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07-32* 滿洲全圖;支那全圖 滿州全圖 (裏面直書) 參
謀本部編纂課 –長尾景弼, 博聞社明治 27年 12月 22日石版
(二色刷) 1枚 84.1× 91.6cm＋ 20.1× 34.1cm 1:1680000
注記・解題: 「本圖ハ大体ヲ露版ノ東悉伯里全圖ニ基ツキ沿
岸ハ露英兩國ノ海軍測量圖ヲ以テ之ヲ補足ス…」。

07-33* (實測詳密)臺灣島大地圖 (附澎湖島琉球島)
大塚宇三郎 –大阪:田中太右衛門発賣所;園田藤三郎印刷者明
治 33年 3月 25日訂正増補 石版 (彩色) 1枚 74.2× 49.3cm
1:532000
注記・解題: 「澎湖島詳密圖」「沖縄本島全圖」等を付す。

07-34* [中国鳥瞰図] 總房旅客 画狂老人卍齢八十一;
彫刻 江川仙太郎 – 書肆 青雲堂梓 木版 (色刷) 1枚 40.9×
52.9cm
印記: 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 「齢八十一」は天保 11年 (1840)。図全体は緑
色を基調とする。

07-35* 大明十三省之圖 (書題簽) – 嘉永六年癸丑晩冬
穀烏模冩手書図 (彩色) 1舗 76.1× 93.6cm(25.6× 18.8cm)
注記・解題: 裏表紙に「嘉永六年癸丑晩冬穀烏 犀珂濤齋文
庫 久保三郎模冩焉」と墨書。

07-36* 大清歴代人物舊地全圖 常州宍戸 鈴木本榮著;
野州高根澤 宇津三省校 – 江戸書林 和泉屋善兵衛發行 安
政五年戊午年六月 木版 (色刷) 1舗 63.1× 69.8cm(22.5×
13.2cm)
注記・解題: 裏表紙に「分緑冬窓主人暗香吟舎藏」とペン書。

07-37 (報知新聞附録)最新満蒙大地圖 南滿洲鐵道株
式會社 – 東京市:報知新聞社 昭和 6年 10月 9日 色刷 1枚
103.6× 71.8cm 1:2000000
注記・解題: 裏面に「(陸地測量部許可)支那本部一般圖 (報
知新聞附録)」及び「満蒙風景寫眞」あり。「昭和六年十月
九日發行報知新聞第一萬九千六百六十七號附録」。裏に＜
T.Hagiwara＞と赤ペン書。萩原龍夫氏旧蔵。書込み多し。

07-38 (報知新聞附録)揚子江東部一般圖 (陸地測量部
許可) 報知新聞社編纂 – 東京市:報知新聞社 昭和 7 年 2
月 21日 1枚 72.7× 48.7cm
注記・解題: 裏面に「上海」「南京」「河南」の市街図あり。「報
知新聞第一萬九千七百八十九號附録」。裏に＜ T.Hagiwara
＞の赤ペン書。萩原龍夫氏旧蔵。

07-39 中華民國現勢圖 鐵道省運輸局編纂, 東京朝日新
聞社増補 – 東亰朝日新聞社 昭和 12年 7月 20日印刷 色刷
1枚 46.6× 64.3cm 1:10000000
注記・解題: 「北平附近圖」「蘆溝橋附近圖」「中國國民黨及
國民政府組織」「中國の陸軍及び空軍」を付す。萩原龍夫氏
旧蔵。

07-40* 大明十三都府之圖 (端裏書) – [江戸中期] 手
書図 (彩色) 1枚 106.8× 108.4cm
注記・解題: 大明十三都府から日本長崎までの里程を付す。

07-41* 大明都城圖 全 (元題簽) – 武陽江府日本橋南
一丁目 須原茂兵衛藏板 [江戸後期] 木版 (彩色) 1舗 76.7×
94.2cm(23.9× 15.9cm)
印記: 觀天堂
注記・解題: 「大明國十三省」を付す。

8 樺太地方
08-1* 樺太島南部圖 (端裏書) – [幕末] 手書図 (彩色)
1枚 38.2× 77.3cm
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 樺太島南部海岸漁場の図。

08-2* 北蝦夷地唐太嶋アニワ港クシュンコタン場所魯
西亜人土塁圖柵圖 – [幕末] 手書図 (彩色) 1 枚 27.4 ×
40.0cm
印記: 篁徑高
注記・解題: 標題脇に「北極出地四十八度ト云フ」とあり。

