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はじめに

凡　例
　　　　　　　　　　　　　　　も
国立国会図書館所蔵　本目録収蔵原資料一覧

幕末・明治期版元・印刷所一覧（稿）

付録

　①版元・印刷所名参照一覧

　②版元・印刷所地域別索引

　　　　　　　　争　　　　．

・はじめに・

　幕末より明治期における錦絵・摺物類（瓦版≧引札・双六などの’枚刷のもの）等

の版元・印刷所についての書誌学的研究は、従来補足的な研究として行なわれてきた，

ために、原資料からのまとまった情報を集積する機会がほとんどなかったといえる。

したがって、版元・印刷所の調査を行なう時は、研究書からの孫引きないしは曾孫引

きという形式がとられていたために、新たな情報が付加される機会が少なかろた。

　本目録においては、従来の研究書を参照しつつも、編者が調査した錦絵・摺物類の

原資料からの情報を採り込んで、今迄の情報に新しい版元・印刷所1回報を付け加之た。

とくに、期治期の版元・印刷所情報に関しては、数量的にも未知であり、今後の出版

文化史研究の上でも参考Cとなる点が多いと思われる。なお今回調査した錦絵・摺物類

は．．国5国会図書館所蔵あうちの一部であることをお断わりしてお！。

　以下凡例にしたがって、幕末・■明治期における錦絵・摺物類の版元・印刷所を一覧

する。　．　　　、　　　’　ピ

凡例

1）本目録は、国立国会図書館所蔵の幕末・明治期を対象とした各種の錦絵・摺物等

　　の版元・印刷所を一覧したものである。　　　　　　　　・　　．　　．’

2）本目録での収録対象年代は、概ね自評期より明治末年までである。

3）本目録が収録した原資料は巻頭「国立国会図書館所蔵　本目録収蔵原資料一覧」’

　　のとおりである。　’　　・　　’　　　　　　　　　　　　．　・　一一一
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4）版元および印刷所の読み方は『原色浮世絵大百科事典』第3巻の版元リストを参

　考とし、これに記載のないものは、一般的な読みを採用しだ。

5），年代が原資料より確定したものは、住所とともに年月日を記入した。

6）版元および印刷所の活躍年代を確定できなv“Sのほ、・参考資料よりおおよその活

　躍年代を記載した。’

7）本目録を作成するにあたり、以下の資料を参考どした。参考にした資料の出典ぽ、

　資料の略名によって識別できるようにし、それぞれのデータの末尾にその略名を

　付した。

（資料）

（原色）

（近世）

『資料による近代浮世絵事情』永田生慈著　三彩社　1991年

r原色浮世絵大百科事典』　第3巻＝様式・三三・版元　日本浮世絵協

会編　大修館書店　1982年

『近世書林板元総覧』井上隆明著　青裳堂書店　1981年　（日本書誌

学大系　14）

’8）錦絵以外から収録した版元・印刷所については、版元・印刷所名の住所後にその

　　出典を以下のような形で補った。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

瓦版より採取したもの

番付より採取したもの

双六より採取したもの

絵図・地図より採取したもの

暦より採取したもの　』　　’㌧

○○鑑など①～⑤以外の一枚刷より採取したもの

銅版画より採取したもの

石版画より採取したもの

活版刷より採取したもの

一枚武鑑より採取したもの

①～⑩以外の形態（りもの

→瓦版

→番付

→双六

→絵図

→暦

→摺物

→銅版

→石版

→活版t・

→武鑑

→その他．

『9）版元・印刷所の呼号・雅号・通称などについては、〈一．によって版元・印刷所名の

　　もとに記載し、巻末に参照を付すことによ．って号からも検索できるよう工夫した。

　　（付録①「版元・印刷所名参照一覧」）

・・）・版元のうち・晦仲間である場合1よ［］習物問屋・地本草門屋の別をi　ntつ

　　た。

11）本目録に収録した版元・印刷所のうち、・同一版元・印刷所と思われるものが数名

　　いたが、判然としないため［……カ］という形で提示した。．、また通称しかわから

　　ない場合も、’同様の様式で名前を補った。’

12）本目録に収録しip原資料の請求記号をそれぞれのデータの末尾に付した。なお、

　　原資料が貼込帖形態の場合、末尾の数字｝ま貼控帖あ番号を示す。

13）明治期の版元・印刷所については、活躍年代の確定は原則として出版年月で行な

　　つた。なお、．出版年月不明のものは、「御四日によって行なった。．
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14）巻末に地域別の索引を四球した。

15）見出しの体裁’
1－L一＠一一一一…鷺ヨ轟一丁丁陽一一一＠一一…一∴’一’’”“”一一一・’……’④……一璽…一’一…”…’一一Jff一’t一…一一”i

i300’．・藤岡屋慶次郎　（資料）（原色）（近世）←藤慶1←松林堂1←松栄堂i
ド⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

i［書物問屋］　・　　　　　　　　　　　　　　　　一　　、　　　：　　　　i

i－H　＠，一　＠　＠　1　－　h一”L．．　1／i、9保・4一弘化馳端燗／〈男U2呂11≧価1嘉永1～明治イ通湖／i
i　　摺物・番付／＜別2621＞，6～8、〈別2714＞，13～24、’＜別2722＞，3・5・10～11・i

i　　　15～16・22・24，〈別7326＞、〈亥ニー92＞，一（i）一1・10、〈品川家文書1799＞，4、〈2111

i・　　一581＞，3、＜234－113＞，3・10～1111嘉永5．4／藤岡屋彦太郎より書物問屋の株・i

i　　　を譲渡11明治／水野書店と称する　’」　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　④…版元・印刷所名五十音順番号　　、　①…原資料の刊行年代

　　⑤…版元・白刷骨壷　　　　　　　　　　⑧…版元・印刷所の住所

　　◎…参考資料（凡例7参照）　　　　　　⑪…当館請求記号’

　　④…版元・印刷所の屋号・雅号・通称　　①…錦絵以外からあ収録（凡例8参照）

　　◎…問屋仲間の別　　　　・

国立国会図書館所蔵　本目録収蔵原資料r覧

○原資料の請求記号は数字、アルファベット、かな、漢字（三二、別、回収、品川

家文書）の順に排列し、同「字の中は小さい数字から大きい数字の順としtg。

請求記号 資　　料　　名 点数等
　所蔵室
i請求する場所）

　12－486
iYDM27380）

「日本旧土人「コロボックル」石斧

註蜑･獣肉ヲ煮ル図」
1枚 図書カウンター

　
1
6
－
2
2
5
｝

　　　　　Fu檜山爾志久遠奥尻太櫓瀬棚郡役

滑ﾇ内之図」、
1枚 　　　　L}書カウンター

＼18－327
　　　　　＿　　　　　　、＼

u愛知県郵傳線路図上　　… 1枚 図書カウンター

18－327 「秋田県郵便線路図」， ・1枚 図書カウンター

18－327
　　　　　　　　　‘　　　F　♪u岩手県郵便線路図」　　． 1枚 図書カウンター

18－327， 「岡山県郵便線路図」 ユ枚 図書カウンター．

18－327 「沖縄県郵便線路図」 1枚 図書カウンタ7

18－327 「群馬県郵便線路図」 1枚， 図書カウンタ」一
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請求記号、 資　　料　　名 点数等
　　所蔵室

i請求する場所）

18－327 「新潟県郵便線路図」

　
　
1
枚
塑 図書カウンター

18－327 「福岡県郵便線路図」 i枚 図書カウン外

18－327’ 「宮城県郵便線路図」 1枚 ．図書ガウンター

18－327　忙 「鐘形県郵便線路図」　　； 1枚 図書カウンタご

18－327 「和歌山県郵便線路図」 1枚・ 図書カウンター

、18－328ゴ
「新町村明細山・馳三四＋万－

ｪ二一」
1枚 図書カウンター

18－419 「四日市町全図」 1枚 図書カウンター

18「454
「日清韓三国対照朝鮮変乱詳細地

}」
1枚

、　　　　　P噛

}書カウンター

18二474 「朝鮮地図」1 1枚 図書カウンター

18－506 「長崎港新店」 1枚　　　　巨 図書カウンター

18－587 「遠江国宣知郡浜松町全図」 F1枚 図書カウンター

18－593、 「最新測量尾参新地図」 1枚 図書カウンター．

18－5併 「台湾実測便覧」 1枚 図書カウ、ンター

18－733
「関西鉄道株式会社線路回附近鉄

?H一覧図」
1枚 図書カウンター

』幽

P8－746
「明治三十年度地方税勧業費予算

?闃z一覧」
1枚 図書カウンター

19－510・ 「花洛往古図」　　　　　　、 1枚， 図書カウン十一

ユ9－5ユ1 「大内裏御図」． 1枚 図書カウンター

19－540 「草花画譜∫ 1枚 図書カウンター

19－541 「露西亜全図」 1枚 図書カウンター

19－637 「国難用連語一覧∫ 1枚 図書カウンター

19－644
「市区改正番地入東京市区身地

}」
9枚 図書カウンター

19－648
「神宮六国弊社一覧　附神道各派

齬浴ﾛ・．
1枚 図書カウンター
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請求記号 資、料　　名 点数等
　所蔵室
i請求する場所）

19－649

　　　　　　　　　’u明治四†三年七月より四十四年

ｵ月に至る期米先物趨勢」，
1枚 図書カウンター

19－650 「株式高低表」・ 1枚 図書カウンター．

．19－651 「清国騒乱地附近三図」 1枚 図書カウγ無芯

19－653

　　　　　　　　一u明治元戊辰年十月十三日東回御

s列之真鯉」

」　　1枚
図書カウンタ“

19－706 「発蛾期日ノ鑑定ト調節早見表」 i校 図書カウンター

、
24－242 「二十八年大改正京都真図」 1枚 図書カウンター

247243 「新撰京都古今全図」 1枚・ 図書カウンター

24－262 「戊辰若松城下弓細図」 1枚 図書オウンター

39r34

「石狩国厚田郡古潭石油地山質略

}」　　　　　　「
1枚 図書カウンター

39－34
「石狩国界知郡空知煤用地質測量

}」
1枚 図書カウンター 、

39－34 「石狩豊明田全図」 1枚， 図書カウンター

39－34 「函館皿近灰石砂鉄地絡図」 1枚 図書ガウンタご

39－37 「北海道沿梅子漁場探険図」 1枚1 図書々ウンター

40－405

「兵庫県御編纂訂正増補神戸市全

}」
1枚 図書カウンター．

40－429

「小樽：港図　明治二＋七年実測築

`計画図」
’1枚 図書カウンター

40－580
「訂正増補日本重要三三動物図」　　　　　｝

6枚 図書カウンター

40－605 丁日本差裟一覧図」　　♂ ・1稼
　　　　　　L
}書カウンター

103－227 「江戸見草」 1冊 古典籍資料室・

’112－94
「見聞雑録」（宝永3年ヅ明治8

N）
32冊 古典籍資料室

113－118 「花吹雪隈潮干鹿」 3冊 古典籍資料室

118－112 ・「天保見聞三毛太平鑑」 i冊 古典籍資料室
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請求記号 資　　料　　名 点数等
　所蔵室
i請求する場所）

126－124 「尾張入丈」 ユ冊、 古典籍資料室

182－10S 「松寓日記」（天保～慶応） 67冊 古典籍資料室、

183－471 「江戸自慢」 5冊 古典籍資料室

188－351 「うるままに」 49冊 古典籍資料室

197－257 「連城亭随筆」 104冊 古典籍資料室

199－305・ 「江戸自慢」
3冊 古典籍資料室

200－271 「堂弓杖」 19冊 古典籍資料室

21r581 「維新前後亭亭」 63冊 古典籍資料質

229－211 「恵比すのうわさ」 4冊

古
典
籍
資
料
室
’

234－37 「東海道五＋三対」 56点貼り込み 古典籍資料室

234－75 「婦人風俗画」 24点貼り込み 古典籍資料室、

　234－75
iYDM70432） 「婦人風俗尽」 39点貼り込み ．古典籍資料室

234－83
「日本萬歳百撰百笑」　　　　　　」

45点貼り込み 古典籍資料室

234－84 「百面相」 20点貼り込み 古典籍資料室

234－85 「新聞附録錦絵」 94点貼り込み 古典籍資料室

234－111・ 「東京日日新聞大錦」． 57点貼り込み 古典籍資料室

234－113 「教訓善悪小僧揃」 24点貼り込み 脚古典籍資料室

239－98 ’r大湊一覧ゴ 1枚 古典畠田料室

300－24 「はりまぜ帖」 1冊 図書カウンター

　403－39
iYDM45564）

　　　　　　　　　　　　＼　　　　　－

u日本全国民籍戸口表」 7冊 図書カウンター

　　405－41”（YDM69775）
「月耕随筆」 33点貼り控み 図書カウンター

　405－43
iYDM70030）

「新形三十六怪撰」・ 37点貼り添み 図書カウγター

．409－5 「歴史錦絵帖」 44点貼り込み 図書カウンター

721．8－To389一⑭ 「東海道五十三次」 54点貼り込み 図書カウンター

826－57 「三四年三」 105巻 古典籍資料室
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請求記号 資　料　名 点数等
　所蔵室
i請求する場所）

826－27 「楓軒年期」 53巻 古典籍資料室

851－45 r麻疹琴唄」 1枚 ’古典籍資料室

W225－12
「鈴木秀三郎旧姓江戸末期聞書等

送ｿ」「
噛　　3秩 古典籍資料室

と22 「御開港横浜主景」 1枚　　　’ 古典籍資料室

ん31 「御祭礼番付」 2巻 古典籍資料室

ん112 「諸名家番付帖」 1巻 古典籍資料室L

亥ゴ92
」　　　　　　に　ぶ

u古登久爾婦里」 　　　　　tP33点貼り込み 古典籍資料室

、別7－27 「相撲綿絵」 125点貼り込み 古典籍資料室．

別7－109 「荷宝蔵壁のむだ書」 4点貼り込み 古典籍資料室

別143 「徒然の友」 40点貼り込み 古典籍資料室

別146 「楽屋の図」「 2点貼り込み 古典籍資料室

別18110 「今姿」 48点貼り込み 古典籍資料室

別1811 「千種の花」 12点貼り込み． 古典籍資料室

別1811 ：「今様美人」 12点貼り込み 古典籍資料室

別1811． 「家庭の花」 12点貼’ 闕桙ﾝ 古典籍資料室

別1812 「魯西整経写真鋼 i枚 古典籍資料室

別1812 「京坂名所図絵」、 10点貼り込み 古典籍資料室

別1814 「東都芝愛宕山遠望品川海図」 1枚・ 古典籍資料室

・別1817 「歌舞伎十八番」 30点貼り込み 古典籍資料室

別1819 「子供あそび」 1Z朝占り込み 古典籍資料室

別1821 「名所江戸三景（一）」 60点貼り込み 古典籍資料室・

別18虹 「名所江戸岡岬（二）」　　　　　　　　　　　　　し i20点貼り込み 『古典籍資料室、

別1917 「江戸名所道外尽」 26点貼り込み 古典籍資料室

別1921 「銀世界東＋三景」、 12点貼ワ込み
古典籍資料室　　　　　　1

噛別1922 「箱根七湯図絵」 7点貼り込み ∫古典籍資料室

別1923
ノr清親画帖」 84点貼り込み 古典籍資料室
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請求記号 資．料　　名 点数等
　所蔵室
i請求する場所）

