

XO301－004－02　　　　　　　　　　　　道中記

勢讃日記　坤
（1817年）

237×162ミリ127丁写本
題簸：原・勢讃日記坤表紙：後・薄茶色無地

印記：宗辰所集・三井家3。

XO301－005－01

諸国厳命記　上
文政5（序）（1822）

260×185ミリ2巻2冊22丁写本

〔152〕3．地誌

塞籏1原・東遊雑記二表紙：後・濃緑色：薄雁山型押

XO301－003－03　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　3

（1812年）

259×188ミリ46丁写本
題簸：原・東遊雑記三表紙：後・濃緑色：薄雁山型押

し

印記：Oに二と二安・宗辰所集・三井家3。

XO301－003－04　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　4

（1812年）

259×188ミリ47丁写本
題簸：原・東遊雑記四表紙：後・濃緑色：薄雁山型押

し

印記：Oに二と二安・宗辰所集・三井家3。

備考：巻末に洋箋の挿み込みがある。

0301－003－05　　　　　　　　　　　　巡見使

こ遊雑記　5

1812年）

58×188ミリ32丁写本
藝簸：原・東遊雑記五表紙：後・濃緑色：薄雁山型押

XO301－003－06　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　6

（1812年）

259×188ミリ37丁写本
題簸：原・東遊雑記六表紙：後・濃緑色＝薄雁山型押

し

印記：○に二と二安・宗辰所集・三井家3。

XO301－003－07　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　7

（1812年）

259×188ミリ41丁写本
題籏：原・東遊雑記七表紙：後・濃緑色：薄雁山型押

し

印記：Oに二と二安・宗辰所集・三井家3。

XO301．003－08　　　　　　　　　　　　巡見使

東遊雑記　8

（1812年）

260×189ミリ29丁写本
題簸＝原・東遊雑記八表紙1後・濃緑色：薄雁山型押

し

印記：Oに二と二安・宗辰所集・三井家3。

巡見使XO301－003－09

東遊雑記　9



題簸：原・諸國厳命記上表紙：後・布目地型押しに渋
引き

構成：序1（文政五午歳霜降月）、本文21
刊記：植村氏撰（巻頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考＝前表紙にrホ百九／二巻」（下ヶ札）。

XO301－005－02

諸国厳命記下
（1822年）

261×185ミリ20丁写本
題簸：原・諸國厳命記下表紙：後・布目地型押しに渋
引き

構成1本文18、賊2（駒場御薬園領植村氏誌）
印記1宗辰所集・三井家3。

XO301－006－01　　　　　　　　　　　　　紀行

諸国巡覧之記乾
（1826年）

228×169ミリ2巻2冊43丁写本
題簸：原・諸國巡覧之記乾表紙：後・白色：卍繋ぎ型
押し

構成：目録1、東街道之記9、西国順礼之記12、大阪見

物記2、九州巡覧之記17、京都見物記2
印記＝斎藤文庫・四・宗辰所集・三井家3。

備考＝前表紙に「ホ五百五」（貼紙）と「ホ印五百五／二
冊」（下ヶ札）。

XO301－006－02　　　　　　　　　　　　　紀行

諸国巡覧之記　坤

文政9（1826）

228×169ミリ53丁写本
題簸：原・諸國巡覧之記坤表紙1後・白色：卍繋ぎ型
押し

構成：目録1、木曽街道記9、身延街道之記5、秩父順
礼之記9、坂東順礼之記8、江戸名所之記4、従鹿島目
光奥羽下向順路記10、北越之記6、書写奥1
刊記：文政九歳丙戌梅月書之尾崎。
印記＝斎藤文庫・宗辰所集・三井家3。

XO301－007－01　　　　　　　　　　巡見使日記

［江戸ヨリ豊後迄巡行記　1］

天保8（1837）

265×190ミリ3巻3冊39丁写本
題籔：原・江戸ヨリ大坂迄巡行記豊後巡行記井二大坂
ヨリ海上豊前迄巡行記一表紙：後・薄緑色：波頭に鳥
型押し

刊記＝おふやけの天ケ下御代しろしめすはしめとて天保

ハ八乃酉のとし七月中の六目豊前豊後伊予土佐阿波
讃岐淡路浦々嶋々まても廻るへき候故を蒙り…　（巻
頭）。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙に「ホ百八十六」（貼紙）と「ホ印百八十六／
三冊」（下ヶ札）。

