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昭島市 

 ◆ 東京都全住宅案内図帳 昭島市  住宅協会∥編  住宅協会  [1962?] 

 R/0920/Z996/T2-24 (1125517823) 
 ◆ 昭島市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-30 (1123676517) 
 昭島市   住宅地図出版社∥[編]  住宅地図出版社  1972.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都

[1972]-30) 

 DRT/0・290/35/1-30-72 (1128074263) 
 ◆ 昭島市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-30 (1124344567) 

 昭島市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1975 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第4]-30) 

 DRT/0・290/35/4-30 (1124351015) 
 ◆ 昭島市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-30 (1124338087) 
 昭島市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1978 (ゼンリンの住宅地図 

 東京都 [第1]-30) 

 DRT/0・290/35/1-30 (1124343659) 
 昭島市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図 

  東京都 [第2]-30) 

 DRT/0・290/35/2-30 (1124344217) 
 昭島市     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-30) 

 DRT/0・290/35/5-30-83 (1120687900) 

 昭島市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-30) 

 DRT/0・290/35/5-30 (1124358553) 
 昭島市     ゼンリン  1986.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-30-87) 

 DRT/0・290/35/5-30-86 (1123736357) 
 昭島市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-30) 

 DRT/0・290/35/6-30 (1123369356) 
 DRT/0・290/35/6-30A (1123724641) 

 昭島市     ゼンリン  1989.8 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1989 30) 

 DRT/0・290/35/7-30-89 (1124262846) 
 ブルーマップ昭島市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.8 

 DRT/0・290/105/91-30 (1124523595) 
 昭島市     ゼンリン  1992.11 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 30) 

 DRT/0・290/35/8-30-93 (1125850486) 
 昭島市     ゼンリン  1996.3 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 30) 
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 DRT/0・290/35/9-30-96 (1128066010) 
 昭島市  1997   ゼンリン  1997.7 (ゼンリン住宅地図 東京都 30) 

 DRT/0・290/35/10-30-97 (1128744585) 
 昭島市  2001   ゼンリン  2001.9 (ゼンリン住宅地図   東京都 30) 

 DRT/290.3/5022/30-2001 (5003345852) 
 昭島市  200209   ゼンリン  2002.9 (ゼンリン住宅地図   東京都 30) 

 DRT/290.3/5022/30-2002 (5006017238) 
 昭島市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター   2002.11 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/30-2002 (5008780195) 
 昭島市  200706   ゼンリン  2007.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 [30]) 

 DRT/290.3/5022/30-2007 (5014215140) 
 昭島市  200906   ゼンリン  2009.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 [30]) 

 DRT/290.3/5022/30-2009 (5017121655) 

 昭島市  200911 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター 2009.11 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/30-2009 (5017769268) 
 昭島市  201006  ゼンリン 2010.6 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/30-2010 (5018865142) 
 昭島市  201106  ゼンリン 2011.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/30-2011 (5021017770) 

 昭島市  201206  ゼンリン 2012.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/30-2012 (7100946710) 
 昭島市  201211 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2012.11 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/30-2012 (7101607013) 
 昭島市  201306  ゼンリン 2013.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/30-2013 (7102912130) 
 

あきる野市 （秋多町、五日市町、秋川市） 

 ◆ 秋多町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  [1969] (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-50 (1120391818) 
 ◆ 五日市町全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-52 (1120391836) 
 ◆ 秋川市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-49 (1124344772) 
 ◆ 五日市町   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-53 (1124344816) 
 秋川市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-49) 

 DRT/0・290/35/3-49 (1124345617) 
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 五日市町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1974] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第3]-53) 

 DRT/0・290/35/3-53 (1124345653) 
 ◆ 秋川市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-49 (1124338283) 
 ◆ 五日市町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-53 (1124338327) 
 秋川市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-49) 

 DRT/0・290/35/1-49 (1124343855) 
 五日市町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979.9 (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第1]-53) 

 DRT/0・290/35/1-53 (1124343908) 
 DRT/0・290/35/1-53A (1124345063) 

 秋川市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-49) 

 DRT/0・290/35/2-49 (1124345027) 
 秋川市     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-47) 

 DRT/0・290/35/5-49-83 (1120687384) 
 五日市町     ゼンリン  [1984] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-53) 

 DRT/0・290/35/5-53 (1124358778) 
 DRT/0・290/35/5-53A (1120687517) 

 秋川市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-49) 

 DRT/0・290/35/5-49 (1124358731) 
 五日市町     ゼンリン  1987.2 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-53-87) 

 DRT/0・290/35/6-53-87 (1123736562) 
 秋川市     ゼンリン  1987.5 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-49-87) 

 DRT/0・290/35/6-49-87 (1123736535) 
 五日市町     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-53) 

 DRT/0・290/35/6-53 (1123369570) 
 秋川市     ゼンリン  1989 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-49) 

 DRT/0・290/35/6-49 (1123369534) 
 DRT/0・290/35/6-49A (1123724848) 

 五日市町     ゼンリン  1989 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-53-89) 

 DRT/0・290/35/6-53-89 (1123724884) 
 ブルーマップ秋川市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.10 

 DRT/0・290/105/91-49 (1124523657) 
 五日市町     ゼンリン  1991.11 (ゼンリン住宅地図 東京都 1992 53) 

 DRT/0・290/35/8-53-92 (1125850691) 
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 ブルーマップ五日市町 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報セ

ンター  1991.12 

 DRT/0・290/105/91-53 (1124523620) 
 秋川市     ゼンリン  1993.2 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 49) 

 DRT/0・290/35/8-49-93 (1125850655) 
 あきる野市     ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 49) 

 DRT/0・290/35/9-49-96 (1128065925) 
 あきる野市  1999   ゼンリン  1999.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 49) 

 DRT/0・290/35/10-49-99 (5000160030) 
 あきる野市  2001   ゼンリン  2001.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 49) 

 DRT/290.3/5022/49-2001 (5003346519) 
 あきる野市  200302   ゼンリン  2003.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 49) 

 DRT/290.3/5022/49-2003 (5006514627) 

 あきる野市  200708 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター 2007.8 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/48-2007 (5016614985) 
 あきる野市  200802   ゼンリン  2008.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 [49]) 

 DRT/290.3/5022/49-2008 (5014904592) 
 あきる野市  201002  ゼンリン 2010.2 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/49-2010 (5018610386) 

 あきる野市  201007 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.7 (ブルーマップ 2) 

 DRT/290.3/5058/48-2010 (5019247825) 
 あきる野市  201102  ゼンリン 2011.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/49-2011 (5020833629) 
 あきる野市  201202  ゼンリン 2012.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/49-2012 (7100412063) 
 あきる野市  201302  ゼンリン 2013.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/49-2013 (7101924843) 
 あきる野市  201307  ゼンリン 2013.7 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/48-2013 (7102912168) 

稲城市 

 ◆ 稲城町全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-49 (1120391809) 
 ◆ 稲城市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-48 (1124344763) 
 稲城市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1973 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-48) 

 DRT/0・290/35/3-48 (1124345608) 
 ◆ 稲城市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 



【先頭に◆印のある住宅地図はマイクロフィルムです】 
 

- 57 - 
 

 RT/0・290/5/76-48 (1124338274) 
 稲城市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-48) 

 DRT/0・290/35/1-48 (1124343846) 
 稲城市   日本住宅図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第2]-48) 

 DRT/0・290/35/2-48 (1124345018) 
 稲城市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-48) 

 DRT/0・290/35/5-48-84 (1120687894) 
 稲城市     ゼンリン  [1986] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-48) 

 DRT/0・290/35/5-48 (1124358722) 
 稲城市     ゼンリン  1987.8 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-48-87) 

 DRT/0・290/35/6-48-87 (1123736526) 

 稲城市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-48) 

 DRT/0・290/35/6-48 (1123369525) 
 DRT/0・290/35/6-48A (1123724839) 

 稲城市     ゼンリン  1989.10 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1989 48) 

 DRT/0・290/35/7-48-89 (1124262944) 

 ブルーマップ稲城市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.12 

 DRT/0・290/105/91-48 (1124523666) 
 稲城市     ゼンリン  1992.5 (ゼンリン住宅地図  東京都 1992 48) 

 DRT/0・290/35/8-48-92 (1125850646) 
 稲城市     ゼンリン  1995.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 48) 

 DRT/0・290/35/9-48-96 (1128066065) 
 稲城市     ゼンリン  1996.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1997 48) 

 DRT/0・290/35/9-48-97 (1103432309) 
 稲城市  2000   ゼンリン  1999.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 48) 

 DRT/0・290/35/10-48-2000 (5000160012) 
 稲城市  200211   ゼンリン  2002.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 48) 

 DRT/290.3/5022/48-2002 (5006019653) 
 稲城市  200711   ゼンリン  2007.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [48]) 

 DRT/290.3/5022/48-2007 (5014858168) 
 稲城市  200904  エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.4 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/46-2009 (5016898322) 
稲城市  200911   ゼンリン  2009.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [48]) 

 DRT/290.3/5022/48-2009 (5017769259) 
 稲城市  201011  ゼンリン 2010.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/48-2010 (5019783598) 
 稲城市  201111  ゼンリン 2011.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/48-2011 (7100182858) 
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 稲城市  201211  ゼンリン 2012.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/48-2012 (7101607050) 
 稲城市  201304 ゼンリン 2013.4 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/46-2013 (7102544802) 
 稲城市  201311  ゼンリン 2013.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/48-2013 (7103462828) 

青梅市 

 ◆ 青梅市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空 1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-28 (1123676491) 

 ◆ 青梅市 市街版  公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度

版 [第28-1]) 

 RT/0・290/5/73-28-1 (1124344530) 
 ◆ 青梅市 郊外 昭和48年度版 公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住

宅地図) 

 RT/0・290/5/73-28-2 (1124344549) 

 青梅市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-28) 

 DRT/0・290/35/3-28 (1124345457) 
 ◆ 青梅市 市街版  公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図

帳 昭和51年版 [第28-1]) 

 RT/0・290/5/76-28-1 (1124338050) 
 ◆ 青梅市 郊外版  公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図

帳 昭和51年版 [第28-2]) 

 RT/0・290/5/76-28-2 (1124338069) 
 青梅市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1978 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-28) 

 DRT/0・290/35/1-28 (1124343630) 
 青梅市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1981 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第2]-28) 

 DRT/0・290/35/2-28 (1124344191) 
 青梅市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-28) 

 DRT/0・290/35/5-28-85 (1120687419) 
 青梅市     ゼンリン  [1986] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-28) 

 DRT/0・290/35/5-28 (1124358535) 
 青梅市     ゼンリン  1987.5 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-28-87) 

 DRT/0・290/35/6-28-87 (1123736259) 

