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　現在，我が国は軽四の繁栄と企業の隆

盛を誇っているが，その基を辿れば明

治・大正時代に産業，企業り基盤づくり

が行なわれていたことにさかのぼること

ができよう。今，活躍中あ大企業の少な

からぬものが明治から大正時代にかけて．

創立され，その方向づけがなされていた。

　現在の会社録は商取引，信用調査の基

礎資料としてよく利用されているが，過

去の会社鍬煙旧史，経営史の基礎資料

として利用価値は高い。会社録刊行の歴

史を辿ると企業発展の歴史と密接に結び

ついていたことが解る。明治になつセ営

業の自由が認められて会社設立の機運が

盛り上がり，明治2年には我が国最初の

株式会社とされる通商・為替会社が設立

された6明治5年忌銀行条例が制定され，

同9年に同条例を三軍して国立銀行の設

立と営業を容易にする措置がとられた。

このことによって国立銀行というう名称

の私立銀行設立ブー一・一ムが全国的に起き，

明治12年末にはその数151行に達した
（『大日本国立銀行表』の発行）．。しかし，

明治10年代におけるその他の分野では，

会社は小規模な商業的なものが多く工業

を営む会社は少なかった。こめような状

況壷反映してこの時期の会社録は職業三

野別に甦名住所を記した簡単な商業人名’

簿が刊行されているにすぎない。

　明治20年代に入ると近代産業の基盤で

ある鉄道，紡績業が本格的に発達しはじ

め，銅，石炭等の私営鉱山の開発も進み

出した。明治16～22年にかけて民間の企

業活動を支援するために官営工場の払下

げが集中的に行なわれた。このような状

況の下に会社設立機運が高まり．，明治22

年末には会社数4千に達したgまk．明治

23年辺月に商法が公布され，会社関係の

三三が整備されるにつれて法律に基づく
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各種の会社が設立されるようになった。’

・』 ｱのような時期，我が国最初の信用調査

機関である商業興信所は個人名義で明治

26年から発行されていた「『日本全国諸会

社役員録』を同28年に引き継ぎ，以後，

昭和19年まで毎年発行した。同書は，個

人企業，商店を含む全国の諸会社を網羅』

，的に記載し，内容も本，支店，資本金，

役員氏名を記載した本格的な会社録であ

　る？’

　その他，明治20年代には地域的なもの

や単発的なものではあるが各種の商工入

名簿，会社録が発行されて今日の会社録

の原形が形成された。　　『　　　J

　　そめ後の主なものとしては，東京興信

所から明治30年から昭和10年代まで継続

乱行された’ w銀行会社要録』がある。但

し，同書の収録範囲は主要都市に限定さ

れており，全国規模となったのは大正7

年（第22版）からである。

　大正から昭和のはじめにかけて我が国

工業と企業は著しく発達し，．それに対応

して会社録も体裁，内容も次第に充実し

たもあとなっていった。当館では前述の

主要会社録の大部分を所蔵するほか・e地

域的なもの，幽業種的なものも多数所蔵し

ている。本稿ではこれら：会社録を収録し，

合わせて工場，鉱山の一覧も収録した。

　なお，当館の図書請求記号は陛下又は

文中り〈　〉内に表示した。

1　総 合

（1）・会　社

営業報告書集成〔マイクロ資料〕　1～4

　集　雄松堂フィルム出版　注：明治，．

　大正，昭和初期の営業報告書　マイク

’ロフィルム111リール　　　〈YA－100＞

会社銀行要覧　和田喜二郎著　京都　京・

　都心…報社明治43268p注：府1県
　別の人名録含む　∫　tt　，〈特55－37＞

会社年鑑（重要会社便覧）　中外商況社

　明治44　191p「L，　　　　〈14．4－372＞

会社四季報・東洋経済新報社　所蔵：昭

和11（第1，2）

13（第1～4）

15（第1～4）

17（第1，3）

19（第1ッ3）

日召禾012（第．1～4）’日召禾ロ

日召禾［114（第1～4）　　日召禾ロ

日召和1◎（第1～4）　　日日禾ロ

日口和18（第1～4）　　日召矛ロ

昭和20年9月版　　ご
く14　．　5T817＞

会社信用録　大阪　商業興信所　所蔵：・

　第1回昭和14年度版　第2回昭和15年

　度版　第3回昭和16年度版　第4回昭

　和17年度版　第5’回昭和18年度版

　　　　　　　　　　　　〈14　．　5－769＞

会社通覧・農商務省編　国産時報社　大’

　正101298p内容：大正8年12月31
　日現在の全国の会社一覧’〈14．8－64＞

会社要覧　大正5年度　松井伊助商店

　大正5　309p　　　　　　〈80－224＞

株式会社年鑑証券引受会社協会所
　蔵・：・昭和15，16，17，18年版く14．5－872＞．

株式会社統計・農商務省　博文閣　所

　蔵：第1（明治27年3月）～2次（明治

　27年12月末）第3（明治：28年）・～4次

　（明治29年12月末）　』　　〈403－9＞

銀行課報告第1次大蔵省．明治6．
　7～12．6’注：「銀行局報告」に引き
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　つぐ　　　　 幽　　　’　＜14　．　4－78＞

銀行局報告　大蔵省　注：「銀行営業報

　告」に引きつぐ，所蔵：2～3次（明治

・2・7一・4・6）4次明治145糊1台

　15　6．次明治16　7次明治17　8次明

　治18　9次明治19110次明治20　11次

　明治2112次明治22　　〈14．4－78＞

銀行営業報告．大蔵省：注：第30次から

　　「銀行及担保附社債信託事業報告」に

　改題　所蔵：13次明治23　14次明治24

　15次湯治2516次明治2617次明治27

　上半期　18次明治27下半期　19次明治

　28上半期　20次明治28下半期　21次明

　治29　22次明治3023次明治31．24次

　明治3225次明治3326次明治3427
　次明治35　28次明治3629次明治37

　　　　　　　　　　　　　〈14　．　4－78＞

、銀行及担保附社債信託事業報告　大蔵省

　注：第40次から「銀行局年報」に改題『

　所蔵：30次明治38　31次明治39　32次

　明治4033次明治4134次明治4235
　次明治4336次明治4437次明治45・

　大正元　38次大正2　39次大正3

　　　　　　　　・　〈14．4－78＞’
銀行局年報　大蔵省　所蔵：40次大正4．

　41次大正5　42次大正6　43次大正7

　44次大正8　45次大正9　46次大正10

　47次大正1148次大正1249次大正13
　50次大正14　51次大正15・昭和元　54

　次昭和4　56次昭和6　57次昭和7

　58次昭和8、59次昭和9　61次昭和11

　62次昭和1263次昭和1364次昭和14
　65氷日出禾［115　　　　　　　　　　　〈14．4－78＞

銀行会社業績内容総覧　昭和2年下半期

　成瀬省一商店調査部　昭和3　28p

　　　　　　　　　　　　〈423－320＞

銀行会社決算集　新経済会　明治39

　168p　，　〈22－371＞

銀行会社決算録　野村商店　大正7

　149p　内容：大正6年下半期

　　　　　　　　　　　　〈14　．　4－445＞

銀行会社事業興信録（五ヶ年対照）入事

　興信所　昭和8　1076p　注’：業種別層

　　　　　　　　　　　　　〈638－94＞

銀行会社資産信用録　興信社出版部　明

　学台44　　446p　　　、　　　　　　　　　　〈331－22＞

・銀行会社資産負債録　大阪興信所　明治

　42362p　内容：東京，京都，’大阪，

　神奈川，兵庫，愛知，三重，岡山，’広

　島，和歌山，’徳島，香川，愛媛，高知

　台湾，大阪市に支店牽有する他県の会

　社tt討　〈14．4一「339＞
銀行会社職員録　日本興業通信社　注：．

　「京線銀行会社職員録」の改題所

　蔵：2版大正2〈340－8イ＞　5版大正

　5〈340－8白＞　6版大正6〈340－8ハ＞

　7版大正7〈340－8二〉

銀行傘社職員録　日三和16年版　銀行会社

　職員録刊行会昭和15’1188p注：
　資本金10万円以上の会社団体

　　　　　　　　　　　〈14．2ノ＼一172＞

銀行会社統計要覧（全国）東京興信所

　注：決算表付き　所蔵：明治42年〈37

　－269＞明治44年〈37－269イ〉大正

　元年〈37－269ロ〉

銀行会社年鑑　ダイヤモンド社　所蔵：

　昭和3；5，9年版〈14．4－808＞昭和

　．9年版く670．35－G35＞

銀行会社要録→三三銀行会社要録

銀行局報告（複製版）　コンパニオン出版

　1985所蔵・：第13次明治23年中（大蔵

　省監査局編著）　第14次明治24年中（同

　編著）第15次明治25年中（大蔵省官房

　第3課編著）　第16次明治26年中（向編

　著）　第17次明治27年上半期（同編著）

　第18次明治27年下半期（同編著）　第19
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次明治28年上半期（同編著）’第20次明

治28年下半期（同編著）　第21次明治29

年中（大蔵省監督局編著）　第22次明治

30年中（大蔵省理財局編著）　第23次明’

治31年中（同編著）　第24次明治32年中

　（向編著）　第25次明治33年中（同編著）

第26次明治34年中（同編著）・第27次明”

治35年中（同編著）第28次明治36年中

　（同編著）第29次明治37年中（同編著）t・

第30次明治38年「銀行及担保附信託事

業報告」に改題（同編著）第31次明治

　39年目同編著）　第32次明治40年（同編

著）第33次明治41年（同編著）　第34

　次明治42年（同編著）　第35次明治43年

　（同編著）　第36次明治44年（同編著）

　第37次明治45年（同編著）　第38次大正

　2年目同編著）第39次大正3年（同編

　著）　第40次大正4年「銀行局年報」に

　改題（大蔵省銀行局編）』第41次大正5’

　年（三編）　第42次大正6年（同編）　第

　43次大正7年（同編）　第44次大正8年

　（同一）　第45次大正9年（同編）　第46

　次大正1q年（同編）第47次大正11年

　（同工）　第48次大正12年（下編）　第49

　次大正13年（三編）第50次脂汗14年

　（同編）第51次昭和元年（同編）’

　　　　　　　　　　　〈DF235－144＞

銀行総覧　大蔵省銀行局編　所蔵・：第1’
t．．7

　回明治28年6月　第2回明治28年12月

　第3回明治29年6月　第4回明治29年
　　　　　　　　　ド　12月　第5回明治30年12月置以降各年

　、1回　第49回昭和17年まで　〈20－76＞

銀行総覧（財政金融史料集成第3集）複製

　版コンパニオン出版ig85～86所・

　蔵：第1回明治29年1、月（大蔵省大臣

　官房第3課編著）　第2回明治29年9

　月（向編著）　第3回明治30年63月（大

　蔵省監督局編著〉　第4・回明治31年3

月（同編著）　第5回明治31年8月（同

編著）　第6回明治32年（大蔵省理財局’

編著）　第7回明治33年（三編），第8，

回明治34年（一編）第9回明治35年L

　（二三）　第10回明治3β午（同編）　第11

　回明治37年（同編）　第12回明治38年

　（同門）　第13回明治39年（三編）　第14

　回明治40年（同編）　第15回明治41年

H（同編）　第16回明治42年（同編）　第17

　回明治43年（三編）　第18回萌治44年

　（同編）　第19回明治45年（同編）∫第20

　回大正2年（大蔵大臣官房銀行四半）

第21回大正3年（同門）　第22回大正4

年（同編）　第23回大正5年（大蔵省銀

行局編）第24回大正6年（以下同型）

　第25回大正7年・第26回大正9年　第

27回大正10年　第28回大正11年　第29

　回大正12年　第30回大正13年　第31回

　大正14年　第32回大正15年　第33回昭

　和『2年第34回昭和3年第35回昭和

　4年第36回昭和5年第37回昭和6
　年　第38回昭和7年　第39回昭和8年

　第40回昭和9年第41回昭和10年第
　42回昭和11年　第43回昭和12年　第44

　回昭和13年　第45回昭和14年　第46回

　昭和15年　第47回昭和16年　第48回昭，

，和17年　第49回昭和18年

　　　　　　　　　　　〈DF235－143＞

銀行総覧〔マイクロフィルム〕雄松堂フ

　ィルム出版1977．218リール内
　容：’1．第1～6回明治28～31年度　2．

　第7～9回明治32～34年度　3．第，

　10～12回明治35～37年度　4．第13～15

　回明治38～40年度　5．第16～18回明治

　41～43年度6，第19ん21回明治44～大

　正2年度7．第22～23回大正3～4年

　度　8．第24～25回大正5～6年度　9．

　第26～27回大正7～8年度．10。第
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　　　　　　　　　　　　〈YD－219＞