別1925 「日本名勝図会」 28点貼り込み 古典籍資料室

別1926 「武蔵百景！　’ 24点貼り込み 古典籍資料室

別2123 「東都坂尽」 7点貼り込み 古典籍資料室

別2124 「広重画錦絵帖」 43点貼り込み 古典籍資料室死

．　別2125 「東京名所」 6点貼り込み 古典籍資料室

別2126 「武蔵百景」 11点貼り込み 、古典籍資料室

別2127 「東京名所図」・・ 13，顛占り込み ’古典籍資料室

、別2217
　　　　　　　　Lu三都涼之図」 3点貼り込み 古典籍資料室

別2224 「風俗三十二相」 41点貼’り込み 1古典籍資料室

別2313 「山海愛度図会⊥ 37点貼り込み 古典籍資料室

別2314 「春秋風俗錦絵」 2点貼り込み 古典籍資料室

別2317 「国芳画錦絵帖」 16点貼り込み 古典籍資料室

別2411
「俳優似顔　東錦絵、豊国・国芳

i一）」
65点貼り込み ’古典籍資料室』

別2411　　　　、
「俳優似顔　東錦絵　豊国・国芳

i二）」
53点貼り込み 古典籍資料室

別2411
　　　　　　　　、u俳優三豊東錦絵　豊国・国芳

i三）上

79点貼り込み　　　　鱈 古典籍資料室

　
・
別
2
4
1
1
電

「俳優i似顔　東錦絵　豊国・国芳

i四）」
35点貼り込み

古典籍資料室　　　　1

．別2512「 「美揃花錦絵」∫ 89点貼り込み 古典籍資料室

別2525 「岡場所錦絵」 17点貼り込み 古典籍資料室

別2613 「可賀之艸」 34点貼り込み 古典籍資料室

別2624， 「時世源氏十二ヶ月外源氏氏絵」， 25点貼り込み 古典籍資料室

別2五4 「豊国錦絵集」 79点貼り込み 古典籍資料室

「別2722「 「二十四好今様美人」 24点貼り込み 古典籍資料室’

別2724∫ 「江戸名所首回美女」 81点貼り込み 古典籍資料室

別2817 「豊国・国芳東錦絵（一）」 51点貼り込み、 古典籍資料室
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請求記号 資　料　　名’ 点数等　　　¶ 　所蔵室
i請求する場所）

別2817 「豊国・国芳東錦絵（二）」 19点貼り込み 古典籍資料室

別2821’ 「十二ヶ月錦絵」　て 14点貼り込み 古典籍資料室

別2825 「江戸の花大錦名勝会」 30点貼り込み 古，典籍資料室

別2828 「名妓三十六佳撰」 37点貼り込み 古典籍資料室

別2915 「英山筆呉服店の図」 1枚 古典籍資料室

別2921 「明治風俗錦絵」 55点貼り込み 古典籍資料室

別3132 「東京自慢名物会」 50点貼り込み

古
典
籍
資
料
室
丁

別6344
「横浜港崎廓岩亀楼異人遊興座敷

O図」
1枚 古典籍資料室「

別6345 「東都築地ホテル館山図」 1枚・ 古典籍資料室

別7125 ［錦絵帖］ 12点貼り込み 古典籍資料室

別7223 ［錦絵帖］ 11点貼り込み 古典籍資料室

別7312 ［錦絵帖］ 4点貼り込み 古典籍資料室

別7314 ［錦絵帖］ 11点貼り．込み 古典籍資料室

別7324 ［錦絵帖］ 24点貼り込み 古典籍資料室

別7325 ［錦絵帖］ 7点貼り込み 古典籍資料室

別7326 ［錦絵帖〕 5点貼り込み 古典籍資料室

別7412 ［錦絵帖］ 4点貼り込み 古典籍資料室

別7416 「源氏五＋四帖」 55点貼り込み 古典籍資料室

別7425 ［錦絵帖］ 27点貼り込み 　　「A古典籍資料室

宕U7426 ［錦絵帖］ 13点貼り込み 古典籍資料室

別7427 ［錦絵帖］ 19点貼り，込み 古典籍資料室

別7511 ［錦絵帖］ 13点貼り込み 古典籍資料室
別
7
5
1
2
　
’

［錦絵帖］ 6点貼り込み 古典籍資料室

別7514 ［錦絵帖］ 4点貼り込み 古典籍資料室

別7515 ［錦絵帖］　　　　　　　　　　　　’ 20点貼り込み 古典籍資料室

別7516 ［錦絵帖］ 18点貼り込み 古典籍資料室
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請求記号， 資　　料「　名 点数等
　所蔵室
i請求する場所）

別7524
「［錦絵帖］ 7点貼り込み 古典…籍資料室’

別7522 ［錦絵帖］ 9点貼り浴み 古典籍資料室

別7612・ ・「京都名所五＋景」 7点貼り込み 古典籍資料室

別7715 「西南夢物語」 29点貼り込み 古典籍資料室㍉

別7921 「東享名所」’ 167点貼り込み 古典i籍資料室

別8222 「東京開化三十六景」 37点貼り込み 古典籍資料室

別83210 「地震風火災綴」・ 130点貼り込み 古典籍資料子

別8411 「都名所亭亭」 29点貼り込み ．古典籍資料室

別8413 「御開港横浜之全図」 ・1枚 古典籍資料室

別8414 「慶応頃錦絵帖」 52点貼り込み 古典籍資料室、

別8415 「横浜商館田図」 2点貼り込み 古典籍資料室

別8521 「千代田之御亭・御亭」
73点貼り込み　’

古典籍資料室

特44－934
iYDM45222＞

「東京有名旅人宿取組三門」 1冊
図書閲覧課別室
i図書カウンター）

　特55－199
iYDM101977）

「一霞博識番附百種」 1冊
図書閲覧課別室
i図書カウンター）

　’特56－35

iYDM101974）
「番付」 2冊

図書閲費課別室（図書カウンター）

収1130 「鹿児島亭亭伝」 4枚・ 憲政資料室

収1133 「憲政資料室収集辛書錦絵」 8枚 憲政姿料室

品川家文書1799 ［番付他］’ 37点 憲政資料室

品川家文書18qo ［絵図L　　　　　　つ 10枚1 憲政資料三
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　　　　　　　　　幕末・明糊版元・印刷所一覧（稿〉

あ行
　　　あい
　　1．相ト　（原色）

　　　藷翻／下谷／〈Su241・＞1（1）一58・II・n末／蜘／（馳1

　　2．青木真吉

3．．

許ｿ羅28／深）i騰†町41鷹同居／甜4繊28』』

　　　．あき盟塗鴇㌃努／神田雄子町25／番付／‘＜特56－35＞，（1）一39

　　4．秋山武右衛門　（資料）（原色）　←滑稽堂

　　　。、囎24τ3％日本橋区室丁3『9／捌7511＞・10・〈別1811＞・1－1・3

　’5．旧弊鉄次（治）郎　（資料）（原色）．　、　　　　　　　　、

　　　　明治22／下谷阪本1－16／〈別7325＞『，6
　　　あさのえいぞう
　　6：浅野栄蔵　（資料）（原色）

　　　　明治3．3．．6／上野黒門町14／＜別7427＞，6H明治／上野広小路町3／（資料）

溌羅ll明治／浅草鴎脚！資料）岬・

　　　　明治10．1，27／神田東回閑町11／番付／〈特56－35＞，（1）一44
　　　あらいきちべ　え

　8・漸井吉兵衛　　　　　　　　　　　　，
　　　　明治／堀江町1－10／〈別8222＞
　　　あらかわとうべえ　ゑ

9’荒ｾ誰ご譜糊色）←金張融←騨←山回騨
　　　　文化一明治／江戸元浜三兵鯖／（資料）（馳）［1明治・一22／三極

　　　　馬喰町2－9／＜別2313＞・6r7・10・18・〈別2512！，9～IS・64、〈別2621＞，24、〈別’

　　　　2724＞，3・19・22・55・60～61・63s　〈男IJ　8414＞，5・13、　〈男IJ　7－27＞，12・20～21・61、

　　　　　＜収1133＞，6、〈234－113＞，1・5～6
　　　あいた　やせい　　えもん
　・10．有田尾清右衛門　（原色）　←有清，←有永堂

　　　　．天保14～嘉永5／芝神明前／〈別2621＞，21＜＜別2817＞，3・32、〈別7－27＞，17～18

　　　　　11江戸期／宇田川町／（原色）・

11．娑難

　　　　天保8．10頃／住所不明／番付／〈826－27＞，50
　　　いいだていいち　12．圏飯田定一

13．羅ll●5／小石川脚4／翻・〈tl｛F56”35＞岬

　　　　明治6．4／新吉原仲之町／番付／〈ん112＞，15．！
　　　いけだふさじろフ
　14．池田房治郎　（原色）

　　　　明治・8．9／京都下京5繊文字町2／〈別・8・2＞，2－1・’　　、

　　　　　　　　　　　　　　　　一60一



　　　いざわきくたろう
15．井沢菊太郎

　　　明治10．8．17／東京柴井丁27／番付／＜特56－35＞，（1）一2511明治11．11．8～17．・

　　　2／芝区愛宕町3－5
　　いしいろくのすけ
16．石井六之助　、（資料〉（原色）　←万屋

　　　明治23．3．20／日本橋区馬喰町2－11／（資料）（原色）11明治27／深川区常盤

　　一。、駄縣〈別7425＞

17：石川屋和助　（原色）（近世）←石川和助
　　　天保13～明治9．5．15／大坂平野町5－8ノ番付’t絵図／〈特56－35＞，（2）一11

、8．箱群（近世）＿三三瞠，＿雨三三

　　　幕末～明治28．10．17／京都下京東洞院四条元若王子町10／銅版・絵図／〈別

　　　7612＞，1　一一）5・7

　　　いずみやいちぺえ19．’ a泉屋市兵衛　（資料）（原色）　←甘泉堂，←泉市　［地本問屋］　　”

　　　　貞享～明治／自浄明前／〈別2512＞，5・7・43、〈別7125＞，10、〈別7425＞、〈別

　　　課￥！た珊珊7－27＞・5●9●42～50’62～63’87～98’109～115

20．和泉屋又兵衛　（近世）←和7R又

2、．謹墾127騨3～5澗室町通岬謝／＜211’581＞・63下

　　　不明年／住斎不明／番付／〈品川家文書1799＞，（2）一8

22．繭面輪（原④←伊州「r一　’　　　　　　、
　　　　天保14～弘化4／住所不明／＜別2817＞，（2）一14記16、＜234－37＞，9・20・29・362

　　　　42・51・53
　　　いせやかねきち
23．伊勢屋兼吉　（資料）（原色）　←伊勢兼　『【口絵豹照】

　　　。豊艶瀞／（資料）（馳）1文久3・4／野選／・〈別8414＞・161

24．伊勢屋三次郎　（凍色）・←栄樹堂　［地本問屋］

　　　　天像期／本町三丁目新道／摺物／＜20Q－271＞，V．4　ll天保～嘉永／小伝馬町

　　　　3／（原色）1天保～嘉永／神田枝松町／（原色）ll嘉永末／地本問屋株を漂

　　　　田屋徳兵衛に譲渡　　　　　　　　　　　　’
　　　いせやしようのすけ25　．’ ﾉ勢屋庄之助　（資料）（原色）　←松玉堂，．←伊勢庄　［地本草紙問屋］

　　　　安政4．6／地本靴問屋に加入／（資料）ll安政朔治／松島町／＜72・β・’

　　　　To389一⑤〉，35
26．葎憂崖錨：白虹1（資料〉（原色）　←伊勢忠一［地本草紙問屋1

　　　，嘉永5／地本報問屋名前帳た言己載／（資料）膓永5／住所不明／＜別

　　　　2411＞，（4）一28～3S　11安政1．11／神田松下町3／摺物／〈199－305＞，v，9・6

　　　いせやへいべえ
27．伊勢屋平兵衛　．
　　　　文化・2一一．天保・3／批んほ卯く別23・7＞，6

　　　い　せ　や　り　へ　え
．28．伊勢屋利兵衛　（資料）（原色）　←伊勢利，←伊世利，←三三堂　’［地本問屋］

　　　　寛政1～明治初期／下谷池ノ端仲町通／（資料）（原色）ll寛政～明治初期／上

　　ノ　野元黒門町／（資料）（三三）ll文化11～天保13／住所不明／＜別2512＞；47

　　　　　　　　　　　　　　　－61一



　　　いせやろくべえ
29．伊勢屋六兵衛

　　　　安政4．12．17／桧物町／武鑑：／〈112－94＞，19・

　　　　　よし
30．　イセ芳

　　　　安政4Ls／住所不明／’〈別7314＞，32
　　　いそがいただきち
3’1．磯貝唯吉

　　　　明治43．5．28／北豊島郡滝野川村大字西ケ原918／石版・摺物ノ〈22－540＞

　　　いそのぶんさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
．32．磯野文斎　（近世）　←大和屋由平（通称），’・一大和屋，4文三三

　　　慧智蕩永6／麟今鍛冶屋購／〈sPt8・2＞…〈別84・尋〉・9

33．一井屋

　　　　幕末／住所不明／番付／〈別143＞，9
　へ　　　　いつつや

34．井筒屋　（原色）

　　　　嘉永61　3～文久2．10／住所不明／〈別7314＞，28
　　　いとうぜんたろう
。’

R5．’伊藤善太郎

　　　。、糀鯉・8／鍾興味郡四型町大字南剛活版・絵図／＜1S－733＞，

36．糸屋庄兵衛　（原色）　←糸庄

　　　　万延1．5～明治6．2／通3／〈別7324＞，H3く’〈721・．．8－To389一③〉，46
　　　いながきとらのすけ
37．稲垣虎之助

　　　　明治9．7．18～9．9．4／浅草寺地中寿院上地／番f寸／〈特56－35＞1（2）一6
　　　いのうえきちじろう
38．井上吉次郎　（資料）（原色）←庭花堂

　　　　明治27．8／日本橋区本町2－10／（資料）U明治28．1．20／日本橋区本四310／

　　　、、。、≦獣5＞・27糊治／高砂町12／（資料）t・，

39．猪俣吉平
　　　　明治26．7．14／下谷区南夫門町11／石版・絵図／・＜IS－327＞’

　　　いばやきゅうべえ40．伊場屋久兵衛　（原色）　←伊場久，←錦政堂

　　　　文化～幕末／堀江町2／＜234－37＞，1・3・ユ2・23・30；35・37・40・48・56
　　　い　ば　やせんざぶろう
41・　．伊場屋仙三郎　（資料）〈原色）　←伊三三・←団扇堂・－←団仙堂　［団扇問屋］

　　　　文政～明治／堀江町1／〈別2512＞，34・51・54、〈別2817＞，（1）一37ん41、〈三

四琴撚謬論欝1　三冠・〈234”37＞’21

　　　。、囎鵬16／下京19区寺難壁下ル丁／御／1特56”35＞・（2）“16　’

43理論ll／棘構北元町2／＜別75、6＞，7・、

　　　いわいきちべ　え
44．岩井吉兵衛　←岩井屋吉兵衛

　　　　享保3．9～文化3，6．15／入丁堀北島丁／番付／〈ん31＞，（2）一1・3・511寛政4．6．’