 青梅市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-28) 

 DRT/0・290/35/6-28 (1123364073) 
 DRT/0・290/35/6-28A (1123724623) 

 青梅市     ゼンリン  1990.5 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 28) 



【先頭に◆印のある住宅地図はマイクロフィルムです】 
 

- 59 - 
 

 DRT/0・290/35/7-28-90 (1124262710) 
 ブルーマップ青梅市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.12 

 DRT/0・290/105/91-28 (1124523610) 
 青梅市 東部     ゼンリン  1993.2 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 28-1) 

 DRT/0・290/35/8-28-1-93 (1125850726) 
 青梅市 西部     ゼンリン  1993.2 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 28-2) 

 DRT/0・290/35/8-28-2-93 (1125850459) 
 青梅市     ゼンリン  1996.6 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 28) 

 DRT/0・290/35/9-28-96 (1128065943) 
 青梅市  1998   ゼンリン  1998.2 (ゼンリン住宅地図 東京都 28) 

 DRT/0・290/35/10-28-98 (1128744530) 

 青梅市  2001   ゼンリン  2001.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 28) 

 DRT/290.3/5022/28-2001 (5003149378) 
 青梅市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2002.6 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/28-2002 (5008780239) 
 青梅市  200402   ゼンリン  2004.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 28) 

 DRT/290.3/5022/28-2004 (5009477797) 
 青梅市  200708 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2007.8 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/28-2007 (5017579817) 
 青梅市  200802   ゼンリン  2008.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 [28]) 

 DRT/290.3/5022/28-2008 (5014904565) 
 青梅市  201002  ゼンリン 2010.2 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/28-2010 (5018610359) 
 青梅市  201007 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.7 (ブルーマップ 2) 

 DRT/290.3/5058/28-2010 (5019083544) 
 青梅市  201102  ゼンリン 2011.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/28-2011 (5020833567) 
 青梅市  201202  ゼンリン 2012.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/28-2012 (7100412054) 
 青梅市  201302  ゼンリン 2013.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/28-2013 (7101924834) 
 青梅市  201307 ゼンリン 2013.7 (ブルーマップ ) 

 DRT/290.3/5058/28-2013 (7102912159) 

清瀬市 

 ◆ 清瀬市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-47 (1120391783) 
 ◆ 清瀬市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 
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 RT/0・290/5/73-44 (1124344718) 
 清瀬市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-44) 

 DRT/0・290/35/3-44 (1124345564) 
 ◆ 清瀬市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-44 (1124338238) 
 清瀬市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-44) 

 DRT/0・290/35/1-44 (1124343800) 
 清瀬市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図  東

京都[第2]-44) 

 DRT/0・290/35/2-44 (1124344979) 

 清瀬市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-44) 

 DRT/0・290/35/5-44-85 (1120687400) 
 清瀬市     ゼンリン  1985 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-44) 

 DRT/0・290/35/5-44 (1124358689) 
 清瀬市     ゼンリン  1987.7 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-44-87) 

 DRT/0・290/35/6-44-87 (1123736482) 
 清瀬市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-44) 

 DRT/0・290/35/6-44 (1123369481) 
 DRT/0・290/35/6-44A (1123724795) 

 清瀬市     ゼンリン  1990.5 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 44) 

 DRT/0・290/35/7-44-90 (1124262926) 
 ブルーマップ清瀬市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.7 

 DRT/0・290/105/91-44 (1124523700) 
 清瀬市     ゼンリン  1992.5 (ゼンリン住宅地図  東京都 1992 44) 

 DRT/0・290/35/8-44-92 (1125850619) 
 清瀬市     ゼンリン  1996.6 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 44) 

 DRT/0・290/35/9-44-96 (1128066127) 
 清瀬市  2000   ゼンリン  1999.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 44) 

 DRT/0・290/35/10-44-2000 (5000159970) 
 清瀬市  200207   ゼンリン  2002.7 (ゼンリン住宅地図   東京都 44) 

 DRT/290.3/5022/44-2002 (5005105327) 
 清瀬市  200406   ゼンリン  2004.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 44) 

 DRT/290.3/5022/44-2004 (5009478103) 
 清瀬市  200705   ゼンリン  2007.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 [44]) 

 DRT/290.3/5022/44-2007 (5014215220) 
 清瀬市  200810 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.10 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/42-2008 (5016615033) 
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 清瀬市  200905   ゼンリン  2009.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 [44]) 

 DRT/290.3/5022/44-2009 (5017121717) 
 清瀬市  201005  ゼンリン 2010.5 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/44-2010 (5018865106) 
 清瀬市  201105  ゼンリン 2011.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/44-2011 (5021157832) 
 清瀬市  201205  ゼンリン 2012.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/44-2012 (7100844363) 
 清瀬市  201210 ゼンリン 2012.10 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/42-2012 (7101430235) 
 清瀬市  201305  ゼンリン 2013.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/44-2013 (7102544750) 

国立市 

 ◆ 国立町   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-6 (1125517556) 
 ◆ 国立市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-38 (1120391694) 
 国立市   住宅地図出版社∥[編]  住宅地図出版社  1972.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都  

[1972]-38) 

 DRT/0・290/35/1-38-72 (1128074254) 
 ◆ 国立市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-38 (1124344656) 
 国立市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1975 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第4]-38) 

 DRT/0・290/35/4-38 (1124351042) 
 ◆ 国立市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-38 (1124338176) 
 国立市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-38) 

 DRT/0・290/35/1-38 (1124343748) 

国立市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-38) 

 DRT/0・290/35/2-38 (1124344914) 
 国立市     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-38) 

 DRT/0・290/35/5-38-84 (1120687929) 
 国立市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-38) 

 DRT/0・290/35/5-38 (1124358624) 
 国立市     ゼンリン  1988.1 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-38) 
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 DRT/0・290/35/6-38 (1123369427) 
 DRT/0・290/35/6-38A (1123724730) 
 DRT/0・290/35/6-38B (1123736428) 

 国立市     ゼンリン  1990.2 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 38) 

 DRT/0・290/35/7-38-90 (1124262873) 
 国立市     ゼンリン  1991.11 (ゼンリン住宅地図 東京都 1992 38) 

 DRT/0・290/35/8-38-92 (1125850566) 
 ブルーマップ国立市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.12 

 DRT/0・290/105/91-38 (1124523503) 
 国立市     ゼンリン  1995.4 (ゼンリン住宅地図  東京都 1995 38) 

 DRT/0・290/35/9-38-95 (1128066207) 

 国立市  1998   ゼンリン  1998.5 (ゼンリン住宅地図 東京都 38) 

 DRT/0・290/35/10-38-98 (1128744478) 
 国立市  2001   ゼンリン  2001.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 38) 

 DRT/290.3/5022/38-2001 (5003346152) 

 国立市  200206   ゼンリン  2002.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 38) 

 DRT/290.3/5022/38-2002 (5005105247) 
 国立市  200405   ゼンリン  2004.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 38) 

 DRT/290.3/5022/38-2004 (5009477957) 
 国立市  200704   ゼンリン  2007.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [38]) 

 DRT/290.3/5022/38-2007 (5014215201) 
 国立市  200809 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.9 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/38-2008 (5016615006) 
 国立市  200904   ゼンリン  2009.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [38]) 

 DRT/290.3/5022/38-2009 (5017121682) 
 国立市  201004  ゼンリン 2010.4 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/38-2010 (5018865080) 
 国立市  201104  ゼンリン 2011.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/38-2011 (5020833576) 
 国立市  201109 ゼンリン 2011.9 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/38-2011 (5021426260) 

国立市  201204  ゼンリン 2012.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/38-2012 (7100736400) 
 国立市  201304  ゼンリン 2013.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/38-2013 (7102370866) 

小金井市 

 ◆ 小金井市   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-3 (1125517529) 
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 ◆ 小金井市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-33 (1123676553) 
 ◆ 小金井市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-33 (1124344600) 
 小金井市   住宅地図出版社∥[編]  住宅地図出版社  1972.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[1972]-33) 

 DRT/0・290/35/1-33-72 (1128074281) 
 小金井市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1975 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第4]-33) 

 DRT/0・290/35/4-33 (1124351024) 
 ◆ 小金井市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-33 (1124338120) 

 小金井市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-33) 

 DRT/0・290/35/1-33 (1124343695) 
 小金井市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第2]-33) 

 DRT/0・290/35/2-33 (1124344861) 
 小金井市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-33) 

 DRT/0・290/35/5-33-84 (1120687526) 
 小金井市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-33) 

 DRT/0・290/35/5-33 (1124358571) 
 小金井市     ゼンリン  1987 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-33) 

 DRT/0・290/35/6-33 (1123369374) 
 DRT/0・290/35/6-33A (1123736375) 

 小金井市     ゼンリン  1989 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-33-89) 

 DRT/0・290/35/6-33-89 (1123724688) 
 東京の住宅地図 小金井市  セイコ-社∥編  セイコー社 1989.4 (シリ-ズ 30) 

 RT/0・290/71/30 (1123720553) 

 ブルーマップ小金井市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報セ

ンター  1991.7 

 DRT/0・290/105/91-33 (1124523559) 
 小金井市     ゼンリン  1992.8 (ゼンリン住宅地図  東京都 1992 33) 

 DRT/0・290/35/8-33-92 (1125850520) 
 小金井市     ゼンリン  1995.6 (ゼンリン住宅地図  東京都 1995 33) 

 DRT/0・290/35/9-33-95 (1128066216) 
 小金井市   セイコ-社∥編  第2版 セイコー社 1996.4 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 30) 

 /64・23E/3/96A (1115349742) 
 小金井市  1997   ゼンリン  1997.4 (ゼンリン住宅地図 東京都 33) 

 DRT/0・290/35/10-33-97 (1128744594) 
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 小金井市  200209   ゼンリン  2002.9 (ゼンリン住宅地図   東京都 33) 

 DRT/290.3/5022/33-2002 (5006018450) 
 小金井市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2002.12 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/33-2002 (5008780168) 
 小金井市  200406   ゼンリン  2004.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 33) 

 DRT/290.3/5022/33-2004 (5009477895) 
 小金井市  200705   ゼンリン  2007.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 [33]) 

 DRT/290.3/5022/33-2007 (5014215121) 
 小金井市  200810 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.10 (ブルーマッ

プ2) 

 DRT/290.3/5058/33-2008 (5017579844) 
 小金井市  200905   ゼンリン  2009.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 [33]) 

 DRT/290.3/5022/33-2009 (5017121664) 

 小金井市  201005  ゼンリン 2010.5 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/33-2010 (5018865071) 

 小金井市  201105  ゼンリン 2011.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/33-2011 (5021017789) 
 小金井市  201205  ゼンリン 2012.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/33-2012 (7100844354) 
 小金井市  201210 ゼンリン 2012.10 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/33-2012 (7101430226) 
 小金井市  201305  ゼンリン 2013.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/33-2013 (7102544769) 