　　　　　　　　　　　　　　　1冊

　　　　　　　　　　　〈14．4－1010＞

　　　　　　　　　　　　　　1冊

　　　　　　　　　　　　　〈649－82＞

銀行大鑑　日本金融通信社　昭和40・

，1037p　注：昭和8年刊の複製

　　　　　　　　　　く338．21－G35g＞

京阪神商工録　佐藤純吉編　実業の京浜

　社　大正7　1冊　　　　〈331－55＞

京浜銀行会社要録　東京興信所刊　注：

　第3版から「銀行会社要録」に改題所

　蔵：明治30明治31（訂正増補2版）

　　　　　　　　　　　　　〈76一一一117＞

銀行会社要録東京興信所刊　所蔵：第

　3版　明治32〈76－117ハ〉　第4版明治

　33〈76－117二〉第6版明治35〈76－

　117ホ〉第7版明治37〈76－117へ〉

　第8版明治37〈76－117ト〉第10版明

　治39〈76T117リ〉　第11版明治40〈76－

　117ヌ〉第12版明治41〈76一117ル〉

　第13版明治42〈76－117ヲ5　第14版明

　治43〈76－117ワ〉第i5版明治44〈76－

　117カ〉　第16版明治45〈76－117ヨ〉

　第17版（役晶晶）大正2〈76－117タ〉

　第18版大正3〈76－117レ〉第19版大

正4〈76－117ソ〉第20版大正5〈76－

117ツ〉第21版大正6〈76－117ネ〉

　第23版大正8〈76－117ナ〉第24版大

正9〈76－117ラ〉第25版大正10〈76一・

　28729回大正9～10年度　11．第

　30～31回大正12～13年度　12．第

　32～33回大正14～昭和元年度．13．第

　34～35回昭和2～3年度14．第
　36曳37回二階．禾［1　．4～5　年度　　15．第

　38～40回昭和6～8年度16．第
　41～43回昭和9～11年度　17．第

　44～46回昭和12～14年度18．第
　47～49回昭和15～17年度

銀行総覧　銀行興信社　昭和9

　内容：昭和8年下半期

銀行大鑑　銀行通信社　昭和8

　117ム〉　第26版大正11〈76一＝L117ウ〉

　第27版大正12〈76－117ノ〉・第28版大

．正13〈76－117ク〉’第29版大正14〈76－

　117ヤ〉　第30版大正15〈76－117マ〉．

　第31版昭和2〈76－117ウ〉第32版昭

　和3〈76－117チ〉第33版昭和4〈76一

　「117，以下同記号，略〉’第34版昭和』5

　第35版昭和6　第36版昭和7　第38版

　昭和9　第39版昭和10　第40版昭和11・

　第41版昭和12　第42版昭和13　第43版

　昭和14

現代事業大鑑　上；下巻　萬朝報社　昭
tt

a5　2冊　－　　　〈591－190＞・

公益法人一覧文部省普通業務局所
　蔵：大正15，昭和5，6，7，8，9注：他省

　主管の財団法人及社団法人一覧付き

　　　　　　　　　　　　〈337－387＞

工業仕入案内　日刊工業新聞社　所蔵：

　昭和11，13，14，1与，16，17，18年版

　　　　　　　　　　　　〈14　．　8－235＞

主業年鑑骨違会出版部所蔵：大正
　16（下）昭和2（上下）昭和3（上下）

　昭和4　昭和5．年版　注：会社一覧あ

　り・　　　　　　　　　　　　幽　　　〈537－157＞

広告主名鑑　宮居康太郎編　新聞之新聞

　社　大正15．12611p　tt〈564－173＞

公認大日本商工録大日本商］；会所

　蔵：大正7，8，11，14年版昭和3，7年版

　　　　　　　　　　　　　〈367－39＞

産業日本の精鋭百会社　大阪毎日新聞社

　編　大阪大阪毎日新聞社，東京日日．

　新聞社　昭和10．7649p　〈685－54＞

産業総監　東京通信社　所蔵：昭和2年

　版　昭和4年版’　　　　〈576－14＞

事業興信録　事業興信録編纂部　昭和3

　389p　〈586＝67＞
事業年鑑　大正16年　事業之日本社　大

　IE　15　258p　〈14．4－745＞
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実業家要覧東洋実業社所聯1版
　明治45．3〈特28一一一86＞　2版明治45．

　7〈特28－867＞．「

諸官省用達商人名鑑　第1回後編　山口

　普一編刊　1911．3138p〈D4－E103≧

・商業登記会社全集　票屋龍蔵編　明法堂、

　明治28．9　834p　　』　　〈72－263＞

商工興信録　商工興信合資会社発行　所

　蔵：北畦道・奥羽地方大正如く340－18＞

　北海道・奥羽・新潟地方大正6〈340一
・8イ〉本州・中部地方kp　2〈34。一・8

　イ〉　本州・中蔀地方大正8〈340－18＞

’商工資産信用録大阪商業興信所所

　蔵：第22大正10　第23．大正11第24大

　正12第25大正13第26大正14　第27

　大正15　第28昭和2　第29昭和3　第
　31昭和．4第32H召和6第33同召和7

　第34日召1稲8　　第35目召禾09　，第36日召禾010

　第37昭和11　第38昭和121第39昭和13

　第40日召和14’第41昭和15第42池端6

　第43日口止018　　　　　　　　　　　　〈509－16＞

商工信用録　大阪興信所編　大阪　大阪

　興信所　昭和4　注：銀行会社録を含

　む．　　　〈567－21＞
商工重宝　今北治策編　大阪　商工重宝

　社所蔵：第2立明治41第3版明治
　42　第3版追加明治43．1第4版明治

　4316第5版明治43．9第6版明治
　43；11第7版明治43・12〈特55－21＞

職業別信用調査録真西秘密探偵母大

　正14　1冊　　　1　　〈542－172＞
新会社要覧　東京証券信託会社　明治

　40．7242p内容：新設増資会社要
　覧”　　　　　　　　　〈特62一450＞

信用録　再版　日本興信所　大正元　1

　冊　注：人名録付き　　　〈331－52＞

全国株式総覧　通俗経済新聞社　大正

　14．121762p注：会社業績一覧，財

　　界紳士録付き　　　、　〈542二192＞

　全国銀行一覧　東京銀行集会所　明治，

　’35．1122p注：銀行通信録第195号

　　　　　　　　　　　　　　〈92－108＞

　全国銀行会社決算総覧　丹羽錠三部編

　　大正7　360p　ttt　　〈14．4一461＞

　全国銀行会社決算報告集（英和対照）

’　明治41年度下半期　山川朝三，大崎二

　　虚位明治堂・明治42．4　1冊注：

　　世界各国銀行及トラス’ト会社輯録付き

　　　　　　　　　　　　　　〈83－424＞　’

　全国銀行会社事業成績調査録　帝国経済
　　通信社　所蔵：大正8〈331－140イ》

　　大正10〈331－140ロ≧

’全国銀行会社要録　東京興信所、3冊

　『所蔵：第44版下巻昭和15第45版
　　上，下巻昭和16　　・　　＜76－117＞

　’全国銀行事業総覧　大阪　日本経済研究

　　会　大正15．6318p，　＜423－220＞

　全国銀行信胴調回心　事業之日本社　昭

　　和2．5　1冊注：各銀行創立事情及，

　　び全国各種銀行決算報告付き

　　　　　　　　　　　　　　，〈562－92＞

　全国銀行総覧　昭和4年度　国際探偵社・

　　昭和3　1冊　注：為替取組要覧，現

　　代人事録付きtt　　　〈591π26＞

．全国銀行総覧　昭和13年6月末現在　銀

　　行信託通信社　昭和13♂1514p

　　　　　　　　　　　　　　〈758－101＞　’

　全国主要銀行会社業績内容総覧　大正15

　　、年上半期　成瀬商店調査部’昭租2

　　28P，．　　　＜14・4－768＞
　大日本三業大鑑＝杉謙二編刊　大正8

・　　1冊　注：英文付き　　、’〈367－59＞

　．大日本興業録沃正9，10年度漏話　大日

　　本興業録発行所　大正10　2冊

　　　　　　　　　　　　　　〈331－155＞

　大日本国立銀fi一一覧表三原孫七刊明

一70一



　治11．11　1冊（折たたみ）〈特60－980＞

大日本国立銀行清覧　高井光太郎編　大

　阪　浜本明昇堂　明治12．1　1冊

　　　　　　　　　　　　〈特60－981＞

大日本国立銀行表　羽毛田侍郎編　製紙

　分社　明治12　2舟　　〈特29－982＞

大日本重役大観　東京毎日新聞社　大正

　7581p注：会社録付きく367－49＞

大日本商工信用録寺尾秀編博病訴
　大正12．5　1冊　内容：会社商店一覧

　　　　　　　　　　　　　〈509－75＞

大日本商工信用録　昭和11年版　東京商

　工興信所　昭和10．12　1冊　内容：

　東京府，神奈川の「大日本商工信用録」

　「商工総覧」　　　　　　　＜691－52＞

大日本商工発展録　大阪　東亜実業調査、

　会　昭和7．2　1冊　注：商工人名録
　イ寸き，　　　　．　　　　　　　　　　　〈616－25＞

大日本商工名鑑　第1輯・大日本商工社

．昭和7．121冊　　　　〈638－26＞

大日本帝国銀行便覧　羽毛田侍郎編　羽

’毛田侍郎刊　明治11．12　133p’

　　　　　　　　　　　　〈特48－870＞

大日本帝国商工信用録　博信社　所蔵i’

　大正元年版東京之部（附横浜市，名古屋

　市）〈331－54＞　5版大正2〈331754

　イ＞　6版大正2〈331－54ロ＞　7版面

　正2〈331－54ハ＞8版大正3〈331－

　54二＞10版大正3〈331－54ホ＞　11版

，大正3〈33ユー54へ〉『12版大正3〈331

　－54ト＞14版大正4〈331－54チ＞15

　版大正5〈331－54リ＞　16版大正5履

　物商之巻く331－54ヌ＞17版大正5薬

　種染料商之巻〈331－54ヌ＞　18版大正

　6薬種染料商三三〈331－54ル＞19版

大正6和洋紙商三品〈331－S4ヲ＞20

版大正6金物商之巻〈331－54ワ＞21

版大正7金物商之巻〈331－54カ＞22

　版大正7和洋紙商之巻〈331－54タ＞

　23版大正7米穀肥料商面喰〈331－54

　レ＞24版大正7〈331－54ソ＞26版大

　正8織物商之巻〈331－54ヅ＞27版大

　正8＜331－54ネ＞28版大正9織物商

　之巻〈331－54ナ＞30版大正9〈331－

　54ラ〉・31版大正10全国運送業大鑑

　〈331－54ム＞32版大正10〈331－54ウ〉

・33版大正11〈331－54ノ＞　37版大正

　13〈331－54マ〉大正14年版土木建築

　業之巻〈331－54フ＞35版公認全国運

　送業大鑑：大正12＜331L－54ク＞　37音大

　正12大阪府之巻〈331－54ヤ＞37版大正

　13＜331一54マ＞　38版大正13〈331－54

　ケ〉　大正14年版土木建築之巻く331－54

　フ＞40版大正14〈331－54ユ＞43西京

　浜春巻大正15＜3’31－54エ＞44版大正

　15＜331－54テ＞45版京浜復興油虫

　〈331－54ア＞46版六大都市之巻昭和

　2〈331－54サ＞47版昭和3〈331－54．

　キ＞　48版昭和3〈331－54ユ＞　48版昭

　和4〈331－54メ＞49版昭和4〈331－

　54ミ＞50版昭和6〈331－54シ553版

　昭和7＜331－54ヒ＞55版朝鮮号昭和

　9〈331－54モ〉

著名銀行会社決算報告集　東京レビュウ

　社編　所蔵：’大正8年下半期　同9年

　上半期　　　　　　　　、＜14．4－483＞

帝国会社職員録　堤幽幽　大阪　日本通

　信社　大正8．5128p　　〈374－31＞

帝国銀行会社要録、帝国興信所　所蔵：

　大正元年版〈14　．　4－117＞大正2年版

’〈14．4－117イ〉、大正3年版〈14．4－

　117ロ〉’第4版大正4〈14．4－117ノ＞＞

　第5版大正5〈14．4－117二〉第6版

　大正6〈14．4－117ホ〉第7版大正7

　〈14．4－117へ〉第8版大正8〈14．4－

　117ト〉第9版大正9〈14．4－117チ〉
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』第10版大正10〈14．4－117リ〉第11版

