
国立国会図書館近代デジタルライブラリー　298タイトル　（2015年9月現在）
No. タイトル 著者 出版社 出版年

1 東京印象記 児玉花外 金尾文淵堂 1911

2 東京市史稿　皇城篇　第1 東京市 東京市 1918

3 東京市史稿　皇城篇　第2 東京市 東京市 1918

4 東京市史稿　皇城篇　第3 東京市 東京市 1918

5 東京市史稿　皇城篇　第4 東京市 東京市 1918

6 東京市史稿　皇城篇　第5 東京市 東京市 1918

7 東京市史稿　皇城篇　附図 東京市 東京市 1918

8 新撰東京府郷土誌 教育研究会 東京図書出版社 1899

9 東京府地誌略 東京府 東京府学務課 1879

10 東京府地理教授本 村上珍休 東京府 1882

11 東京府名勝図絵 田山宗尭 ともゑ商会 1912

12 東京方眼図 森鴎外（林太郎）立案 春陽堂 1909

13 東京漫遊独案内 梅亭金鵞 漫遊会 1889

14 東京遊行記 大町桂月 大倉書店 1906

15 東京遊覧案内 伊波泰山編 東京遊覧館 1914

16 東京横浜一週間案内 史伝編纂所 史伝編纂所 1901

17 江戸年中行事図絵 吾妻健三郎 東陽堂 1893

18 江戸府内絵本風俗往来［第１冊］上編 菊池貴一郎（芦乃葉散人） 東陽堂 1905

19 江戸府内絵本風俗往来［第２冊］中編 菊池貴一郎（芦乃葉散人） 東陽堂 1905

20 三府及近郊名所名物案内３版 日本名所案内社 日本名所案内社 1921

21 東京写真帖 未詳 博文館 1914

22 大東京電車交通案内　第１号 日本交通社 日本交通社 1922

23 東京案内 実業之日本社 実業之日本社 1914

24 東京遊覧案内 伊波泰山編 東京遊覧館 1914

25 東京ガイド 写真通信会 写真通信会 1916

26 大東京市全図　各区区分　最新精確番地入 柴洋之介著 チェ−スト社 1920

27 東京名所 光村利藻著 永瀬青海堂 1922

28 三日間東京案内 三越呉服店 三越呉服店 1914

29 明治神宮と大東京 大東京社編 大東京社 1920

30 東京府地誌 警視庁警察練習所編 警視庁警察練習所 1925

31 鴛鴦譜　支那情艶秘話 星野蘇山著 至誠堂 1924

32 金融資本論 猪俣津南雄 希望閣 1925

33 更始録　第１−２ 自由労働者同盟 自由労働者同盟 1925

34 支那ニ浸ル人 井上紅梅 日本堂書店 1924

35 小数派運動の使命
英国小数派運動執行委員会著，渡辺政
之助訳

労働問題研究所 1926

36 太陽は輝きたり 倉田一郎 日本書院 1924

37 ロシヤ革命運動史　第３輯 山内封介 金星堂 1926

38 大正博覧会と東京遊覧 向上社編輯部 向上社 1914

39 東京案内 実業之日本社 実業之日本社 1914

40 チエ−スト社東京全図　各区区分 柴洋之介製 チェ−スト社 1920

41 神田の伝説 清水晴風 神田公論社 1913

42 東京史蹟写真帖 戸川残花 画報社 1914

43 帝国漫遊案内 日本漫遊案内社 明文館 1913

44 東京大正博覧会遊覧案内 東京大正博覧会協賛社 東京大正博覧会協賛社 1913

45 大東京市民の常識 大東京社 大東京社 1921

46 欺されぬ東京案内 東京案内社 東京案内社 1922

47 東京視察案内 明治図書株式会社 明治図書 1922

48 新東京繁昌記　附・大阪繁昌記 水島爾保布 日本評論社 1924

49 デカメロン　下巻 ボッカチオ著，梅原北明訳 南欧芸術刊行会 1925

50 左翼小児病 ニコライ・レ−ニン著，和田哲二訳 希望閣 1926

51 サアニン アルツィバアセフ作，佐々木味津三訳述 春陽堂 1924

52 東京府地誌略　巻之上，下 東京府学務課 東京府学務課 1881

53 東京百事便 三三文房 三三文房 1890

54 江戸史蹟 戸川残花口述 内外出版協会 1912

55 欧米管見 大岡育造編 大岡育造 1901



56
新撰地理　中等教育地理科教科用書 ［第３冊］日
本の部

山上万次郎著 富山房 1901

57 新撰普通地理 ［第１冊］日本之部 山上万次郎著 富山房 1897

58 新地理学 ［第１冊］日本之部 松島剛著 春陽堂 1895

59 中外地理学 ［第１冊］内国之部 松島剛著 春陽堂 1898

60
地理学教科書　中等教育 ［第２冊］（中等教育）日
本地図附録

佐藤伝蔵編 博文館 1898

61 地理写真帖　内国之部第２−４帙 ［第１冊］ 野口保興編 東洋社 1900