国分寺市 

 ◆ 国分寺町   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-7 (1125517565) 
 ◆ 国分寺市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空  1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-37 (1123717781) 
 ◆ 国分寺市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-37 (1124344647) 
 国分寺市   住宅地図出版社∥[編]  住宅地図出版社  1972.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[1972]-37) 

 DRT/0・290/35/1-37-72 (1128074245) 
 国分寺市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1975 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第4]-37) 

 DRT/0・290/35/4-37 (1124351033) 
 ◆ 国分寺市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-37 (1124338167) 
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 国分寺市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第1]-37) 

 DRT/0・290/35/1-37 (1124343739) 
 国分寺市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第2]-37) 

 DRT/0・290/35/2-37 (1124344905) 
 国分寺市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-37) 

 DRT/0・290/35/5-37-84 (1120687535) 
 国分寺市     ゼンリン  [1986] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-37) 

 DRT/0・290/35/5-37 (1124358615) 
 国分寺市     ゼンリン  1987.3 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-37-87) 

 DRT/0・290/35/6-37-87 (1123736419) 
 国分寺市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-37) 

 DRT/0・290/35/6-37 (1123369418) 
 DRT/0・290/35/6-37A (1123724721) 

 国分寺市     ゼンリン  1990.3 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 37) 

 DRT/0・290/35/7-37-90 (1124262864) 
 ブルーマップ国分寺市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報セ

ンター  1991.9 

 DRT/0・290/105/91-37 (1124523512) 
 国分寺市     ゼンリン  1991.12 (ゼンリン住宅地図 東京都 1992 37) 

 DRT/0・290/35/8-37-92 (1125850557) 
 国分寺市     ゼンリン  1996.2 (ゼンリン住宅地図 東京都 1996 37) 

 DRT/0・290/35/9-37-96 (1128066029) 
 国分寺市  1997   ゼンリン  1997.6 (ゼンリン住宅地図 東京都 37) 

 DRT/0・290/35/10-37-97 (1128744600) 
 国分寺市  200209   ゼンリン  2002.9 (ゼンリン住宅地図   東京都 37) 

 DRT/290.3/5022/37-2002 (5006019368) 
 国分寺市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2002.12 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/37-2002 (5008780186) 
 国分寺市  200706   ゼンリン  2007.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 [37]) 

 DRT/290.3/5022/37-2007 (5014215130) 
 国分寺市  200710 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2007.10 (ブルーマッ

プ2) 

 DRT/290.3/5058/37-2007 (5017579862) 
 国分寺市  200906   ゼンリン  2009.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 [37]) 

 DRT/290.3/5022/37-2009 (5017121673) 
 国分寺市  201006   ゼンリン 2010.6 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/37-2010 (5018865151) 
 国分寺市  201011 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2010.11 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/37-2010 (5019783640) 
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 国分寺市  201106  ゼンリン 2011.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/37-2011 (5021017798) 
 国分寺市  201206  ゼンリン 2012.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/37-2012 (7100946720) 
 国分寺市  201306  ゼンリン 2013.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/37-2013 (7102912201) 
 国分寺市  201311  ゼンリン 2013.11 (ブルーマップ 2) 

 DRT/290.3/5058/37-2013 (7103462864) 

小平市 

 ◆ 小平市   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-8 (1125517574) 

 ◆ 小平市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-34 (1123676562) 
 小平市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1972 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-34) 

 DRT/0・290/35/3-34 (1124345493) 
 ◆ 小平市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-34 (1124344610) 

 ◆ 小平市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-34 (1124338130) 
 小平市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-34) 

 DRT/0・290/35/1-34 (1124343701) 
 小平市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-34) 

 DRT/0・290/35/2-34 (1124344870) 
 小平市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-34) 

 DRT/0・290/35/5-34-84 (1120687910) 
 小平市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-34) 

 DRT/0・290/35/5-34 (1124358580) 
 小平市     ゼンリン  1987.12 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-34-88) 

 DRT/0・290/35/6-34-87 (1123736384) 
 小平市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-34) 

 DRT/0・290/35/6-34 (1123369383) 
 DRT/0・290/35/6-34A (1123724697) 

 小平市     ゼンリン  1989.11 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 34) 

 DRT/0・290/35/7-34-90 (1124262766) 
 ブルーマップ小平市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.8 
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 DRT/0・290/105/91-34 (1124523540) 
 小平市     ゼンリン  1993.5 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 34) 

 DRT/0・290/35/8-34-93 (1125850708) 
 小平市     ゼンリン  1996.9 (ゼンリン住宅地図  東京都 1997 34) 

 DRT/0・290/35/9-34-97 (1128065890) 
 小平市  1998   ゼンリン  1997.11 (ゼンリン住宅地図 東京都 34) 

 DRT/0・290/35/10-34-98 (1128744629) 
 小平市  200210   ゼンリン  2002.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 34) 

 DRT/290.3/5022/34-2002 (5006018567) 
 小平市  200701 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2007.1 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/34-2007 (5016615089) 

 小平市  200710   ゼンリン  2007.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 [34]) 

 DRT/290.3/5022/34-2007 (5014473108) 

 小平市  200910   ゼンリン  2009.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 [34]) 

 DRT/290.3/5022/34-2009 (5017769212) 
 小平市  201003 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.3 (ブルーマップ 2) 

 DRT/290.3/5058/34-2010 (5019247781) 
 小平市  201010  ゼンリン 2010.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/34-2010 (5019519470) 
 小平市  201110  ゼンリン 2011.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/34-2011 (7100077638) 
 小平市  201210  ゼンリン 2012.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/34-2012 (7101606947) 
 小平市  201310  ゼンリン 2013.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/34-2013 (7103324367) 

狛江市 

 ◆ 狛江町全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-41 (1120391729) 
 狛江市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1972 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-42) 

 DRT/0・290/35/3-42 (1124345546) 
 ◆ 狛江市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-42 (1124344692) 
 ◆ 狛江市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-42 (1124338210) 
 狛江市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1977 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-42) 

 DRT/0・290/35/1-42 (1124343784) 
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 狛江市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1981 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第2]-42) 

 DRT/0・290/35/2-42 (1124344950) 
 狛江市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-42) 

 DRT/0・290/35/5-42-84 (1120687938) 
 狛江市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-42) 

 DRT/0・290/35/5-42 (1124358660) 
 狛江市     ゼンリン  1987 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-42) 

 DRT/0・290/35/6-42 (1123369463) 
 DRT/0・290/35/6-42A (1123736464) 

 狛江市   セイコー社∥編 セイコー社 1988.7 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 28) 

 RT/0・290/3021/28 (1124249942) 

 狛江市     ゼンリン  1989 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-42-89) 

 DRT/0・290/35/6-42-89 (1123724777) 
 狛江市     ゼンリン  1990.4 (ゼンリンの住宅地図 東京都 1990 42) 

 DRT/0・290/35/7-42-90 (1124262908) 
 ブルーマップ狛江市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.7 

 DRT/0・290/105/91-42 (1124523460) 
 狛江市     ゼンリン  1993.6 (ゼンリン住宅地図 東京都 1993 42) 

 DRT/0・290/35/8-42-93 (1125858706) 
 狛江市     ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図 東京都 42) 

 DRT/0・290/35/9-42-96 (1128066109) 
 狛江市   セイコ-社∥編  第2版 セイコー社 1996.4 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 28) 

 /67・23E/3/96A (1115349706) 

 狛江市  1999   ゼンリン  1999.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 42) 

 DRT/0・290/35/10-42-99 (5000159951) 
 狛江市  2001   ゼンリン  2001.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 42) 

 DRT/290.3/5022/42-2001 (5003149805) 
狛江市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター   2003.1 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/40-2003 (5008780355) 
 狛江市  200311   ゼンリン  2003.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 42) 

 DRT/290.3/5022/42-2003 (5008762689) 
 狛江市  200711   ゼンリン  2007.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [42]) 

 DRT/290.3/5022/42-2007 (5014473064) 
 狛江市  200904 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.4 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/40-2009 (5017121780) 
 狛江市  200911   ゼンリン  2009.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [42]) 

 DRT/290.3/5022/42-2009 (5017769230) 
 狛江市  201011  ゼンリン 2010.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/42-2010 (5019783570) 
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 狛江市  201111  ゼンリン 2011.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/42-2011 (7100182830) 
 狛江市  201204 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2012.4 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/40-2012 (7100736357) 
 狛江市  201211  ゼンリン 2012.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/42-2012 (7101607031) 
 狛江市  201311  ゼンリン 2013.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/42-2013 (7103462800) 

立川市 

  ◆ 立川市   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-4 (1125517538) 
 ◆ 東京都全住宅案内図帳 砂川町  住宅協会∥編  住宅協会  [1962?] 

 R/0920/Z996/T2-28 (1125517860) 
 ◆ 立川市砂川町全区  公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-25-2 (1123676464) 
 ◆ 立川市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-25-1 (1123676455) 
 ◆ 立川市 砂川  公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度 

[第25-2]) 

 RT/0・290/5/73-25-2 (1124344502) 
 立川市   住宅地図出版社∥[編]  住宅地図出版社  1972.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[1972]-25) 

 DRT/0・290/35/1-25-72 (1128074236) 
 ◆ 立川市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-25-1 (1124344496) 
 立川市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1975 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第4]-25) 

 DRT/0・290/35/4-25 (1124350994) 
 ◆ 立川市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-25 (1124338022) 
 立川市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1978 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-25) 

 DRT/0・290/35/1-25 (1124343603) 
 立川市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図  東

京都[第2]-25) 

 DRT/0・290/35/2-25 (1124344164) 
 立川市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-25) 

 DRT/0・290/35/5-25-84 (1120687849) 
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 立川市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-25) 

 DRT/0・290/35/5-25 (1124351310) 
 立川市     ゼンリン  1987.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-25-87) 

 DRT/0・290/35/6-25-87 (1123736310) 
 立川市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-25) 

 DRT/0・290/35/6-25 (1123369310) 
 DRT/0・290/35/6-25A (1123724599) 

 立川市     ゼンリン  1989.10 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 25) 

 DRT/0・290/35/7-25-90 (1124262695) 
 ブルーマップ立川市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.6 

 DRT/0・290/105/91-25 (1124523343) 

 立川市 南部     ゼンリン  1993.5 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 25-1) 

 DRT/0・290/35/8-25-1-93 (1125850421) 
 立川市 北部     ゼンリン  1993.5 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 25-2) 

 DRT/0・290/35/8-25-2-93 (1125850430) 
 立川市 南部     ゼンリン  1995.9 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 25-1) 