　　　　ユ5／水谷町／番付／〈ん31＞，（2）一2211寛政5．9．15／岡三町／番付／．〈ん31＞，

　　　　（2）一19　ll寛政6．6．15～11。6．15／八丁堀亀島町／番付／』〈んS匹≧，（？）一12・

　　　　17，～18

　　　　　　　　　　　　　　　　一62一



　　　うえき、りんあすけ　　　　　　「一
45．槙木林之助　く資料）（原色）

　　　　年代不明ノ堀江町2－2／〈別8222＞
　　　うえむらよ　へ　え

46．上村与兵衛

　　　　文化12～天保13／住所不明／〈別2512＞，89
　　　うおやえいきち　ロ
47．魚屋栄吉　（原色）　←魚栄，←小田屋

　　　　安政1～慶応2．1／下谷／「〈別1821＞，（1）一1～60、＜別1821＞，（2）一1～120、〈別

　　　　2411＞，（4）一21～22、〈男IJ　2714＞，46～49，51～57，5、9　一r　61，63～68，71～75．，77～79

　　ノ　うちだ　ゆ　ヘ　ス

48，．内田由兵衛
　　　　悌・…1／撒府下第二大三六枢鰻谷西：ノ丁32／番付／＜特56－35＞，（1）

　　　　’一56
　　　うめむらためすけ
49．梅村為助　［万錦画草紙問屋］

　　　　明治8．11．28～10．10二26／大坂心斎はし筋周防町南／番付／＜特56－35＞，（1）

　　　　一46・60
　　　うめむらやすべ　え
．50．「梅村安兵衛　［万錦画草緯問屋］

　　　　明治8・・1・28r・・・…26／大痴斎はし筋周防町南／酬／〈特56－35＞・，（1）・

　　　S。；勲2　■．aN
51．t

At ~若吉邦

　　　。。聯9ち8／鯨本郷1一4播付イ〈特S6”35＞・（1）一41

．52．’ h［々］堂

　　　’弘化2／住所不明／絵図／〈品川・家文書1800＞，6
　　　えいぜんしや
53．tt栄諸社　［印刷所］

　　　　明治33／住所不明／石版・．摺物／＜19－653＞　　‘　’
　　　えがわはちざ　えもん
54．江川八左衛門　（資料）（原色）　　　　　一，

　　　えち錦鱗28－22・5／神田カジ丁4／〈脚24＞，29．〈別7325＞i’7

55．越前屋平三郎　（原色）　←越平

　　　・麓16二蜘4／住所不明／〈721　．　8－To389一⑤〉・8聯四神明前／

56．塩鱈　’（資料）　［越前屋嘉千丁］

　　　　文久3．4／深川鳥ばし／〈721．8－To389一③〉，111幕末～明治／深川高橋／

　　　　（資料）

57．iヒギ（原色）（近世）・

　　　　天保中期／江戸亀島町／（原色）（近世）II弘化4～嘉永5／てりふり丁／’＜別

　　　　2512＞，65
　　　えびすやしようしち
』58・痛感寿屋庄七　（資料）（原色）　←錦霊堂，←ゑひすや、［地本草紙問屋本組］

　　　　嘉永5．4／川口正蔵より本組珠を譲渡11弘化4～明治7．11／照降町／〈別
　　　　2411＞，（1）一44・59、　＜男U2411＞，（4）一1～11、．〈男IJ　2512＞；20～23、　〈男IJ　2613＞，1～4・

　　　　6～34、　＜牙IJ　2621＞，15、　〈牙lj　2714＞，25～26、　〈男IJ　7314＞，11、　〈男U7325＞，1、　ζ234

　　　　－85＞1，　21・23～28・30～31・3474211幕末～明治／小船町3／（資料）x

　　　　　　　　　　　　　　　－63一



59．瀧齢錫（資料）1馳）←海老林［隔問屋］
　　　天保、4一明治1／堀江町2／〈別24・1＞，（・）・22－39・41－43、’〈別28・7＞；（2）一7・

　　　10、＜別7425＞、〈収1133＞，5、〈234－37＞，6・10・18・26・49・54・〈721・8－T・389一

　　　⑤〉，48
60．勘忍諺顛（原色）・←遠彦．
　　　弘化4～文久3．4／日本橋通3／〈別2411＞，（1）一17・51・54、＜別2411＞，（3）一4；8・

　　　30・41兜68、〈別2411＞，（4）一13ん14、〈別2724＞，6・18・29・46・50・52・65・75、＜亥

　　　ニー92＞，（・）一52・〈72・．8－T・3SgL．③〉，2”　iSl！末／細2／（原色）1助長／本天．

　　　町／（原色）
6、．欝厳軸麟）’（原色）．・一三又［団扇醒］

　　　寛政～明治／堀江町2／＜別2512＞，74～86＞〈別2817＞，（2）一6、＜2＄4ご37＞，5・11・

　　　17・19．・25・31～32・43・50　　，

62．灘緩
　　　慶応4．1／住所不明／摺物／〈W225－12＞，（1）

63．雛童矧．要飾（資料）（馳）←近久，穐三三，←旧記徳兵衛
　　　天保～明治1．10／住所不明／〈別2714＞・，　30L32、＜別7314＞，221幕末～明

　　　治／本町2／（資料）JL安政2．9／浜躍徳兵衛から井面に改姓峨台10／

　　　。鮒襲§／（資料順治27／日本駆旧聞／（資料）

64：近江屋富吉
　　　』享和2．6．15ノ北島町／番付／〈ん31＞，（2）一7

　　　おうみやとらきち
65．近江年明吉一

　　　　文化14．7．23／八町堀七軒町／番付／〈ん31＞，（1）一2　ll寛政11．9．15／八丁堀

　　　　等しま町／番付／〈ん31＞，（2）一2・
　　　おおく　ぼ　よきち
’66．大久保代吉　［印刷所］

　　　　明治29．1：10／福島県岩代国鳥会津郡若株分大字桂林寺町51／絵図／〈24－

　　　　262＞　　　一
67．i芙蒼西鄭毎毎　（資料）（原色）

　　　1明治12．1．27／西黒門丁IM明治16．7～18．31．13／神由鍛冶町24／＜別7427＞，

　　　　7、　＜男IJ　7516＞，6

　　　おおくらまごべ　え

68．大倉孫兵衛
　　　　、明治9．・2．5一・8．9．3／日本橋区通・一19／！別292・〉・・3・〈SIJ75・’・〉・2・5・研

　　　　7512＞，3～4、　〈男IJ　7715＞，3～4・21・25、　〈234－85＞，15

　　　おおさかやきちぞう
69．大坂屋吉蔵　　　　　　　　　　　　　．　　　’　』　、　　、　4

　　　　文化14．9．15／八町堀七軒町／番付／〈ん31＞，（1）rl

　　　おおさだ
70．大貞　（資料）（原色）．

　　　　明治1．8／住所不明／＜別2317＞，4・

　　　おおそとよじ　 えもん

　71．大曽豊次右衛門
　　　、・江戸期ノ長崎勝山町／＜別7522＞，2

　　　　　　　　　　　　　　　　－64一



72．．三密多薯　　　・　’　　、　　’　f
　　　明治・6．9．24／万七代・一is　ll　HE？台1．・．・・．22／美斌町4・5／翻／〈撫

　1　　　35＞，（2）一18。44　’

　　おおたにかんべ　え

73．大谷勘兵衛

　　　得塗11熱ll：瀦下京第＋三区四籍町西へ呑奈蜘376幡

　　おおコた　や　たきち

74．太田屋多吉　←多吉
　　　安政3、7～文久3．11／湯島4／＜亥ニー92＞1（1）L4

　　おおにししようのすけ
75．大西庄之助　（資料）（原色）

　　　「明治9．5．12～10．5．11／人形町導松昌町1／｛234－85＞，9411明治／日本橋区

　　　馬喰町2－7／（資料）
　　おおの　やきんぞう

76．大野屋金蔵
　　　天保7．8／金沢町／摺物／、〈112－94＞．，．7
　　おおはしさいちろう
77．大橋翔一郎

　　　明治14．10．15／横浜直面丁2－4／番付／〈ん112＞，18．

78．笑叢

　　　明治5～11／住t／不明／〈別7412＞，2
　　おおむらとんしち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

79・木村頓七
　　　明治27．9．17／京バシ函南伝馬町IL2／＜別2921＞，ユ8
　　おおもりかくたろう
80．大森覚太郎　（資料）（原色）

　　　明治21．1226／牛込区横寺町11／．〈別・2224＞，31

　　おおやまてい　　えもん
8　1一．’　・大山定右衛門

　　　　　　　　　　　　　　つ　ヒ　　　明治9．冬／浅草仲町24／番付／〈特5，6－35＞，（1）一5211明71ilO　．，　12．14／浅草三

　　　ケン丁42／番付／〈特56L35＞，（！）一64
　　おかだしんじろう
’82．．岡田新次郎

　　　明治28．3．26～5．28／京都上京区寺町夷川下ル要法寺前町3／絵図ノ〈24－

　　　242＞一
　　おかべしんじろう
83．岡部信次郎

　　　年代不明／静岡寺町2／＜別7325＞，3　　　　　　　－
84．’ 寶ｫ筈磯節　（原色）　←信三三　［印刷所］

　　　明治29．10．25～30．1．11／i麹町区有楽町3－1／石版・絵図／〈19－541＞、go「

　　　一429＞ll・明治／京橋宗十郎町10／（原色）、
　　　おがわはんずけ
8S．小川半恥　（資料）（原色）（近世）　　　　　・　　　・　　　　　一

　　　天保14～弘化4／田所町／番付／・〈別2817＞，（2）一5　11元治エ．6／猿払ll明和

　　　　～明治／長谷川町ノ（資料）
　　　おざきき　へ　え
86．’尾崎喜兵衛　←松風舎’
　　　　明治10．5．21／下京区第二十区弓箭町／番付／〈特56－3S＞，（1）一81【明治／下，

　　　京区第二＋一三鷹仁寺東幡付

　　　　　　　　　　　　　　　幽一65一



87．彪血振箔：宅　（原色）’←金鱗堂

　　　万延1．12／麹町6／〈亥ニー92＞，（1）一57
　　　おわりやまつごろう
88．、尾張屋松五郎

　　　安政5．3／大阪なんぱしんち／撒／483－47・）1　，v・・4－4）＜・99－3・5＞，v・・d－

　　　　3

か行
　　　か　がやきち　　えもん　　きちべ　え
89．加賀屋吉右衛門・吉兵衛　（資料）（原色）（近世）←加賀吉，←加“や，←青

　　　　盛堂

　　　　ヲミ保13～明治7ユ2／両国／〈別2722＞，1～2・4・6・17・20・23、〈別7314＞，181i

　　　　文化～明治／両国米沢町1／（資料），il文化～明治／日本橋吉川町5／（資料）
　　　ふがややすべえ
90．加賀屋安兵衛’（近世）←加賀安

　　　　弘化4～嘉永5／住所不明／．＜別2411＞，（1）一三L16・18～．21、〈別2411＞，（3）一9・

9、燵羅器7醤6』聡警銀町1／（近世）ll幕i／浅轍町1／（近世）・

　　　　万延1。12／三河屋利兵衛から株を譲渡／（近世）ll文久2～3／江戸新革屋

　　　　町／〈別8414＞，15、と721．8－To389一③〉，1011元治1．8／具足屋嘉兵衛に譲

　　　　渡／（近世）・
　　　かぎやせいじろう
92．鍵屋清次郎う

　　　　甕永5・10～文久3．4／住所不明イ〈場旺24111・（3）”12’14’19’2P●50’＜男l1414＞’

　　　かくとりとうきちマ

93．角取藤吉
94．総総講赤門／融くん1’1＞’・’s

　　　　文化10．gi15／住所不由／番付／〈ん31＞3（1）一9　　　’

95」錦繍・←雌
　　　　明治9．12／東京本郷春オi町2－19ノ番付／〈ん112＞．，5

　　　かじまやひようぞう
96．鹿島眼肉蔵

　　　　安政2．10／住所不明ノ摺物／〈別832iO＞，（2）一84『

　　　かしわぎえんいちろう

97L柏木延7郎’
　　　加灘19・9・・8－27・3／京駆南伝騨㍗6／〈別2921＞14＆〈409“r＞・17～18『

98．柏屋三七　←旧記
　　　　嘉永期一安政4／藤寺晦二条下ル／翻／｛・83－47・〉，v・S－7・v・・2－2・

　　　　＜199－305＞，v．1－1
　　　かたぎりきんだろう

99．片桐金太郎

　　　　明治10。4．28／弓町23／＜別7512＞，1
　　　かただちょうじ　　　　　ろう

1001片田長次（治）郎　（資料）層←文英堂

　　　　明治23／東灘草区鯉町／＜別7425＞11明治23ノ日記駆室町2一・2・li

　　　　　　　　　　　　　　　－66・一一一’



　　　　明治26．8．29－27．8．28／浅草区茅町・一2／〈別292・〉，5・・6・、卿5・6＞，・・6．「

　　　　　〈409－5＞，38・4211明治／浅草区諏訪町19／（資料）
　　　かたやままたさぶ　ろう

101．片山又三郎　←真誠堂tt
　　　　明治26．10．i5／神田区三崎町2－11／石版・摺物／〈12－486＞・
　　　かっきょしかつ
102．勝木吉勝　（資料）’←勝々堂

　　　　明治27．9／東京市下谷区数寄屋町15／’〈別7426＞・，2
　　　かとうぜんしろう　　　　　　　　ま
103．加藤善四郎
　　　　明甑5・1・／鍾県門国三重細日市wr，k，字北条町2・／石腹・絵図イ

　　　　’〈18－419＞
　　　かとうちょうしろう
1Q4．加藤長四郎
　　　　明治29・1．・・／鶴野岩代国北今津驚愕町大義場⊥一之町6／石版・綜

　　　　図／＜24－262＞
　　　かとうやいわぞう　　せいべ　え　ド
105．加藤屋岩蔵・清兵衛　（原色）（近世）　［地本：草紙問屋］

　　　　文久1．8／岩蔵、地本草紙問犀に加入／（原色）11文久1．12／養子清兵衛が相

　　　　続1【文久2～3／江戸南伝馬町2／〈別2825＞，4～30
　　　かなめいしどう

IQ6・要石堂
a．@　　安政2．10／住所不明／摺物／〈別83210＞，（2）一1、〈112－94＞，17
　　　　　　やいしぞう
107∴かなめ屋石蔵
　，　　安政2．10／神座距島町／摺物／〈112－94＞，17　11安政2．10／夫らハどおどお．

　　　　かしまのかいどうすじしっかりとうけあったまち百丁目／摺物／〈112－

　　　　94＞，17’
　　　かみやませいしち108．神山清七　（資料）（原色）　　　　　層　　　　　　一．r

　　　　明治14．12／新富町6二2／摺物il明治15．7．6／新四丁1／＜別7427＞，18．
　　　かわぐちやう　　へえ
109．．川口屋宇（卯）兵衛「（近世）←川口板，←福川堂　1地本草紙問屋］