08-3* 松前唐太島畧圖 – [幕末]手書図 (彩色) 1枚 45.2
× 81.9cm
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 産物及び土地に略注の書入れあり。唐太南部図。
版本の写しか。内題は題簽の写しか。漁場に関する付札の写
しあり。朱注あり。

08-4* 薩哈嗹島地圖;薩哈嗹嶋全圖 (袋) 本原定次郎
著; 安藤力之助製圖 – 東京:小林又七 明治 38 年 1 月 21 日
石版 (色刷) 1枚 74.4× 48.4cm
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 樺太全図。袋付。「薩哈嗹島記 明治三十七年九
月 編者識」(略地誌)あり。袋に「東京 川流堂藏版」とあり。

9 日本全図・広域図
09-6* [大日本道中図] 全圖浄書 箕田荘 恵文 – 東都 田
町八丁目 菊水屋忠藏 弘化五戊申年 木版 (色刷) 1枚 36.9×
116.8cm
印記: 蘆田文庫, 静岡・立弯堂・藏書印・川北朝鄰
注記・解題: 「東海道駄賃附」等を付す。

09-7* [大日本道中図] 筆工 西紺屋町 林泉堂家滿彦 –
書肆 銀座二丁目 村田屋彦兵衛 嘉永元申年 木版 (色刷) 1枚
34.5× 104.4cm
注記・解題: 匡郭内 34.5cm× 130.3cm。「東海道行程記」等
を付す。

09-8* 大日本沿海要艘艘艘艘全圖 (元題簽) 工藤東兵 [著] –
時嘉永七年六月下浣序木版 (色刷) 1舗 102.9× 51.2cm(21.2
× 13.8cm) 甲寅夏六月 同齊散人慕識;時嘉永七年六月下浣
津軽 工藤東平識, 雲鳳女史篠田儀書
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印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 本土を中心としてカムサツカ・千島・北蝦夷 (カ
ラフト)・満州及び朝鮮を示す。地図枠外に経緯度を記す。
序末 3者すべてに朱印あり。

09-9* 大日本府縣回大雙六 – 官許 雅松軒藏板 [明治 6
～9年] 木版 (色刷) 1枚 71.8× 127.8cm
注記・解題: 凡例によれば, 地学初歩のために作ったもので,
普通の双六とその体裁を異にし, 日本全図に各都市名を入れ
路順を示したもの。各都市名の傍に物産名を記入している。
袋付。内題のルビは「だいにつぼんふけんめぐりおふすごろ
く」, 袋のルビは「だいにつぽんふけんめぐりおふすごろく」。

09-10* 大日本府縣名所一覽;大日本府縣名所一覽 全
(元題簽) 編輯并画圖 細島晴三 – 東亰:出版人林吉蔵 御届
明治 12年 6月 10日 木版 (色刷) 1舗 36.1× 123.1cm(18.0
× 12.4cm)
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記, 齋藤
注記・解題: 日本全国の俯瞰図。右下に「叟斎復春了古圖畫」
とあり。

09-12* 大日本早引細見繪圖 彫刻 大阪 中澤八兵衛 –
奈良大佛前 繪圖屋庄八藏板 文久四子年正月改板 木版 (色刷)
1舗 34.6× 130.1cm(18.6× 8.1cm)
印記: 史談會印, 春日精之助, 岡□
注記・解題: 全国道中図。扉左右に「東海道中仙道奥州道金
毘羅道北國海道九州海道西國順礼道」「伊勢道筋大和巡播州
巡和哥巡御城下其外舩路陸路并ニ駄賃附」とあり。刊記に
「天保十三壬寅十二月板行, 嘉永元戊申十二月再板, 安政四巳
年正月改板, 文久四子年正月改板」とあり。「東海道駄賃附」
に「天保十三年寅年改板」とあり。

09-15* 大日本海岸全圖 整軒玄魚圖 – 鈴亭森田桑藏板
嘉永癸丑秋木版 (色刷) 1舗 50.3× 70.1cm(25.2× 17.4cm)
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 刊記前に「官許 此圖ハ赤水翁ノ原稿ヲ以海岸
船路方位ヲ極メ少ク里數ヲ記シテ海上ノ助ニ備」とあり。た
だし本図の蝦夷は一部のみ。「江戸ヨリ [陸路里数]」「江戸ヨ
リ諸國エ海上里數」あり。類図「大日本海陸全圖」(09-19)
参照。

09-16* 大日本海岸全圖 整軒玄魚圖 – 鈴亭森田氏藏
嘉永甲寅新刊 木版 (彩色) 1 舗 49.4 × 70.8cm ＋ 16.0 ×
35.2cm(18.2× 12.0cm)
注記・解題: 図右下に 09-15同様「官許...嘉永癸丑秋 鈴亭
森田桑藏板」とあるが, 地名を増加させ, 朝鮮國一部分を詳
細にし, 図左下に張出しとして「渡舩針路大概」を添付する。
表紙に「川野蔵書」と墨書。