 DRT/0・290/35/9-25-1-96 (1128066190) 
 立川市 北部     ゼンリン  1995.9 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 25-2) 

 DRT/0・290/35/9-25-2-96 (1128066181) 
 立川市  1998   ゼンリン  1998.1 (ゼンリン住宅地図 東京都  25) 

 DRT/0・290/35/10-25-98 (1128744656) 
 立川市  200209   ゼンリン  2002.9 (ゼンリン住宅地図 25) 

 DRT/290.3/5022/25-2002 (5006016473) 

 立川市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2002.11 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/25-2002 (5008780248) 
 立川市  200706   ゼンリン  2007.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 [25]) 

 DRT/290.3/5022/25-2007 (5014215159) 
 立川市  200811 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.11 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/25-2008 (5017121762) 
 立川市  200906   ゼンリン  2009.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 [25]) 

 DRT/290.3/5022/25-2009 (5017121646) 
 立川市  201006  ゼンリン 2010.6 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/25-2010 (5018865044) 
 立川市  201011 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2010.11 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/25-2010 (5019783631) 
 立川市  201106  ゼンリン 2011.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/25-2011 (5021017760) 
 立川市  201206  ゼンリン 2012.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/25-2012 (7100946701) 
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 立川市  201306  ゼンリン 2013.6 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/25-2013 (7102912195) 
 立川市  201311  ゼンリン 2013.11 (ブルーマップ 2 ) 

 DRT/290.3/5058/25-2013 (7103462855) 

多摩市 

 ◆ 多摩町全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-48 (1120391792) 

 多摩市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1973 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-47) 

 DRT/0・290/35/3-47 (1124345591) 

 ◆ 多摩市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-47 (1124344745)  
 RT/0・290/5/73-47A (1124344754) 
 ◆ 多摩市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-47 (1124338265) 
 多摩市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-47) 

 DRT/0・290/35/1-47 (1124343837) 
 多摩市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図  東

京都[第2]-47) 

 DRT/0・290/35/2-47 (1124345009) 
 多摩市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-47) 

 DRT/0・290/35/5-47-84 (1120687885) 
 多摩市     ゼンリン  1986 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-47) 

 DRT/0・290/35/5-47 (1124358713) 
 多摩市     ゼンリン  1987.12 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-47-87) 

 DRT/0・290/35/6-47-87 (1123736517) 
 多摩市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-47) 

 DRT/0・290/35/6-47 (1123369516) 
 DRT/0・290/35/6-47A (1123724820) 

 多摩市     ゼンリン  1989.11 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 47) 

 DRT/0・290/35/7-47-90 (1124262784) 
 ブルーマップ多摩市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.12 

 DRT/0・290/105/91-47 (1124523675) 
 多摩市     ゼンリン  1993.1 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 47) 

 DRT/0・290/35/8-47-93 (1125850637) 
 多摩市     ゼンリン  1996.2 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 47) 

 DRT/0・290/35/9-47-96 (1128065934) 
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 多摩市  1999   再版 ゼンリン  1999.5 (ゼンリン住宅地図 東京都 47) 

 DRT/0・290/35/10-47-99 (5000160003) 
 多摩市  2001   ゼンリン  2000.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 47) 

 DRT/290.3/5022/47-2001 (5003346359) 
 多摩市  200212   ゼンリン  2002.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 47) 

 DRT/290.3/5022/47-2002 (5006019564) 
 多摩市  200711   ゼンリン  2007.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [47]) 

 DRT/290.3/5022/47-2007 (5014858201) 
 多摩市  200904 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.4 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/45-2009 (5016898313) 

 多摩市  200911   ゼンリン  2009.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [47]) 

 DRT/290.3/5022/47-2009 (5017769240) 
 多摩市  201011  ゼンリン 2010.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/47-2010 (5019783589) 
 多摩市  201111  ゼンリン 2011.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/47-2011 (7100182849) 
 多摩市  201204 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2012.4 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/45-2012 (7100736455) 
 多摩市  201211  ゼンリン 2012.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/47-2012 (7101607040) 
 多摩市  201311  ゼンリン 2013.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/47-2013 (7103462819) 

調布市 

 ◆ 調布市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-31 (1123676526) 
 ◆ 調布市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-31 (1124344576) 
 ◆ 調布市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-31 (1124338096) 
 調布市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1978 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-31) 

 DRT/0・290/35/1-31 (1124343668) 
 調布市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-31) 

 DRT/0・290/35/2-31 (1124344226) 
 調布市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-31) 

 DRT/0・290/35/5-31 (1124358562) 
 DRT/0・290/35/5-31A (1120687876) 
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 調布市     ゼンリン  1987.9 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-31-87) 

 DRT/0・290/35/6-31-87 (1123736366) 
 調布市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-31) 

 DRT/0・290/35/6-31 (1123369365) 
 DRT/0・290/35/6-31A (1123724650) 

 調布市   セイコー社∥編 セイコー社 1988.7 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 27) 

 RT/0・290/3021/27 (1124249933) 

 調布市     ゼンリン  1989.9 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 31) 

 DRT/0・290/35/7-31-90 (1124262739) 

 ブルーマップ調布市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.5 

 DRT/0・290/105/91-31 (1124523586) 
 調布市     ゼンリン  1992.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 31) 

 DRT/0・290/35/8-31-93 (1125850495) 
 調布市     ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 31) 

 DRT/0・290/35/9-31-96 (1128066000) 
 調布市   セイコ-社∥編  第2版 セイコー社 1996.3 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 27) 

 /70・23E/3/96A (1115349724) 
 調布市  1998   ゼンリン  1998.1 (ゼンリン住宅地図 東京都 31) 

 DRT/0・290/35/10-31-98 (1128744469) 
 調布市  2001   ゼンリン  2000.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 31) 

 DRT/290.3/5022/31-2001 (5003345899) 
調布市  200211   ゼンリン  2002.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 31) 

 DRT/290.3/5022/31-2002 (5006017425) 
 調布市  200711   ゼンリン  2007.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [31]) 

 DRT/290.3/5022/31-2007 (5014473126) 
 調布市  200904 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.4 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/31-2009 (5016898304) 
 調布市  200911   ゼンリン  2009.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 [31]) 

 DRT/290.3/5022/31-2009 (5017769203) 
 調布市  201011  ゼンリン 2010.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/31-2010 (5019519504) 
 調布市  201111  ゼンリン 2011.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/31-2011 (7100182820) 
 調布市  201204 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2012.4 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/31-2012 (7100736348) 

 調布市  201211  ゼンリン 2012.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/31-2012 (7101607022) 
 調布市  201311  ゼンリン 2013.11 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/31-2013 (7103462793) 



【先頭に◆印のある住宅地図はマイクロフィルムです】 
 

- 74 - 
 

西東京市 （田無市、保谷市） 

 ◆ 田無町   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-11 (1125517609) 
 ◆ 東京都全住宅案内図帳 保谷町  住宅協会∥編  住宅協会  [1962?] 

 R/0920/Z996/T2-25 (1125517832) 
 ◆ 田無市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-39 (1120391700) 

 ◆ 保谷市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-40 (1120391710) 
 田無市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1972 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-39) 

 DRT/0・290/35/3-39 (1124345519) 
 保谷市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1972 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-40) 

 DRT/0・290/35/3-40 (1124345528) 
 ◆ 田無市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-39 (1124344665) 
 ◆ 保谷市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-40 (1124344674) 

 ◆ 田無市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-39 (1124338185) 
 ◆ 保谷市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-40 (1124338194) 
 田無市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-39) 

 DRT/0・290/35/1-39 (1124343757) 
 保谷市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-40) 

 DRT/0・290/35/1-40 (1124343766) 
 田無市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1981 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第2]-39) 

 DRT/0・290/35/2-39 (1124344923) 
 保谷市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1981 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第2]-40) 

 DRT/0・290/35/2-40 (1124344932) 
 田無市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-39) 

 DRT/0・290/35/5-39-84 (1120687473) 
 保谷市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-40) 
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 DRT/0・290/35/5-40-84 (1120687464) 
 田無市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-39) 

 DRT/0・290/35/5-39 (1124358633) 
 保谷市     ゼンリン  1985 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-40) 

 DRT/0・290/35/5-40 (1124358642) 

 田無市     ゼンリン  1987.7 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-39-87) 

 DRT/0・290/35/6-39-87 (1123736437) 
 保谷市     ゼンリン  1987.7 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-40-87) 

 DRT/0・290/35/6-40-87 (1123736446) 
 田無市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-39) 

 DRT/0・290/35/6-39 (1123369436) 
 DRT/0・290/35/6-39A (1123724740) 

 保谷市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-40) 

 DRT/0・290/35/6-40 (1123369445) 
 DRT/0・290/35/6-40A (1123724759) 

 田無市     ゼンリン  1990.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 39) 

 DRT/0・290/35/7-39-90 (1124262882) 
 保谷市     ゼンリン  1990.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 40) 

 DRT/0・290/35/7-40-90 (1124262891) 

ブルーマップ田無市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.9 

 DRT/0・290/105/91-39 (1124523497) 
 ブルーマップ保谷市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.9 

 DRT/0・290/105/91-40 (1124523488) 
 田無市     ゼンリン  1993.2 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 39) 

 DRT/0・290/35/8-39-93 (1125850575) 
 保谷市     ゼンリン  1993.2 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 40) 

 DRT/0・290/35/8-40-93 (1125850584) 
 田無市     ゼンリン  1996.1 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 39) 

 DRT/0・290/35/9-39-96 (1128066038) 
 保谷市     ゼンリン  1996.1 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 40) 

 DRT/0・290/35/9-40-96 (1128066047) 
 田無市  1997   ゼンリン  1997.6 (ゼンリン住宅地図 東京都 39) 

 DRT/0・290/35/10-39-97 (1128744567) 
 保谷市  1997   ゼンリン  1997.6 (ゼンリン住宅地図 東京都 40) 

 DRT/0・290/35/10-40-97 (1128744549) 
 西東京市  2001   ゼンリン  2001.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 39) 

 DRT/290.3/5022/39-2001 (5003149592) 
 西東京市  200401   ゼンリン  2004.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 39) 

 DRT/290.3/5022/39-2004 (5009478284) 



【先頭に◆印のある住宅地図はマイクロフィルムです】 
 

- 76 - 
 

 西東京市  [2006] エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター 2006.3 (ブルーマップ 2) 

 DRT/290.3/5058/49-2006 (5013468023) 
 西東京市  200802   ゼンリン  2008.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 [39]) 

 DRT/290.3/5022/39-2008 (5015038068) 

 西東京市  201002  ゼンリン 2010.2 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/39-2010 (5018610395) 
 西東京市  201102  ゼンリン 2011.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/39-2011 (5020833638) 
 西東京市  201107 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.7 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/49-2011 (5021157879) 