XO301－007－02　　　　　　　　巡見巡見使日記

［江戸ヨリ豊後迄巡行記　2］

3．地　誌　3．地誌101．日本／　〔153〕

（1837年）

266×190ミリ64丁写本
題籏＝原・江戸ヨリ大坂迄巡行記豊後巡行記井二大坂
ヨリ海上豊前迄巡行記二表紙：後・薄緑色：波頭に鳥
型押し

印記：宗辰所集・三井家3。

XO301－007－03　　　　　　　　　　　巡見使日記

［江戸ヨリ豊後迄巡行記　3］

（1837年）

266×190ミリ74丁写本
題簸：原・江戸ヨリ大坂迄巡行記豊後巡行記井二大坂
ヨリ海上豊前迄巡行記三表紙：後・薄緑色：波頭に鳥
型押し

印記二宗辰所集・三井家3。

XO301－008　　　　　　　　　　　　　地名由来

阿倍磐根疑間

天保12（1841）

300×195ミリ1巻1冊6丁写本
題籏＝原・阿倍磐根疑問表紙＝原・生成

刊記：天保十二丑年三月廿三目ミちのく人阿倍磐根
（花押・群助）、藤垣内大人。

印記：本居文庫・本居蔵書・三井文庫。

備考：前表紙に「ミちのく人阿倍磐根上」「疑問」「雑書」

（墨書）。後ろ表紙見返しに三井ラベルrC220・3」

XO301－009－01（1）

［日本風土記　1］

274×183ミリ5巻5冊（2冊に合綴）12丁写本
題籏：後・目本風土記上（打付墨書）表紙＝後・覗色：

雲文繋地に桐唐草型押し
構成二遊紙1、目録4、巻1本文7
印記：積慶堂収蔵記・宗辰所集・三井家3。

備考：「目新堂」の罫紙を使用。前表紙に「ホ三百九十
三」（貼紙）とrホ印三百九十三／　冊」（下ヶ札）。

XO301－009－01（2）

［日本風土記　2］

9丁

備考：「日新堂」の罫紙を使用。

XO301－009－01（3）

［日本風土記　3］

12丁
備考：「目新堂」の罫紙を使用。

XO301－009－02（1）

［日本風土記　4］

274×183ミリ10丁写本
題簸：後・目本風土記下（打付墨書）表紙：後・覗色：

雲文繋地に桐唐草型押し



XO301－013　　　　　　　　　　　　　　カルタ

［諸国領主物産骨牌］

万延1以降（内容）（1860）

75×56ミリ4編475枚475丁写本
構成：元124（物産）、亨119（物産）、貞112（大名の名

前・石高）、利120（大名の名前・石高）

印記1三井文庫。

備考：4つの紙鉄に分封、さらに桐箱黒塗りに入る。r大

正十一年四月十一目浅倉屋書店ヨリ購入」、三井ラベ
ノレ「C190・3」。

Y1301－001－01

［風土記　上］

（1651年）

243×175ミリ2巻2冊26丁整版
題籏1なし表紙：後・濃藍色無地
刊記：王代記目録頒日…（冒頭）。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：裏打ちあり。三井ラベル「C200・新・5」

Y1301－001－02

［風土記　下］

慶安4（1651）

243×175ミリ22丁整版
題籏：なし表紙：後・濃藍色無地

刊記：慶安四辛卯孟春吉辰。

印記汐サギ・しんまちみついけ。
備考：裏打ちあり。三井ラベル「C200・新・5」

Y1301－002（1）　　　　　　　　　　　　道中記

［諸国案内旅雀　4］

（1687年）

108×162ミリ2巻2冊（1冊に合綴）30丁整版
題籏：後・諸国旅雀四七（墨書）・貞享版（朱書）表

紙：後・藍色無地

構成1京より紀州高野ヘノ陸道ほか30
印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：柱刻はr諸国道中記四」。前表紙にr貞享四年」
「諸国旅雀」（貼紙）、前表紙見返しに「柊屋利兵衛・利

利・久石」（墨書）、書入・丁破れがある。

Y1301－002（2）　　　　　　　　　　　道中記

［諸国案内旅雀　7］

貞享4（1687）

33丁整版
構成：西国船路道中記ほか33、践
刊記：［　　］櫃蔵之書也予累年請求之今鑛梓以興世
人珠重之他目携此書則坐而知遠近之駅路面而看事跡
之名所者也目本六十余州天之所覆地之所載海外塞上
無不詳記也実天下之宝書也貞享丁卯年孟春吉日八
幡町通御幸町西二入町書林山本五兵衛梓。
備考：柱刻は「諸国道中記七」。三井ラベル「C170・新・