　大正11〈14．4－117ヌ〉第12版大正

　12〈14．4－117ル〉大正14年半〈14．4－

　117ワ〉大正15年版〈14．4－1i7カ〉

　昭和2年版〈14．4－117ヨ〉昭和3年

　版〈14．4－117タ〉第17版昭和4〈14．4

　－117レ〉　第18版昭和5〈14．4－117

　ソ〉　第19版昭和6〈14．4－117ツ〉第

　20版昭和7〈14．4－117ネ〉第21版昭

．和8〈14．4－117チ〉　第22版昭和9

　〈14．4－117，以下同記号，略〉第23版

　昭和10　第24版昭和11・第25版昭和12

　第26版昭和13第27版昭和14　第28版

　昭和15　第29版昭和16

帝国興信録帝国興信録発行所　所蔵：

　第1版大正6〈367－33＞　第2版大正

　7〈367－33イ〉

帝国二三信用録昭和13年度版大阪

　帝国商工会　昭和13．3　1冊　注：府

　県別，業種別　　　　　　　〈748－30＞

帝国商工名鑑，豊成社　大正2　1冊

　　　　　　　　　　　　　〈331－69＞

電話広告録（万民必携）一名，商売繁昌

　内海駅二丁　明治26．3　199p

　　　　　　　　　’　　〈特28T－914＞

取引所一覧　所蔵：大正2．10調（農商務

　省編）、．大正4．9調（同門）大正8．1調

　（二丁）大正9．1調（同編）大正11．1

　調（同門）大正13（商工省編）大正

　14（以下三編）大正15　昭和2，5，6，7，

　10，ll，12　・／i　〈344－329＞

日本会社銀行録1国之礎社・野臥32～33

　2冊　　　　　　　　　〈86－81＞

日本工業大観　工業会編　工政会出版部’

　大正14．12　1冊　注：業種別工場会

　社一覧あり　　　　　．　〈540－77＞

日本工業大観　工政会出版部　昭和5．11

　1242p　注：会社工場商店要覧付き

　　　　　　　　　　　　〈608－145＞

日本工業要鑑大阪工業之日本旧
注：工学者，及技術者名簿付き　所

蔵：第4版明治42年度第5版明治

45，46年度　第6版大正3，4年度　第7

版大正5，6年度’ 謔W版大正7，8年度

　第9版大正8年度　第10版大正10年度’

　第11版大正10年度　第12版大正11年度

　第13版大正12年度　第14版大正13年度

　第16版大正15年度　第17版大正16年度

　第18版昭和3年度　第19版昭和4年度

　第22版昭和7年度　第26版昭和11年度

　第27版昭和16年度　　　　’〈9S－565

日本工業録　工業雑誌社　注：工業人名

録付き　所蔵：明治41年版　明治44年

　版大正2年版　　　〈95－70＞
日本産業総覧　二六新報社　昭和2．4

　1冊　　　　　　　　〈562－76＞

日本実業大観　清国留日記者公会　明治

　44，10130P注：対償貿易会社一
　覧，日本著名各公司工場図説あり

　　　　　　　　　　　　〈特67－71＞

日本実業大鑑　原重蔵編　日本実業門出

　版部　所蔵：第4版大正13関西版　第

　7版大正14　第9版大正15
　　　　　　　　　　　　〈509－117＞

日本商工営業録　井出徳太郎編　日本商

　工営業録発行所　注：合併会社，外国

　会社を含む　所蔵：明治31年9月刊

　同33年4月刊訂正2版　同35年9丹刊

　訂正3版　　　　一　　　　〈76－222＞

日本商工人名録　金沢芳雄編　日本商工

　人名録発行所　大正3　1冊　注：会

　社録付き　　　　　　　〈331－124＞

日本商工大家集（日露戦争記念）大阪

，大阪新報社　明治39．51↓32p

　　　　　　　　　　　　　〈406rl＞

日本商工大観第2巻The　commer一
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Ci・1　and　l・du・t・i・1　J・p・n　1907岸田

　太郎著　神戸　日華新報館　明治40．，

　12115P注：神戸居留各国洋商人
　名録付き　　　’　　　〈特67－72＞

日杢商工大観　第三年之巻　The　Com・

　mercial　and　lndustrial　Japan　1908

　二二藩著　神戸　日華新報社　明治

　41．12　101p　注：著名商号の経歴及

　共事業の大要あり　　　　〈特67－72＞

日本諸会社登記録　佐藤長四郎編　有斐

　閣　明治27・．　7　303p　　　〈44－274＞

日本信用録　東京商業興信所　所蔵：2

　版明治43．12　3版明治44．12

　　　　　　　　　　　　〈特55－44＞

日本全国銀行会社決算報告全集、第1回

　金井確論刊　明治33．10　324p

　　　　　　　　　　　　　〈83－80＞

日本全国銀行会社資産要覧　大阪　商業

　興信所所蔵：第1版明治29〈68－
　450＞、第2版明治30〈68－450ロ〉，

日本全国銀行会社実業象信）iE　SX　横浜商

　業興信所　大正4　1冊　　〈359－19＞

日本全国商工人名録　商工画面　所蔵：

　第1版明治25’第2版明治31　第3肩

上明治40第3版下明治41第5版大
正3　第7版大正8　第8版大正10
大正14年版　　　　　　　　〈20－100＞

日本全国諸会社役員録商業興信所
注：第1，2回大高阪香之編刊　昭和12

年から「日本全国銀行会社録」に改題

所蔵：明治26〈80r　3サ〉明治27〈80

一、3、キ〉明治28〈80－3ユ〉・明治

29〈80一　3ア〉　明治30〈80一　3メ〉．明

治31〈80－3＞　明治32〈80－3ロ〉　明

治33〈80－3　ノ＼〉　　明？台34〈80－　3　二・〉

明治35〈80－3、ホ〉　明治36〈80－3ぺ〉

明治40〈80一　3ヌ〉　明治41〈80－3ル〉

明治42〈80－3ヲ〉　明治43〈80－3ワ〉

　明治45〈80－3ヨ〉大正2〈80一　3タ〉

　大正4〈80－3レ〉　大正5〈80一　3ソ〉

　大正6〈80－3ツ〉，大正7〈80一　3ネ〉

　大正8〈80一　3ナ〉　大正9〈80「3ラ〉・

　’大正10〈80－3ム〉　大正11〈80－3ウ〉

　大正12〈80－3ノ〉　大正13〈80一　3ク〉

　大正15〈80一　3ヤ〉　昭和2〈80－13マ〉

　昭和3〈80一一　3ケ〉　昭和4〈soL　3フ〉

　昭和7　．〈80－3コ〉　昭和8’〈80一　3エ〉

　昭和9〈80－3テ〉　昭和10〈80－3＞『

　昭禾011〈80－3＞

日本全国銀行会社録　商業興信所所
　繭：昭和12，13，14，15，17（上，’下，役貝

　録）　　　　　　．　　　　・〈80－3＞

日本全国諸会社役員録　由井常彦，浅野

　俊光編・：解説柏書房　1988～8916

　冊注1：商業興信所刊の復刻　内容：

　1明治26～28　2．明治29，30　3明治

　31，32　4明治33　5明治34　6明治

　35　7明治36、8明治37　9明治38

　10明治39　11明治40　12明治41　13明．

　治42　14明治43・15明治44　16明治45

　解説・府県別索引　　　　04－E50＞

日本代用品工業総覧　昭和17年版・生産

　と配給社昭和18　1冊

　　　　　　　　　　　〈14．2ノ、一206＞

日本帝国興業要覧　一名，実業家成績録

　松本徳太郎編刊　明治22．4　510p

x　　　　，　　　　　　〈特66－264＞

法人個人職業別調査録国際探偵社宅

　注：業種別会社一覧，人名録付き　所tt

　蔵：第3版昭和5．2第4版昭和7．3

　第5版昭和8・6’第6版昭和10・7　第

　7版昭和11．12　第8’版昭和13．5　第

　9版昭和14．12　第10版昭和16

　　　　　，　〈610－60＞
ポケット会社職員録『 _イヤモンド社
　所蔵：昭和11年版i2～3年版17年版
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　18年版’　　　　　　　＜14．8－134＞

ポケット会社要覧ダイヤモンド社
　注：業種別に営業成績記載　所蔵：昭

　和9年7月版10年1月版10年7月

　版13年版15年版17年版18年版
　19年版　　　　　　　　　〈664一　7＞

本邦銀行財務分析・東京銀行集会所調査

　課編　東京銀行集会所　所蔵：昭和14

、上下期　昭和15上　昭和15下　昭和16

　上　昭和16下　『　　　　〈796－119＞

本邦事業成績分析　三菱経済研究所　所

　蔵：昭和7（上，下）＼昭和8（上，下）

　昭和9（下）昭和10（下）昭和11（上）・

　昭和12（上，下）昭和13（上，下）昭和

　14（上，下）　昭和15（上，下）　昭和

　16（上，下）　昭和17（上，下）　昭和’