 西東京市  201202  ゼンリン 2012.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/39-2012 (7100412072) 
 西東京市  201302  ゼンリン 2013.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/39-2013 (7101924852) 

八王子市 

 ◆ 八王子市由木全区   公共施設地図航空株式会社∥編公共施設地図航空  1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-24-2 (1123676437) 
 ◆ 八王子市郊外全区   公共施設地図航空株式会社∥編公共施設地図航空  1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-24-3 (1123676446) 
 ◆ 八王子市市街地区全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内

地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-24-1 (1123676428) 
 ◆ 八王子 由木  公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版 

[第24-2]) 

 RT/0・290/5/73-24-2 (1124344478) 
 ◆ 八王子 郊外  公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版 

[第24-3]) 

 RT/0・290/5/73-24-3 (1124344487) 
 ◆ 八王子市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-24-1 (1124344469) 
 八王子市 北部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第3]-24) 

 DRT/0・290/35/3-24-2 (1124345439) 
 ◆ 八王子市 市街版  公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地

図帳 昭和51年版 [第24-1]) 

 RT/0・290/5/76-24-1 (1124337992) 
 ◆ 八王子市 郊外版  公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地

図帳 昭和51年版 [第24-2]) 

 RT/0・290/5/76-24-2 (1124338004) 
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 ◆ 八王子市 郊外版  公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地

図帳 昭和51年版 [第24-3]) 

 RT/0・290/5/76-24-3 (1124338013) 

 八王子市 南部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第1]-24) 

 DRT/0・290/35/1-24-1 (1124343588) 
 八王子市 北部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979.3 (ゼンリンの住宅地

図 東京都 [第1]-24) 

 DRT/0・290/35/1-24-2 (1124343597) 
 八王子市 南部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1982 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第2]-24) 

 DRT/0・290/35/2-24-1 (1124344146) 
 八王子市 北部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1982.3 (ゼンリンの住宅地

図  東京都 [第2]-24) 

 DRT/0・290/35/2-24-2 (1124344155) 

 八王子市 北部     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第5]-24) 

 DRT/0・290/35/5-24-1-83 (1120687491) 
 八王子市 南部     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-24) 

 DRT/0・290/35/5-24-2-83 (1120687508) 

 八王子市 北部     ゼンリン  1986 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第5]-24) 

 DRT/0・290/35/5-24-1 (1124351294) 
 八王子市 南部     ゼンリン  1986 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第5]-24) 

 DRT/0・290/35/5-24-2 (1124351300) 
 八王子市〈南部〉     ゼンリン  1987.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-24-1-87) 

 DRT/0・290/35/6-24-1-87 (1123736230) 
 八王子市〈北部〉     ゼンリン  1987.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-24-2-87) 

 DRT/0・290/35/6-24-2-87 (1123736240) 
 八王子市(南部)     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-24-1) 

 DRT/0・290/35/6-24-1 (1123364055) 
 八王子市(北部)     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-24-2) 

 DRT/0・290/35/6-24-2 (1123364064) 
 八王子市(南部)     ゼンリン  1989.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-24-1-89) 

 DRT/0・290/35/6-24-1-89 (1123730326) 
 八王子市(北部)     ゼンリン  1989.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-24-2-89) 

 DRT/0・290/35/6-24-2-89 (1123730335) 
 八王子市 南部     ゼンリン  1990.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 24-1) 

 DRT/0・290/35/7-24-1-90 (1124262677) 
 八王子市 北部     ゼンリン  1990.7 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 24-2) 

 DRT/0・290/35/7-24-2-90 (1124262686) 
 ブルーマップ八王子市〈南部〉 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事

法情報センター  1991.3 
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 DRT/0・290/105/91-24-1 (1124523361) 

 ブルーマップ八王子市〈北部〉 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画 民事法

情報センター  1991.3 

 DRT/0・290/105/91-24-2 (1124523352) 
 八王子市 南部  1   ゼンリン  1993.7 (ゼンリン住宅地図 東京都 1993 24-1) 

 DRT/0・290/35/8-24-1-93 (1125858671) 
 八王子市 南部  2   ゼンリン  1993.7 (ゼンリン住宅地図 東京都 1993 24-2) 

 DRT/0・290/35/8-24-2-93 (1125858680) 
 八王子市 北部     ゼンリン  1993.7 (ゼンリン住宅地図 東京都 1993 24-3) 

 DRT/0・290/35/8-24-3-93 (1125858690) 
 八王子市 南部  1   ゼンリン  1996.8 (ゼンリン住宅地図  東京都 1997 24-1) 

 DRT/0・290/35/9-24-1-97 (1128065961) 
 八王子市 南部  2   ゼンリン  1996.8 (ゼンリン住宅地図  東京都 1997 24-2) 

 DRT/0・290/35/9-24-2-97 (1128065952) 
 八王子市 北部     ゼンリン  1996.8 (ゼンリン住宅地図 東京都 1997 24-3) 

 DRT/0・290/35/9-24-3-97 (1128066145) 

 八王子市 南部  1998 1   ゼンリン  1997.8 (ゼンリン住宅地図 東京都 24-1) 

 DRT/0・290/35/10-24-1-98 (1128744511) 

 八王子市 南部  1998 2   ゼンリン  1997.8 (ゼンリン住宅地図 東京都 24-2) 

 DRT/0・290/35/10-24-2-98 (1128744496) 
 八王子市 北部  1998   ゼンリン  1997.8 (ゼンリン住宅地図 東京都 24-3) 

 DRT/0・290/35/10-24-3-98 (1128744502) 
 八王子市  <南部1> 200208   ゼンリン  2002.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 24-1) 

 DRT/290.3/5022/24-1-2002 (5005104025) 
 八王子市  <南部2> 200208   ゼンリン  2002.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 24-2) 

 DRT/290.3/5022/24-2-2002 (5005104778) 
 八王子市  <北部> 200208   ゼンリン  2002.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 24-3) 

 DRT/290.3/5022/24-3-2002 (5005104867) 
 八王子市  1 <南部1> 200708   ゼンリン  2007.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 [24-1]) 

 DRT/290.3/5022/24-1-2007 (5014215168) 
 八王子市  2 <南部2> 200708   ゼンリン  2007.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 [24-2]) 

 DRT/290.3/5022/24-2-2007 (5014215177) 
 八王子市  3 <北部> 200708   ゼンリン  2007.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 [24-3]) 

 DRT/290.3/5022/24-3-2007 (5014215186) 
 八王子市  1 <南部1> 200902 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.2 (ブ

ルーマップ ) 

 DRT/290.3/5058/24-1-2009 (5016614850) 
 八王子市  2 <南部2> 200902 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.2 (ブ

ルーマップ ) 

 DRT/290.3/5058/24-2-2009 (5016614896) 
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 八王子市  3 <北部> 200902 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.2 (ブ

ルーマップ ) 

 DRT/290.3/5058/24-3-2009 (5016614920) 
 八王子市  1 <南部1> 200908   ゼンリン  2009.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 [24-1]) 

 DRT/290.3/5022/24-1-2009 (5017353159) 
 八王子市  2 <南部2> 200908   ゼンリン  2009.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 [24-2]) 

 DRT/290.3/5022/24-2-2009 (5017353140) 
 八王子市  3 <北部>200908   ゼンリン  2009.8 (ゼンリン住宅地図   東京都 [24-3]) 

 DRT/290.3/5022/24-3-2009 (5017353097) 
 八王子市  1 <南部1> 201008  ゼンリン 2010.8 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/24-1-2010 (5019519433) 
 八王子市  2 <南部2> 201008  ゼンリン 2010.8 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/24-2-2010 (5019519442) 
 八王子市  3 <北部> 201008  ゼンリン 2010.8 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/24-3-2010 (5019519451) 
 八王子市 1 南部1  201102 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.2 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/24-1-2011 (5020351497) 

 八王子市 2 南部2  201102 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.2 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/24-2-2011 (5020351503) 
 八王子市 3 北部  201102 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.2 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/24-3-2011 (5020351512) 
 八王子市 1 南部1  201108  ゼンリン 2011.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-1-2011 (5021279067) 
 八王子市 2 南部2  201108  ゼンリン 2011.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-2-2011 (5021279076) 
 八王子市 3 北部  201108  ゼンリン 2011.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-3-2011 (5021279085) 
 八王子市 1 南部1  201208  ゼンリン 2012.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-1-2012 (7101174592) 
 八王子市 2 南部2  201208  ゼンリン 2012.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-2-2012 (7101174609) 
 八王子市 3 北部  201208 ゼンリン 2012.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-3-2012 (7101174618) 
 八王子市 1 南部1 201301 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2013.1 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/24-1-2013 (7102370820) 
 八王子市 2 南部2 201301 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2013.1 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/24-2-2013 (7102370810) 
 八王子市 3 北部 201301 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2013.1 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/24-3-2013 (7102370801) 
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 八王子市 1 南部1  201308  ゼンリン 2013.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-1-2013 (7103033350) 
 八王子市 2 南部2  201308  ゼンリン 2013.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-2-2013 (7103033360) 
 八王子市 3 北部  201308 ゼンリン 2013.8 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/24-3-2013 (7103033379) 

 

羽村市 （羽村町） 

 ◆ 羽村町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  [1969] (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-46 (1120391774) 
 ◆ 羽村町   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図昭和48年度) 

 RT/0・290/5/73-50 (1124344781) 
 羽村町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1973 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-50) 

 DRT/0・290/35/3-50 (1124345626) 
 ◆ 羽村町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-50 (1124338292) 
 羽村町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1978 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-50) 

 DRT/0・290/35/1-50 (1124343864) 

 羽村町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第2]-50) 

 DRT/0・290/35/2-50 (1124345036) 
 羽村町     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-50) 

 DRT/0・290/35/5-50 (1124358740) 
 DRT/0・290/35/5-50A (1120687858) 

 羽村町     ゼンリン  1987.12 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-50-87) 

 DRT/0・290/35/6-50-87 (1123736544) 
 羽村町     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-50) 

 DRT/0・290/35/6-50 (1123369543) 
 DRT/0・290/35/6-50A (1123724857) 

 ブルーマップ羽村市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.11 

 DRT/0・290/105/91-50 (1124523648) 
 羽村市     ゼンリン  1993.2 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 50) 

 DRT/0・290/35/8-50-93 (1125850664) 
 羽村市     ゼンリン  1996.7 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 50) 

 DRT/0・290/35/9-50-96 (1128066074) 
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 羽村市  2000   ゼンリン  1999.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 50) 

 DRT/0・290/35/10-50-2000 (5000160021) 
 羽村市  2002   ゼンリン  2002.7 (ゼンリン住宅地図   東京都 50) 

 DRT/290.3/5022/50-2002 (5005105621) 
 羽村市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター   2003.7 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/47-2003 (5008780266) 
 羽村市  200405   ゼンリン  2004.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 50) 

 DRT/290.3/5022/50-2004 (5009478275) 
 羽村市  200704   ゼンリン  2007.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [50]) 

 DRT/290.3/5022/50-2007 (5014215239) 
 羽村市  200904   ゼンリン  2009.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [50]) 

 DRT/290.3/5022/50-2009 (5017462476) 
 DRT/290.3/5022/50-2009 (5017121726) 

 羽村市  201004  ゼンリン 2010.4 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/50-2010 (5018610340) 
 羽村市  201009 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.9 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/47-2010 (5019247816) 
 羽村市  201104  ゼンリン 2011.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/50-2011 (5020833610) 

 羽村市  201204  ゼンリン 2012.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/50-2012 (7100736428) 

 羽村市  201304  ゼンリン 2013.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/50-2013 (7102370893) 

東久留米市 

 ◆ 東京都全住宅案内図帳 久留米町  住宅協会∥編  住宅協会  [1962?] 