　　　　文化～嘉永1／白本橋坂本町／〈別2817＞，（1）一111嘉永5．6／問屋株を門屋安

　　　　兵衛に譲渡
　　　かわだあきお
110．川田章男　’［印刷所］・　　　　　’　　・．　　　　　’／

　　　。鰯線・13・／本納湯島天神町3一・／絵図／〈・9－61・｝

111．’ ﾍ内屋平七．（近世）．←文三三・
　　　　文化9～天保11／大坂心斎橋通本町南江入／二物／〈300－24＞，（1）一2　ll文化

　　　　9～慶応2／大坂心斎橋筋南久太郎町6北入／摺物／（近世）
　　　かわらせいきち
112．河原清吉’

　　　　明治10．11．27／駒込千駄木丁10／番付／＜特56－35＞，（2）一391
　　　きくやいちべえ
113．菊屋市兵衛・（原色）（近世）←菊市，←金幸三

　　　　明治27：4／大阪市東区本町4翻1／番付ノ〈特55一・99＞，・

　　　　　　　　　　　　　　　　一67一一一：一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t



　　　きむらふくじろう
115．、木村福次郎－

　　　　明治10。10．U／通新石町8／番付／＜特56－35＞，（2）一3　ll明治11．3．21／第一大

　　　　区十二鉱区三新石町9／番付／〈特56－35＞，（1）一3マ

　　　きむらや　　　　ぞう
116．木村屋しげ蔵　←しげ蔵
　　　　文化4：9．15～10．6．15／馬喰町1／番付／＜ん31＞，（1）一6・10～12・15・18

117．塔屋禁茨爺　（資料）（原色）（近世）←木工，←虹木堂，←小森宗次郎「←木

　　　　屋板
　　　　安政3～慶応3．11／馬喰町4ノ＜234－85＞，911明治21．2．13／日本橋馬喰町3－

　　　　10／（資料）
　　　きょうとじゅうはんもと

118．，京都住板元　　　　　　　．　　　　　’　　　　　．　　　、．．
　　　き諦謡1準所不明／摺物／〈1・2・94＞・22’

119．鳥屋亀次郎．

　　　　寛政11．9．15／江川町／番付／＜ん31＞，（2）一11i

120．灘三州・．’
　　　・ぎ。離4・9・15～5・6・16／ちそ橋火の残こ丁／番付／・〈ん31＞・（1）一15●18

121．玉華堂

　　　　弘化2・3／尾陽琵琶島橋詰／摺物／〈200－271＞・v・3
　　　ぎょくめいどう
122・玉明堂引色）（近世）←関・屋玉瞠．←清遠柚←関三明掌

　　　　慶応3／住所不明／〈別7511＞，9
　　　きんうんどう
123．三雲堂、

　　　　明治12．3．10／本郷元町2丁壱峡坂上／番付／〈ん112＞，9

124．魏塑

　　　’，ん雛不明／弁天通5／〈と22＞

、125．金青堂
　　　　嘉永2／住所不明／番付／〈別143＞，（2）一6・

　　　ぐそくやかへえ126．、具足屋嘉兵衛　（資料！（原色） ←具足屋（2代目）　［地本絵草紙問屋］
　　　　天保・4熱血8．5／三脚／〈別2817＞，（2）一・8、’＜別74・2－3＞、〈別7427＞，・6i

　　　　19、　〈234－85＞，22・49二53～67・69L70・72～76・78～79、　〈234－111＞，1・3・5・

　　　　解繍8～2レ23～31●3！74ひ4酬75∵末～明治／長谷JII　’

　　　　くどうりきまつ
127．工藤力松　［印刷所］

　　　　明治？7．5．1／函館区富岡町15／石版・絵図／＜16－225＞
　　　くまがやしよっしち
128．熊谷庄七　（資料）・（原色）』

　　　　明治8．10一明治11．2．25／iJ～舟町3－11／〈別7511＞，4＜＜JlilJ7s16＞’，i3．〈別

　　　　77・5＞…〈234－85＞・3・33・43－45・＜特56－35＞・（・）一68【1囎9・・2・22／小舟町

　　　、、譜ゑ！23を85＞・77　li　HJii7Er’／三綱写（章料）

129．熊澤喜太郎　（資料）（原色）

　　　tt明治21・2・10／京橋縢町21／石版力／〈別7515＞・10　ll明1台僻騨

　　　　　　　　　　　　　　　　＿68一



　　　　　右衛門町4／（資料〉
　　　　くらたぜんはち
　130．倉田善入
　　　　　明治9．11／下京西区板東屋町／摺物／＜特S6L3S＞，（2）一52

　　　　くらた　たすけ
　131．倉田太助、（近世）

　　　　　明治9．4．26～10．5．24／通新石丁3／番付／〈特56－35＞，（1）一18、＜特56－35＞，

　　　　　（2）一9’11明治10．9．24／通新石丁2／番付／〈特56－35＞，（2）L2　ll明治13～1与．7／

　　　　　日本橋牡蠣今町2－6／双六・：
　　　　くらた　たろう
　132．倉田太郎　　　　　　　　　　　・　一

　　　　　明治10．4．9／神田新石丁3／番付／‘〈特56－35＞，（1）一2
　　　　くらのいわきち
　133．蔵野岩吉　［印刷所1

　　　　　明治26．8．10／山『口県玖珂郡岩国町1138／石版・絵図／〈18二328＞
　　　　けいしんどうせきはんいんさつじよ

　134．慶信堂石版印刷所　［印刷所］

　　　　　明治43．5．28／本所区出町28／石版・その他／＜22－540＞
　　　　げんげんどうりょくざん
　135．玄々堂緑山　［内藤半右衛門が本名Q．］

　　　　　文久3．3．11～慶応4．8．11／住所不明／銅版／＜211－581＞，4
　　　　こうえいどう
　136．三栄堂
t・一’ @　　・・江戸期／住所不明／摺物／〈品川家文書1800＞
　　　　こうようかんヒ

　137．興容館
　　　　　弘化4頃／住所不明／摺物／〈品川家文書1799＞，（2）L1’．

　　　　こがやかつごろう　138．．古賀屋勝五郎　層（資料）（原色）（近世）←古賀勝，←ゑかつ

　　　　　天保14～明治／本郷2／〈別7－27＞，1・58・82～86
　　　　こじまやじゅうべえ　　　　　　　　　　　　　　　　

レ

　139．iJ．・島屋重兵衛　（資料）（原色）（近世）　［団扇問屋］

　　　　、羅㌫明治／三三を／〈234－37＞・4’・4”33’39●41～46

　140．越村屋平削　く原色！（近世）←越平，←司馬越平
　　　　　安政2・9／本所新町／（原色）1［文久3・3／住所不明／〈別8414＞・25　ll幕末／

　　　　　芝／（原色）［【幕末／浅草東岳寺前／（原色）
　　　　こだままたしち『141．児玉又七　（資料）（原色）←小田原屋

　　　　　明治初年／南馬道新町1／〈別7314＞，24H明治14．1／駒形す40／〈別7427＞，

　　　　　5H明治19／日本橋通3－6／摺物／＜別7427＞，9　il明治22／浅：草区駒形丁42／’

、42．免職23歯欝51聯・9・19／住所穆聯〉・43

　　　　　明治14．7．5／本所；横網町1－14／摺物jl明治20．2／日本橋区馬喰町6「18／’

　　　　　〈男IJ　7427＞，2

　　　　こだまやしち　143．児玉弥七　（資料）（原色）

　　　　　明治9・…4／浅輔馬道輌・播付／〈特56－35＞・（1馴明治／三韓

　　　　　3’一2／（資料）Il明治／浅草駒形町／（資料）
　　　　こばやししんべえ
　144，小林新兵衛
　　　　　明1台3・・7・4／日本駆通2一・3／活版・勘／く4・一6・Ss

　　　　　　　　　　　　　　　　　L一一・・69一



145．・

146．

147．

148．

さ行

149．

150．

151．

152．

153i．

154：

155．

156．

157．

158．

一こばやしたいV3う

小林泰治郎　（資料）（原色）（近世）　←文正堂田

、、羅置酒5／住所不明／ぐ別7－27＞・6il嘉永τ明治／下谷禰町／（資料）

小林鉄次郎　（資料）（原色）　←丸鉄，←丸屋，←延寿堂

　文久1．2～明治11．4．21／日本橋通2－4／〈別7715＞，11・19、〈収1133＞，21〈三

日ー
X2＞，（1）一37．〈234－85＞，11・i3・1711明治13～23．5／日本橋通3－13／〈励

。鞭〉・’＜別21？6＞・1～11・〈別7516＞・1

古単側

　江戸期／住所不明／〈別2825＞，2～3
こやまはんごろう

小山半五郎　（資料）（原色）　　　『　　’　　　　　　・　　　ノ

　明治9．8．30／堀江町2－7／〈別8222＞

さトい　た　や

佐井田屋　　　　　　一　　’　．　　　　　「　　　　　，

、。蹴§霧住所瑚／〈23駈85＞；81

斎藤源三郎

　明治28．3．25／敷知郡浜松町／石』版・絵図／＜18二587＞
さおとめかつごろう
五月女勝五郎　（資料〉

　明治10．5．8～10．9／本郷2－3／〈別7314＞，25、〈別7516＞，18

さくらやいちじろう
佐倉屋市次良　　　　　　．　一

　文化11．6．15／四丁堀七軒町／番付／〈ん31＞，（1）一7

さくらやりんべえ
佐倉屋林兵衛

さ吝些塾1・15／71丁堀地蔵橋こうばい新道／番付／〈ん31＞・（1）一与

佐々木豊吉　（資料）（原色），←佐々木屋

　明治20．9．3～26．5．2／三橋区尾張町2－1／k別2921＞，56・60、＜別7426＞，8、

　〈憂刑7511＞，6、　〈405－43，〉，237、．〈409－5＞，29～37

旛白蜜爺’　・　　　　　　　〆
　明治10．3．17～4．2／東福田町1／〈別7715＞，17・
さとうまたべ　え

佐藤又兵衛
　年代不明／堀江町2－1／〈別8222＞
さ　の　や　き　へ　え

佐鷺鷺轍料）（騨世）停三三←騨騨欄問
　支化12～嘉永5．12／住所不明／＜別1922＞，1～7、〈別2313＞，1・12・t6・19・23・

　27・35。41・44、　＜場U2317＞，5、　＜男ll　2512＞，1ド4・38～40・42・87～88、　〈男IJ　7125＞

　H享保～明治／日本橋平松町／（資料）ll享保～明治／芝神明前三島町／
　（資料）．

さのやとみごろう
佐野屋富五郎　（資料）（原色）（近世）←錦盛堂　［江戸地本草紙問屋仮組］、

嘉永5…／甚楠門町／（資料）II業久3・4／住所不明／〈721・8－T・389一

　⑭〉，5／幕末／松島町／（資料）il明治／横浜／（資料），

　　　　　　　　　　　　一70一



159．

160．

161．

162．

163．

164．

165．

166．

167．

168．

169．

170．

171．

172．

173．

174．

さわひさじろう“

沢久次郎

、明治IO．8．11／亀井町26／番付／〈特56－35＞，（1）一2611明治24／日本橋亀井町

　25
さわききんじろう
佐脇金次郎　（資料）（原色）

　明治22ノ日本橋区矢ノ倉町8ノ〈別7516＞，8
さんえきしゃ

三益社

、ん騨ζ3コつ・1／京阿南鞘町9／石版力／〈別75・5＞L2

山勝勢
濠増感否明／住所不明／番付／〈品川家｝Z．書1799＞，（2）一8　＝、

渋川松清

　明治10．12．10／第一大回十一小三三紺屋町20／番付／〈特56－35＞，（2）一4
しふさへいぞう

史房平蔵層

　明治9．6．3／住所不明／番付／〈特56－35＞，（2）一41
し　ま　やてつや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

志摩屋鉄弥∫（原色）（近世）←志摩鉄，←玉章堂，←玉昇堂・・
天保／霊鵜川・町／（原色）II嘉永7．11／霊岸島塩町／（馳）ll文久・．’

　2／住所不明／＜亥r92＞，（1）一4111文久1．6／下肴場／（原色）
しみずか　へ　え

寒水嘉兵衛・（資料）（原色）

　明治10．4．2～14．6．16／神田鍋町2／＜別7715＞，13s〈特56－35＞，（1）一22、〈特

　56－35＞，（2）一17

しみずきゆうべ　え

清水久兵衛
　明治22．2．21／京橋区船松町2／石版1カ／〈別7515＞，3
しみずじようたろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド

清水常本郎
明治28．3．28／大阪市駆塩町3－49’中村ムメ翻／石版・絵図／＜・8－597＞

しみずたいごろう

清水泰五郎　（資料）（原色）　　　一

　明治19．2．20～28．2／日本橋区蛎売町2－12／〈別7516＞，2
しみずぶんぞう

清水文蔵　（資料）〈原色）

聯●ll／灘脚9岬3224＞’3511門治中期／岬三脚r／

しみずやじょうじろう

清水屋常次郎　（資料）（原色）（近世）←長谷川常次郎，←清水犀団扇絵絵問

　屋［地本草紙問屋仮組］

　天保3／創業／（資料）II弘化／不忍池白亀／（資料）｝1明治20．10～28．2：

　11／神田鍛：冶町5／〈別2921＞，27・43
しょうきゅうどう

松久堂
講書i憂醐／甜／〈別83210＞’（1）一46．〈14そ94＞’v．17－14

　文政9．3／江都／摺物／〈ん112＞，26
じょうしゅうやいわぞう

上州屋岩蔵

　安政1．10／住所不明／〈別2621＞，10

　　　　　　　　　　　　　－71一　1



’

175．b
c堺膣釜議　（資料）（原琶）（近世）←ネ羊福堂，←上金　［地本草紙問屋元組ゴ

　　　　天保12～明治！／池ノ端通仲町／〈別2313＞，2・4・9・11・14・21　’・　25・32・36、〈別

　　　　2512＞，33、　＜男ij　2621＞，2～4、　〈男IJ　281．7＞，（2）一7～11・13、　〈男ll　8414＞，2111明日台／

　　　　上野元黒門町／（資料）
176．ノ c堺薩菱i詮議・蜜，宅　（資料）（原色）’（近世）　←錦重堂　［地本草紙問屋・団扇

　　　　問屋］
　　　　文政11～天保13／人形町新乗物丁／〈別25121，72　ll天保14～弘化4／人形町’