13A」。昭和6年11月26目寄託。

誌地3〔154〕

構成：遊紙1、本文9
印記：積慶堂収蔵記・宗辰所集・三井家3。

備考：「目新堂」の罫紙を使用。

XO301－009－02（2）

［日本風土記　5］

19丁
備考：「日新堂」の罫紙を使用。

紀行XO301－010

東西遊記後拾遺

267×194ミリ1巻1冊46丁写本
題簸：原・東西遊記後拾遺（墨書打付）表紙：原・薄花

田色無地
構成：目録3、本文43
備考：最終丁に「名八番」（下ヶ札）

江戸幕府地誌編纂局所輯　上

XO301－011－01

地志書目［稿］

236×161ミリ2巻2冊99丁写本
題籏：原・地志書目　江戸幕府地誌編纂局所輯上表
紙：原・鴬色：布目地に青海波型押し

構成：遊紙1、凡例1、本文97
印記：邨岡良弼・三井家編纂室蔵書。

備考：結び綴じ。凡例中にr地誌書目稿」とあり。表紙見

返しにr騨書ハ内閣文庫本、墨細書ハ良弼蔵本、O符
同上」と朱書・墨書あり。「巣陰書屋」の罫紙を使用。三

井ラベル「C130・7」、明治44年9月18目購求の印。

江戸幕府地誌編纂局所輯　下

XO301－011－02

地志書目［稿］

237×161ミリ80丁写本
題籏：原・地志書目　江戸幕府地誌編纂局所輯下表
紙：原・鴬色：布目地に青海波型押し

構成：遊紙1、本文72、白紙7
印記：邨岡良弼・三井家編纂室蔵書。

備考：結び綴じ。「業陰書屋」の罫紙を使用。明治期の

加筆あり。三井ラベルrC130・7」、明治44年9月18目
購求の印。

XO301－012

地誌目録　地理局本

明治18（1885）

240×165ミリ1巻1冊107丁写本
題籏：原・地志目録地理局本完表紙：原・藍色：布
目地型押し

構成：内表紙1、例言1（明治十七年十二月内務省地理

局河田照）、本文105

印記：三井家編纂室蔵書。

備考1内表紙に「明治十八年二月　地誌目録完内務
省地理局」とある。三井ラベルrC130・8」。明治44年9

月18目購求の印。



〔155〕地　誌　3．地誌！01．日本13

名所記

表紙：原・黄土色無

Y1301－003－07

日本国花万葉記　5
（1697年）

111×166ミリ33丁整版
題簸：原・目本國花萬葉記（方籏

地
構成：［和泉国］

備考：朱書あり

名所記

表紙：原・黄土色無

Y1301－003－08

臼本国花万葉記　6の1
（1697年）

110×165ミリ64丁整版
題籏：原・目本國花萬葉記（方籏

地
構成：［摂津国］

備考：朱書あり

名所記

表紙：原・黄土色無

Y1301－003－09

日本国花万葉記　6の2
（1697年）

111×165ミリ51丁整版
題簸1原・日本國花萬葉記（方簸
地

構成：［摂津国］

Y1301－003－10　　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　6の3
（1697年）

110×165ミリ59丁整版
題簸：原・目本國花萬葉記（方簸）表紙：原・黄土色無

地

構成：目録3、本文56［摂津国］

備考：丁間に防虫剤用の切紙1あり。

Y1301－003－11　　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　6の4
（1697年）

110×164ミリ58丁整版
題籏：原・目本國花萬葉記（方籏）表紙：原・黄土色無

地
構成：［摂津国］

備考：丁間に防虫剤用の切紙1あり。

Y1301－003－12　　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　7上
（1697年）

110×165ミリ60丁整版
題簸：原・日本國花萬葉記（方簸）表紙：原・黄土色無

地
構成＝［武蔵国］

備考：朱書・貼紙あり、18丁は重複。

奪成：序2（難波の東の軒不洗子）、凡例1、総目録5
山城国］68

1記：加賀屋・Oに合（見返し）。

旨考：手提げ付桐木箱に入る。木箱の大きさは高さ324

1幅130×奥行190ミリメートル。箱の底部に「未光六・
』
ロ
イ ・人イホ・国花萬葉記・全部二十一冊・口祢軒・市

、」（墨書）。前表紙見返しに「四百七十七」（墨書）。朱
芋あり。

Y1301－003－02　　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　1下
（1697年）

110×164ミリ57丁整版
題簸：原・□花萬葉記（方簸）表紙：原・黄土色無地
構成：［山城国］

備考：請求番号変更

名所記Y1301－003－03

［日本国花万葉記　2上］

（1697年）

110×164ミリ51丁整版
題籏：原・（方籏）表紙：原・黄土色無地
構成：［山城国】

備考＝請求番号変更

Y1301－003－04　　　　　　　　　　　　名所記

臼本国花万葉記　2下
（1697年）

110×165ミリ48丁整版
題簸：原・目本國花萬葉記（方簸）表紙：原・黄土色無

地
構成1［山城国］

Y1301－003－05　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　3
（1697年）

110×165ミリ71丁整版
題簸：原・目本□［コ萬葉記（方簸）表紙：原・黄土色無

地
構成：［大和国］

備考：朱書あり

名所記

表紙：原・黄土色無

Y1301－003－06

日本国花万葉記　4
（1697年）

111×166ミリ29丁整版
題簸二原・目本國花萬葉記（方簸

地
構成：［河内国］

備考：朱書あり



簸＝原・目本國花萬葉記（方籏）表紙：原・黄土色無

成：［山陰道8ヶ国・山陽道8ヶ国］

考：朱書あり

題
地
構
備

名所記

表紙：原・黄土色無

Y1301－003－20

日本国花万葉記　14上
（1697年）

m×164ミリ38丁整版
題籏＝原・目本國花萬葉記（方簸

地
構成：［南海道6ヶ国］

備考：朱書あり

Y1301－003－21　　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　14下
元禄10（1697）