 R/0920/Z996/T2-26 (1125517841) 
 ◆ 久留米町全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空  1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-42 (1120391738) 
 ◆ 東久留米市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-45 (1124344727) 
 東久留米市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第3]-45) 

 DRT/0・290/35/3-45 (1124345573) 
 ◆ 東久留米市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空   1976 (東京都航空住宅地図帳 

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-45 (1124338247) 
 東久留米市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 

東京都 [第1]-45) 

 DRT/0・290/35/1-45 (1124343819) 
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 東久留米市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 

東京都 [第2]-45) 

 DRT/0・290/35/2-45 (1124344988) 
 東久留米市     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-45) 

 DRT/0・290/35/5-45-83 (1120687393) 
 東久留米市     ゼンリン  1986 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-45) 

 DRT/0・290/35/5-45 (1124358698) 
 東久留米市     ゼンリン  1987.9 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-45-87) 

 DRT/0・290/35/6-45-87 (1123736491) 
 東久留米市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-45) 

 DRT/0・290/35/6-45 (1123369490) 
 DRT/0・290/35/6-45A (1123724801) 

 東久留米市     ゼンリン  1990.4 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 45) 

 DRT/0・290/35/7-45-90 (1124262935) 
 ブルーマップ東久留米市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報

センター  1991.6 

 DRT/0・290/105/91-45 (1124523693) 
 東久留米市     ゼンリン  1993.5 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 45) 

 DRT/0・290/35/8-45-93 (1125850717) 

 東久留米市     ゼンリン  1995.8 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 45) 

 DRT/0・290/35/9-45-96 (1128066225) 
 東久留米市  1999   ゼンリン  1999.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 45) 

 DRT/0・290/35/10-45-99 (5000159989) 

 東久留米市  2001   ゼンリン  2001.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 45) 

 DRT/290.3/5022/45-2001 (5003149888) 
 東久留米市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2003.3 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/43-2003 (5008780382) 
 東久留米市  200401   ゼンリン  2004.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 45) 

 DRT/290.3/5022/45-2004 (5008762713) 
 東久留米市  200801   ゼンリン  2008.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 [45]) 

 DRT/290.3/5022/45-2008 (5014904574) 
 東久留米市  201001  ゼンリン 2010.1 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/45-2010 (5018610368) 
 東久留米市 201006 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.6(ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/43-2010 (5018865115) 
 東久留米市  201101  ゼンリン 2011.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/45-2011 (5020351441) 
 東久留米市  201201  ゼンリン 2012.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/45-2012 (7100411941) 
 東久留米市  201301  ゼンリン 2013.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/45-2013 (7101924816) 
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 東久留米市  201306 ゼンリン 2013.6 (ブルーマップ 2) 

 DRT/290.3/5058/43-2013 (7102919356) 
 東久留米市  201401  ゼンリン 2014.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/45-2014 (7103735157) 

東村山市 

 ◆ 東京都全住宅案内図帳 東村山町  住宅協会∥編  住宅協会  [1962?] 

 R/0920/Z996/T2-27 (1125517850) 
 ◆ 東村山市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-36 (1123717772) 
 ◆ 東村山市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-36 (1124344638) 
 東村山市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第3]-36) 

 DRT/0・290/35/3-36 (1124345500) 
 ◆ 東村山市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-36 (1124338158) 
 東村山市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-36) 

 DRT/0・290/35/1-36 (1124343720) 

 東村山市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第2]-36) 

 DRT/0・290/35/2-36 (1124344899) 
 東村山市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-36) 

 DRT/0・290/35/5-36-84 (1120687446) 
 東村山市     ゼンリン  1985 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-36) 

 DRT/0・290/35/5-36 (1124358606) 
 東村山市     ゼンリン  1987.7 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-36-88) 

 DRT/0・290/35/6-36-87 (1123736400) 
 東村山市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-36) 

 DRT/0・290/35/6-36 (1123369409) 
 DRT/0・290/35/6-36A (1123724712) 

 東村山市     ゼンリン  1990.8 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1991 36) 

 DRT/0・290/35/7-36-91 (1124262855) 
 ブルーマップ東村山市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報セ

ンター  1991.11 

 DRT/0・290/105/91-36 (1124523521) 
 東村山市     ゼンリン  1992.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 36) 

 DRT/0・290/35/8-36-93 (1125850548) 
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 東村山市     ゼンリン  1995.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 36) 

 DRT/0・290/35/9-36-96 (1128065907) 
 東村山市  1998   ゼンリン  1997.12 (ゼンリン住宅地図 東京都 36) 

 DRT/0・290/35/10-36-98 (1128744576) 
 東村山市  200210   ゼンリン  2002.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 36) 

 DRT/290.3/5022/36-2002 (5006019170) 
 東村山市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2002.12 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/36-2002 (5008780177) 
 東村山市  200710   ゼンリン  2007.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 [36]) 

 DRT/290.3/5022/36-2007 (5014473082) 
 東村山市  200903 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター 2009.3 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/36-2009 (5017121771) 
 東村山市  200910   ゼンリン  2009.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 [36]) 

 DRT/290.3/5022/36-2009 (5017769221) 
 東村山市  201010  ゼンリン 2010.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/36-2010 (5019519489) 
 東村山市  201103 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.3 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/36-2011 (5020351450) 
 東村山市  201110  ゼンリン 2011.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/36-2011 (7100077647) 

 東村山市  201210  ゼンリン 2012.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/36-2012 (7101430173) 
 東村山市  201310  ゼンリン 2013.10 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/36-2013 (7103324385) 

 

東大和市 （大和町） 

◆  村山・大和町   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-10 (1125517592) 
◆  大和町全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-44 (1120391756) 
 ◆ 東大和市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-43 (1124344709) 
 東大和市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第3]-43) 

 DRT/0・290/35/3-43 (1124345555) 
 ◆ 東大和市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-43 (1124338229) 
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 東大和市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第1]-43) 

 DRT/0・290/35/1-43 (1124343793) 
 東大和市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1981 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-43) 

 DRT/0・290/35/2-43 (1124344960) 
 東大和市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-43) 

 DRT/0・290/35/5-43-84 (1120687811) 
 東大和市     ゼンリン  1986 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-43) 

 DRT/0・290/35/5-43 (1124358670) 
 DRT/0・290/35/5-43A (1123736473) 

 東大和市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-43) 

 DRT/0・290/35/6-43 (1123369472) 
 DRT/0・290/35/6-43A (1123724786) 

 東大和市     ゼンリン  1990.1 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 43) 

 DRT/0・290/35/7-43-90 (1124262917) 
 ブルーマップ東大和市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報セ

ンター  1991.11 

 DRT/0・290/105/91-43 (1124523450) 
 東大和市     ゼンリン  1992.12 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 43) 

 DRT/0・290/35/8-43-93 (1125850600) 
 東大和市     ゼンリン  1996.1 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 43) 

 DRT/0・290/35/9-43-96 (1128066118) 
 東大和市  1999   ゼンリン  1999.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 43) 

 DRT/0・290/35/10-43-99 (5000159960) 

 東大和市  2001   ゼンリン  2001.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 43) 

 DRT/290.3/5022/43-2001 (5003149860) 
 東大和市  200404   ゼンリン  2004.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 43) 

 DRT/290.3/5022/43-2004 (5009478097) 
 東大和市  200611 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2006.11 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/41-2006 (5016615051) 
 東大和市  200704   ゼンリン  2007.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [43]) 

 DRT/290.3/5022/43-2007 (5014215210) 
 東大和市  200904   ゼンリン  2009.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [43]) 

 DRT/290.3/5022/43-2009 (5017121708) 
 東大和市  201004  ゼンリン 2010.4 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/43-2010 (5018865090) 
 東大和市  201009 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.9 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/41-2010 (5019247807) 
 東大和市  201104  ゼンリン 2011.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/43-2011 (5020833594) 
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 東大和市  201204  ゼンリン 2012.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/43-2012 (7100736419) 
 東大和市  201304  ゼンリン 2013.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/43-2013 (7102370884) 

日野市 

 ◆ 日野町   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-9 (1125517583) 
 ◆ 日野市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-35 (1123717763) 
 ◆ 日野市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-35 (1124344629) 
 ◆ 日野市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-35 (1124338149) 
 日野市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-35) 

 DRT/0・290/35/1-35 (1124343710) 

 日野市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-35) 

 DRT/0・290/35/2-35 (1124344880) 
 日野市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-35) 

 DRT/0・290/35/5-35-84 (1120687830) 
 日野市     ゼンリン  [1985.12] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-35-86) 

 DRT/0・290/35/5-35 (1124358590) 

 日野市     ゼンリン  1987.12 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-35-87) 

 DRT/0・290/35/6-35-87 (1123736393) 
 日野市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-35) 

 DRT/0・290/35/6-35 (1123369392) 
 DRT/0・290/35/6-35A (1123724703) 

 日野市     ゼンリン  1989.12 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 35) 

 DRT/0・290/35/7-35-90 (1124262775) 
 ブルーマップ日野市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.12 

 DRT/0・290/105/91-35 (1124523530) 
 日野市     ゼンリン  1992.12 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 35) 

 DRT/0・290/35/8-35-93 (1125850539) 
 日野市     ゼンリン  1995.12 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 35) 

 DRT/0・290/35/9-35-96 (1128065916) 
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 日野市  1998   ゼンリン  1998.3 (ゼンリン住宅地図 東京都 35) 

 DRT/0・290/35/10-35-98 (1128744638) 
 日野市  2001   ゼンリン  2001.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 35) 

 DRT/290.3/5022/35-2001 (5003149547) 
 日野市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター   2003.3 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/35-2003 (5008780444) 
 日野市  200312   ゼンリン  2003.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 35) 