　　　　通楽屋新道角／＜別2817＞，（2）一31・33・3S、〈別7－27＞，10・12011嘉永6．12／赤

　　　　松屋庄太郎から株を謙／（資料）1文久2・2／蘇働三三株を欄／

　　　　（資料）ll明治8／人形町通元大坂町／〈234－85＞，86～93
　　　しんいせやこへえi77．新伊勢屋小兵衛　（原色）（近世）

　　　　文化12～天保13／池ノ端仲町／〈別2317＞；7～8二10・12～15
　　　しんしょうどう

178．信松堂
　　　　弘化4．3．24／住所不明／瓦版／〈別83210＞，（1）一7
　　　じんべいつか
179．甚平塚

　　　諦勘嘉永頃／大縮樽／翻イ〈XIJ143＞・（2）’19

　　　随意堂180．

　　　す華華叢雲／尾陽／忌物／くん112＞，7

181．周防初太郎

、82繍撫15岬区錦町H6櫛働／岬06＞

、83．懸樋／第五大回一三区浅蜘H6イ融聯35＞・（1）“40

　　　　明治9．9／大阪瓦町2／番付／＜特56－35＞1（2）一49
　　　すぎやせいべ　え
184．’ 刮ｮ清兵衛　（原色）（近世）←杉清［地本草紙問屋仮組］

　　　　天保14～嘉永5／浅草南馬道／〈別2817＞，（1）一25・29
　　　ρすずききくじろう
185L鈴木菊次郎　　　　　　　　　　　、

　　　　明治32．12／東京南伝馬町3－3／〈別7426＞，4
　　　すずきじようすけ
’　186．鈴木常助　　　一

　　　　明治7．5／東京／番付／＜特56－35＞∂，（2）一43
　　　すずきらいのすけ
187．鈴木雷之助．　　　　　　　　　　　　、　冒．

　　　　明治10．11．1／大阪府下平二大十四小回安堂寺橋導3－26／番付／〈特56－

　　　　35＞，（2）一45
　　　すなこししんばち
188．砂越新八

　　　　明治期／大阪府下第三大回六三区新町通2－6／〈別7715＞，16
　　　すなこししんべ　え
189．砂越新兵衛

　　　　明治9．6．10／大阪府下第三大区五小区阿波座三番町16／番付／＜特56－35＞i

　　　　（・）一5・嗣台…5上旬／大阪府下第三大野＋枢阿漣三翻・・ノ番付／．

　　　　　　　　　　　1．　　、　　　　　　一　72　一　　］



　　　　〈特56－35＞，（1）一11
　　　すなこしとくべ　え
190．砂越徳兵衛

　　　　明治10．5上旬／大阪府下第三押回六小罪立売堀南通2－30／番付／〈特56－

　　　　35＞，（1）一1

　　　　　　　はんしち　　　　　　つ
191i・す T隷属諜糠加入ll文久3．3／江戸竹川Ut／　，〈XIJ8414＞，、．1

　　　せいえいどう
192．政栄堂．

　　　　明治7／住所不明／〈234－85＞，82～84
　　　せいしどうしょてん
193．’誠之堂書店　←伊藤岩治郎

194．灘1∵0岬三三～台旧版●醐〈19“648＞’、

　　　　慶応2／住所不明／暦／〈197－257＞，v．90

　　　せいようどう

195．誠養堂

　　　　文久1．10／住所不明／摺物／＜826－57＞，v．56　’
　　　せきかわよしたけ

196．関川美章
　　　　明治28．3．25／敷知郡浜松町紺屋97－2／石版・絵図／＜18－587＞．
　　　せきぐちせいじ　　　　ろう
↓97．関口政治（次）郎　（資料）（原色）、・

　　　　明治28・5・・8ノ京悶悶・r・2／〈別292・〉・59・ll明治／三三南金六町4／

　　　　（資料）

198．三隅
　　　　弘化～嘉永／住所不明／番付／≦別143＞『，14

・99．欝欝

　　　　弘化／長崎今下町／＜別7522＞；5，
　　　そのはらやしようすけ
200．園原犀正助　1資料）（原色）（近世）←三寿堂，←園正　［地本草紙問屋］

　　　　嘉永／橋本町2／（資料）ll安政2／神田佐久間町3ノ（資料）li・万延1．11／書

　　　　轡∵）騨1∵四脚即’

た行
　　　だいこくやきんじろう
201．大黒屋金次郎　（資料）（原色）（近世）　←大金　［地本草紙問屋］

　　　　安政4．閏5／地本草紙問屋ば加入ll万延1．閏3／入形町堀留町／〈別8415＞’）

　　　　1’li文久3．3～明治2／築地小田原町2／〈別7425＞

　　　だいこくやきんのすけ
202．大黒屋金之助　（資料）（原色）（近世）e犬金　［地本草紙問屋］．

　　　　安政4．閏5／地本草紙問屋に加湘1安政5一明治2／築地／〈別2411＞，（・）一

　　　　3恒5・46・63、〈別2724＞，39・47、〈別8414＞；8・17、〈721．8－To389一③〉，3，

　　　だいこくやへいきち203．大黒屋平吉．一（資料）（原色）（近世）←大平，し松木平吉，←松寿堂

　　　　安永～昭和5／東京両国吉川町2／〈別18110＞，．1～47、〈別1819＞，1～12、〈別

　　　　1923＞，12・6・82、　〈男U1925＞，1～13・15～28、　〈SIJ　2921＞，15・19　・24～26・64、　くZIIJ

　　　　　　　　　　　　　　　　－73L



204．

205．

206．

x　207；

　　208．

　　209．

　　210’e

211．1

212．

213．

214．

215．

216．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

7223＞．，1・4．〈別7425＞、〈」IliJ7516＞，14、’＜収1130＞’，1～4．＜234．75＞，138．’〈234

　－83＞，1・3・5。7・11・13・15・17・19・21L25～27・29・31・．33・35’37～39・41・43・45
たいへいどう

泰平堂

　安政2．10．2／住所不明／摺物／〈112－94＞，17
たいようどう

大四界

　慶応3／住所不明／番付／〈ん112＞，↓1　　　　　　　　　’
た　がりんごろう
多賀甚五郎　（資料）（原色）　←若栄町

　明治8～12．6／新乗物町19／番付／〈特56－35＞，（1）一13、〈特56－35＞’，（2）一54、

　　〈ん112＞，19
たかぎしとよたろう

高岸豊太郎

　明治44．8．24～8．26／日本橋区蠣殻町1－3／摺物／〈19－649＞、〈19－650＞
たかざわふさじろう

高沢房次郎

謂禦・3～19　・．　2／深川仲町34／＜別74271・3

高津政衛

調靱・3／Z／第一大区八三三三29／翻／〈特56－35＞・（2）一42』

高野屋友右衛門　（原色）（近世）←高州　［地本草紙問屋］

　弘化4～嘉永5／住所不明／〈別2817＞，（2）L2・19、〈別7－27＞，11　il嘉永6．5／米

羅露（資料）1騨7／上概（資料）ll幕末／浅草茅町2／｝資料）・

　明治9．11／第一大区七三三三久宝寺町3／番付／・〈特56－35＞，（il－20

たけい　さきち

武井佐吉　（原色）←太田屋佐吉，←錦林堂
　文化1．9～嘉永5／神田鍛：冶町2／摺物／〈206－271＞，v．19　U安政6．9．15／神

　田鍛冶町3／摺物／＜別3332＞11明治10．9．27～i1．4．5ノ神田鍛冶町19／番

　付　　・「　、　　　　　　　　　　　　　　　、
たけうち

竹内ッウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　『明治26．9．1／下谷車坂町25／〈409－5＞，41
たけかわう　のきち　　うコのすけ

武川卯之吉・卯之助　（資料）（原色）

明治23／四温区轍町16／〈別75・6＞，4・ll明治25／日本駆職艮町

蕪別陥謄台／三冠田1．943／蹴

　明治初年／筋甦橋外／〈別7314＞，911明治4・12～S12／神田須田町2／〈別

　7314＞，1～21201／明治9．9．．8～10．9．10／神田須田町4／〈別7325＞，41〈三一

　7412＞，1、〈別7516＞，11～1211明治10～27．12．30／日本橋区本四町2－12／〈別

　2921＞，17・52・54、　．〈男U7426＞，5、　〈牙IJ　7516＞・715、　〈409－5＞，1～15・24．

たけかわ　りさぶろう

武川利三郎　（資料）（原色）

　明治20／三三神明前三島町21明治24～25．9．5／切回神明前宇田川町20／

　　〈405L41＞，12～3111明治25．10．25～26／特区神明前三島町2／．＜405－41＞，

　1～11il明治28．2．19／芝区神明前宇田川町18／〈405－41＞，32～3311明治29．

　　　　　　　　　　　　　一74一



　　　たけ鶏ζ；芝区神明前宇田川町20　　　　』

217．竹沢堂　　　　　　　　　　　、

　　．．たけ難燃鬼1ζ／住所不明／摺物／〈W225－12＞，（3）．

218．竹村貞次郎　←開運堂
　　　　明治10．12／下谷方年町2－40／番付／〈特56－35＞，（1）一3011明治14／下谷万年

　　　　町2－62／番付ll明治15／下谷万年町2－40／番付／〈ん112＞，16　11明治18．．

　　　　2－19／下谷万年町2－62播付II明治21－22／府下豊島郡坂本村乙10Q／石

　　　’版・・番付1明治24～27．7．17／下谷三三坂町62／番付・摺物
　　　たなかじ　へ　え
219．　田中治兵衛

　　　た盟韓㍗．4．5ζ；京都市下京区寺町四四条上ル町18／銅版1絵図／〈24－243＞

220．田中安次（治）郎　［錦川草紙］

　　　　明治g．4．28～10．10．15／大阪南久宝寺町心斎橋筋西入／番付／〈特56－35＞，

　　　　（1）一48・57　11明治14．1／大阪府第一大回七三三三久宝寺4－4211明治18．3．5／

　　　　大坂東区南久宝寺町4－15
221．、騰難←愛生堂』「［隅一旺蘭

　　　　明治27．5．10／愛知県名古屋市矢場町473／石版・絵図／＜18－419＞・
　　　たむらてつごろう
222．　田村鉄五良

　　　　年代不明／南本所石原町7／その他／〈234－85＞，7
　　　た　わ　やどう
223．　多和群動

　　　　文久2．6～7／住所不明／番付／〈851－45＞
　　馳たんふうぼう

224・腹I悪7．、／三者嚥／摺物／〈え、12＞，4t’tt・・∫

　　　ちょうじゃくろう　 えもん

225．丁字屋九郎右衛門

226．轟遜恭論瓢甜3四獣一辻岡三一鍵一金港

　　　　堂　［地本草紙問犀］

　　　　．嘉永5．4／鶴屋喜右衛門よD，地本草紙問屋株を譲渡／（資料）Il嘉永5～明治

　　　　28．8．26／日本橋横山町3－2／〈別1917＞，1、〈別2411＞，（1）一64、〈別2411＞，（2）

　　　　一53、　〈男if　2411＞，（3）一26・38・42・44・46・52・78、　〈男IJ　2921＞，ユ1；2】．・62、　〈男iJ　7314＞，

　　　。，！2湖腱熱1回収1133｝・8・＜409－5＞・20～21●29・〈721・8－To389一③〉・16

227．辻本文栄粒石版　　　　　　、

　　　　明治21．8／住所不明／石版／〈39－34＞Il明治22　．・　24．3／京橋区南川町2／

　　　。，懲登39－34＞　’　　　『∫，　　、
228．辻屋安兵衛　（原色）（近世）〈二錦魁堂，←辻安　［地本草紙問屋］

　　　　嘉永5．6／川口屋宇兵衛よp本組株を譲渡／（原色）ll天保～文久／南伝馬

　　　　町2／＜別2411＞，（1）一49、〈別2411＞，（3）一7・36・69、〈別2621＞，13・25、＜別2724＞，

　　　　25・42・70・77～78・81、＜亥ニー92＞t：（1）一36’

　　　つ　だげんしち
229．津田源七　（資料）（原色）

　　　　　　　　　　　　　　　　一75一



　　　　　明治／尾張町2－1／〈別7511＞，1・
　　　　つたやうめじろう
　230．蔦屋梅次郎　（原色）

　　　　　弘化4～嘉永5／江戸土橋丸屋町／＜別2317＞，3　11幕末／江戸竹川町／（原色）

231．謎語（資料）（馳）（馳）一計蟷←蔦吉

　　　　　享和頃／新吉原五十間道東側引手茶屋蔦三次郎兵衛軒先に開店／（資料）［1、．

　　　　　・嘉永5．8～明治22／南伝馬町1／＜別2124＞‘，18・27、〈別2127＞、＜別2313＞，3・・

　　　　　5・8・13♂15・17・22・26・28・30・33。40。42～43、　＜男IJ　2411＞，（3）一2、　〈男IJ　2512＞，

　　　　　16～19・66～70、〈男IJ　2525＞，1～16s〈匹田2817＞3（1）一17～18、〈JI；　IJ　2828＞，1・3・5～9・

　　　　　11～15・17～19・21　T一　27。29～35・37、　〈牙IJ　7－27＞，13～15・12i

　　　　つたやりゆうざぶ　ろう

　’232．三略重三郎　（近世）←三三館，←回書掌　”
’　　　　安永2／江戸新吉原五十間道東側引手茶屋塔屋次郎兵衛軒先借／（近世）1［　1

　　　　　安永6．冬／五十間道東側寄り／（近世）I／天明3．9～文化2．8／三三町Il文化

　　　　　12・8／小伝馴3播付［1文政7／小伝駒2／（Ln世）ll天保12　’・　7／弓馬

　　　　　町3／番付／〈103－227＞ll天保14．4．13／浅草並木町／番付
　　　　つなしまかめきち
　233，綱島亀吉　（資料）（原色）　←辻亀，←辻岡屋，←島鮮堂　［地本草紙問屋］

　　　　　慶応2・3／地本草紙問屋に加入／（資料）II摩応～明治初年／横山町3／（資

　　　　　料）11、明治10．4．23／浅草瓦町12／＜別7715＞，24　1［明治16．6．20～22．2／日本

　　　　　橋馬喰町2－14／〈別2224＞’，1～38、＜別7426＞，3・9

　　　　ていこくぐんじ　じほうしや

234．帝国軍事時報社　←笹岡剛太
　　　　　明治44．10．31／本郷区湯島天神町i－4／絵図／〈19－651＞
　　　　てらだえいすけ
　235．寺田栄助

　　　　　明治9．1／京綾小路高倉東へ入／番付／〈特56－35＞，（1）一17、
　　　　とううんどう

　236L東雲堂
　　　　、う盟穿7・4／大坂市制4／翻イ〈特55一・・99＞・・

　237．・車輿、堂

　　　　　文化10．6．15カ／住所不明／番付／〈ん31＞，（1）一8
　　　　とうきよういんさつ
　238・東京印刷KK　←金田新太既←神谷岩次郎　［印刷所］．

　　　　　明治30・547「柾8・6・12／日本駆兜町2／活版●摺物／＜18’746＞・、！19

　　　　　－701＞
　　　　とうきようつきじかつばんせいぞうじよ

239’ 蜩Q鰻重鱗／ll盟姻絵図／幡・
　240．東金堂・

　　　　　嘉永4．10／住所不明／番付／〈別143＞，2

241．三軸
　　　　、う羅4－5／住所不明／摺物／〈183－47・〉；vお畷4τ＄

　242．当世堂　　　　　　　　　　　　　・・
　　　　、う鶏メ政4・・2／住所不明／〈男U・43旧く別・43＞・（2）一4　一．、．　一．

　243．東洋印刷KK・［印刷所］　　　　　　　　　＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　一76一