111×164ミリ44丁整版
題籏：原・目本國花萬葉記（方籏）表紙：原・黄土色無

地
構成＝本文43、賊1（難波下子菊本氏賀保）［西海道

9ケ国2島］

刊記：元禄十丁丑歳仲夏當辰難波書林高麗橋西
油屋與兵衛・高麗橋一丁目藤屋弥兵衛・堺筋備後丁八
尾甚左衛門・心斎橋淡路丁村上加兵衛・同道修丁中村

新蔵・上人町雁金屋庄兵衛。

備考：朱書あり

Y1301－004－01

改正人国記　上
元禄13（序）（1700）

255×180ミリ2巻2冊66丁整版
題籔：元・改正人國記上表紙＝後・錆色：網目型押し

構成：序7（元禄庚辰端午目木斎平祖）、目録1、本文

58
印記二宗辰所集・三井家3。

備考1扉に「六十六州人國記　目本各國風土圖説摂
津書房星文堂」、序2丁裏にr淀住八軸家主人蔵」（墨
書）。三井ラベル「C190・新・4」。

Y1301－004－02

改正人国記　下
（1700年）

255×180ミリ49丁整版
題簸＝元・改正人國記下表紙：後・錆色：網目型押し

構成＝目録1、本文48、刊記・易学階梯ほか7部広告
刊記：浪華書雛藤屋弥兵衛・藤屋徳兵衛・細屋茂兵
衛。

印記：宗辰所集・三井家3。
備考：48丁裏に「淀住八軸家主人蔵」（墨書）。

Y1301－005
［日本諸国名物尽］

享保12（1727）

260×178ミリ1巻1冊16丁整版
題簸：後・諸国名物蓋（墨書）表紙：後・藍色無地

3．地誌〔156〕

名所記Y1301－003－13

［日本国花万葉記　7下］

（1697年）

111×164ミリ57丁整版
題籏：ほぼ剥離表紙：原・黄土色無地
構成：［武蔵国］

Y1301－003－14　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　8
（1697年）

111×165ミリ54丁整版
題簸：原・日本國花萬葉記（方籏）表紙＝原・黄土色無

地
構成：［東海道の内相模・伊豆・甲斐・駿河・遠江・三河］

備考：朱書・貼紙あり

Y1301－003．15　　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　9
（1697年）

110×165ミリ39丁整版
題簸：原・目本國花萬葉記（方籏）表紙：原・黄土色無

地
構成：［東海道の内尾張・志摩・伊勢・伊賀］

備考：朱書あり

Y1301－003－16　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　10
（1697年）

110×165ミリ65丁整版
題籏＝原・目本國花萬葉記（方籔）表紙：原・黄土色無

地
構成：［東海道の内下総・上総・安房・常陸、東山道］

備考：朱書・貼紙あり

Y1301－003－17　　　　　　　　　　　　　名所記

日本国花万葉記　11
（1697年）

111×165ミリ72丁整版
題籏：原・目本國花萬葉記（方簸）表紙：原・黄土色無

地
構成：［東海道の内信濃・上野・下野・陸奥・出羽］

備考：朱書あり

名所記Y1301－003－18

［日本国花万葉記　12］

（1697年）

111×165ミリ36丁整版
題簸：剥離表紙：原・黄土色無地
構成：［北陸道7ヶ国］

備考：朱書あり

名所記Y1301－003－19

日本国花万葉記　13
（1697年）

111×164ミリ67丁整版



構成：前付5（大目本國図・國々詞づかひ・潮満干之
図・江戸年中行事ほか）、本文11

刊記：享保十二年未正月吉目通あふら町はん木屋
甚四郎開板。

印記＝木村氏・越後平林東［　】屋・ウサギ・しんまちみ

ついけ・三井文庫。

備考1後ろ表紙にr昭和九、十一、廿■」（鉛筆書）

Y1301－006（1）　　　　　　　　　　　　　奇談
［本朝奇跡談　上］

（1774年）

223×160ミリ3巻4冊（1冊に合綴）21丁整版
題籏：原・本朝奇跡談上表紙：原・藍色無地
構成：序2（安永三年午清明目京都牛隠竹叢高尚）、目
録4、上巻15

Y1301－006（2）

［本朝奇跡談　中］

（1774年）

21丁
構成：中巻21

Y1301－006（3）

［本朝奇跡談　下本］

（1774年）

12丁
構成：下巻本12

奇談

奇談

Y1301－006（4）　　　　　　　　　　　　　奇談