62 地理詳解　国定教科　上巻 育成会編輯所編 育成会 1908

63 内外地理概要　第１篇 市邨芳樹編 山田良弼 1896

64 海上里程表 海軍省 海軍省 2012

65 開盛道中独案内　明細図入 山村清助編 野沢欽次郎 1880

66 郡市町村廃置分合一覧表［第１冊］  内閣統計局 内閣統計局 1909

67 郡市町村廃置分合一覧表［第２冊］  内閣統計局 内閣統計局 1909

68 最近市町村明覧 共盟館編輯所編 いろは書房等 1912

69 最新日本地理教科書 池田鹿之助編 内田老鶴圃 1903

70 新旧対照市町村一覧 和泉橋警察署編 加藤孫次郎 1889

71 新旧対照市町村一覧 和泉橋警察署編 加藤孫次郎 1889

72 小学日本地理資料報告彙纂 文部省編 国定教科書共同販売所 1908

73 諸国明治道中記 佐藤三郎編 伊藤岩次郎 1881

74 新撰日本地理 矢津昌永著 丸善 1902

75 新体内国地誌［第２冊］附図 新保磐次著 金港堂 1898

76 大日本地誌　［第１冊］巻１　関東 山崎直方，佐藤伝蔵編 博文館 1915

77 大日本道中独案内記 井上茂兵衛編 井上茂兵衛 1884

78 大日本道中明細記 西野古海編 木村文三郎 1976

79 帝国韓満地方名鑑 自治館 自治館 1910

80 鉄道院線沿道遊覧地案内 鉄道院 鉄道院 1911

81 大本神諭　天之巻 大日本修斎会出版局編 皇道大本大日本修斎会 1920

82 カ−マス−トラ（性愛の学）　印度古典 印度学会訳編 印度学会 1923

83 記紀真解 出口王仁三郎著 皇道大本大日本修斎会 1921

84 記紀真釈 出口王仁三郎著 皇道大本大日本修斎会 1921

85 恋の勇者 永見徳太郎著 表現社 1924

86 好色一代男［第1冊］1巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

87 好色一代男［第2冊］2巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

88 好色一代男［第3冊］3巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

89 好色一代男［第4冊］4巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

90 好色一代男［第5冊］5巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

91 好色一代男［第6冊］6巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

92 好色一代男［第7冊］7巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

93 好色一代男［第8冊］8巻 井原西鶴著 愛鶴書院 1926

94 五色草 大日本修斎会 皇道大本大日本修斎会 1921

95 国教論集 大日本修斎会 大日本修斎会 1920

96 支那の性慾小説 池田信雄著 支那香艶叢書刊行会 1923

97 十字集　第１輯 小兵士団 小兵士団 1923

98 新東京繁昌記 水島爾保布著 日本評論社 1924

99 煙草御遠慮 島中雄三著 啓明会本部 1926

100 玉の礎 大日本修斎会 皇道大本大日本修斎会 1921

101 男女性的研究と犯罪帳 医学衛生研究所編 博朝社書店 1926

102 特殊部落一千年史　水平運動の境界標 高橋貞樹著 更生閣 1924

103 八面鋒 出口，王仁三郎 大日本修斎会 1921

104 富士の如くに 田中竜夫著 厚生閣 1926

105 道之大原 出口王仁三郎著 大本皇道大日本修斎会 1921

106 無産階級の新議会行動 政治研究会訳編 政治研究会 1925

107 裏面観的異説日本史 伊藤銀月著 藍外堂 1913

108 日本勝景 菅原白竜著 菅原白竜 1893

109 日本全国巡遊学生遠足修学旅行案内 地理歴史研究会編 田中宋栄堂 1902

110 日本中地理［第２冊］附録 喜田貞吉著 金港堂 1900

111 日本地理要解 六盟館編輯所編 六盟館 1908

112 日本帝国形勢総覧 細川広世編 細川広世 1883



113 日本帝国形勢総覧 細川広世編 細川広世 1883

114 日本之名勝 瀬川光行編 史伝編纂所 1900

115 日本風景新論 伊藤銀月著 前川文栄閣 1910

116 日本漫遊案内［第１冊］上巻 坪谷善四郎編 博文館 1905