　18（上）　　　　　　　　　〈632一　9＞

（2）　工、　場

岐阜県工場法適用工場一塩三和8年3

　月現在，岐阜　岐阜県工場会　昭和8．

　5　108p　v　〈631r177＞
工場通覧　農…商務省　所蔵：’明治37，39，

　40，42，44　〈14．8－14＞
全国土場鉱業総覧　昭和6年版　中外産

　業調査会　昭和6．10　1冊　注：関係

　事業一般付き　　　　　、〈628－71＞

全国工場鉱山一覧　産業福利協会　昭和

　2　144p　’　，　’〈337－472＞・

全国工場鉱山名簿　協調会　所蔵：昭和

　7〈509－121＞』　日召禾012＜14．8－190＞

全国工場通覧　商工省編大阪　日刊工

　業新聞社　所蔵：昭和4，7，8，9，10，11，

　12，13，14，15，16年版　　．〈581－262＞

全国主要工場鉱山名簿　協調会　大正

　11．8　233p’　〈507－25＞
全国製紙工場綜覧　紙業経済通信社　昭

　和10358p注：営業内容あり
　　　　　　　　　　　　　・〈686－83＞

東京工場要覧　小川哲雄編　日本工場協

　会大正6．549p　 〈361－183＞．

日本百工場工業三日本社ナ正3

　356p　〈333－34＞
民設製材工場一覧　大正8年末現在　農

　商務省山林三編大日本山林会大正

　10　312p　・　〈347－81＞

II　業　種　別

（1）　食　品

製糖会社要鑑　澤全雄編　大正6

　　　　　　　1　　　　　　　　　＜339－885＞

製糖会社要覧　製糖運合会　所蔵：昭和

　3年　昭和8年　注：決算表付き

　　　　　　　　　　　　〈337－489＞

全国水産関係会社総覧一昭和11年版　大

　日本水産会’昭和11450p

　　　　　　　　　　　　〈713－181＞

大日本酒醤油業名家大鑑　東京　酒醤油

　新聞社刊　所蔵12版大正9〈331－64

パイ＞　3版大正14≦331－64ロ〉

大日本醸造家名鑑　室次郎編　大阪　醸

　造時報社事務所明治41713p
・注：図版あり，中国語・英語の記述あり

　　　　　　　　　　　　　〈407－40＞

帝国飲料同業名鑑　帝国飲食料新聞社

　所蔵：大正5〈85－257＞大正15近畿

　の部〈85－257イ〉
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帝国実二面酒類生酢醤油1囎

　之部　商進社　大正8　350p

　　　　　　　　　　　　　〈331－126＞

帝国酒類醤油業興信録　帝国酒醤油新報

　社　大正5．2冊　．　　〈359－47＞

帝国商工名鑑　疏菜，果実，漬物之部　帝

　国実業社大正13珊〈331－172＞
帝国水産商家要覧　水産新報社　所蔵：．

　大正5年〈85－252＞大正11年〈374－

　94＞

響凶弾三社大計一，1

東京市横浜市，川崎市菓業大名鑑　東京

　品変包三盆　　日召禾08　　933p　　〈650－107＞

日本出品年鑑　昭和13年版　菓子新報社

　昭和13144p注：全国主要都市菓
　子業者名鑑付き　　　　〈14．2バー134＞

日本酒類醤油大鑑昭和11年刊　大阪

　醸界新聞社　昭和11・706p

　　　　　　　　　　　　　〈638－242＞
’日本水産商総覧　名古屋　日本水産新報．

　社・所蔵：大正15年〈564T98＞昭和

　11年〈564－98イ〉

日本商工信用録　醸造部　大阪　日本商

　工会　昭和3　307p　　　〈553－49＞．

和洋菓子製造大鑑　松井喜次郎編　大阪

　東洋三三新聞社　大正14　1冊　注：

　全国菓業社名魚付き　　　く537－26＞

　　　　　　（2）　繊　維

京都乱心家名鐘山輔三編京都日

　本染織新報社　大正15156p　’1
　　　　　　　　　　　　　〈537÷160＞

．毛纐覧昭和・2年回忌織工糊

　合連合会昭和12315p注：毛織’
　業者一一ee　　　　　　　〈14．9－197＞

最新大日本蚕業銘鑑　昭和3年度調査

　長野上田物産社　昭和3　1冊

　注：蚕業関係組合一覧あり〈586－135＞

蚕糸年鑑　昭和6年版．大日本蚕糸会

　昭和6　228p　注：名鑑あり

　　　　　　　　　　　　　〈601－28＞

繊維年鑑　昭和17年版　日本繊維研究会

　昭和17注：生産会社，繊維関係団体
　要録イ旧き　　　　　　　　　　　〈14．2バー186＞

全国製糸工場調査表　農商務省　所蔵：

　第3次建治33　第4次明治38　第5次

　明治41第6次明治44　第7次大正4
　第9次大正12　第10～12次大正13～昭

　＊n5　’　〈14，．8－31＞
全国染織沿革誌　上編　全国染織沿革誌

聾難癖黙思90P略1鰐

全国綿関係業者便覧　昭和10年版　日本

　綿業新聞社昭和10670p注：商
　工人名録付き　　　　　　〈689－53＞

中京織物案内　吉川新太郎編　名古屋

　名声屋織物同業緯合大正9　212p
　注：主要工場分布図あり　〈374－51＞

帝国真田商工交信録　交信社　内容：マ

　ニラ麻，真田麻取扱い業者　所蔵：大．

’正4年度上巻〈347－21＞1大正4年度

　再版く347－21イ〉大正6年3版〈347

　－21ロ〉

．東京織物問屋総覧　東京信用交換所　昭

　和4　342p注：L東京織物問屋
　一覧あり　　　　　　　　，〈558－179＞

日本織物雑貨商工便覧　昭和16年版　大

阪，組継新聞社昭和・5559P
　　　l　　　　　　　　　　　　　　〈14．2ノ＼一171＞

麻京染呉服染色業者名鑑第癩京

一鯨ﾋ社大正15411＆一7＞

日本繊維工業総覧　財政経済時報社　所

　蔵：昭和9年昭和11年〈614－176＞

日本厚綿名録昭和15年版大阪

，一　75　一



　紡織時報社　昭和15　1冊

　　　　　　　　　〈R586．03－B66ウ〉

日本紡織品便覧昭和15年版　大阪　綿

　布面絹織物商同盟会事務所　昭和15

　1697p注：大阪の織維会社の商標，

　品種品質明細あ、り　　　〈14．2バー173＞

紡織問屋要心　東京信用交換所　昭和10

　684p注：営業内脊あり’〈690－15＞

綿練紡績事情参考書　大阪大日本紡績

　連合会　明治36～昭和1533冊　注：

　綿紡績会社成績一覧付き　所蔵：第1

　（明治36年上半期）L9次（明治40年上

　半期〉第13．（明治42年上半期）～75次

　（昭和一15年上半期）　’　〈14．2UT26＞

　　　　　　（3）　鉱　　業

金属商工大鑑　大阪　大阪金物新報社
、’

ｺ和2　注：全国著名金物業者名鑑付

　き．’＜553－19＞
鉱業趨勢一斑，“明治40年上半期　農商務

　省鉱山局　開治40’31p　〈14，　4－316＞

全国工場鉱業法覧　昭和6年版　中外産

　業調査会　昭和6．10　1冊　注：関係

　事業一覧付き　’　　　　〈628－71＞

全国工場鉱山一覧　産業福利協会　昭和

　2　144p　〈337－472＞
全国工場鉱山名簿　協調会　所蔵：昭和・

　7年版〈509－121＞　昭和12年版〈14．8

　－190＞

全国主要工場鉱山名簿協調会，大正
11．8　233p　’　，　〈507－25＞

全国製紙工場総覧　紙業経済通信社　昭’

　和10358p注：，當業内容あり

／　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　，　　　＜686－83＞

東京鉱山監督署鉱業概覧　第1深（明治

　42年）　東京鉱山監督署明治43202p．

　　　　　　　　　　　　〈14　．　4－350＞

日本鉱業名鑑　鉱山懇三会　所蔵：大正

　2年〈349－142＞．改訂大正7年〈349一一

　142イ〉（内地）改訂大正13年〈349一

’14．2ロ〉　改訂昭和10年〈349－142ハ〉

北海道鉱業之概況　明治40年　札幌　鉱

　山監督署　明治4r　27p

　　　　　　　　　　　〈14．2イー211＞　’

本邦鉱業一斑　農商務省鉱山局　所蔵：’

　明治38　．，　39，40，41，42，43，45・大正元

　　　　　　　　　　　　〈14　．　4－317＞

本邦鉱業の趨勢年刊所蔵：明・治
　39～昭和15（農商務省，商工省編）〈321’

　一39＞昭和16～45（通商産業省編）

　〈560．59－Tu783h＞　〔昭和46～59（以

　下同編）〈DT622－1＞昭和60～〈Z41

．　一2587TB＞）

本邦重要鉱山要覧農商務省鉱山局所

　蔵：’大正3年版〈359－4＞大正7年

　版〈359－4イ．〉大正15年版〈359一・一4u＞，

　　　　　　（4）　建　　築

建築年鑑　建築世界社　3冊　注：建築
　関係者一覧あり　所蔵ご大正15年度版

　昭和2年度版　昭和3年出版

　　　　　　　　　　　　　〈540－127＞’

土木建築業並関係業者信用録　所蔵：昭

　和5年度版　11年度版　　く605－36＞

　　　　／　（5）製造業一般

業種別全国工業組合一覧　昭和15年4月

　1日現在　工業組合中央会，工業組合

　中央統制協議会編工業組合中央会

　昭和15　130p　　〈R509．16－Ko26ウ〉

全国特産品製造家便覧　上・下　広報通

・信社　所蔵：大正8年〈388－11＞訂

　再版大正13年〈388－11イ〉

大日本護護同業者名鑑　ゴム新報社　大

　正2　1冊注：自転車販売業，鉱山
　業も含む　　　　、　　〈347－10＞’
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大日本銃砲火薬業者名鑑　大正10年度

　江崎秀雄編　日本火薬製造株式会社

　編集部　大正10169p　　〈374－71＞

日本紙業綜覧　昭和12年版　王子製紙

　株式会社販売部調査課　昭和12　1097

　p　注：会社，工場一覧あり

　　　　　　　　　　　　　〈736－141＞

日本瓦業総覧　井上要編　日本瓦業総覧

　刊行会昭和2　1冊注：著名出営
　業組合一覧，瓦営業者一覧あり

　　　　　　　　　　　　　〈572－70＞

富士紙業年鑑　昭和14年度版　富士紙業

　通信社　昭和14518p注：静・岡製，

　紙パルプ工場要覧付き〈14．2バー177＞

窯業銘鑑四日市市　窯業銘鑑出版部

　所蔵：大正13年度版〈537－25＞大正

　14年度版〈537－25イ〉

　　　　　（6）文具・雑貨

全国文具界大観　坂本三編　大阪　文具

　三社　大正14620p　　　＜540－2ナプ

大東京文具商工名鑑　日本文具新聞社
　日召不［i9　　317p　　　’　　　　　　〈628－106＞

日本セルロイド商工大鑑　セルロイド新

　報社昭’和3　600p注：組合，業

　者，著名小売商一覧あり　　〈588－90＞

日本文具製造業別名鑑　日本文具新聞社

　日召禾［14　　511p　　　　　　　　　　〈553一58＞

日本和傘宝鑑　完結編　高津太三郎著

　大阪　日本傘提i新報社出版部　昭和11

　408p注：全国同業店名録付き

　　　　　　　　　　　　〈572－173　m　〉

　　　　　　（7）　商’業

商工貿易興信録　東洋貿易協会編　日米

　興信社・大正6　1冊　　　〈367－5＞

全国業界名鑑興信録　昭和10年版　日本

　貴金・属時計新聞社　昭和10812p

　内容：時計，貴金属，眼鏡蓄音器業界

　　　　　　　　　　　　　く685－3＞『

全国自転車商名鑑，小田垣鉄次郎編　大

　阪　輪友雑誌社　所蔵：明治43年　明

　治45年　　　　　　　　く特25－147＞

全国書籍商総覧　昭和10年版・新聞之新

　聞社　昭和10注：、五十音順索引あり髄

　　　　　　　　　　　　　〈664－32＞

全国薪炭業者名鑑　東京薪炭商報社　昭

　旗日8　　304p　　　　　　　　　　　〈650－153＞

全国時計商工全書　今井光三郎編　名古

　屋名古屋時計商i報社明治41338
　P　注：時計商名簿付き　・〈64－17＞

帝国水産商家要覧　水産新報社　所蔵：’

　大正5年〈85－252＞大正11年〈374－

　94＞

帝国輪郭案内　小林信越編　松本　擦半

　界社　明治44146p　　〈特25－108＞

東京織物問屋総覧　東京信用交換所　昭

　和4　342p　注：東京織物問屋一覧

　あり　　　　　　　　〈558－179＞

内外海商名鑑　山口濤太郎三　山回濤太

郎海商事務所明治34123p英文

　43p　〈92－15＞’
日本映画事業総覧　国際喚画通信社　4

　冊所蔵：大正15年版　昭和2年版

　昭和3・4年版　昭和5年版　注：映画

会社興信要覧あり　　　　〈542－171＞

日本映画年鑑　大同社　注：映画関係会

社人名録全国の劇場名簿付き　所

蔵：昭和16～17年版　　〈14．5－920＞

日本海陸物産立名鑑　伊藤吉四郎編　小’

樽北海道通信社大正71冊
　　　　　　　　　　　　　・〈374－18＞

日本商工須知　神戸　日華新報社　明治

43125p　注：英文書名　Japan　Dir・

ectory　内容：中日貿易商

　　　　　　　　　　　　く特30－200＞
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日本問屋要覧　昭和12年版　仕入案内社