［本朝奇跡談　下末］

安永3（1774）

11丁
構成：下巻末11

刊記1安永三年午正月吉日書林江戸目本橋通南二
丁目　野田七兵衛・大坂心斎橋北詰和泉屋卯兵衛・
京寺町通三条上ル町茶屋安兵衛・同四条通東洞院
西へ入町村上治兵衛。
備考1後ろ表紙に「名八番」（下ヶ札）。三井ラベル
「B940・5」

Y1301－007　　　　　　　　　　　　地名・名所

大日本地名便覧

寛政2（1790）

357×503ミリー枚物1丁整版
題簸：原・大目本地名便覧表紙1原・生成

刊記：寛政二年孟春梓既成書璋江戸目本橋室町三
丁目申椒堂須原屋市兵衛。
印記1□斎蔵書・しんまちみついけ。

備考：昭和7年4月8目寄託、三井ラベルrC190・24」

Y1301－008－01

山海名産図会　1

（1799年）

258×180ミリ5巻5冊17丁整版
題簸1原・山海名産圖會一表紙：原・浅花田色：山に
波頭型押しと霞に千鳥刷り

3，地　誌　3．地誌ノ01．目本！　〔157〕

構成＝遊紙1、序3（寛政戊午膿月旦淀木邨孔恭）、目
録・図2、本文11

印記：中川氏蔵・溝口文庫・三井文庫。

備考：本文「一ノニ」の丁間に学習研究社編集局原稿
用紙1枚（連歌のようす…万年筆書き〉・「一ノ三jの丁

間に学習研究社編集局原稿用紙1枚（レイアウト万年筆
書き）がある。三井ラベル「EO20・3」

Y1301－008－02

山海名産図会　2

（1799年）

258×180ミリ42丁整版
題簸：原・山海名産圖會二表紙：原・浅花田色1山に
波頭型押しと霞に千鳥刷り

構成：目録1、本文41
印記：中川氏蔵・溝口文庫・三井文庫。

備考1三井ラベル「EO20・3」

Y1301－008－03

山海名産図会　3

（1799年）

257×180ミリ28丁整版
題簸二原・山海名産圖會三表紙：原・浅花田色：山に
波頭型押しと霞に千鳥刷り

構成：目録1、本文27
印記：中川氏蔵・溝口文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「EO20・3」

Y1301－008－04

山海名産図会　4

（1799年）

257×180ミリ36丁整版
題籏1原・山海名産圖會四表紙：原・浅花田色：山に
波頭型押しと霞に千鳥刷り

構成：目録1、本文35
印記1中川氏蔵・溝口文庫・三井文庫。

備考：三井ラベル「EO20・3」

Y1301－008－05

山海名産図会　5

寛政11（1799）

257×180ミリ32丁整版
題簸：原・山海名産圖會五表紙：原・浅花田色：山に
波頭型押しと霞に千鳥刷り

構成：目録1、本文29、蹟2（寛政十歳）

刊記：書画法橋関月、寛政十一己未年正月　高木遷喬
堂梓、浪華書蝉心斎橋筋北久太郎町盟屋長兵衛。
印記：中川氏蔵・溝口文庫・三井文庫。

Y1301－009（1）　　　　　　　　　　　　　奇談

［諸国里人談　1］

寛政12（1800）

230×164ミリ5巻5冊（1冊に合綴）20丁整版
題簸1原・諸國里人談一表紙：原・覗色無地
構成：序1（東都俳林菊米山翁浩凍）、巻1目録1、本文
18
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刊記：延申郎浩凍著・池田二酉堂蔵版（封面）、寛政十

二庚申正月吉目　書林京都須原屋平左衛門・江都須
原屋平助。

備考：後ろ表紙に「名十一番」（下ヶ札）。三井ラベル
「G940・3」

Y1301－009（2）

［諸国里人談　2］

（1800年）

21丁整版
構成：目録1、本文20、

Y1301－009（3）

［諸国里人談　3］

（1800年）

20丁整版
構成：目録1、本文19

Y1301－009（4）

［諸国里人談　4］

（1800年）

19丁整版
構成：目録1、本文18

Y1301－009（5）

［諸国里人談　5］

（1800年）

22丁整版
構成：目録1、本文19、蹟2（寛政十二のとし申乃春平

安秋里籠島）

Y1301－010－01　　　　　　　　　　　　名跡誌

今按名蹟考　1
（1805年）

266×187ミリ5巻5冊51丁整版
題簸：原・今按名蹟考一表紙：原・薄花田色無地
印記1村瀬蔵書・宗辰所集・三井家3。
備考：前表紙にrホ四百五」（貼紙）と「ホ印四百五！五