117 日本名勝史蹟［第１冊］天の巻 伊藤銀月著 前川文栄閣 1911

118 露艦ヂア−ナ号艦長ガロ−ウニン日本幽囚実記
ウェ−・エム・ガロ−ウニン著，海軍軍令部
第二局訳

共益商社 1894

119 日本旅行独案内 大谷仁兵衛編 大谷仁兵衛 1887

120 府県及北海道境域沿革一覧［第２冊］第２，３編 内閣統計局編 東京統計協会 1910

121 冒険的大壮挙深山帯大探険 高橋舟斎著 公立社 1910

122 藪野椋十日本見物 渋川玄耳著 有楽社 1910

123 郵便区画町村便覧［第１冊］ 逓信省通信局 逓信省通信局 1902

124 郵便区画町村便覧［第２冊］ 逓信省通信局 逓信省通信局 1902

125 郵便区画町村便覧［第４冊］ 逓信省通信局 逓信省通信局 1902

126 郵便区画町村便覧［第６冊］ 逓信省通信局 逓信省通信局 1902

127
郵便地名字引［第１冊］武蔵国東京府下十五区六
郡ノ部

駅逓局運輸課地理掛編 博聞社 1885

128
郵便地名字引［第２冊］武蔵国神奈川県下横浜区
六郡ノ部

駅逓局運輸課地理掛編 博聞社 1885

129 江戸沿革私記 塚原靖著 石塚徳次郎 1889

130 江戸名所花暦　［第１冊］春，夏 岡山鳥編，長谷川雪旦画 博文館 1893

131 江戸名所花暦　［第２冊］秋，冬 岡山鳥編，長谷川雪旦画 博文館 1893

132 江戸名所花暦　［第１冊］巻之１ 岡山鳥編，長谷川雪旦画 博文館 1894

133 江戸名所花暦　［第２冊］巻之２ 岡山鳥編，長谷川雪旦画 博文館 1894

134 江戸名所花暦　［第３冊］巻之３ 岡山鳥編，長谷川雪旦画 博文館 1894

135 江戸名所花暦　［第４冊］巻之４ 岡山鳥編，長谷川雪旦画 博文館 1894

136 開化東京名勝図会 . 大橋堂 1884

137 滑稽珍談現今東京の有様 . 九春堂 1888

138 郊外探勝その日帰り 落合昌太郎（浪雄） 有文堂 1911

139 最暗黒の東京 松原岩五郎（乾坤一布衣）著 民友社 1893

140 最新東京案内 東京倶楽部編 綱島書店 1907

141 最新東京繁昌記　上巻 伊藤銀月著 内外出版協会 1903

142 最新東京名所 東京沿革調査会編 高岡書店 1900

143 市区改正後日の東京 岡本純（半渓）著 井ノ口松之助 1889

144 東京案内 実業之日本社 実業之日本社 1914

145 東京案内 実業之日本社 実業之日本社 1914

146 東京案内　上 東京市編 裳華房 1907

147 東京案内　下 東京市編 裳華房 1907

148 東京案内　初集 小林鉄次郎編 小林鉄次郎 1882

149 最新東京案内記　春 東都沿革調査会編 教育舎 1898

150 最新東京案内記　夏 東都沿革調査会編 教育舎 1898

151 東京近傍避暑避寒案内地図 博愛館編輯所編 博愛館 1910

152 東京警視所轄町村一覧表 警視庁巡査本部編 警視庁警察練習所 1883

153 東京見物 渋川玄耳著 金尾文淵堂 1907

154 東京新繁昌記　［第１冊］初編 服部誠一（撫松）著 山城屋政吉 2012

155 東京新繁昌記　［第２冊］２篇 服部誠一（撫松）著 山城屋政吉 2012

156 東京新繁昌記　［第３冊］３編 服部誠一（撫松）著 山城屋政吉 2012

157 東京新繁昌記　［第４冊］４編 服部誠一（撫松）著 山城屋政吉 2012

158 東京新繁昌記　［第５冊］５篇 服部誠一（撫松）著 山城屋政吉 2012

159 東京新繁昌記　［第６冊］６篇 服部誠一（撫松）著 山城屋政吉 2012

160 東京地名案内　いろは別 村田峰次郎著 晩成社 1908

161 東京町村名　第一大区 巻菱潭編・書 宝聚堂 2012

162 東京地理沿革誌　一名・東京字典 村田峯次郎（看雨隠士）著 稲垣常三郎 1890

163 東京独案内 梅亭金鵞編 礫川出版会社 1890

164 東京府下改正区画郡村町名鑑 穴山篤太郎編 穴山篤太郎 2012

165 改正東京府地誌略字引　巻上 小倉秀貫編 宝聚堂 1881

166 東京府地理教授本字引 丹所啓行編 石塚剛介 1882

167 東京府地理教授本字引 丹所啓行編 石塚剛介 1882

168 東京府西多摩郡地誌 斎藤真指著，西多摩郡教育会訂 広瀬政吉 1895



169 改正東京名所一覧絵図 　 公業社 1890

170 最近帝国分県地図　附・全国統計表 文盛堂編輯所編 榊原文盛堂 1908

171 新案帝国地図　中等教科 東京地図調製所編 杉本書房 1895