　刊　昭和11　134P　内容：東京，名古噛

　屋，大阪に所在の問屋〈14．2バー118＞

日本百貨店総覧　百貨店商報社　昭和8

　　1冊　内容：第一巻　三越〈658－1＞

日本百貨店総覧　百貨店新聞社注：全

　国百貨店人集，有名取引業者一覧付き

　，所蔵1昭和12年版　昭和14年忌　昭和

　17年版　　　t／　　　　＜726T57＞
　日本貿易商案内、1897年　神戸　日本貿

　易商案内発行所明治30595p
　注：英文併記　　　　く123－157（洋）〉

　日本貿易商銘記　打田一州，打田橋三郎

　編　神戸　打田一蹴打田橋三郎　明

　7A37．12　242p　・　．　〈45－496＞

百貨店年鑑　日本百貨店通信社　注：職

　貝回付き　所蔵：昭和13年版　昭和

　　16～17年版　　　　　　〈14．5－753＞

紡織問屋要鑑　東京信用交換所　昭和10

　684P注：営業内容あり　〈690「15＞

　　　　　kkt⑧一金　融

為替取組先一覧表　鶴光美心　東京　銀

　　行頭会所　明治27226p　〈44－242＞

　銀行無尽，信託営業成績一覧表　新潟県

　　編　所蔵：昭和3年12月31日現在　昭

　　和5年12月31日現在　昭和6年6月30

　　日現在　昭和6年12月31日現在　昭和

　　7年6月30日現在昭和8年6月30　H

　　現在昭和9年12月末日現在昭和10

　　年12月31日現在　昭和11年6月30日現

　　在　昭和11年12月・31日現在

　　　　　　　　　　　　　〈576－165＞

＼全国為替取組所一覧（通商必携）東京

　　銀行集会焼直　有隣堂　明治14　．・　73p

　　　　　　　　　　　　　〈特47－586＞

　全国無尽会社業績大鑑無尽之研究所

　　昭和9．11上下巻　　　　〈649－205＞

全国無尽会社要覧　全国無尽集会所　所

　蔵：昭和3年度昭和4年度昭和6
　年度　昭和6年末現在　昭和7年末現

　在　昭和8年末現在　昭和9年末現在

　　昭和10年末現在　昭和11年末現在　昭

　和12年末現在　　　　　　〈569－152＞

全国無尽会社要覧　全国無尽中央会　所

　　蔵：昭和13年末現在　昭和14年末現在

　　昭和15年末現在　　　　　〈569－152＞

　全国無尽会社要覧　無尽統制会　所蔵：

　　昭和16年末現在　昭和17年末現在

　　　　　　　　　　　　　．〈569－152＞

　内外為替取組便覧　東京銀行集会所　明

　　治39　1冊（合本）内容1銀行別之

　　部，地方別之部　索引之部〈33－490＞

　内国保険会社信用録　第1回　協立社編

　　大正4　　　　　　　　　〈347－29＞

　日本保険年鑑　三浦義道編　厳松堂発売・’

　　所蔵：昭和3年　，4年　5～6年　6～7

　　年　8～9年　11年　注：保険会社置付

禽叢商謡下局論14墨撚

　　会社協会刊　注：大正11年より商工省

　　編　各会社の営業成績付き　所蔵：明

　　治41～42年度　42年　43年　44年　明

　　治45～大正2年　大正3年　4年　5

　　年6年7年8年9年10年
　　大正11～12年　大iE　11～14年（外国会

　　社）13～14年大正15～昭和2年
　　昭和3年ト4年　5年（甲内国会社，乙

　　外国会社，）　6年（三内国会社前後編，

　　乙外国会社）　7年（甲内国会社前後

’　編，乙外国会社）　8年　9年10年
　　（甲内国会社前後編，乙外国会社＞　11

　　年（甲内国会社前後編，乙外国会社）

　　　　　　　　　　　　　〈14　．　4－335＞

．保険年報　第1～7回（明治43～大正5

　　年）太田鶴吉編保険年報発行所
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　　二二：会社録営業成績を含む

　　　　　　　　　　　　　〈14　．　4－359＞

　無尽業二二　全国無尽集会所編集部　大

　　正129’2p　　　　　　〈393－500＞

　　　　　　（9）出町・印刷

　印刷産業綜覧．昭和12年度版　印刷往来

　、社昭和12469p，注：名簿，会社要
　覧イ寸き　　　　　’　　　　　　　　　　〈740－86＞

一飛欝聞翻劉鞭’
　1922年4926年　　　　　ぐ507－71＞’

全国印刷業大観　大正16年度　5版　日

　本商工社　大正15　．　　〈S62－S3＞

全国新聞雑誌通信社名鑑　全国新聞雑誌

　通信社連盟　所蔵：昭和7年〈636－

　19＞　昭和10年〈636－19イ〉

　　　　⑲　運輸・電気・ガズ

瓦斯事業子下　帝国瓦斯協会．所蔵1大

　正3’～9年．6年10年11年12年

　13年　14年　昭和元年『2～3年　4’，

　年　5年　7年’8年・9年・10年
　11年’12年忌13年忌14年　〈333－36＞

全国乗合自動車総覧　鉄道省編　鉄道公

　論社　昭和9　注．：構内タクシー名簿

、もあり　　　　　・　　〈628－121＞

、全国輪業者便覧　第4集　大正9年末調

　査大阪大阪輪尺雑誌社，自転車商

　組合月報部　大正9　652p＜374－58＞

．地方鉄道一覧昭和2年7月1日鉄道

　同志会昭和2　353p注：鉄道省
　肇督局調　　　　　　層・　〈423－291＞

地方鉄道及軌道一覧　鉄道省監督三編

　鉄道向志会　3冊　所蔵：昭和10年4

　月1日現在　昭和15年11月1日現在’

　昭和18年4月1日i現：在　　〈567－100＞

地方鉄道軌道営業年鑑　鉄道省監督局編

　鉄道同志会　昭和4　ssob〈553－61＞

帝国運輸同業組合店名簿，大正10年8月，

　現在　帝運発行所，大正1059p

　　　　　　　　　　　　〈397－204＞

帝国鉄道大観　帝国鉄道大観編纂三編』

　運輸日報社　昭和2　1冊　注：開業

　地方鉄道一覧表，鉄道省関係の営業者

　』覧あり　　’　　tt　　　〈576－12＞

三三鉄道年鑑　昭和3年版　帝国鉄道協

　会　昭和3　689p注：会社録営業
　成績あり　　　　　・　〈14．4」798＞’

鉄道興信録（鉄道年鑑）　鉄道新聞社　日召

　和3　135p　注：鉄道請負業者一覧
　イ寸き　　　　　、　　　　　　　　　〈14．4－799＞

鉄道電気事業輸出　大正4年度用　鉄道

　通信社　大正3　1冊　　　〈85－236＞

tt気事業一覧　改再版　三友社　大正5

　1冊　　　　　　　　〈339－690＞

日本電業者一覧　日本電気協会　5冊

　所蔵：第1版明治38　第2版明治39

第3版明治41第4二三43郷版
　明治45　　　　　　　　〈特28－58＞

日本電業者一覧　日本電気協会　5冊

所蔵、：明治39年用　明治40年用　明治

　41，43，45　一　〈318－167＞
日本輪回名鑑　無界雑誌社編集所　内

容：自転車業界名簿　所蔵：大正5年

響「256＞h増補版燭年く85－256，
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皿　地　域　別

　　　　　（1）北海道’・東北

青森県実業家案内　弘前　二二堂　明治

　43．9101p注：商工業者を広告で

　紹介　　　　　　　　　　〈特55－111＞

旭川商主人名録　坂東幸太郎編　旭川

　旭川実業協会　大正7．9221P　　一

　　　　　　　　　　　　　〈374－20＞

小樽商工案内　小樽商業会議所刊．所
　蔵：大E4年　大iE　7年　〈360－182＞

小樽商工名録　小樽・小樽商エ会議所

　注：銀行会社一覧あり　所蔵：昭和8
　H召仕口｛11　　　　　　　　　　　　　　　　　〈374－83＞

tt釧路市商工案内　釧路　釧路商工会議所

　昭和8　1冊1　　f　〈14．8－103＞

酒田商工案内　伊藤信成編　酒田商業会

　議所　大正9．5103p　注：商工人名

　録，銀行会社一覧あり　v　〈374－r4＄〉

札幌実業家便覧　札幌・小川正治　明治

　28．3和8丁　　　　　く特si－827＞

札幌繁図録　高橋龍太郎編　〔出版地不

　明〕高橋龍太郎刊　明治20．5　図版
　62丁　注：商店絵図あり〈特57－817＞

商工函館の魁（北海道独案内）垣貫一右

　衛門編　小島虎次郎校　大阪　生見堂

　明治18．7和68丁注：商店絵図あり
　　　　》　，■〈特57－818＞

仙台商工案内　仙台　寺本静旧刊　大正

、10．3103p注：商エ人名録あり

　　　　　　　　　　　　　　〈374－63＞

十勝商工人名録　帯広興信所編．北海道

’帯広興信所明治44109p注：会
　社，工場一覧あり　　　　〈特28－43＞．

函館実業者便覧　清水辰三郎編　函館’
　北洋舎／t明治27～28　2冊（上下）

　　　　　　　　　　　　　，〈45－77＞　．

福島県平場要覧．昭和13年版　福島県工

　場協会　昭和13158p　〈14．8－222＞

北海道営業鑑　附，学府及横浜・神戸・愛

　知羽幌村（北海道）明治36．3、622p

　　　　　　　　　　　　　〈316－106＞

・北海道及樺太株式傘社集覧　昭和14年版
　ホし三晃　　肖ヒ海道拓殖銀そテ・調…誓言果　　日召禾ロ

　’15　462p　．　〈D4－9＞
北海道銀行・会社・組合要覧・人事録　小

　樽北海道経晴興信所昭和16’1057p

　　　　　　　　　　　　　〈755－126＞

北海道鉱業之概況　明治40年　札幌，鉱

　山監督暑　明治41　27p

　　　　　　　　　　　〈14．2イー211＞

北海道の商工要覧　北海道庁経済部　昭

　＄a11　318p　〈14．8－135＞
北海道繁栄図録　檜山爾志久遠の部　函

　館館道策．明治2．4．1053丁内
　容：商店絵図　　　　〈特66－221＞

北海立志図録　高崎龍太郎著　函館　高

　崎龍太郎　明治23．9和71丁　注：商

　店絵図あり　　　tt　　〈特57－823＞

宮城県農工商員録金子長吉編　仙台

　山本鉄次郎明治22．10230p　注；
　商工人名鐘市町村職貝録を含む

　　　　　　　　　　　　〈特15－806＞

盛岡営業案内　下村恒弥編、盛岡　盛岡

　広告社　明治44．10114p

　　　　　　　　’　　　≦特16－270＞

．米沢商工案内　松坂三編　米沢t－t文華三
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　明治45．2　196p　　　　　〈332－2’23＞』

　　　　　　（2）陶　東　’