　　　　萌治44．1．10／学区愛宕町3－2／活版・摺物／＜19．648＞

　　　としまやぶんじ　　　えもん
244．豊嶋屋文治右衛門　（原色）

　　　、蓄魏イ長崎旧記／〈別7522＞・3．・・
24S．富田貞作．
　　　　明治21．8．20～11．29ノ京橋区鎗屋町9／石版力／＜別7515＞，6・9

　　　とみながかいしゆうロ

246．富永介周
　　　　明治9。3．29／麹町9二14／番付／＜特56－35＞，（2）一7

247．麗藻

　　　　嘉永2．7．19／深川／摺物／＜112－94＞，v．12－11

な行
　　　ながおこうすけ
248．長尾幸助　（近世）

　　　。、、難脇弾13／大坂四？橋／翻／〈1127581＞・63下

249．永島辰五郎

　　　謂凱§S13／松川t3／甜／〈概35＞・（1）一53

250．永島福太郎

　　　　明治10．5．29／須田町4／番付／〈特…56－35＞，（1）一14
　　　なかださだのり
25ユ．中田貞矩、［印刷所］

　　　　明治27．8．2～28．3．28／大阪市南区安堂尋町4－207ノ石版・絵図／〈18－474＞1

　　　　　〈18L597＞　　　　　　　　　・

礁灘縄帯南区蜘／石勧．絵図ン〈＿・♂

253．』永松作五郎・（資料）（原色）

　　　　明治24L11／日本橋区台町3－18／＜別7426＞，1Q
　　　ながまつさくのすけ
254．永松作之助　（原色）

　　　。が勲嬰ノ・9／本郷書判即通1・3／〈別292・〉・・4

25臥　永峯蓋果衛　　　　　　　　　　rt

　　　　明治8．2／住所不明／〈234－85＞，1　　　　　　，
　　　なかむらあさきち
、256．中村浅吉　［印刷所］　　．　　　　　　　　　　　　」’

257．講霧’4’2／獅輔参上北脚28／石版’三図／〈18“593！

258．繕：難8偏犠野州89／石版’絵図／〈18“4741

　　　　明治13．5．14～14．11／人形町新和泉町1／番付r双六il明治15．6．15～23．

　　　にし瓢具蝉堺町9／．＜別7516＞・9

259．西岡市松
　　　。齪凱暑／大階下第一大回旧記1／翻／〈特56－35＞・（1）一9　’

、・260，西村屋与入（原色）（近世）、←永寿堂

　　　　　　　　　　　　　　　　一77一



261．

262．

263．

264．

265．

は行

266．

267．

268：

269．

270．

271．

272．

273．

274．

275．

　宝暦～慶応／馬喰町2／’〈別146＞，12、＜別7522＞，4、＜別7－27＞，72
にんえいどう

仁凹凹

ぬ義久2・8／蹄不明／摺物／＜182－108＞・511

布吉　（原色）（近世）

　天保～弘化／江戸／＜別7314＞，8
縷沸薩…嬰其喬　（資料）（原色）（近世）　←濃安　［地本草細問屋］

　嘉永～明治／四谷伝馬町新1／（資料）1［嘉永～明治／四谷麹町13／（資料）

11安政4・3／地本草紙問屋仮組から輝1・加入／（資料）II文久3・4／住赫

　明／＜別8414＞，21
のうちようどう　　　　　　　　　　　ド

能調堂
。懇覆ち…2／鵡／撒／〈別832・・〉・（・）一38・

野田購入
　嘉永4．12／京二条富小路東入／摺物／〈別143＞，1『

はぎわらそうべ　え

萩原宗兵衛
　明治9．2／大坂第一大野二十＝小区37／番付／〈特56－35＞，（2）一25
はくあいかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ

博愛館　←伊藤政三
。顯鯉・・2ζ押回今川小蹴工／絵図／＜・9－644＞

長谷川作次（治）郎

　明治10．5．25～14．9．3q／1申田新石町12／番付／＜特56二35＞，（1）一7・24

はせがわすみ
長谷川寿美　（資料）（原色）　［長谷川スミと同一力］

欝二19／郷今戸町59／〈11J　’S17＞隅31●12／東京三三騨

は　せがわ

長谷川スミ　（資料）（原色）　［長谷川寿美と同一力］　，　弊

　明治282．6／浅草予告・戸町59／〈409＝5＞，25・
はせがわそのきち
長谷川園吉（三吉）、←近江屋，ヒ←近其

　liA治IO．11．21／蠣殻町2－8／番付11明治15～30／日本橋区小伝馬町3－17／

　　〈牙IJ　2921＞，16・55、　〈牙IJ　7426＞，7、　＜409－5＞，40

はせがわちゆうべえ
長谷川忠兵衛　（資料）（原色）

　明治9．7．6～10．4．5／通3－1／〈別7314＞，’12・141明治10．6．28／蠣殻町2－8／・

　番付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
はたなかきちべ　え　　

畑中吉兵衛　　　　　’　　　』

謬醗§ち27／煙卿大州＋三枢堂島中・一・・ノ甜イ＜特56－35＞・（2）一26

羽田富次郎
明治・・．4．2・一…3・・5／本所四手町22／番付／〈特56：35＞・（・）一6・〈特56一’

灘2ト6騨111’4幽9／奉所外手町21／翻／〈tl｛F56”35＞’（ll二3♀一．

　　　　　　　　　　　　　一78一



　　　　　　　’1

　　　・はま難蕩纐／東都／甜／〈別・43＞・（2）一・8

276．浜田吉五郎

　　　　明治11．4．4～22．2．11／京橋区鈴木町13／番付／＜特56－35＞，（1）一43

2771灘鹸軸（原色）（近世）1←三三←近江屋久次郎［地本鞠醒］

　　　　嘉永期／伊勢屋三次郎より地本草紙問屋株を譲渡／（原色）II嘉永～安政／

　　　　江戸南鍋町2／（原色）1【安政1．10／住所不明／〈別2621＞，17　11｛g政2．7／本

278■藩鉛色欝2ご藩屋久次郎弊

　　　　嘉永5．7～安政4．5／両国広小路／〈別2411＞，（3）一13・43・66、＜別2411＞，（4）一’

　　　　15～16・24、　〈男IJ　2621＞，18
　　　はらたねあき
279．幽原由昭　（資料）（原色）

　　　　1明治10～16／神田区須田町25／〈別1923＞，73～79、＜234－84＞，2
　　　はらだちようぞう

280．原田長蔵
　　　　明治13・’．・10・：15／浅輔元町20／番付／〈ん112＞，23

　　　はらだよさまつ．281．原田与三松　　・　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　’L

　　　　明治10．4．9～10／下京区第六区塩屋町336番屋敷／番付／〈特56－35＞，（2）一30

　　　はるかわしゃゆう
．282．春川舎遊　　　・

　　　　弘化～嘉永／住所不明／番付／＜別143＞，（2）一7
　　　はんぎやりはち
’283．・板木屋利八　　　　ビ　　　　　　’　　　』　　　　　1
　　　　文化10．9／江戸小石川通大塚上町ノ番付／〈ん112＞125

　　　はんぎやりへえ
284．板木屋利兵衛

285．灘0・9／江戸／1石川通大塚上町／酬碑2＞・26

　　　、　灘慰住所不明／番付／〈別・43＞・4

286．飯館堂吾妻

　　　　嘉永1．11／住所不明／番付／〈403－39＞
　　　ひぐちぎんたろう
287．樋口餌太郎　（資料）（原色）（近世）・

　　　　明治26．5．18～27．3．29／日本橋区馬喰町2－7／〈別292i＞，28～29・38～39・

　　　　41・45・57
　　　ひようねんどう

288．三輪堂
　　　　安政2．・・／東都ノ摺物／〈別832・Q＞，（2）一2

　　　ひら
289．平のや

　　　　元治1／万丁／〈別1922＞、〈別7427＞，11～12

　　　ひろおかやこうすけ　　　　　　　サ

290●三K助（資料）（聯近世）←騨←騨←岬地欄
　　　　安政5～明治／江声住吉町／（資料）ll安政5～明治／江戸南新堀2／（資料）

　　　　　1安政5～明治／深川佐賀町／（資料）1安政5～明治／日本橋呉服町／（資

　　　　料＞li安政6．5／地本草紙問屋に加入／（資料）Il明治7／tr所不明／〈234一

　　　　　　　　　　　　　　　　一79一



　　　　11＞，15
　　　ひろせこうたろう　
291．．広瀬光太郎

　　　　明治17．6．25／浅草区永住町10／番付／’〈特44－934＞
　　　ふうげつしょうぎ　えもん

292．風月庄左衛門

　　　　明治27．4．17／上京区三条通衣棚角大恩寺町21／石版・絵図／〈19－510＞、『

　　　　〈19－511＞
　　　ふ漆せかめじろう
293．深瀬亀次郎　（資料）（原色）←丸亀，，←丸屋

　　　　明治／日本橋通2－4／〈別7516＞，311明治／深川富吉町／（資料）ll明治／日

　　　　本橋田所町12／（資料）ll明治／神田区蝋燭町10／（資料），
　　　ふくしまそうしち

294．福島宗七

　　　　明治10．6．18～10．9／大阪府第三大雨六小区立売堀南通2－9／番付・絵図／

　　　　〈特56－35＞，（1）一35

　　　ふくだくまりろう
295．福田熊次郎　（資料），（原色）←具足屋（3代目）

　　　　’明治10～31／日本橋長谷川，丁19／〈別1923＞，11・13　一r　24・26～28・30～31・

　　　　33～49・51～56・58～72・81・83～84、　〈牙IJ　2125＞、　＜男IJ　2224＞，34、　〈男IJ　2921＞，20・

　　　　441〈別3123＞，1・一’50、＜別7223＞，3・5・79、〈別7427＞，10、〈別7715＞，2、＜別7921＞，

　　　。、熟§携12●28’36；39’75●82●115’128●132’149・叙1133＞・4・《234－85＞・10

296．福田初次郎　（資料）（原色）←具足屋（4代目）

29備騨2総鯉口四丁’9／〈Jl；IJ2921＞・42．65〕鯉1＞

　　　　文久3．4／住所不明／〈721．8－To389一⑧〉，19
　　　ふざんぼう
298．冨山房　←坂本嘉治馬

　　　　明治37．9．23／神田区画神保町9／摺物／＜19－637＞
　　　ふ　じせいしち
299，　，富士政七　［万錦画草紙問屋］

　　　　明治8ん10／大坂心斎橋筋安どうじ町北／番付／＜特56．35＞，（1）一46・60
　　　ふじおかやけいじろう
一300．㍉藤岡屋慶次郎　（資料）〈原色）（近世）　←藤慶，←松林堂，←松栄堂，←水野

　　　　書店　［書物問屋工　　　　　　　　　　　　　　　　　・　、

　　　　天保14～弘化4／池ノ端仲町／＜別2817＞，〈1）一5　ll嘉永1～明治／廃油町／摺

　　　　物・番付／〈別2621＞，6～8、〈別2714＞，13～24、〈別2722＞，3・5・10～11・．15～16・

　　　　22・24、〈別7326＞、〈亥f－92＞，（1）＝1・10、〈品JII家文書1799＞，4丸〈211－58斗〉，3、

　　　　　〈234－113＞，3・10～1111嘉永5．4／藤岡屋彦太郎よD，”書物問屋の株を譲渡11

　　　　明治／水野書店と称する
　　　ふないあや
301．船井文
　　　　明治32．8．8／神戸市元町通4－106／石版・絵図／〈40－4Q5＞
　　　ふなつちゆうじろう
302．船津忠次郎　（資料）〈原色）

　　　　明治5．1・一L　11．7．5／東福田町2／〈別7511＞．，3、〈別7715＞，29H明治／神田区

　　　　「元柳原町32／（資料）・
　　　ふ　やどう303．’ s爺堂

　　　　　　　」　　　　　　　　．　一80一　　．



　　　，瀦2・・1／住所不明ノ甜／〈別832・・＞1（2）一93

　　　文開堂，』304．

　　　　安政7／住所不明／摺物／〈200－271＞lv．i6

　　　ぶんきんどう
305．文二品、（原色〉

｝。．駆12一明治／長虫山町上埆／〈別7522＞・1　　、

306．文高堂

3。7．’
ﾁく磯明／摺物／〈300－24＞7（2）二2・、

　　　　嘉永7／大坂心畜橋通／〈別83210＞，（1）一32

　　　ほしのまつじろう
308。星野松治郎

　　　　明治28’．　4．2／愛知県名古屋市東三重丁16／石版・絵図／〈18－593＞．，

　　　ほそいまつお909．細井松夫

　　　、明治30？／住所不明／石版・絵図／＜40－580＞
　　　ほりんかいろう
310．．ﾞ鄭内店
　　　　慶応3．5／住所不明／摺物／〈ん・・2畑

　　　ほんやしげぞう
311．本屋繁蔵

　　　　享和3．6．15／住所不明／番付／〈ん31＞，（i）一21、くん31＞，（2）一4H文化3』6／

　　　　馬喰町1／番付／くん31＞，（1）一14
　　　ほんやせいしち312．，本屋清七　（原色）（近世）．←本清

　　　　文化4～安政6／大坂心斎橋筋塩町角／（原色）ll文化4～安政6／大坂車町／
　　　　　　　ノ　　　　（原色）ll嘉永7～慶応4／大坂／摺物・番付／〈別83210＞，（1）一57～58．；　67、〈112

313．・

驪ﾆ〈21’7581＞’63（2）・

　　，
　　　　文化4～8．6．15／入丁堀七軒町／番付／〈ん31＞，（1）一13r16・20
　　　ほんや　よしち
314．奉屋与七

　　　　文化42S／入丁堀留聞町／番付／〈ん31＞，（1）一16・20’

ま行
　　　馬まえ’だ　き　じ　　　　　ろう

315．前田喜次（治）郎　＋（原色）

　　　　萌治10．11．2／大阪塩町通：3／〈別7715＞，81萌治／大坂平野4／（原色）

　　　まえのながあき
316．前野長発

　　　謂脚力礁所不明／石版・綱／〈39－37＞・

317．政田屋平（兵）吉　（資料）（原色）（近世）←三兵

　　　　文久～明治10／江戸土橋／．〈別7511＞，8
　　　　ますかわまごべ　え

318．益川孫兵衛
　　　　年代不明／堀江町2一．9／〈別S222》、

　　　まついえいきち
319．1松井栄吉　（資料）（原色〉　←画博堂　［松木栄吉と同一力］、

　　　　明治9一・1／本脚卿／翻／（資料）II明治15／弓町2／（登料）ll明孚合

　　　　　　　　　　　　　　　　一81一　’



　　　　18．9．18．／深川区西森†町7／〈別7426＞，111明治20／浅草茅町2－1／（資料）

　　　　ll明治26．5．14～27．5．14／東京市浅草区千京町2－42／〈別2821＞・，1・6・8／明

　　　　治28／芝区露月町18／（資料）
　　　まっくらとらじろう
、320．松倉寅治郎

　　　　明治8．1↓．29／大坂道頓堀東櫓町／番付／〈特56－35＞，（1）一47一．
　　　まつざかやきちぞっ
321．．・松坂屋吉蔵

　　　まつ護爆安安18～8．4／四丁堀鍛冶町／摺物／，〈別＄3210＞，（2）一11’