172 新式東京全図　東京市内町及河岸索引 提掖会出版部編 博弘社 1902

173 新撰大日本精図 大川通久著 長島恭三郎 1895

174 新撰東京地図　区画便覧 大橋新太郎編 博文館 1891

175 新撰日本地図 矢津昌永著 丸善 1903

176 新撰日本分轄地図 松島剛編 金港堂 1907

177 新編国民地図 原秀四郎著 弘道館 1910

178 地方分轄地図 松島剛編 金港堂 1899

179 朝鮮併合帝国分県新図 ［第２冊］附録 文盛堂編輯部編 文盛堂 1911

180 改正区分十五区東京切絵図 山村清助画 清水屋作治郎 1881

181 東京市区改正全図 東京府編 服部国太郎 1899

182 日本地図　中地理学日本誌用 矢津昌永編 丸善 1900

183 分邦詳密万国地図 上田貞治郎編訳 青木嵩山堂 1886

184 武蔵国並東京古今沿革図識 大鳥圭介著 丸善 1886

185 江戸年中行事図絵 吾妻健三郎 東陽堂 1893

186 東京穴探　初−３編 松村操編著 思誠堂 1881

187 東京未来繁昌記 大久保常吉（夢遊居土）著 春陽堂 1887

188 日本の風俗 龍文館編輯局著 竜文館 1906

189 日本風俗史［第２冊］下 藤岡作太郎，平出鏗二郎著 東陽堂 1895

190 日本風俗史　図入［第３冊］下 藤岡作太郎，平出鏗二郎著 東陽堂 1897

191 分邦詳密日本大地図 嵩山堂編輯局編 青木嵩山堂 1911

192 東京案内　上巻 東京市市史編纂係編 裳華房 1907

193 東京案内　下巻 東京市市史編纂係編 裳華房 1907

194 東京案内　附図 東京市市史編纂係編 裳華房 1907

195 内外一覧　［第２冊］坤 橋詰敏編 咬菜窩 2012

196 袖珍日本新地図 富山房編輯部編 富山房 1909

197 日本地理　表解細註 中等教育学会編 修学堂 1911

198 三府及近郊名所名物案内 日本名所案内社 日本名所案内社 1918

199 三府及近郊名所名物案内２版 日本名所案内社 日本名所案内社 1919

200 牛込区全図　市区改正番地入 牛込区会書記編 三井乙蔵 1921

201 東京区分職業土地便覧　牛込区之部 . 大日本都市調査会 1915

202 最新東京府全図 . 雄文館 1913

203 神秘の日本　今日の話題　上 ジユリアン・ストリ−ト著，前田河広一郎訳 学芸講演通信社 1926

204 最新大日本地理集成　続　上巻 角田政治著 隆文館図書 1917

205 東京市街明細 伊藤佐太郎著 ルテ−ル社 1915

206 日本地図帖 小川琢治著 成象堂 1924

207
東京府西多摩郡南多摩郡北多摩郡名所旧蹟及
物産志　附・東京府管内善行録

東京府編 東京府 1912

208 東京府附近地図 東京府製 東京府 1921

209 東京府下品川町全図 文化地図普及会編輯 文化地図普及会 1924

210 日本一周［第1冊］前編 田山花袋編 博文館 1915

211
江戸名所記　青標紙　慶長見聞集　全七巻　前・
後編　全十巻

浅井了意著，大野広城編，三浦浄心著 江戸叢書刊行会 1916

212
十方庵遊歴雑記　江戸惣鹿子名所大全　増補
初編　上・中・下　巻の１−３

釈敬順著，藤田理兵衛作，菱川師宣画 江戸叢書刊行会 1916

213
十方庵遊歴雑記　江戸惣鹿子名所大全　増補　２
編　上・中・下　巻の４−６

釈敬順著，藤田理兵衛作，菱川師宣画 江戸叢書刊行会 1916

214
十方庵遊歴雑記　江戸雀　前編　３編　上・中・下
初巻−６巻目

釈敬順著，菱川師宣画 江戸叢書刊行会 1916

215
十方庵遊歴雑記　江戸雀　後編　４編　上・中・下
７−１２巻目

釈敬順著，菱川師宣画 江戸叢書刊行会 1916

216
江戸風俗惣まくり　春の紅葉　江戸実情誠斎雑記
全三冊　１−４

川崎重恭編，向山源太夫編 江戸叢書刊行会 1917

217 武江年表　武江年表補正略　全十二冊　三巻 斎藤幸成編，喜多村信節編 江戸叢書刊行会 1917

218 新編江戸志 近藤義休著，瀬名貞雄補 珍書刊行会 1917

219 長崎より江戸まで
エンゲルベルト・ケムフェル著，衛藤利夫
訳

国民書院 1915



220 一国一奇面白風俗噺 風俗研究会編 八木清一郎 1917

221 世界当代地理　国民当用 志賀重昂著 金尾文淵堂 1918

222
東京府下入新井町全図　附・東京府下入新井町
案内

文化地図普及会製 文化地図普及会 1918

223 全国遊療地名勝古蹟案内 地理旅行案内社編 日本書院 1918