荻町県銀行会社録　古賀準編　水戸地方

　経済社　　日記禾［12　　606p　　　〈573－147＞

宇都宮市商t便覧　尭川清次郎編　宇都

　宮宇都宮商業会捨所明治44．10
　　1冊　　　　　　・　〈特28－41＞
宇都宮市警句覧－

�?ｴ次顯・宇都

　宮宇都宮商業会議所大正9．11

　130p　〈374－59＞甲斐市中買舳案内甲府伊難宗助．

　明治5．10　和155丁　　　　〈198－469＞

会社及工場通覧　千葉県総務蔀統計課

　日誌禾012　’97p　　　　　　　　　　〈14．8－158＞

袖壁県銀行会麟家名鑑桑朧木

　平編横深磯山繁三郎明治35．8
　994p　　　　　　　　．〈特16－223＞

神奈川県工場便覧　横浜　横浜商工会議
　所．所趨：昭和12，16年版〈14　’．　8－160＞

神奈川県工場妻覧神奈川県工場協会．

　日用禾05。4　29p　　　　　　　　　　　〈605－63＞

神奈川県商；・^．横浜　横浜名鑑社　昭

響’即智容物1驕饗

、川譜翻。押越羅馬

川崎市会社工場便覧　川崎　川崎市役所

　産業課　所蔵：昭和12，14年、

　　　　　　　　　　　〈14．2バー1295

桐生商工案内　岩下龍太郎編　桐生　桐

　生胆和会　明治36．1’233回目96－158＞

桐生商工案内　正木重之編　桐生　桐生

　三友会，大正10248p　　〈374－70＞
京浜問P職業別電話営業便壷　大正14年

　版　須川三郎編．商業之日本社　大正

　14．5600p　内容：業種別会社一一・ee

　　　　　　　　　　　　　〈542－10＞

京浜管内銀行職員録　銀行職員録発行所

　所蔵：第7版昭和5　第8版昭和6

　　　　　　　　　　　　　〈564－39＞
京浜銀行会難球録馳5鞭興業
　通信社　明治45603p　　rt〈340－8＞

・甲謬道断籍耀諮出直・

　注：商店一覧あり　　　〈特58－279＞

甲府買物独案内（売買必携）　大塚宗七郎

　著　〔出版事項不明〕和157丁tt注：

　商店一覧あり　　　　　〈特58－282＞

最近鯨市商工案内東京搬所購課

　編　工業三日本社　注：商工人名録，’

　丸ノ内濠会社事務所で覧あり

　　　　　　　　　　　　　く374－45＞
埼玉県工業蝶麩埼玉工業搬

鳩4聯三図蕊報5＞
埼玉県工場通覧　浦和　埼玉県総務部細

　計課　所蔵：昭和10年12月末現在　昭

　和11年12月末現在　昭和12年12月末現

　在〈14．8－169＞商工組合年鑑東焔工通論編垂昭

・和2　1冊　注：東京市内の重要物産
、同P合銀行会社離一覧を含む

　　　　　　　　　　　　〈14　．　4－778＞

掌裡の友郭商館明治27．9171p
注記京市内郷三三店一覧あり

　　　　　　　　　　　　〈特51－724＞

全国銀行業績総覧第嘲関東箭q
　本経済研究会　昭和10．11　191p

　　　　　　　　　　　　　〈429－15＞
高崎商工実内高崎商業会議所所蔵：明

　治43．9〈335：一17＞大正6〈335－17i＞

棘飲食離案内q瀬光太郎干糊沿
　23．1和iSO丁　　　　　〈特59－42＞

東京織物問屋総覧　東京信用交換所　昭

’和4　342P注：東京織物問屋一覧
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　　あり　’　　　　　　　之SSS＝179＞

　東京買物麺案内（商大名家）’上原東一郎

　　編　上原東一郎刊明治23．7和174
　　丁丁：商店一覧あり、　’〈特57－820＞．

　東京銀行会社明細録．一名，紳商の友

　　桜井三編　厚生掌　明治21．12　128p

　　　　　　　　　　　　　〈特66－111＞
　東京鉱山監督署鉱業概覧　第1次tt（明治

　　．42年）東京鉱山肇督署　明治43．202

　　p．　〈14．4－350＞
　東京工場要覧　小川哲雄編　日奉工場協

　　会　大正6　549p　　　　〈361－183＞

　鯨k名二男独案内南部勇刊明治

　　17．7和1冊（折たたみ）＜特67－534＞

　東京市及附近町村工場分布状態　東京市

　　役所商工課　大正10．373p

　　　　　　　　　　　　　　〈374－73＞　・
　’東京二丁燐接町村工場名鑑　東京市役所

　　商工課大正12，423P注：職工数
　　も言二二　　　　　　　　　　’　〈374－98＞

　東京市工場要覧　卑京市役所商工課

　　準：職工数も記載　所蔵＝大正13　大

∴　1正1S’昭和4　昭和6　　〈374－98＞
v’

@／ 結梹s商工名鑑　東京市役所　所蔵：4

　　回昭和4・5回昭和86’三日肺・・

　　　7回日召禾口i4．8回日召禾016　〈14．8－106＞

　鯨市有名実四諦録辻本秀五郎著刊‘

　　明治33．12481p注1銀行会社を含
　　む　　　　　　　　　　く特54－412＞

　東京市横浜市，川崎市三業大名鑑　東京

　　菓麹協会　昭和8　933p　〈650－107＞

　　東京商家繁昌鑑鎌田貞雄刊　明治27・3

　　9p　注：商店一覧あり　〈特54－348＞

　　東京商工名簿　東京商工会議所　所蔵：

　　n昭和2年版　昭和・4年版　く576－25＞

　　東京商工名簿　昭和13年版　東京忍野会

　　　議論改造社昭和131冊
　　　　　　　　　　　　　　　〈576－25＞　’

東京諸首回員録　一名，買物手引　賀集

　三平旧刊　明治27．12　801p＜6－2S9＞

東京問屋便覧　地方事情訥査会編　広報．

　通信社大正8〈31－898＞大正9
　〈31－898イ〉

東京府会社要覧・東京府．所蔵：昭和4，

　5，6，7．，　9．　if．　f．　，　．　〈14．8－94＞

鯨府管内銀磁購郷夕照発行
所所蔵：改版木叩15　5版昭和4

　9版1昭和7　10版昭和8　‘11版昭和9

　12版昭和10　13版昭和11　14版昭和12

　16版昭和14　17版昭和15　19版昭和

　17　〈564－39＞
東京府工場要覧　東京府　所蔵、：大正6

　日嗣不06，7，11；12，13　　　　　　　〈14」8二60＞

瑞灘1騨搬8編
東京名家繁昌図録　初編　吉田保次郎編

、刊明治16・1080P注：商店絵図』

　あり　　　　　　　　　〈特58－301＞

東京横浜職業別復興調査録『東京商工通

　信社所蔵：大正13年版〈947－93＞

　大正14年3版く947－93イ〉大正14年

　4播く947－93白Σ

東京横浜問屋便覧　広報通信社　所蔵1

　大正11訂5版〈31－898＞’大正13　6

　版〈31－898ハ〉

日本絵入商人録　佐々木製一編　横浜

　佐々木製市　明治19．6　’290p』注：

　横浜神戸の外商付き　　　〈29－142＞

八王子商工案内　田沼久吉編　八王子商

　業会議所　160p，、　　＜i4．sL40＞

荊橋商工案内　松田善治郎，平賀勝三郎

　編　前橋商業会議所　明？含43・10　内

　容：前橋商工入名録，録行，会社，組合，

　官公庁，学；校，新聞社一覧〈痔16－832＞

前橋商工案内　前橋商業会議所　大正4

　99p、注：商工人名餌付き．＜360－224＞
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水際市酵淵垣牛脂購愛知県会麟古屋愛ll繍

山梨甲府各家商鞭覧大塚宗七三三層 D統計調査課昭和・・’ R6P
　　府同宗旧刊柵・・旧注・商店　　　　　〈、4．2．、＿、3。〉

一1一翌?閨@噛』〈特58－278＞愛矢曝会社要録名古屋愛知県興信所

横浜市工業会三冠灘横浜市餅　’日工和8注・獺難癖趣き
　　商工課所蔵・大正9・8刊〈375＝57＞・　　　　　　〈64’、＿190＞・

　　大正…9刊〈375二57イ〉大正・・…刊愛知県下記便覧川魚太良K著堺

　　，〈375－57ロ〉　　　　　　二二堂明治2・．3和66丁注，酷
．横浜市工業者名鑑大正14年12月末晒　二二あり　・幽、〈特58＿275＞・

　在横浜細工旧刊昭和2・2333pl愛矢口県工場纏昭和・・年糊在名古

　　　　　　　　　　　　〈374三57ハ〉　屋昭和12228p　〈14　．　8－208＞
横浜市商工案内横浜市役所商工課産愛知県実業家三三梶堅之高名

　業課編年注：商工人名鍋含む所　・古屋愛知博文社明治27珊・
　蔵：木正10大正15昭和8昭和■注・鋤一社を含む〈特20＿328＞
　12　　　　、〈374－68＞・愛知県商業aen大正11年6月調査愛、
横浜市商工案内横浜市役所商工早大　知県産業部大正・2334P〈347＿92＞

　正13・6珊　　〈374一・3イ〉愛矯売馨図絵ブックシ。ップマイ
横浜市商工艦横浜横浜市役所大　タウ騙一宮ブックシ。ップマイ

　正7345P注：賜業者一覧あり　タウン402P内容・「長陽商工便
　　　　　　　　　　　　　〈374『13＞　　覧」（川崎源太郎編　明治21．6），「始部

灘商工案内保科文次郎編横町工　商土便覧」（堺1龍泉堂明治2、．6）の

協会大正448・P　〈347－26＞・抜粋附・「尾三農商工繁昌記」（川．

横浜商工四望蠣明野横浜横　瀬善一，Wt明治・7．9名古屋績立
詰通鮒所蔵・大正7〈374－22＞大　1±）・　　〈DC79＿E12＞
正12〈374’22イ〉　　　　石川県下商工便覧川崎涼太郎著堺

三崩幽幽適1総懸明治21・6・和79τ特講
．横浜酊艦昭和・4轍横浜商工会石川県下商工便覧増補2版堺謙

謝編刊昭和14・12注・営業品目　堂明治21和155丁〈特58＿276＞

・擾雛u猫認識惚獣簾3鈍欝灘
・4　’

E3・P　　　〈34－2・5＞　膿を含む　　〈痔、7＿619＞

　　　　　　（3）中部　　　剛奇商土人名録岡崎商工会議所所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔵：昭和12，13，14年版’幽〈14．8－203＞

愛知県会社縷名古屋蜘繍社所上伊達二品一松囎＋編長野』
蔵：昭和5年版昭和四三四和8・共益社出版部明治45．76。P注：
1年版　昭和10年版　昭和13年版　　　　　　tt会社本四店名あり，　　〈特26－803＞
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岐阜県工場法適用工場一覧昭和8年3

　月現在・岐阜　岐阜県工場会「昭和8．

　5　108p　，，　”　〈631－177＞

岐阜商工案内、岐阜商業会議所　所蔵：

　大正5〈347－45＞大正8〈347－45イ〉

　大正11〈347－45ロ〉

銀行，無尽，信託営業成績一覧表　新潟編

　10冊　詳細は業種別金融の項参照

越の雪　〔出版者不明〕・明治44序　1冊

　内容：富山県下著名農工商業者一覧

　　　　　　　　　　　　　〈特55－8＞

静岡県工場名簿　静岡県　工業懇話会
　日召禾09’223p　　　　　　　　　〈653－316＞

信濃松本商法便覧　下川治兵衛編　松本

面隠〔明治19？〕和118丁注：』
　商店一覧あり一　　　　〈特58－291＞

商工技芸飛騨之便覧　堺　中谷与助刊

　明治21．9和46丁注：商店絵図あり
　　　　　　　　　　　　・＜特58－289＞

商工名鑑　（二二県岐阜県長野県

　新潟県）名古屋　名古屋商工社所

　蔵：明治44，45年　　　〈特17－54＞

信越商工便覧　小山岩五郎編　柏崎　商

　工社　明治44．11’230p’注：長野県

　新潟県商工人名録あり　く特28－394＞

高岡商業会議所報告’ 謔R，4号高岡
　高岡商業会議所明治33．41冊
　注：高岡市内の会社商社一覧あり

　　　　　　　　　　　　〈特17－945＞．

高岡商工案内　三川浩編　高岡商業会

　議所刊大正8．12105p注：商工
　人名録，銀行会社要録あり〈374－44＞

中越商工便覧　堺’川崎源太郎刊　明治’

　21．11　　禾0128丁　　　　　　　　　〈特58－295＞

中京名鑑名古屋名古屋毎日新聞社

　所蔵：昭和3年版　昭和11凹版

　　　　　　　　　　　・　〈423－341＞　’