322．松下平兵衛．（資料）（三三）

　　　　明治10．4．12／本郷元富士町1／＜別7715＞，22
　　　まつだ　　　　　や　たうつ
323．松田弥太郎　（近世）←玄々堂，
　　　　幕末／京東山鷲尾町／銅版／（近世）ll幕末／東景呉服町4／銅版／（近世）

　　　　ll文久3二1頃／住所不明／銅版／〈211－581＞；4
　　　まつながさく　　　　　　じうつ
324．松永作次郎　（資料）（原色）　←松月堂

　　　　明治26．8．10／日本橋区室町3－10／〈別2921＞，47tt
　　　まつのロよねじろっ
325．松野米治郎　［松成米次郎と同ニカ］

　　　まつ重信㌘季／日本橋区長谷川町20／〈別7516＞，17

326．松本平兵衛

　　　　明igl　i，1．30／第一大骨九小鳩平野町5－8／番付／〈特56－35＞，（1）一66
　　　まるやきゆフしろつ
327．丸屋久四郎　（原色）（近世）←丸久

　　　　弘化～慶応／江戸赤坂新町3／〈原色）II嘉永6．12／問屋仲間に加入11安政

　　　　2．3～5．3／住所不明／〈別2124＞，21～26、〈別2411＞，（4）一29、〈別2724＞，1・36・

　　　　59・67・69・71・80i／慶応1．6／榑正野／（原色）ll慶応1．6／養子平次郎、相続
　　　まるやじんばち
328．丸屋甚八　（資料！（原色）（近世）←丸甚，←甲寿堂　［地本草紙問屋・団扇問

　　　　屋］

　　　　宝暦～文化／江戸町油町／（資料）ll文化頃／芝三島町／（資料）1文化～明

　　　　治／芝神明／〈別2124＞，2・5～6・8・10～13・16・35～36・43、〈別2411＞，（1）一61、

　　　　〈JII　IJ　2512＞，37、　＜牙ll　2621＞，5・14、　〈男U6344＞、　〈牙U8414＞，7、’＜XIJ　7－27＞，3ん4、

　　　　〈亥ニー92＞・，（1）一2、ぐ112－94＞，v．9－7

　　　まるやせいじ　　　　ろう

329’丸ﾊ継台）郎艶）（近世）←鞭縮仁騨欄屋騨『

33。感鞍政／芝糊／〈plJ？1241・20・〈別2411＞・（1）”6P　II安政4・9イ廃業

　　　　嘉永4．p／京高倉仏光寺上ル／摺物／〈別143＞，1
　　　まるやぜんぺ　べ
331．、丸屋善兵衛　（原色）　←三三堂’［書林］．　　　・　　　　　　　’

　　　　寛政～嘉永／京都二条通寺町西入／（原色）　ll慶応／暦／住所不明／〈197－

　　　　257＞，v．90
　　　まるやてつりろう
332．丸屋鉄次郎　（近世），←丸鉄，←延寿堂

　　　　嘉永2～明治11／江戸日本橋通2－4／〈別7314＞，26、〈別7425＞、・≦別8414＞，18、

　　　　　　　　　　　　　　　　一82L



　　　　〈収1↓33＞，3、〈721．8－T・389一③〉，4糊治21／裏神保町／（近世）

　　　まるやとくそっ
333．・丸屋徳蔵（造）　（原色）（近世）　←宝善堂　［書物問屋］

　　　ま、騰欄内3・4／馬綱2／ぐ別84・3＞・・〈別84・4＞，2・・2．　〈JIIIJ84・5＞，2・

334．，丸屋平次郎　（資料）（原色）（近世）←慶寿堂，←丸平，

335．灘～明治5嘩町／＜別2714＞・28～29●3隅＜Zij7314＞・6・’

　　　まん吝久2．閏8／住所不明／摺物／〈826－57＞，VL63，

＄36・万喜

　　　　文久3．3／住所不明／〈別8414＞，14
　　　みうらたけあき　ガ
337．三浦武明　（資料）（原色）　g三浦屋

　　　　明治19．2／浅草並木町1／〈別7514＞，2
　　　みかみしんすけ
338．三上真助

　　　　明治11．1．25／北第二十三大尽三小区長野町90／番付／〈特56－35＞，（2）一32
　　　みかわや
339．三河屋
　　　　文化13～天保13ノ江戸麹町6／〈別2915＞
　　　みかわやじ　　えもん
340．、三河屋治右衛門　（近世）

　　　　天保9～14／江戸神田永富町1／番付／（近世）II嘉永4．2／神田金沢町／番

　　　　イ寸／　〈別143＞，（2）一10

　　　みかわやてつごろう
341．三河屋鉄五郎　（原色）（近世）←甲鉄　［地本草紙問屋仮組］’

342．豊欝欝江聯町／〈SIJ241’〉・（3）“18’14’lg13．4●54：74～76’79

　　　　幕末／本芝通2／摺物／くんi12＞，2
　　　み　た　や　きはち343．三田屋喜八　（資料）（原色）　←柴川堂，一←三喜，←三田善三郎

　　　　明和～明治／麹町12／（資料）ll明和～明治／大伝馬町／（資料）1由和～．明

　　　　治／四谷竹町／（資料）1嘉永5．12～安政4．2／住所不明／〈別2313＞，24・3i・

　　　’38、〈別241↓〉，（4）一12、〈234－113＞，2i4．・7・9　ll明治／三田善三郎と改名・．

　　みなとや　こ　へ　え
344．湊屋小兵衛　（原色）（近世）←回船堂，←三三　［地本草紙問屋仮組］

　　　’夫保～嘉永5．12／浅草並木町／〈別2411＞，（1）一2・55、〈別2411＞，（2）一1752、

　　　　＜別2411＞・（3ンー5・10～11・16・27・32・35・51・57・59・62・67．・72～73・77、〈別1

　　　　7312＞，2
　　　み　ませきはんいんさつじょ

345．三間石版印刷所　←三間七兵衛　［印刷所］

　　　　明治22．3．23／京橋区三十間堀2－5／銅版・摺物1明治27．9．30／東京市京橋

　　　　区銀座3－17／銅版・絵図／＜18－506＞
　　　みやけきちぞう
346．三宅吉蔵

347縄輪4潔輝輝螺鯉番付／〈特56735＞伽9

　　　　明治21．12～23，4／日本橋四大伝馬町2－14／＜別2224＞，30、＜別7512＞，5
　　　みやた　っ　　　　　ヘ　スロ
348・宮田卯（宇）兵衛　←東花堂

　　　　　　　　　　　　　　　一：83一



　　　　明治・・．3／棘献丁堀i一・5藩イ寸／〈特56－35＞，（・）一1・，R明治・4．2．・・／京

　1　　橋区南伝馬町1－2／番付1明治15　’．　3／東京下谷区練塀町§2／番付・活版11明、

349．翌総1’24～19’4イ神田三綱17／番謡版

　　　　弘化3／住所不明／番付／〈別143＞，（2）一15
　　　　　　　へいろく
350．むさしや平六　　・　　tt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しち　　　　文化13．6．15～］sZ政4．6．15／八丁塚七軒丁／番付／くん31＞，（1）＝4
　　　むらおもとなが351．’

A村尾元長

　　　　明治30．L11／三三桜川町14／石版・絵図／〈40－429＞
　　　むらかわそう　　えもん
352．「村川惣右衛門

　　1む、撚否明／堀澗2－3イ＜別8222＞

353．村田源助
　　　　明治11．2．8／麻布新堀町3／番・付／〈特56∴35＞，（2）一1』
　　　もりもとりゆんざぶろう
354．．森本順三郎　（資料）（原色）（近世）4円泰堂

　　　　文久3．1／創業ll文久～明治27，5／浅草瓦町2／〈別2921＞，23・　30　一r　36・53、

　　　、，理騨〉・2a〈4Q9－5＞・16●39

355．森屋吉兵衛　　　　　　　　　　　　　　　　・　tt　　．・　「

　　　　・文化13．6．15／馬喰町2／翻／〈ん31＞，（1）一3

　　　もりや　じ　へ　え
356．森屋治兵衛　（資料）（原色）（近世）　←森治，←錦森堂　［地本草紙問屋恥辱］．

　　　　寛政～明治／馬喰町2／〈別262i＞，11・19、＜別2714＞，1～12、〈別7427＞，17、

　　　　〈別8414＞・20・〈別7－2マ〉・65－67・69－71・73・75－78・80－8・・＜・q3－227＞・

　　　　〈826二27＞，50～51

や行
　　　やうじやすべ　え
357．諸氏安兵衛
　　　　明治10．6．15／大阪府下戸二大区区区区第二番地魑谷西之町／＜別7715＞，20
　　　やすだ　よ　　　　さぶろう

358．安田与（與）三郎
　　　l17治10・4・23～’1・i・4／大坂郷六三三八幡町’5／翻／！別7715＞・9’

　　　やすなかはんさぶろう

359．・安中半三郎　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　明治27．9．’30／長崎市酒屋町44／石版・絵図／〈18－566＞
　　　やまかわつるきち

360．山川鶴吉

36、気罐8＜神戸市三巴21／磯絵図／〈40’405＞、．

　　　調禦・3・1／第二大回旧臣尾蜘8／翻／く特5卜＄51紛2・

362．山口音吉
　　　調靱・8・7／大阪第三大耳六枢立売融通・一4イ＜脚・5＞，…一．一

363　．・山口次郎　（資料）（原色）’

　　　　　　　　　、　　　　　　　一・　84「L



　　　　明治20．2．17／神田区松富町4／〈別2224＞，41

観楓駕墾（資料）（原包
　　　　明治24／神田下元柳原町22／〈別7516＞，9

　　　やまざききんべえ

．365・山崎結樽　　　　　 ・・ @　　　J　　　　江戸期／零本石町／摺物／〈ん112＞，2
　　　やましろやじんべ　え
366．山城屋甚兵衛“（資料）（原色）（近世）←山甚，←山泉堂

　　　　天保／京橋銀座1／（資料）II嘉永／口調3／（資料）R安政4．3／江戸柴井

　　　漏響陶硫三島騨糊即今神明前岬
一367．　山田舎

　　　　弘化頃／住所不明／摺物／〈品川家文書1799＞，（2）一1
　　　やまだや　　　’
368．　山田屋

　　　　安政4／住所不明／〈加7125＞il文久2．6／南伝馬2／ぐ別8414＞，3～4
　　　やまだやしようじろう
369．山田屋庄次郎』 i資料）（原色）（近世）←山庄，←錦橋堂

　　　　文化～嘉永／中橋広小野／＜別2314＞㍉1、＜別7314＞，4、〈別8414＞，28　ll安政

　　　　丸明治／南伝馬町2／〈亥ニー92＞，（1）一6～7・62　・　　　　　　　、
　　　やまだ　やしようペ　ゴえ
370．　山田屋庄兵衛　（原色）　←三橋堂　［草紙問屋］

　　　　文政～安政2．5／江戸中橋広小路／〈別2621＞，20
　　　やまむらきんざぶろう
371．・山村金三郎　（資料）（原色）

　　　　・文久3．4／住所不明／〈別84i4＞，2411・明治6．2一・・，6．2・／浅草謁町56／

　　　　　＜牙IJ　7314＞，15・17、　〈男晒ク427＞，4、　〈234－85＞，12

　　　やまむらてつじろう
372．　山村鉄次郎

　　　　明治15．8720．3／浅草スハ町12／〈別7427＞，1、〈収i133＞，7

　　　やまもとやへいきち
373．山本屋平吉　（資料）（原色）（近世）←山久，←栄久堂

　　　　寛政末／江戸芳町海岸通堀江六軒町／（資料）1文政／江戸芳三親三橋／

　　　　（資料）1天保13～安政5．3／住所不明／≦別1814＞、〈別2525＞，17、〈別2621＞，
　　　　9、　〈男ti2724＞，4・il・13・30乳32～33。40・79、　〈男if　2817＞，（1）一2・21～22。28、　〈男IJ、

　　　　2817＞，（2）一1、＜別7522＞，69H明治9，12．29－12・．’5．22／辮町2／〈別7715＞，

　　　　6
　　　やまもヒ’りへえ
．374．山本利兵衛1（資料）（原色）

　　　　明治10。2．19～10．8’．　27／上野元黒門町12／〈別7516＞，10、〈234－85＞，16

　　　よこやまそのまつ
375．横山豊松　←松根屋　［横山国松の誤りカ］

　　　　明治21～27．8／東京市神田区小J’1　1丁1／＜別2921＞，12622・40、＜別7426＞，6、

　　　　　〈409－5＞，22』
　　　よこやまぶ　　　えもん
376．横山武右工門

　　　　明治25．6．20／日本橋区室町3－9／〈405－43＞？1
　　　よこやまりょうはち
377．’横山良八　（資料）（原色）　←松根屋

　　　　明治21・2・2～26／下谷轡屋町12／〈別2224＞・33・＜別74161・2～30’121

　　　　　　　　　　　　　　　　’＿85一



x

　　　　34～39、＜収1133＞，lh　ll明治26．11．～28／日本橋区馬喰町1－4／〈別7416＞，1・

　　　　31・33・40～5S、〈409－5＞，23　ll明治／竹川町6／（資料）

　　　よしい　うさぶろう

378・声井卯三郎
　　　　明治16．11／第二大軽羅小燈三津寺町10／番付／〈特う6÷35＞，（2）一5’
　　　よしだとうよう
』379．吉田東洋，

　　　謬駕Z理・／芝区三田四国町2一・7／銅働・絵図／〈・8－454＞・；

380．吉田屋官兵衛　（近世）

　　　　嘉永3．4．16／京師角通室町西入町／瓦版／〈112－94＞，v．12－s
　　　よしだ　やさん　　えもん

381．吉田屋三右衛門
　　　　寛政5．9．15／灯野畑／甜／〈ん3・〉，（2）一i9　11　X政6－7／岬町／番．

　　　　付／〈ん31＞，（2）一17～181i寛政11／四丁堀亀島町／番付／〈ん31＞，（2）一12
　　　よしだ　　さんじゅうろう

382．吉田や三十良
　　　　文化13．6．15／入丁堀七軒町／番付／〈ん31＞，（1）一4　　　　　　　∴

　　　よねやはんぞう

383．米谷二三
　　　　明治26．8．10／三口稟玖珂郡岩国町493／石版・絵図／＜18－328＞
　　　よろずやまごべ　え
384．’万屋孫兵衛　（資料）（原色）（近世）．←三三，←三三堂

　　　　幕末～明治／神田四通1－19／〈別7425＞

ら行
　　　りんげんやけんとうろう

385．三三屋兼登郎

　　　　元治1．3／江戸好皆三所／暦／〈i13－118＞，v．3－16
　　　うつかえん
386．六華園

　　　　年代不明／住所不明／＜別7511＞，7．

わ行
　　　わかさやよいち387．t若狭屋与市　（資料）（原色）（近世）←若市，←若林堂　［地本問屋］

　　　。難謂治／江戸芝三三／〈肝2字〉・2・8…2

388．三田喜三郎・

389．護講／第子蓉区九小隅右i門町／凹く翻5＞t！2ト2223

　　　　明治10．5．30／上京第三十Ti区皆屋町／番付／ぐ特S6－35＞，（2）一24

390．ワタナベ
39、．至難～13／住所不明／＜別7121＞舎5’

　　　　明治10．8．25／内藤新宿2－12／番付／＜特56－35＞，（2）一29　’　．．

　　　わたや　き　へ　え
392．綿屋喜兵衛　（原色）←綿弓，←金随堂，←前田喜兵衛層←前田徳太郎

　　　　享和～明治19．5．20／大坂心斎橋塩町4－4／番付／〈別7715＞，2811享和7明

　　　　治／大坂心斎橋平野町／（原色）1享和一・・明治／大坂北堀江市之北川側／

　　　　　　　　　　　　　　　一86一



　　　　（原色）　　　’　　　　・
　　　わたやへいべ　え
393．綿屋平兵衛

　　　　安政2／心斎橋通南4／摺物／〈品川家文書1799＞，3
　　　わふうけん
394．和風軒
　　　　嘉永7．9～安政i．9／大坂心斎橋／摺物／、〈112－94＞，15