 DRT/290.3/5022/35-2003 (5009477939) 
 日野市  200712   ゼンリン  2007.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 [35]) 

 DRT/290.3/5022/35-2007 (5014904556) 
 日野市  200804 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.4 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/35-2008 (5017579853) 
 日野市  200912  ゼンリン 2009.12 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/35-2009 (5018118458) 
 日野市  201012  ゼンリン 2010.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/35-2010 (5020010890) 
 日野市  201112  ゼンリン 2011.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/35-2011 (7100302400) 
 日野市  201205 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2012.5 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/35-2012 (7100946686) 
 日野市  201212  ゼンリン 2012.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/35-2012 (7101476421) 
 日野市  201312  ゼンリン 2013.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/35-2013 (7103660403) 

府中市 

 ◆ 府中市   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-5 (1125517547) 
 ◆ 府中市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-29 (1123676508) 
 府中市   住宅地図出版社∥[編]  住宅地図出版社  1972.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[1972]-29) 

 DRT/0・290/35/1-29-72 (1128074272) 
 ◆ 府中市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-29 (1124344558) 
 府中市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1975 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第4]-29) 

 DRT/0・290/35/4-29 (1124351006) 
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 ◆ 府中市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-29 (1124338078) 
 府中市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1978 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-29) 

 DRT/0・290/35/1-29 (1124343640) 
 府中市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-29) 

 DRT/0・290/35/2-29 (1124344208) 
 府中市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-29) 

 DRT/0・290/35/5-29-84 (1120687428) 
 府中市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-29) 

 DRT/0・290/35/5-29 (1124358544) 
 府中市     ゼンリン  1986.9 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-29-86) 

 DRT/0・290/35/5-29-86 (1123736348) 
 府中市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-29) 

 DRT/0・290/35/6-29 (1123369347) 
 府中市     ゼンリン  1989 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-29-89) 

 DRT/0・290/35/6-29-89 (1123724632) 
 東京の住宅地図 府中市  セイコ-社∥編  セイコー社 1989.4 (シリ-ズ 29) 

 RT/0・290/71/29 (1123720544) 
 府中市     ゼンリン  1990.4 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 29) 

 DRT/0・290/35/7-29-90 (1124262720) 
 ブルーマップ府中市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.7 

 DRT/0・290/105/91-29 (1124523601) 
 府中市 東部     ゼンリン  1993.3 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 29-1) 

 DRT/0・290/35/8-29-1-93 (1125850468) 

 府中市 西部     ゼンリン  1993.3 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 29-2) 

 DRT/0・290/35/8-29-2-93 (1125850477) 
 府中市   セイコ-社∥編  第2版 セイコー社 1996.3 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 29) 

 /74・23E/3/96A (1115349715) 
 府中市     ゼンリン  1996.3 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 29) 

 DRT/0・290/35/9-29-96 (1128065881) 
 府中市  1997   ゼンリン  1997.9 (ゼンリン住宅地図 東京都 29) 

 DRT/0・290/35/10-29-97 (1128744520) 
 府中市  200206   ゼンリン  2002.6 (ゼンリン住宅地図   東京都 29) 

 DRT/290.3/5022/29-2002 (5005105176) 
 府中市  200709   ゼンリン  2007.9 (ゼンリン住宅地図   東京都 [29]) 

 DRT/290.3/5022/29-2007 (5014215195) 
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 府中市  200801 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.1 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/29-2009 (5016614967) 
 府中市  200909   ゼンリン  2009.9 (ゼンリン住宅地図   東京都 [29]) 

 DRT/290.3/5022/29-2009 (5017769197) 
 府中市  201002 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター2010.2 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/29-2010 (5019247772) 
 府中市  201009  ゼンリン 2010.9 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/29-2010 (5019519460) 
 府中市  201109  ゼンリン 2011.9 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/29-2011 (5021426233) 
 府中市  201202 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2012.2 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/29-2012 (7100736339) 
 府中市  201209  ゼンリン 2012.9 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/29-2012 (7101430164) 
 府中市  201309  ゼンリン 2013.9 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT290.3/5022/29-2013 (7103324349) 

 

福生市 （福生町） 

 ◆ 福生町全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-45 (1120391765) 
 ◆ 福生市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-41 (1124344683) 
 福生市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1973 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-41) 

 DRT/0・290/35/3-41 (1124345537) 

 ◆ 福生市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-41 (1124338200) 
 福生市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-41) 

 DRT/0・290/35/1-41 (1124343775) 
 福生市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-41) 

 DRT/0・290/35/2-41 (1124344941) 
 福生市     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-41) 

 DRT/0・290/35/5-41-83 (1120687482) 
 福生市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-41) 

 DRT/0・290/35/5-41 (1124358651) 
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 福生市     ゼンリン  1987.7 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-41-87) 

 DRT/0・290/35/6-41-87 (1123736455) 
 福生市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-41) 

 DRT/0・290/35/6-41 (1123369454) 
 DRT/0・290/35/6-41A (1123724768) 

 ブルーマップ福生市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.9 

 DRT/0・290/105/91-41 (1124523479) 
 福生市     ゼンリン  1992.6 (ゼンリン住宅地図  東京都 1992 41) 

 DRT/0・290/35/8-41-92 (1125850593) 
 福生市     ゼンリン  1996.5 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 41) 

 DRT/0・290/35/9-41-96 (1128066056) 
 福生市  2000   ゼンリン  1999.10 (ゼンリン住宅地図   東京都 41) 

 DRT/0・290/35/10-41-2000 (5000159942) 
 福生市  200207   ゼンリン  2002.7 (ゼンリン住宅地図   東京都 41) 

 DRT/290.3/5022/41-2002 (5005105274) 
 福生市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター   2003.7 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/39-2003 (5008780328) 
 福生市  200405   ゼンリン  2004.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 41) 

 DRT/290.3/5022/41-2004 (5009477993) 
 福生市  200704   ゼンリン  2007.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [41]) 

 DRT/290.3/5022/41-2007 (5014215112) 

 福生市  200904   ゼンリン  2009.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [41]) 

 DRT/290.3/5022/41-2009 (5017121691) 
 福生市  201004  ゼンリン 2010.4 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/41-2010 (5019519498) 
 福生市  201009 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.9 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/39-2010 (5019247790) 

 福生市  201104  ゼンリン 2011.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/41-2011 (5020833585) 
 福生市  201204  ゼンリン 2012.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/41-2012 (7100844309) 
 福生市  201304  ゼンリン 2013.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/41-2013 (7102370875) 

町田市 

 ◆ 町田市全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-32-1 (1123676535) 
 ◆ 町田市別版   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-32-2 (1123676544) 
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 ◆ 町田市 市街版  公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度

版 [32-1]) 

 RT/0・290/5/73-32-1 (1124344585) 
 ◆ 町田市 別版  公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度版 

[第32-2]) 

 RT/0・290/5/73-32-2 (1124344594) 
 町田市 南部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版   1973 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第3]-32) 

 DRT/0・290/35/3-32-1 (1124345466) 
 町田市 東部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版   1973 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第3]-32) 

 DRT/0・290/35/3-32-2 (1124345475) 
 町田市 西部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版   1973 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第3]-32) 

 DRT/0・290/35/3-32-3 (1124345484) 
 ◆ 町田市 市街版  公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図

帳 昭和51年版 [第32-1]) 

 RT/0・290/5/76-32-1 (1124338102) 
 ◆ 町田市 別版  公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空   1976 (東京都航空住宅地図帳 

昭和51年版 [第32-2]) 

 RT/0・290/5/76-32-2 (1124338111) 
 町田市 南部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版   1978 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第1]-32) 

 DRT/0・290/35/1-32-1 (1124343677) 
 町田市 北部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版   1978 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第1]-32) 

 DRT/0・290/35/1-32-2 (1124343686) 
 町田市 南部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版   1981 (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第2]-32) 

 DRT/0・290/35/2-32-1 (1124344843) 
 町田市 北部   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版   [1981] (ゼンリンの住宅地図  

東京都 [第2]-32) 

 DRT/0・290/35/2-32-2 (1124344852) 

 町田市 南部     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第5]-32) 

 DRT/0・290/35/5-32-1 (1120687956) 
 町田市 北部     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第5]-32-[2]) 

 DRT/0・290/35/5-32-2 (1120687947) 
 町田市〈南部〉     ゼンリン  1987.10 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-32-1-87) 

 DRT/0・290/35/6-32-1-87 (1123736268) 
 町田市〈北部〉     ゼンリン  1987.10 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-32-2-87) 

 DRT/0・290/35/6-32-2-87 (1123736277) 
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 町田市(南部)     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-32-1) 

 DRT/0・290/35/6-32-1 (1123364082) 
 DRT/0・290/35/6-32-1A (1123724660) 

 町田市(北部)     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図  東京都 [第6]-32-2) 

 DRT/0・290/35/6-32-2 (1123364091) 
 DRT/0・290/35/6-32-2A (1123724679) 

 東京町田市 北部  セイコ-社∥編 セイコー社 1989.11 (東京の住宅地図シリ-ズ はいまっぷ 31) 

 RT/0・290/3021/31 (1123732760) 
 東京町田市 南部  セイコ-社∥編 セイコー社 1989.11 (東京の住宅地図シリ-ズ はいまっぷ 31) 

 RT/0・290/3021/32 (1123732741) 
 東京町田市 西部  セイコ-社∥編 セイコー社 1989.11 (東京の住宅地図シリ-ズ はいまっぷ 31) 

 RT/0・290/3021/33 (1123732750) 
 町田市 南部     ゼンリン  1990.8 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 32-1) 

 DRT/0・290/35/7-32-1-90 (1124262748) 
 町田市 北部     ゼンリン  1990.8 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 32-2) 

 DRT/0・290/35/7-32-2-90 (1124262757) 
 ブルーマップ町田市〈南部〉 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法

情報センター  1991.11 

 DRT/0・290/105/91-32-1 (1124523577) 
 ブルーマップ町田市〈北部〉 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法

情報センター  1991.11 

 DRT/0・290/105/91-32-2 (1124523568) 
 町田市 南部     ゼンリン  1992.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 32-1) 

 DRT/0・290/35/8-32-1-93 (1125850501) 
 町田市 北部     ゼンリン  1992.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 32-2) 

 DRT/0・290/35/8-32-2-93 (1125850510) 
 町田市 南部     ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 32-1) 

 DRT/0・290/35/9-32-1-96 (1128065970) 
 町田市 北部     ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 32-2) 

 DRT/0・290/35/9-32-2-96 (1128065980) 
 町田市 南部  1998   ゼンリン  1998.1 (ゼンリン住宅地図 東京都 32-1) 

 DRT/0・290/35/10-32-1-98 (1128744610) 