中部日本の事業と会社　東洋経済新報社，

　所蔵：昭和16，17，18年版

　　　　　　　　　　　く14．2ノ＼一193＞

、豊橋商略琴内　豊橋　豊橋商業会議所，

　注：商工人名録会社一覧あり　所

　蔵：’大正10年度大正11年度　　　℃

　　　　　　　　　　　　　〈374－72＞

長野県勧業年報、第6回　長野県、1明治tt

　17．2462p　注：会社一覧あり

　　　　　　　　　　　　　く特52－39＞

長野県産業「班　長野　第八牙関南区実

　業大会明治36．10　106P　〈97－101＞

長野県事業年鑑’ M濃経済調査会　昭和

　　3　’121p　〈14．4－811＞
長野菓勢総覧，上，下川上七五三著　東

　京長野県勢総覧刊行会’昭和3．11

　　1冊注：会社一覧，商工人名録を含

　むく577－116＞．
長野商工案内　長野　長野商業会議所

　明治41．9221p内容：工場一覧，

　会社一一覧，商工人名録を含む

　　　　　　　　　　　　〈特16－115＞

名古屋工場要覧　名古屋商工会議所　所

　蔵：昭和6年版・昭和12年版

　　　　　　　　　　　　　〈606－120＞

　名古屋商工案内　名古屋商業会議所　所

　　蔵：明治43年〈328－186＞明治44年

　∫〈328－186イ〉大正3年〈328－186ロ〉

　　大正4年〈328－186ハ〉大正5年く328

　　一．186二〉大正6年〈328－186イ〉大

　　正8年〈328－186ホ〉

　名古屋商工案内　佐野敏三郎編　名古屋

　　名古屋商業会議所　明治44・9・1冊
　　注：商工人名録，銀行，会社，組合，官公’

　　署，学校，病院一覧あり　〈特16－930＞

　新潟県商工業一覧　高橋政重編　新潟県

　　越佐新報社　大正7．12　296P　注・1

　　商工旧名録を含む　　　tt＜374－25＞

　新潟県の産業新潟県内務部勧業課’
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　注：工場．会社の一覧あり　所蔵：明

　治42，44年　」　　　　〈特46－977＞

尾三農商工繁昌記　川瀬善一編　有馬斉

　兵衛，大月勤二校　名古屋　績高社

　明治17．9　153p　内容：市品別，業種

　別の商工人名録　　．　　〈特16－582＞

尾州絹織物工業組合要覧愛知県古知野

　町尾州絹織物工業組合昭和12
　283p　’　一　〈704＝163＞
尾陽商工便覧　川崎源太郎著　堺　三三

　「堂　明治21．6和152丁　〈特58－306＞

福井県下商工便覧　川崎源太郎編　堺

　二心堂　明治20．7・和147丁　注．：商

　店絵図あり　　　　　．〈特58－307＞

北越商工便覧　川崎源太郎著．堺　龍泉

　堂明治22．8和132丁．注：商店絵
　図あり　　　　　　　　〈特58－308＞

北越商工便覧上川崎源太郎面面
　龍泉掌　明治22．10和6与丁注：，商

　店絵図あり　　　　　　〈特58－308＞

見附案内　小川政吉編　新潟　見附織物

　新聞社大正9．6140p注：新潟県
　南蒲原郡見附町の会社，商工人名録を

含む　　　　L　　　　〈374－52＞

美濃の魁（農商工技芸）名所国産の手引

　福井熊次郎編　：大阪生見堂・明治

　16．7和33丁注：商店一覧，絵図ろ

．り　　，　　　　　　「〈特57－824＞

（4）　近　畿

家昌フ赤間ノ賑　西川久吉編　大阪光

　陽館　明治23和99丁　注：山口県赤．

　間関市商店絵図あり　　〈特58－277＞

和泉南部豪商銘コニ魁　堺　川崎源太郎

　明治17．1和50丁　注：商店絵図あり

　　　　　　　　　　　　〈特58一：一281＞

大大阪営業大観　藤田博一編　大阪『大

　大阪営業調査会　大正131652p’

　　　　　　　　　　　　＜509－116＞

大大阪営業名鑑　秦重吉編　大阪　大大

　阪営業名鑑発行社　犬正14．10　1910

　p　，　〈540－67＞
木阪買物便利（最大吐出）大阪　鴻益社

　明治21．7訂4p注：商店絵図，銀行

t一一翌?閨@　　　　　　　〈特61－933＞

大阪為替取組地一覧　訂4版大阪　大

　阪銀行集会所明治44，1281p’
　注：代理事務取扱一覧，大阪市内銀行

　一覧，，同倉庫一覧付き　〈特63－617＞

大阪京都問屋便覧　・日本物産奨励会編

　広報通信社　所蔵：大正8年〈388－3＞

　大正10年越388－3イ〉

大阪京都名古屋神戸問屋便覧　山崎南鳴

　編　広報通信社　所蔵：第3版大正

　11＜388－3u＞一第4版大正13〈388－3

　ハ〉

大阪工場名録　大阪　大阪商工会議所

　所蔵：昭和13年末現在　昭和14年末現

　在　　　．　　　　　　　　　　　　　　　＜14．5－903＞

大阪市工場一覧　大阪　大阪市役所産業

　部・所蔵：大正14年　昭和2，3，5，8，13

　年く518－201＞
大阪市産業叢書　大阪市役所産業部　所

　蔵：第一輯大阪の帽子業　第二輯洋傘

　工業昭和4　第三輯セルロイド工業昭

　和4　第五輯鉦釦工業昭和5　第六輯

　大阪の駐榔鉄器工業昭和5　第七輯刷

　子工業昭和6　第八輯莫庭水工業昭和

　6　第十輯石鹸工業昭和7　第十一輯

　三唱工業昭和7　第十二輯大阪のアル

　ミニウム工業昭和7　第十四輯紙製品

　工業昭和8　第十五輯自転車工業昭和

　8　第十六三三革製品工業昭和9　第

　十七感電球戯；業昭和11　　〈588－78＞

大阪市三主名鑑　大阪市役所編　大阪、

工業三日本社　所蔵：大正10年　大正
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　13年　大正15年　　　　』〈54b－115＞

大阪実業人名鑑　山添徳蔵太田幾太郎

　．編　大阪広告三二社　明治29・139

　p、』．、〈73－172＞
大阪市内各種組合三市場一覧　大阪市商

　工課・大正10．7229p・〈396－208＞
大阪商工案内　初編　大阪　弘三社　明．

　治43・10289P海職業別，工場男曙

　　　　　　　　　　　　　〈特55－102＞

大阪商工亀鑑　中島邦太郎著大阪
　愛三二萌治25．’9．245P＜3－194ジ

大義1己二二鮮驚7彗
大阪商工名録　大阪商業会議所　所蔵：』

　大正7年版　大正14年版　〈542－127＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪商工名録　大阪商工会議所・所蔵・：幽

　昭和8，10，12，15年忌　　　〈347‘L87＞

大阪府下組合会社銀行市場工場実業団体

　一覧・大回府内務部大正7・5650P

　　　　　　　　　　　　　　〈374－17＞

大阪府豪商エ業者一覧　大阪府内務部商

　工課編　大阪’大阪商工倶楽部刊　所

灘鼎刊〈374－50＞証9●8刊

大阪府下請会社銀行一覧表　萌治22年9

　　月現在　大阪府　明治22．10’　’　20p

　　　　　　　　　　　　　〈特i8＿366＞『

大阪府二会丁銀二二工場表　明治36年12

　月末現在六阪府内務部明治37
　、115p　　　　　　tt　　　　　　　　　　〈83－72＞

＼大阪府請会社土場二二行表　大阪府内務

　部1明治28．4和27丁　注：大阪府農

　工商雑報号外　　　　　　〈10－191＞

大．阪府諸会社製造所及銀行表　明治26年

　12月末現在’大阪　大阪府内務部　明

　治27‘3和18丁　注：大阪府農工二二
　二二71号附録　　　　〈14．1イー14ロ〉’

大阪府全管工業一覧　大阪府産業三編

　大阪　大阪産業社　大正11．12377p

　　　　　　　　　　　　　〈507－69＞

『大阪両三産業大鑑　大阪　関西工業七絶

　半払刊　昭和8．1冊　注こ業種別言

　告式名簿　　tt　’　　　〈648－59＞．

大阪優良品商工名鑑　大阪府立商品陳列

　館　大正8　79p　　　　〈347－72＞

洵内国商工便覧　上田利平著　大阪上

田利平明治22和36丁注：幽玄
　図あり　　　　　　　　く特58－280＞

関西実業名鑑　橋本治策著　尼崎．橋本

　治策　明治40．12525p　〈特55－40＞

関西商工便覧第1巻岡山県之部村，
　瀬辰三郎著　岡山　関西商工便覧発行

・所明治35．’1『295p．注：商工人名

　録あり　　　　　　　　　く特17－873＞
関西貿易商案内　’四ヶ所為五郎編　神戸

　谷川燐　明治28．12　251p

　　　　　　　　　　　　＜特26－gg1＞

関西貿易商案内　神戸　四ケ所為五郎

　明治29．11　1冊　　　　〈73一171＞

関西貿易帝一覧簿　四ケ所為五郎神戸

　四ケ所為五郎’明治27．11　1冊

　　　　　　　　　　　　　　〈45－73＞

京都商工人名録　京都商工会議所所
　蔵；大正4，11，15．昭和9，13，15

　　　　　　　　　　　　　〈347－33＞

京都商工大鑑　帝国興信所京都支所編刊
　　　やり　昭和3＝11’1冊　内容：．業種別会社，

　人名録　　　　　　　　・．〈576－94＞

京都二業家名鑑1山本道三編　京都、日

本染織新騨抑5156P
　　　　　　　　　　　　　〈537－160＞’

京都ダイレクドリー　京都ダイレクトリ

溌行薪大正41冊〈347－32＞
近畿三二［茂績　尼崎’大阪観光社　大正

　15．10　1冊　　　　　，＜421－90＞

京阪神商工録　佐藤純吉編　商工案内社
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　　大正7珊　一＜367一52＞・社和歌山事魏扱所明治43．、。、
交信資要大阪層 O田三社明治45・・冊・注・難家人繊，産業融融

、1204p　内容：大阪府商工業者会社一’　　あり　　　　　　　・　〈特16－134＞

　覧　　．　　　　　　　　　〈特55－34＞　　通商使覧　和歌山県の部　宮原藤太郎編

神戸港内外商家回覧栴広川繁四郎　和歌山通商社和歌山事務取扱幽明

　明治26．9160p．注：，会社銀行一覧　　　治44　1冊準：実業家人名録産業

　あり　　　　，　　　　〈特29－348＞　　組合一一覧あり　　・　　〈特16－415＞

順繰会社名鑑・神戸輔導課・臓・津市敵紀要津津醸会議所刊’
　大正12・大正13　・　　　〈374－97＞　　注：商工人名録あり　所蔵：大正8年

神戸市商工名鑑・神戸市商物課　所蔵：　　　大正11年．　　　　　　　　＜374－34＞

’昭和5『年昭和7年　・〈6・2－5＞灘商工技芸名所醐一商用手弓1鯛
神戸市商工名鑑神戸市役所産業課昭　佐七二丁大阪．一佐七朗刊明治

　和12・1冊　一　　　　〈658－211＞　　18．5和84丁注：商店一覧，絵図あ．

神戸商工名鑑　大正12年9月調査　神戸　　　り　　　　　　　　　　〈特57－826＞

市役所商工課大正・4’『54・P　　．四花諦独二品山岡政纈撒杉
　　　　　　　　　1　　　〈537－87＞　　岡政治刊　明治12：6和53丁

神戸商工三巴申戸神戸商工会議所　　　　　　〈特58＿550＞
　昭和12454P　　　　　〈14：8－175＞　日本絵入商人録佐々木製湯壷　横浜

、神戸清勝商営業須知神戸曄新報　』佐々木製市明治・9．629・P注・
　社　明治43．2　1冊　　　　〈25－888＞　　横浜神戸の外商付き　　　〈28－142＞

堺市商工案内堺報所商工課大正・1躰商工信騰三者阪大阪南商
　240P…　　　　〈374－80＞’．工会昭和4117P　〈553－49＞
滋賀県実業要覧大津　三軍県実業学会　　売買ひとり案内，原田与三松編　京都