224 東都新繁昌記 山口孤剣著 京華堂書店 1918

225 帝都と近郊　都市及村落の研究 小田内通敏著 大倉研究所 1918

226 東京の近郊　一日二日の旅 田山花袋著 磯部甲陽堂 1920

227 日本巡遊汽車の旅 全国名所案内社編 岡村書店 1920

228 健康旅行 寺田勇吉著 玄文社 1920

229 東京府南足立郡千住町々勢要覧 東京府南足立郡千住町編 千住町（東京府） 1920

230 江戸名所図会　１ 斎藤幸雄編，武笠三校 有朋堂書店 1922

231 江戸名所図会　２ 斎藤幸雄編，武笠三校 有朋堂書店 1922

232 東京府民政史料講演会講演速記 東京府編 東京府 1921

233 東京市及接続郡部地籍地図　上 . 東京市区調査会 1912

234 東京市及接続郡部地籍地図　下 . 東京市区調査会 1912

235 東京誌料特別調査　第１冊 東京市立日比谷図書館編 東京市立日比谷図書館 2012

236 江戸と上方 笹川臨風著 国史講習会 1922

237 東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖　第１輯 東京市公園課編 東京市 1923

238 東京市史蹟名勝天然紀念物写真帖　第２輯 東京市公園課編 東京市 1923

239 新世界の印象 樋口竜峡著 国民書院 1922

240 東京近郊一日の行楽 田山花袋著 博文館 1923

241 茨城大観 茨城県教育会編 茨城県教育会 1924

242 市町村大字読方名彙 小川琢治著 成象堂 1923

243 写真機を携へて　探勝行脚 須藤鐘一著 三徳社 1921

244 武蔵 太田亮著 磯部甲陽堂 1925

245 武蔵野及其周囲 鳥居竜蔵著 磯部甲陽堂 1924

246 武蔵野及其有史以前 鳥居竜蔵著 磯部甲陽堂 1925

247 芝と上野浅草 三田村鳶魚著 春陽堂 1925

248 史蹟名勝天然紀念物概観 東京市公園課編 東京市 1926

249 帝国精図 守屋荒美雄編 帝国書院 1925

250 日本服飾史 桜井秀著 雄山閣 2012

251 新東京探見 時事新報社編 広文堂 1925

252
日比谷図書館所蔵江戸風俗年中行事展覧会目
録

日比谷図書館編 日比谷図書文化館 1926

253 東京新繁昌記 服部誠一著 聚芳閣 1925

254 深川区史　上巻 深川区史編纂会編 深川区史編纂会 1926

255 東京府史蹟名勝天然記念物調査報告書　第３冊 東京府編 東京府 1925

256 全国温泉鉱泉ニ関スル調査 内務省衛生局編 内務省衛生局 1923

257 神奈川県案内誌 勧業協会編 勧業協会 1913

258 日本地理 矢津昌永講述 早稲田大学出版部 1905

259 日本地理 矢津昌永講述 早稲田大学出版部 1905

260 最新大日本県別地図　併市町村名大鑑 和楽路屋編 和楽路屋 1933

261 横浜開港五十年史　下巻 肥塚竜著，横浜商業会議所編 横浜商業会議所 1909

262 東京府地理教授本 村上珍休 東京府 1882

263 東京風俗志［第１冊］上 平出鏗二郎著 富山房 1902

264 東京風俗志［第２冊］中 平出鏗二郎著 富山房 1902

265 東京風俗志［第３冊］下 平出鏗二郎著 富山房 1902

266 遊覧地案内 著者標目 ： 鉄道院 鉄道院 1912

267 東京市土地便覧 . 東京宏信社編輯部 1908

268 東京新繁昌記　初編 服部誠一著 山城屋政吉 2012

269 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第２冊］巻之1 乾 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

270 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第４冊］巻之2 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

271 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第６冊］巻之4 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

272 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第１０冊］巻之8 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900