付録・

　①版元・印刷所名参照一覧

愛生堂

旭堂

有清　　．，

石川和助，，

和泉又

伊勢市

伊勢兼

伊勢町

伊勢忠

伊勢屋

伊勢利

’伊世利

伊藤岩治郎

騰政三
糸庄

伊早発

伊場仙

岩井三吉兵衛

岸壁

雨屡亭

団扇堂

栄久三

栄三三

永寿三

栄泉堂

ゑかつ

越平

一眼，’

ゑひすや1

→　棚橋久吉　をみよ’

→　梶亀太郎　をみよ

→　有田屋清右衛門　をみよ

→　石川屋和助　をみよ

→　和泉犀又兵衛　をみよ

．→　伊勢屋市兵衛　をみよ『

→　伊勢屋兼吉　をみよ

→　伊勢屋庄之助　をみよ

→　伊勢屋忠兵衛　をみよ

．→@三宅半四郎　壷みよ一

→　伊勢屋莉兵衛　をみよ

→　伊勢屋利兵衛　をみよ

→’ ｽ之堂書店　をみよtt．

→　博愛館　をみよ

→　糸屋庄兵衛　をみよ　　、

？　伊場屋久兵衛’をみよ

→　伊場屋仙三郎　をみよ

→岩井吉繭をみよ「

→　魚屋栄吉　をみよ，

→　石田有年　．をみよ

→　伊場屋仙三郎　をみよ

馳→　山本屋平吉　をみよ

→　伊勢屋三次郎　をみよ

→　西村屋与入　をみホ

→　広岡屋幸助　をみよ

→　古賀屋勝五郎　をみよ

→　越前屋平三郎　をみよ
→　越村屋三助　をみよ

→　恵比寿屋庄七　をみよ

　　　　　一87一



海老林　　　　　　、→　海老屋林之助　をみよ

延寿堂’　　　　　7　小林鉄次郎　をみよ

円寿堂　　　　　　→　丸屋甚入　をみよ’

延寿堂　　　　　　→　丸屋鉄次郎　をみよ

面面　　　　　『→　園原屋正助　・をみよ

栄川島　　　　　→　三田屋喜八　をみよ・

円泰堂　　　　　　→・森本順三郎　をみよ

遠彦　　　　　　・→　遠州屋彦兵衛・をみよ

遠慮．　　　　　→　遠州三又兵衛　をみよ

近江屋　　　　’　→　長谷川丸吉　をみよ・

太田屋佐吉　　・　　→　武井佐吉　をみよ

小田屋　　　　　　→　魚屋栄吉　をみよ

小田原屋　　．t　→　児玉又七　をみよ

開運堂　　　　　　→　竹村貞次郎　をみよ’

論旨堂　　　”　　→　園原屋正助　をみよ

加賀吉　　　　　　→　加賀屋吉右衛門・吉兵衛　をみよ

加“や　　　　t・t　→　加賀屋吉右衛門・吉兵衛　をみよ

加賀安　　　　　　→　加賀屋安兵衛　をみよ

鍵庄　．　　　　　→　鍵屋庄兵衛・をみよ

金田新太郎　　　　→　東京印刷KK『をみよ　　，

画博堂　　　　　　→　松井栄吉　をみよ．

神谷岩次郎　　　　→　東京印刷KK　をみよ

川n板　　　．　→　川ロ屋宇（卯）兵衛　をみよ

甘泉堂　　　　　　→　和泉屋市兵衛　をみよ

喜雨堂　　　、　　→’佐野屋喜兵衛　をみよ

菊市　　，　tt　　→i・，菊屋市兵衛　をみよ

菊寿堂　’　　　　→’広岡屋幸助　をみよ

木屋板　　1■　　→　木屋宗次郎　をみよ

亀遊堂（安政2．9・．）→　近江屋久助・久次郎　をみよ

亀遊堂（～安政2．9）’→tt浜田屋徳兵衛　をみよ幽

玉章堂　　　　’　t，志摩屋鉄弥　をみよ』

玉昇堂　　　　　　→　志摩屋鉄弥　をみよ

面出堂　　　　　　→　万屋孫兵衛　をみよ1

直話堂　　　tt　→　論義安兵衛　をみよ

近其　、　　　　　→　長谷川二三　をみよ

近久　　　　　　　→　近江屋久助・久次郎　をみよ

錦心堂　　　’　　→　山田屋庄次郎　をみよ

錦三三　　　　．　→　山田屋庄兵衛　をみよ

一88一



錦耕堂

金幸堂

金港堂

錦樹堂

錦重堂

，錦昇堂，

金松堂

錦森堂

金随堂

錦政堂

錦盛堂

錦学堂

金兜堂

二型堂

具足屋（2代目）

具足屋（3代目）

具足屋（’ S代自）

慶寿堂

．玄々堂

紅英町

湊小

肥骨堂

紅木堂

高配

古賀勝

滑稽堂

・小森宗次郎

坂本嘉治馬

笹岡剛太

佐々木屋・

佐野喜

沢村屋清吉

三喜

山久

山泉堂　　・

三鉄

　しげ蔵

師玄々堂

→　荒川藤兵衛・コマ　をみよ1

→　菊屋市兵衛　をみよ

→　辻岡屋文助　をみよ・

→　伊勢屋利兵衛　をみよ

→　上州屋重蔵・重七　をみよ

→　恵比寿屋庄七　をみよ

・→　辻岡屋文助　をみよ

→　森屋治兵衛　をみよ・

→　綿屋喜兵衛　をみよ

→　伊場屋久兵衛　をみよ

→　佐野屋富五郎　をみよ

→　湊屋小兵衛　をみよ

→　尾張屋清七1をみよ

→　武井佐吉　をみよ

→　具足屋嘉兵衛　をみよ

→　福田熊次郎　をみよ

→　福田初次郎　をみよ・

→　丸屋平次郎　をみよ

→　松田弥太郎　をみよ

・→　野屋吉蔵　をみよ

→湊屋小兵衛　をみよ

→　蔦屋重三郎　をみよ’

・→　木屋宗次郎　をみよ・

→　高野屋友右衛門　をみよ

→　古賀屋勝五郎　をみよ「

→　秋山武甲衛門　をみよ

・→　木屋宗次郎　をみよ

→　冨山房　をみよ

・→．帝国軍事時報社　をみよ

→．佐々木豊吉　をみよ

→　佐野屋喜兵衛　をみよ

→　武川清吉　をみよ

→　三田屋喜八　をみよ

　→　山本屋平吉　をみよ

　→　山城屋甚兵衛　をみよ

→　三河屋鉄五郎　をみよ

　→　木村附しげ蔵　をみよ

　→　石田有年　をみよ

一89一



司馬影回　　　　　→

志摩鉄　　　、　　→

清水屋団扇絵絵問屋→．

寿鶴堂・

‘春錦堂

松栄堂

松野堂

上金

松月堂

松寿堂

勝景堂

塔風三

半福堂

松林三

音聖堂

信母堂

瑞錦堂

杉清

清遠真

青盛堂

政兵

関口玉明三

関口露玉三三

泉市

、大金

大金

大平

多吉

団仙堂

辻岡文助

辻岡無

病亀　　　’

辻文

一辻安

達吉

庭花堂

東花堂

島鮮堂

　　1越村屋平助　をみよ

　　志摩屋鉄弥　をみよ

　　清水屋常次郎　をみよ，

→　丸屋清次郎　をみよ

→　荒川藤兵衛・コマ　をみよ

→　藤商屋慶次郎　をみよ

→　伊勢屋庄之助　をみよ

→　上州屋金蔵　をみよ

→　松永作次郎　をみよ

→　大黒屋平吉．をみよ　』・，

→　勝木吉勝　をみよ

→　尾崎喜兵衛　をみよ

→　上州屋金蔵　をみよ’

→　藤岡屋慶次郎　をみよ

→、片山又三郎　をみよ

→一岡村竹四郎　をみよ

→　丸屋善兵衛　をみよ

→　杉屋清兵衛　をみよ

→　玉明堂　をみよ

→　加賀屋吉右衛門・．吉兵衛　をみよ

→　政田屋平吉’をみよ

→　玉明堂　をみよ

→　玉明堂　をみよ

→　和泉屋市兵衛　をみよ

→　大黒屋金次郎　をみよ

→　大黒屋金之助　をみよ

→　大黒屋平吉　をみよ・

→　太田屋多吉　をみよ

→・ ﾉ場屋仙三郎　をみよ

’→ @辻岡屋文助　をみよ

→　綱島亀吉　をみよ層

？　綱島亀吉　をみよ

→　辻岡屋文助　をみよ、

→　辻屋安兵衛ttをみよ

→　蔦屋吉蔵　をみよ

→　井上吉次郎　をみよ

→　宮田卯兵衛’をみよ

→　綱島亀吉　をみよ

一90一



ト山亭

拙筆

柏宗　』，

長谷川常聯
’平野屋

広幸

福川芳

純慶
文英堂

出戸掌　1

文繍三

文正堂

蒔羅三

宝善堂

’本清

前田喜兵衛

前田徳太郎

曲想成．

松木平吉

松根屋’

松根屋・

丸亀．

丸久

丸写

丸清

丸鉄

・丸鉄

丸平

丸屋

丸屋

飛騨

三浦屋

’水野書店

三田善三郎

三間七兵衛

木宗

森治

　山隠屋

→　荒川藤兵衛・』コマ　をみよ

→　濃州屋安兵衛　をみよ

→　柏屋宗七　をみよ

→　清水屋常次郎　をみよ

、→ @楢葉周平　をみよ

→　広岡屋幸助　をみよ

→　門門屋宇（卯）兵衛　をみよ

→　藤岡屋慶次郎　をみよ

→　片田長次（治）郎　をみよ

→磯野文斎　をみよ、

→　河内屋平七　をみよ

→　小林泰治郎　をみよ’

→　呼屋重三郎　をみよ

→　丸屋徳蔵　をみよ

→　本屋清七　をみよ

→　綿屋喜兵衛　をみよ

→　綿屋喜兵衛　をみよ

→　東京築地活版製造所　をみよ

→　大黒屋平吉　をみよ

→　横山良八　をみよ’

→　横山翠松　をみよ

→　深瀬亀次郎一をみよ

→　丸屋久四郎　をみよ

→　丸屋甚入　をみよ．

→　丸屋清次郎

→　小林鉄次郎

→　丸屋鉄次郎

→　丸屋平次郎

→　小林鉄次郎

→　深瀬亀次郎

→　万屋孫兵衛・

　　三浦武明

をみよ，

をみよ

をみよ

をみよ

をみよ

をみよ

をみよ

→　　　　　　をみよ

→・藤岡屋慶次郎　をみよ

→、三田屋喜入　をみよ

→　三間石版印刷所　をみよ・

→　木屋宗次郎　をみよ

→　森屋治兵衛　をみよ

→　荒川藤兵衛・コマ’をみよ
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山口屋藤兵衛

山庄

山甚、

：犬和屋

大和屋由平．

有永堂』’

万屋

林庄板

若市

若栄堂

若林堂

綿喜

→　荒川藤兵衛rコマ　をみよ

→　山田屋庄次郎　をみよ

→　山城屋甚兵衛　をみよ

→　磯野文斎　をみよ

→　磯野文斎　壷みよ

→　有田屋清右衛門　をみよ

一〉

．

．

一一r

．

．

石井六之助　をみよ

林屋庄五郎　をみよ

若狭屋与市’をみよ

多賀甚五郎　をみよ

若狭屋与市　をみよ

綿屋喜兵衛」をみよ

②版元・印刷所地域別索引・

　ここでは、版元・印刷一名に与えた五十音半番号によbて、地域別の索引を作成し

　た。また、上方地区については、1京都・大阪に区分した。その他の地区については、’

　地区別に粗分けした。

［江戸・東京地区］　　　　　tt　　　　　　　F　　・　　・’

　　1，　2，　・3，　4，　5，　6，　7ジ8，’9，　10，　12，　13，　15，　16，　19；　23，　24，　25，　26，　27，　28，

　　29，　31，　36，　37，　38，　39，　40，　41，　43，　44，　45，　47，　51，　54，　56，　57，　58，　59，

　　60，　61，　63，　64，　65，　67，　68，　69，’　72，　74，　75，　76，　79，　80，　．81，　84，　85，一　87，

　　89，　90，　91，　93，　95，　97，　99，　100，　101，　102，　105，　108，　109，　11O，　112，　113，

y’@115，　116，　117，　123，　126，　128，　129，　131，　132，　134，　138，　139，　140，　141，　142，

　．143，，144，　145，　146，　148，　151，’152，　153，　154，　155，　156，　157，　158，　159，　160，

　　161，　163，　165，　166，　167，　169，一170，　171，　173，　175，　176，　177，　179，　181，　182，

　　184，　185，　186，　191，’193，　197，　200，　201，　202，　203，　206，　207，　208，　209，　210，

　　212，　213，　214，　215，　216，　218，　222，　224，　226，　227，　228，　229，　230，一231，　232，一

　　233，　234，’238，　239，　243，　245，　246，　247，　249，，250，　253，　254，　258，　260，　262，

　　263；」・26’4，　267，　268，’269，・270，　271，　272，　274，，　275，　276，　277，　278，　279，　280，

　　283，　284，　287，　288，　289，t290，　293，　295，，296，　298，　300，　302，　3ユ1，　313，　314，

　　317，　318，　319，　321，　322，　323，　324，　325，　326，　327，　328，　329，　332，　333，　334，

　　337，　339，　340，　341，　342，　343，　344，　345，　346，　347，　348，　350，　351，　352，　353，

　　354，　355，　356，　361，　363，　364・，　365，　’366，　368，　369，　370，　371，　372，　373，　374，

　　375，　376，　377，　378，　379，　381，　382」　384，　385，　一387，　’389，　391　’

・［上方地区］

　　京都＝14，18，20，42，・73，82，86，98，130，219，’　235，256，265，281，292，
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330，　331，

大阪＝17，

236，　248，

358，　362，

380．

48，　49，　50，　88，

．251，　252，　257，．

　378，　388，　一392，

111，　11，4，　168，

259，　266，　273，

393，　394．

183，・18・7，　188，　189，　190，　2・11，　220，

294，　299，　307，　S12ダ　3ユ5，　320，　357，

＼

［その他の地区］1

　　　函館＝‘「127

　　　会津：＝66，104

　　　横浜＝77，124

　　　静岡三83，150，196レ

　　　　尾陽＝121，180，221，308

　　　　四日市＝35，103

　　　神戸＝30L　360’

　　　　岩国＝133，‘「383

　　　　長崎『＝32，71，199，244，3Q5，359

　　　　その他＝225．

　　　不明＝107，119，120，、338「

［住所不明］

　　　　11，　21，　22，　30，　33，

　　　　122，　125，　135，　136，

　　　　198，’　204，・205，　217，

　　　　297，　303，　304，　306，

34，　46，　52，　53，　55，　62，　70，　．78．，　92，　，94，・　96，　106s

137，　ユ47，　149，　162，．164，’1172，　174，　178，　192，　194，

223，　237，・240，　241，　242，　255，　261，　282ヅ285，　286，

309，　3，10，．　，316，　335，　336，　349，．　367．　386，’　390

118，

195，’

2911
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