　明治32．4562p　、　　　〈84－87＞　　清文堂　明治11．9和60丁

滋賀県農商平要覧　明治23　滋賀県内務　　　　　　　　　　　　　　’〈特58－305＞

　部編　大津　近江新三社　明治25．8　　　阪神鉢鑑　遠山純三編　兵庫県　阪神銘

　1冊’内容：商業市場，産業組合，製　　　鑑発行所　明治43261p注：業種・
　造所一覧　　　　　　　　〈14．2－15＞，　　別人名録銀行会社之部あり

商工技芸浪華の魁　大阪　垣貫二右衛門　　　　　　　　　　　　　　〈特20＿417＞

　心証明治i5．7和200丁注：商店絵　　兵庫県会社工場一覧　明治33年来日調査

三野慕商案内詑〈愚論騨内務糊治35・S　．lil．，一12＞

　著　大阪　南谷新七　明治16　；4　和82　　兵庫県会社一覧’神戸　兵庫県総務部調－

丁一 @・’　〈特58－292＞　査課所蔵・e召和2，4，5；7，8・，9，1・，・・，

但馬商工便覧　中谷与助著堺　龍泉堂　　　13，15年　　　　　　　　〈14．8－90＞

　明治22．12和30丁　注：商店絵図あ　　兵庫県管内工場一覧　昭和3年12月末現

　り　　　　　　　　　　〈特58－293＞　　在　兵庫県　昭和4　1冊

通商便覧　和歌山県之部　和歌山．通商　　　　　　　　　　　　　　　〈14　．　8－89＞

　　　　　　　　　　　　　　　　一87一



兵庫県工場一覧　神戸　兵庫県総驚部調

　査課　所蔵：昭和4，6，7，8，9，10，11，13

琵毒湖涯商工産品録卵儲黙

　明治17．6和30丁「注：商店絵図あり

　　　　　　　　　　　　〈特58－290＞：

三重県下寺土人㌫松鴫幹著津

　三重日i三社明治26．6285回戦：

　銀行会社を含贈　　　　〈特16－309＞

三重県商■案内　三重県勧業協会　大正

　11　350p　〈507－45＞一
斗の魁（工商技術）石田有年編　京都一

　石田文次郎刊　明治i6．10和350丁

　注：商店一覧，絵図あり〈特57－825＞

大利人名鑑　山下孝二著　奈良　奈良活

版所明治4423多P注：三脚行
　之部あり　　　　　　　〈特20－502＞

甲1幕無藤下華華里職黒

　行会社工場録あり　所蔵：大正7〈374

　－23＞大正11〈374－23イ〉
西日市商工案内　松永直次編．四日市朝

　業会議所　明治44．8　103p　　　　t

　　　　　　　　　　　　〈332－139＞

　　　　　　（5）中画、

石見国商土便蜂中谷鋤著堺川崎

利吉刊明治27・gl和46丁注・商店

謡離案内三三調識
　津千旦　大正8　108p注：銀行一
　覧，商工人名録あり　　　〈374－33＞

岡山市商工便覧　岡山商業会議所，大正

　5・　105p　〈339－776＞
岡山商工人名録　岡山市役所勧業課　大

　正11。10’291p　注：会社一覧あり’

　　　　　　　　　　　　　〈507－51＞

尾道商工案内豊田光雲編尾道騨，

　商工案内社’注：商工人名録会社録

　あり　所蔵：・大正11年版　大正15年版

　　　　　　　　　　　　　〈374－86＞

工場便覧　山口県工場課編　山口．大向

印刷舎．大主14．6302P＜542－28＞

山陰道商工便覧’川崎源太郎編　堺　龍

　泉堂　明治20．4和83丁　注：商店絵’

　図あり　　　　　　　　〈特58－283＞

山陽吉備之魁　川晦源太郎著．堺　川崎

源太郎明治16，・11和22丁注：商

旧幕雑㌫嚇森一隷
　堂明治21．6『和88丁注：商店絵図『

　あり　’　『・　　　　＜特58－284＞

島根県商工人名録　第2回　松江　島根

　県物産陳列所明治43219p内
額本金r万円以上の ﾐ竺838＞・

下関商工案内　下関商業会議所　大正6

　166P注：商工人名録付き＜373－31＞

商家繁昌中備の魁　岡山　高瀬安太郎編

刊明治17・8　．和40丁注：備中の商

　店絵図あり　　　　　』＜特58－296＞

大日本岡山県商工業一覧　岡山　細謹舎

・〔刊年不明〕120p　　　〈特53－837＞

大日本西海道商工独案内　’中谷与助著

　堺中谷与助刊明治24．31冊
　注：商店絵図あり　　　く特57－819＞

淡墨農商工便覧　上田利平著　大阪上

　田利平．明治25β和90丁　注．：商店

　一覧絵図あり　　　　く特58－294》

島根県下商工便算’川崎源太郎編　堺

　龍泉堂．明治20．i2和42丁注：商

　店絵図あり　　　　　　〈特58－302＞

播磨有名勝地並豪商独桑内　池内太七著

　姫路　池内太七刊　咀治17．10　．i和40

　丁零』：商店絵図あり　〈特58－304＞

備後の魁（農商工技芸）名所国産の手引

一　88　一’



　亀岡佐次郎編．村上吉兵衛校大阪

　垣貫一右衛門　明治17．2和41丁
　注：『商店一覧，絵図あり　〈特57－822＞

広島県下役員録　土谷豊次郎著　広島

　広島独立通信社明治42238p
　注：銀行会社を含む　　〈特20－155＞

広島県工場・会社通覧　広島県　所蔵：

　昭和9年12月末現在　昭和10年12月末

　現在　　　　　　　　　　〈i4．8－132＞

広島県実業案内　広島　第五嚢中三六県

　連合畜産馬匹共進会広島県協賛会　明

　治43．992p　注：会社銀行工場一覧

　あり　，　　　　　　〈特30－333＞

広島市商工案内』広島市商業会議所所

　蔵：大正ら＜339－866＞大正12〈374－

　96＞大正14＜374T96＞

広島商工興信録　広島興信所　大正3

　186p　〈350－352＞
福山商工案内　福山　福山商工会　明治

45．7114P　　　＜特26－804＞

回書実業家案内　米子　谷口徳次郎　明

　治45．520p　注：米子町，境町実業

　家人名1広告一覧あり　『〈特47－74＞

松江商工案内・太田壼之三編　松江商業

　会議所六出8　154p．注：商工入
　名録，銀行会社録を含む　〈374－29＞

三篠商工案内　三篠町商工会大正8

　35p　，　〈372－333＞
門司商工人名録　門司商業会議所　大治『

　10　1冊注：会社一覧付き

　　　　　　　　　　　　　〈347－83＞　一

山口県下豪商早見便覧　川崎源太郎編
　；堺　川崎利吉　明19。8　和50丁　注’：

　商店絵図あり　　　　　〈特58－310＞

山口県下豪商早見便覧　大阪泉亀吉

　明治19．12和85丁、注：商店絵図あ
　り　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　〈特58－310＞

　　　　　（6）四国・九州

愛媛商工回錐　近藤貞利編　松山　近藤

　・貞利刊　明治28．1　．　　〈72－184＞

大分県下名所商家独案・内記　泉亀吉編

　大阪龍陽社’明治19．7和26丁
　、注：商店絵図あり　、　〈特58－309＞

香川県商工案内　香川県物産陳列所旧刊

　所蔵＝大正10〈393－170＞大正11〈393

　－170イ〉大正13〈393－176ロ〉

鹿児島県名商工便覧　鹿児島　藤田三軸

　刊．明治27．3和35丁　注1銀行工場

　も含む　　　　　　　　〈特55－341＞

’鹿児島独案内　一名，名勝商工便覧堺．

　龍泉堂　明治22．3和53丁　注：商店

　絵図あり・　　　　　　〈特30－829＞

九州諸会社実勢　第1至3次　重松順次

　郎，阿部暢太郎著　菊竹金文堂　大正

　6～8　3冊　　　　　　＜80－225＞
熊本県下商工技芸早見便覧　田中義幸編

　熊本　田中義幸刊　明治19．10和57

　丁　注：商店絵図あり　〈特58－288＞

熊本商工名録　昭和13年版　熊本商工会

　議所　昭和13383p　　＜14．8－219＞

最近調査大日本商工業大鑑並分県地図

　四国版『，高知　β本商工協会昭和’

　10．12　1冊　　　　　〈426－121＞

佐賓県下独案内　一名，商工便覧堺

　龍泉堂・明治23．5　図版106p注：

　商店絵図あり　　　一　く特30－821＞

．佐賀県銀行会社実勢　配井旭川編著　佐

　賀　佐賀県銀行会社発行所　大正gi

　132p　　　　　　　　　　　　　　　　　＜412－73＞

佐賀県商工名鑑　附成功者列伝　堂屋敷

　．竹次郎著　佐賀　す吟うい新聞社　明

　？台40．7　245p　　　　　　　　　〈特16－224＞

商工技芸崎陽之魁　泉亀吉編　堺　川崎

　源太郎刊　明治18．12和55丁　注：
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、．長崎の商店絵図あり　　・〈特58「286＞

高松商工案内　高松　高松商業会議所

明治44．932p注：高松市商工人名
　表あり　　　　　　　　　〈特50－200＞層

筑紫名所豪商案内記　川崎源太郎編　堺

　龍泉堂　明治18．6和71丁

　　　　　　　　　　　　〈特58－297＞

筑肥有名家独案内　一名，商工便覧’中

　谷与助編　堺　龍泉堂』明治23．8　82

　丁　注：．商店絵図あり　〈特28－141＞

土佐名鑑大全（上中下）東村三之助編

　高知　土佐名鑑編纂部　明治42　3冊

　　　　　　　　　　　　〈特20－796＞

長崎税務管理局内酒造一覧表　明治34年

　度　太田竹次郎著．大阪　太田竹次郎

　刊　．明治36．2’24p　　　　〈83－200＞

日隅薩商工便覧　川崎源太郎編　堺　龍

　泉堂　明治23．3図版106丁　内容：

　日向国，鹿児島市，薩摩国，大隅国の

　商店絵図　　　　　　　〈特52－127＞

福岡県下商工技芸早見便覧・川崎源太郎

　編　堺　龍泉堂　明治18．9和28丁

　注：商店絵図あり　　　く特58－287＞

儲惣群落課）

（37ページから続ぐ）

　追記　本稿校正中に，かつて政治史料調査事務局で活躍された，現埼玉大学教授三

沢潤生氏の資料ファイルが発見された。事務局創設当時から昭和40年頃までのもので層

ある。’断片的ではあるが，会議の資料及びメモ類のほか，収集計画，予算要求など，

各種の事務局活動の基礎に関する手書きの原稿が含まれていて，三沢氏が当時事蕩局

運営の中心的役割を果たしていたことがわ均・る。

　このファイルによると，事務局会議が，36．12．11（報告．事務局活動／議題　木戸

幸一氏政治談話録音，政治史料調査会の発足準備，来年度事業計画），38．9．10（斎藤？

寺内各文書，日本国憲法制定関係資料，GHQメモランダム），39．3．18（40年度予算，

39年度実績，斎藤・寺内各文書受入，今村均・鈴木茂三郎各氏談話録音），40．2．11（報

告　佐々文書購入，西原文書複写／議題　牟田口三三氏談話録音、40年度購入資料）

に開催さμているので・「別孝1　政治史料調査事務局会議一覧」にこれらを追加する。

　また，この一覧表の40．10．5会議の欄に，41年度予算要求として「憲政資料課の新設」

の項目が見えるが，三沢氏の資料中には，39年度予算としと「1課新設　政治史料課」

との三沢氏によるメモ，および「近代政治資料課（仮称）設置の趣旨」（46．6。25）と

題する謄写印刷資料が残されている。政治史料収集体制確立の目標は，当時，公的に

は「政治史料室」の要求に留まっていたようであるが（24ぺrジ参照）．，事務局内部で一

．は，かなり早期から現在のような独立組織樹立の意向があっtaことがわかる。〈元♂12．

25二宮）一
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