273 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第１２冊］巻之10 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

274 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第１３冊］巻之11 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

275 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第１７冊］巻之15 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

276 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第１８冊］巻之16 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

277 小笠原島紀事　３１巻首１巻　［第２７冊］巻之25 坂田諸遠編纂 製作地不明 1900

278 露艦「ヂア−ナ」号艦長ガロ−ウニン日本幽囚実記
ウェ−．エム．ガロ−ウニン著，大日本帝
国海軍軍令部第二局訳述

海軍文庫 1894

279 江戸名所図会　７巻　一 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

280 江戸名所図会　７巻　二 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

281 江戸名所図会　７巻　三 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

282 江戸名所図会　７巻　四 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

283 江戸名所図会　７巻　五 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

284 江戸名所図会　７巻　六 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

285 江戸名所図会　７巻　七 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

286 江戸名所図会　７巻　八 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

287 江戸名所図会　７巻　九 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

288 江戸名所図会　７巻　十 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

289 江戸名所図会　７巻　十一 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

290 江戸名所図会　７巻　十二 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

291 江戸名所図会　７巻　十三 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

292 江戸名所図会　７巻　十四 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

293 江戸名所図会　７巻　十五 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

294 江戸名所図会　７巻　十六 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

295 江戸名所図会　７巻　十七 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

296 江戸名所図会　７巻　十八 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

297 江戸名所図会　７巻　十九 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893

298 江戸名所図会　７巻　二十 斎藤長秋編，長谷川雪旦画 博文館 1893