09-17* 大日本海上大繪圖并湊附道法針當之大圖;大日
本海上大繪圖并湊附道法針當之大圖 全 (書題簽) 筆
者 八田四郎兵衛 – 弘化三丙午年秋今井基孝写 手書図 (彩色)
1舗 84.2× 91.5cm(20.0× 11.9cm)
印記: 蘆田伊人圖書記, 今井藏書, 今井文庫, 芦田
注記・解題: 南を上部とした日本全図で, 針当を示し海路を
掲げ, 末尾に「右筆者, 八田四郎兵衛。此繪圖内田孫右衛門

富房所持也。寛政八辰年, 内田新七富照再奥之」とある。筆
写者今井基孝に「基孝之印」の朱印。その奥付に「此本書竪
四尺八寸横五尺壱寸之大繪圖也分附ヲ以如斯冩之若本書之寸
法ニ直サハ四十八折一折堅三寸三歩五厘横二寸五分五厘五毛
宛増一折ニ一折之随圖冩時者本書之如ク大繪圖ニ成也 (後三
十二折ニ改) 弘化三丙午年秋冩之 今井基孝」とある。表紙
に付箋。

09-18* 大日本海陸全圖 (聯接朝鮮全國並樺太);大日
本海陸全圖 (表紙直書) 大後秀勝製圖并識 – 東京市ヶ谷
左内坂町廿四番地 大後秀勝藏版 明治九年三月 銅版 (彩色)
1舗 164.4× 131.8cm(24.7× 17.5cm)
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 「例言」6箇条あり。周囲に「肥前國長崎市中
圖」「肥前國長崎港之圖」「攝津國神戸市中圖」「攝津國神戸港
之圖」「大琉球全島圖」「大琉球那覇港之圖」「千嶋諸嶋之圖」
「渡島國箱館港之圖」「渡島國箱館市中圖」「越後國新瀉港之
圖」「越後國新瀉市中圖」「武蔵國横濱港之圖」「武蔵國横濱
市中圖」の 13図と, 「府縣表」「各港島岬角里程表」「各鎮
臺營所表」を付す。とくに灯台が目立つように彩色される。

09-19* 大日本海陸全圖;大日本海陸全圖 完 (元題簽)
江都 整軒玄魚圖書;竹口瀧三郎刻 – 東都書肆 小舟町三丁

目照降町 惠比壽屋庄七梓 官許 嘉永七甲寅年新春 木版 (色
刷) 1舗 73.0× 99.5cm(24.5× 16.6cm)
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 作者の序文によれば長久保赤水の日本図を参考
にし海路を入れて編成したもの。玄魚の図は嘉永年間に幾
種か出版されたらしく本図は嘉永 7年版の異版か。09-16参
照。09-22は文久版。

09-20* 大日本海陸道中記 全 (元題簽) – [幕末] 木版
(色刷) 1帖 (38.5丁) 16.0× 7.5cm
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記, 松高文庫
注記・解題: 最初に「大日本國全圖」を掲げ, 以下松前より
九州壹岐對馬まで里程を示す案内図。凡例あり。

09-21* 大日本海陸名所圖會 玉蘭齋貞秀畫;彫工 邑橋
昌三 – 松玉堂伊勢屋庄之助梓 [江戸後期～明治] 木版 (色刷)
6枚続 1組 35.3× 147.7cm
注記・解題: 錦絵。下関近傍より対岸に門司を眺めながら長
府室津岩國より安藝宮嶋の海岸を描いたもの。

09-22* 大日本海陸全圖;大日本海陸全圖 完 (元題簽)
江都 整軒玄魚圖書;竹口瀧三郎刻 – 東都書肆 小舟町三丁

目照降町 恵比壽屋庄七梓 官許 文久四甲子年新春 木版 (色
刷) 1舗 71.5× 98.0cm(24.0× 16.4cm)
印記: 蘆田文庫, 蘆田伊人圖書記
注記・解題: 表紙に「文久板」と墨書。09-19は本図の嘉永
7 年版。袋付。袋に「整軒宮玄魚圖... 東都書肆 文昇堂梓」
とある。裏表紙破損。

09-23* 大日本改正全圖 東台麓 忍岡市隠 三木光齋縮
書 – 東都書林 人形町通松島町 玉養堂 鍬太郎 四刻 慶應三
丁卯八月 木版 (色刷) 1枚 45.5× 67.3cm
印記: 関