冊」（下ヶ札）。

Y1301－010－02　　　　　　　　　　　　名跡誌

今按名蹟考　2
（1805年）

266×185ミリ37丁整版
題簸：原・今按名蹟考二表紙：原・薄花田色無地
印記＝村瀬蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1301－010－03　　　　　　　　　　　　名跡誌

今按名蹟考　3
（1805年）

266×186ミリ27丁整版
題簸：原・今按名蹟考三表紙：原・薄花田色無地
印記：村瀬蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1301－010－04 名跡誌

今按名蹟考　4
（1805年）

266×185ミリ34丁整版
題簸：原・今按名蹟考四表紙：原・薄花田色無地
印記：村瀬蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1301－010－05　　　　　　　　　　　　名跡誌

今按名蹟考　5
文化2（践）（1805）

266×185ミリ33丁整版
題簸：原・今按名蹟考五終表紙：原・薄花田色無地
構成：本文29、践（文化二とせといふ年長原忠睦）4

刊記：書林紀州若山新通三丁目加勢田屋平右衛門・
同新通二丁目帯屋伊兵衛・京都御幸町姉小路上ル菱
屋孫兵衛・江戸浅草新寺町和泉屋庄次郎・大阪心斎橋

南江五丁目大津屋治郎右衛門・同本町四丁目奈良屋
長兵衛・同心斎橋筋唐物町河内屋太助。
印記：村瀬蔵書・宗辰所集・三井家3。

Y1301－011　　　　　　　　　　　　　　紀行

長崎紀行

文化2（1805）

264×179ミリ1巻1冊80丁整版
題籏：原・□□□董長崎紀行水戸赤水先生記表

，紙：後・覗色：布目地型押し

構成：序3（文化二年乙丑夏四月穀旦）、本文77

刊記：文化歳在乙丑孟春東武本石町四丁目小倉仁
兵衛・京都二条冨小路林伊兵衛・御幸町御池藤井孫兵

衛、製本書雛摂城心斎橋唐物町森本太助・同安堂寺
町田邑九兵衛・高麗橋一丁目浅野弥兵衛。

印記：三井家編纂室蔵書。
備考：内題は「長崎行役目記」。巻末に「赤水先生著述

出板書名」半丁がある。三井ラベル「C180・6」。

Y1301－012（1）　　　　　　　　　　　　　奇談

［諸国周遊奇談　1］

文化3（1806）
228×160ミリ5巻5冊（1冊に合綴）21丁整版
題簸：原・諸國周遊奇談一表紙：後・薄花田色：桔梗

丸？型押し
構成：序1（かふちの国人浦玉美）、凡例1、巻1目録1、

本文18
刊記：昌東舎著（巻頭）。

備考：三井ラベル「G940・12」

Y1301－012（2）

［諸国周遊奇談　2］

（1806年）

22丁整版
構成：目録1、本文21

Y1301－012（3）

［諸国周遊奇談　3］

（1806年）

20丁整版
構成：目録1、本文19



Y1301－012（4）

［諸国周遊奇談　4］

（1806年）

22丁整版
構成：目録1、本文21

Y1301－012（5）

［諸国周遊奇談　5］

（1806年）

20丁整版
構成1目録1、本文19
刊記：文化三丙寅春書林京都堀川通高辻上ル町植
村藤右衛門・大坂心斎橋筋安堂寺町大野木市兵衛・江

戸麹町平川町二丁目角丸屋甚助・同東叡山麓下谷町
花屋久次郎・同下谷御成小路柏屋忠七。

Y13Q1－013－01

諸国名義考上
（1811年）

263×181ミリ2巻2冊41丁整版
題簸：元・諸國名義考上表紙：後・薄花田色：布目地
型押し

構成：序6（本居の意冨比良・文化七年六月喜田の常
道）、凡例5（文化六年五月藤原彦麻呂）、本文30
刊記二石見國濱田家人斎藤彦麻呂誌（巻頭）。

印記：若林蔵書・富小路蔵・宗辰所集・三井家3。

備考：朱書・墨書書入あり。前表紙にrホニ百七1二巻」
（下ケ札）。

Y1301－013－02

諸国名義考下
文化8（1811）

261×185ミリ35丁整版
題籏＝元・諸國名義考下表紙：後・薄花田色：布目地
型押し

構成：本文33、萬笈堂英遵蔵板目録和書部2

刊記：文化八年辛未夏成江戸書林下谷御成道柏
原屋忠七・本石町十軒店英平吉。
印記：若林蔵書・富小路蔵・宗辰所集・三井家3。

Y1301－014　　　　　　　　　　地名・和歌手引
［日本地名便覧］

天保9（1838）

72×167ミリ1巻1冊89丁整版
題籏：原・□府大目本地名便覧表紙：後・絹茶色無地
構成：序1（桜井光枝）、凡例1（天保九年戌四月桜井光

枝・石橋真國校合）、本文87

刊記1天保九年戊戌四月新刻、京都寺町通松原下ル
町勝村治右衛門・大坂心斎橋筋安堂寺町秋田屋太右
衛門・江戸芝神明前岡田屋嘉七・同本石町二丁目英大

助・同日本橋通二丁目小林新兵衛・同同山城屋佐兵
衛・同同通壷丁目須原屋茂兵衛・同同通四丁目須原屋
佐助・同浅草茅町二丁目須原屋伊八。
印記：松山藩河埜蔵・ウサギ・しんまちみついけ。

備考1薄様を使用。昭和10年7月13目寄託

3．地　誌　3．地誌101．日本！　〔159〕

Y1301－015　　　　　　　　　　地名・和歌手引

［日本地名便覧］

天保9（1838）

72×163ミリ1巻1冊89丁整版
題簸：後・目本地名便覧（墨書）表紙：後・藍色無地

構成：序1（桜井光枝）、凡例1（天保九年戌四月桜井光

枝・石橋真國校合）、本文87

刊記：戊戌新刻・千鍾房（封面）、天保九年戊戌四月新

刻、京都寺町通松原下ル町勝村治右衛門・大坂心斎
橋筋安堂寺町秋田屋太右衛門・江戸芝神明前岡田屋
嘉七・同本石町二丁目英大助・同目本橋通二丁目小林
新兵衛・同同山城屋佐兵衛・同同通萱丁目須原屋茂兵
衛・同同通四丁目須原屋佐助・同浅草茅町二丁目須原
屋伊八。

印記＝ウサギ・しんまちみついけ。

備考：昭和7年8月5目寄託、三井ラベルrC190・37」

Y1301－016

大日本地名米雑穀位覚
弓ムイヒ2（1845）

108×162ミリ1巻1冊14丁整版
題簸：原・大目本地名米雑穀位畳表紙：原・空色：無
地

刊記：古より地名定あり米穀者人命を保者也、作物ハ天

地陽気に随又地所に寄格者其年に准ず、昔古人此格
を造言伝あり、今判形いたし商人調法にならしめんため

其心得にて見たまひて必恨ミ給ふ事なかれ、世か天下

泰平国土安穏家業繁栄を枡升斗る程希ふ而已弘化
二乙巳年季夏元板佐野屋長兵衛出之。
印記：ウサギ・しんまちみついけ・三井文庫。

備考：昭和6年7月13日寄託、三井ラベルrE100・1」

Y1301－017　　　　　　　　　　　　　　国郡名

日本州名解
嘉永5（序）（1852）

227×157ミリ1巻1冊42丁整版
題簸：原・目本州名解完表紙：原・黄色卍繋ぎ型押し
構成：序2（嘉永五のとしやよひ梅澤敬典）、本文40

刊記：縄武斎蔵梓（封面）・江戸完堂阿部傳輯（巻
頭）。

印記：飯田蔵書・柴田図書・ウサギ・しんまちみっいけ。

備考：色刷り。前表紙に「目本州名解」（下ヶ札）、昭和

十年

Y1301－018　　　　　　　　　　　　　国郡・図
［新錦地方須覧］

明治5（1872）

90×188ミリ1巻1冊87丁整版
題籏：後・新鏑地方須覧（墨書）表紙：後・茄子紺色：

布目地に亀甲紋型押し
構成：題字1、緒言1（明治五年壬申中秋前一目章舟津
久井遠）、凡例1、本文84

刊記：舟津久井氏蔵梓（封面）明治五年壬申九月新刊、

舟章（津力）久井車舟先生編纂、三都書林京都三条松

原下ル勝村治右衛門・大坂心斎橋北久太郎町柳原喜
兵衛・東京目本橋通二丁目小林新兵衛・同浅草茅町北



明治5（1872）

258×180ミリ2巻2冊27丁整版
題簸＝原・目本産物志山城部上表紙：後・藍色：布
目地に網目型押し
構成：凡例2（明治五壬申八月伊藤圭介）、本文25
刊記：紀元二千五百三十三年刊行文部省（封面）。服
部雪斉画、横川政利校（最終丁）。

印記：中島氏印・三井文庫。

備考：請求番号変更、三井ラベル「EO20・4」

Y1301－021－02

日本産物志　前編　山城部　下
（1872年）

258×180ミリ25丁整版
題簸：原・目本産物志山城部下表紙1後・藍色：布
目地に網目型押し

刊記：山本秀夫補、服部雪斉画、横川政利校（最終
丁）。

印記：中島氏印・三井文庫。

備考：請求番号変更、三井ラベルrEO20・4」

Y1301－022　　　　　　　　　　　　　　国郡

懐宝国郡称呼
明？台5（1872）

136×81ミリ1巻1冊48丁整版
題籏＝原・懐寳國郡稽呼全表紙：原・黄色無地
構成：凡例2（明治壬申秋平安遠藤茂華）、本文46
刊記＝明治壬申冬発免、官許、京都開化憤発書堂（封
面）、発行差急キ候二付改正不行届之処ハ当分黒木二
而出板仕候間右之ヶ所確定御気付御座候ハぐ何卒御
知らセ被下度早速彫加へ申度奉願上候巳上発行書房
拝、明治五年壬申冬刻成、東京目本橋川瀬石町角村
上勘兵衛出店・大坂本町四丁目書籍会社・京都六角通
柳馬場西遠藤茂平・同四条通烏丸東乙葉宗兵衛・同堺

町通御池下ル神戸源右衛門・同三条通柳馬場東辻本
仁兵衛・同東洞院通三条上ル町村上勘兵衛梓。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：墨書朱書の書き入れあり。前表紙に「懐寳國郡称

呼」（下ヶ札）、昭和4年

Y1301－023　　　　　　　　　　　　　　統計
［太平鑑］

明治5（1872）

151×61ミリ1巻1冊10丁整版
題簸：後・太平鑑明治五年刊統計書（墨書）表紙
原・黄色：卍繋ぎ型押し

刊記：明治五年壬申四月（封面）。
印記：書林信州上乗□諏□・ウサギ・しんまちみついけ

三井文庫。

備考：折本。昭和11年1月28日寄託

Y1301－024（1）

［日本物産字弓1］

（1875年）

80×178ミリ2巻2冊（1冊に合綴）76丁整版
題籏：後・目本物産字引（墨書）表紙：原・黄色：菊唐

草型押し

〔160〕　3．地誌

澤伊八・同両国横山町太田金右衛門・同芝神明前牧野
吉兵衛・同芝神明前山中市兵衛・同京橋銀座三丁目稲
田政吉・同目本橋通二丁目稲田佐兵衛。
印記：ウサギ・しんまちみついけ。

備考：帳ありSANS且OUDOUSHOTENのラベル・「港
湾志料各港表府縣管轄及物産表地方須覧」（背文宇）

付。前表紙「地方須覧」（下ヶ札）、昭和7年9月24目

寄託

Y1301－019－01

日本産物志　前編　武蔵部　上

明治5（1872）

257×179ミリ2巻2冊32丁整版
題簸：原・目本産物志武蔵部上表紙：後・藍色：布
目地に網目型押し
刊記：紀元二千五百三十三年刊行文部省（封面）。服
部雪斉画図、横川政利校（最終丁）。

印記：足立家蔵書・三井文庫。

備考＝請求番号変更、三井ラベル「EO20・4」

Y1301－019－02

日本産物志　前編　武蔵部　下

（1872年）

257×179ミリ31丁整版
題籏：原・目本産物志武蔵部下表紙：後・藍色：布
目地に網目型押し
刊記：発免書騨須原屋茂兵衛・山城屋佐兵衛・岡田
屋嘉七・和泉屋金右衛門・和泉屋市兵衛・紀伊国屋源
兵衛・出雲寺万次郎・□家村佐平。

印記：足立家蔵書・三井文庫。

備考：大正10年11月7目購求。請求番号変更、三井
ラベル「EO20・4」

Y1301－020－01

目本産物志　前編　近江部　上

明治5（1872）

258×179ミリ2巻2冊33丁整版
題簸：原・目本産物志近江部上表紙：後・藍色：布
目地に網目型押し
刊記：紀元二千五百三十三年刊行文部省（封面）。服
部雪斉画、横川政利校（最終丁）。

印記：中島氏印・三井文庫。

備考：請求番号変更、三井ラベル「EO20・4」

Y1301－020－02

日本産物志　前編　近江部　下

（1872年）

256×179ミリ35丁整版
題簸：原・目本産物志近江部下表紙：後・藍色：布
目地に網目型押し
刊記：服部雪斉画、横川政利校（最終丁）。

印記：中島氏印・三井文庫。

備考：定価金42銭。請求番号変更、三井ラベル
「EO20・4」

Y1301－021－01

日本産物志　前編　山城部　上