 町田市 北部  1998   ゼンリン  1998.1 (ゼンリン住宅地図 東京都 32-2) 

 DRT/0・290/35/10-32-2-98 (1128744647) 
 町田市  <南部> 2001   ゼンリン  2000.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 32-1) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2001 (5003345960) 
 町田市  <北部> 2001   ゼンリン  2000.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 32-2) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2001 (5003345979) 
 町田市  <南部> 200212   ゼンリン  2002.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 32-1) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2002 (5006017828) 
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 町田市  <北部> 200212   ゼンリン  2002.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 32-2) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2002 (5006018208) 
 町田市<南部>  2004 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2004.2 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/32-1-2004 (5008780702) 
 町田市<北部>  2004 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2004.2 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/32-2-2004 (5008780533) 
 町田市  1 <南部> 200612   ゼンリン  2006.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 [32-1]) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2006 (5014215257) 
 町田市  2 <北部> 200612   ゼンリン  2006.12 (ゼンリン住宅地図   東京都 [32-2]) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2006 (5014215248) 
 町田市  1 〈南部〉 200803 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.3 (ブ

ルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/32-1-2008 (5017579826) 
 町田市  2 〈北部〉 200803 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2008.3 (ブ

ルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/32-2-2008 (5017579835) 
 町田市  1 〈南部〉 200912  ゼンリン 2009.12 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2009 (5018118430) 
 町田市  2 〈北部〉 200912  ゼンリン 2009.12 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2009 (5018118449) 
 町田市 1 南部  201012  ゼンリン 2010.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2010 (5020010872) 
 町田市 2 北部  201012  ゼンリン 2010.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2010 (5020010881) 
 町田市 1 南部    201105  エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.5 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/32-1-2011 (5020833647) 
 町田市 2 北部  201105  エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.5 (ブルーマップ) 

 DRT/290.3/5058/32-2-2011 (5020833656) 
 町田市 1 南部 201112  ゼンリン 2011.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2011 (7100302384) 
 町田市 2 北部 201112  ゼンリン 2011.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2011 (7100302393) 

 町田市 1 南部 201212  ゼンリン 2012.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2012 (7101476430) 
 町田市 2 北部 201212  ゼンリン 2012.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2012 (7101476440) 
 町田市 1 南部  201305 ゼンリン 2013.5 (ブルーマップ ) 

 DRT/290.3/5058/32-1-2013 (7102544787) 
 町田市 2 北部  201305 ゼンリン 2013.5 (ブルーマップ ) 

 DRT/290.3/5058/32-2-2013 (7102544796) 
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 町田市 1 南部 201312  ゼンリン 2013.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-1-2013 (7103660388) 
 町田市 2 北部 201312  ゼンリン 2013.12 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/32-2-2013 (7103660397) 

三鷹市 

 ◆ 三鷹市   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-2 (1125517510) 
 ◆ 三鷹市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-27 (1123676482) 
 ◆ 三鷹市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図  昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-27 (1124344520) 
 ◆ 三鷹市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-27 (1124338040) 
 三鷹市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1978 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第1]-27) 

 DRT/0・290/35/1-27 (1124343621) 
 三鷹市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-27) 

 DRT/0・290/35/2-27 (1124344182) 
 三鷹市     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-27) 

 DRT/0・290/35/5-27-84 (1120687437) 
 三鷹市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-27) 

 DRT/0・290/35/5-27 (1124329533) 

 三鷹市  1988   ゼンリン  1987.11 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-27) 

 DRT/0・290/35/6-27 (1123369338) 
 DRT/0・290/35/6-27A (1123724614) 
 DRT/0・290/35/6-27B (1123736339) 

 三鷹市   セイコ-社∥編  セイコー社 1988.6 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 26) 

 RT/0・290/3021/26 (1124249924) 

 三鷹市     ゼンリン  1989.10 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1990 27) 

 DRT/0・290/35/7-27-90 (1124262701) 
 ブルーマップ三鷹市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.6 

 DRT/0・290/105/91-27 (1124523325) 
 三鷹市     ゼンリン  1992.11 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 27) 

 DRT/0・290/35/8-27-93 (1125850440) 
 三鷹市   セイコ-社∥編  第2版 セイコー社 1996.2 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 26) 

 /76・23E/3/96A (1115349733) 

 



【先頭に◆印のある住宅地図はマイクロフィルムです】 
 

- 95 - 
 

 三鷹市     ゼンリン  1996.4 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 27) 

 DRT/0・290/35/9-27-96 (1128065999) 
 三鷹市  1998   ゼンリン  1997.12 (ゼンリン住宅地図 東京都 27) 

 DRT/0・290/35/10-27-98 (1128744558) 
 三鷹市  2001   ゼンリン  2001.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 27) 

 DRT/290.3/5022/27-2001 (5003149322) 
 三鷹市  200403   ゼンリン  2004.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 27) 

 DRT/290.3/5022/27-2004 (5009477115) 
 三鷹市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター   2004.9 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/27-2004 (5013325989) 
 三鷹市  200803   ゼンリン  2008.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 [27]) 

 DRT/290.3/5022/27-2008 (5015038086) 
 三鷹市  200908 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2009.8 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/27-2009 (5017579808) 
 三鷹市  201003  ゼンリン 2010.3 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/27-2010 (5018865062) 
 三鷹市  201103  ゼンリン 2011.3 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/27-2011 (5020351488) 
 三鷹市  201108 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.8 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/27-2011 (5021426251) 
 三鷹市  201203  ゼンリン 2012.3 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/27-2012 (7100736384) 
 三鷹市  201303  ゼンリン 2013.3 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/27-2013 (7102370857) 

 三鷹市  201308 ゼンリン 2013.8 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/27-2013 (7103033397) 

武蔵野市 

 ◆ 武蔵野市   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-1 (1125517500) 
 ◆ 武蔵野市全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-26 (1123676473) 

 武蔵野市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1972 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第3]-26) 

 DRT/0・290/35/3-26 (1124345448) 
 ◆ 武蔵野市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-26 (1124344511) 
 武蔵野市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1976 (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-26) 

 DRT/0・290/35/1-26 (1124343612) 
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 ◆ 武蔵野市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-26 (1124338031) 
 武蔵野市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第2]-26) 

 DRT/0・290/35/2-26 (1124344173) 
 武蔵野市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-26) 

 DRT/0・290/35/5-26 (1124351329) 
 DRT/0・290/35/5-26A (1120687867) 

 武蔵野市     ゼンリン  1987.9 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-26-87) 

 DRT/0・290/35/6-26-87 (1123736320) 
 武蔵野市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-26) 

 DRT/0・290/35/6-26 (1123369329) 
 DRT/0・290/35/6-26A (1123724605) 

 武蔵野市   セイコ-社∥編  セイコー社 1988.6 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 25) 

 RT/0・290/3021/25 (1124249915) 
 ブルーマップ武蔵野市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報セ

ンター  1991.3 

 DRT/0・290/105/91-26 (1124523334) 
 武蔵野市     ゼンリン  1993.6 (ゼンリン住宅地図 東京都 1993 26) 

 DRT/0・290/35/8-26-93 (1125858798) 
 武蔵野市     ゼンリン  1995.8 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 26) 

 DRT/0・290/35/9-26-96 (1128066154) 
 武蔵野市   セイコ-社∥編  第2版 セイコー社 1996.2 (東京の住宅地図シリ-ズ はい・まっぷ 

25) 

 /77・23E/3/96A (1115349680) 
 武蔵野市  1998   ゼンリン  1998.5 (ゼンリン住宅地図 東京都 26) 

 DRT/0・290/35/10-26-98 (1128744487) 
 武蔵野市  2001   ゼンリン  2001.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 26) 

 DRT/290.3/5022/26-2001 (5003149190) 
 武蔵野市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2003.6 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/26-2003 (5008780767) 
 武蔵野市  200403   ゼンリン  2004.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 26) 

 DRT/290.3/5022/26-2004 (5009477008) 

 武蔵野市  200803   ゼンリン  2008.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 [26]) 

 DRT/290.3/5022/26-2008 (5015038077) 
 武蔵野市  200908 エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター 2009.8 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/26-2009 (5017579791) 
 武蔵野市  201003  ゼンリン 2010.3 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/26-2010 (5018865053) 

 



【先頭に◆印のある住宅地図はマイクロフィルムです】 
 

- 97 - 
 

 武蔵野市  201103  ゼンリン 2011.3 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/26-2011 (5020351479) 
 武蔵野市  201108 エム・アール・シー∥調査・編集 ゼンリン 2011.8 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/26-2011 (5021426242) 
 武蔵野市  201203  ゼンリン 2012.3 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/26-2012 (7100736375) 
 武蔵野市  201303  ゼンリン 2013.3 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/26-2013 (7102370848) 

 武蔵野市  201308 ゼンリン 2013.8 (ブルーマップ2 ) 

 DRT/290.3/5058/26-2013 (7103033388) 
 

武蔵村山市 （村山町） 

 ◆ 村山・大和町   住宅協会∥編  住宅協会  [1962] (三多摩地区商工住宅名鑑) 

 R/0920/Z996/S1-10 (1125517592) 
 ◆ 村山町全区   公共施設地図航空株式会社∥編 公共施設地図航空 1969 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-43 (1120391747) 
 ◆ 武蔵村山市   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-46 (1124344736) 
 武蔵村山市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1974 (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第3]-46) 

 DRT/0・290/35/3-46 (1124345582) 

 ◆ 武蔵村山市   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空   1976 (東京都航空住宅地図帳 

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-46 (1124338256) 
 武蔵村山市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979 (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第1]-46) 

 DRT/0・290/35/1-46 (1124343828) 
 武蔵村山市   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1982] (ゼンリンの住宅地図  

東京都[第2]-46) 

 DRT/0・290/35/2-46 (1124344997) 
 武蔵村山市     ゼンリン  1983 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-46) 

 DRT/0・290/35/5-46-84 (1120687820) 
 武蔵村山市     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-46) 

 DRT/0・290/35/5-46 (1124358704) 
 武蔵村山市     ゼンリン  1987.6 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-46-87) 

 DRT/0・290/35/6-46-87 (1123736508) 

 武蔵村山市     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-46) 

 DRT/0・290/35/6-46 (1123369507) 
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 武蔵村山市     ゼンリン  1989 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-46-89) 

 DRT/0・290/35/6-46-89 (1123724810) 
 武蔵村山市     ゼンリン  1991.8 (ゼンリン住宅地図  東京都 1991 46) 

 DRT/0・290/35/8-46-91 (1125850628) 
 ブルーマップ武蔵村山市 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画  民事法情報

センター  1991.10 

 DRT/0・290/105/91-46 (1124523684) 
 武蔵村山市     ゼンリン  1995.9 (ゼンリン住宅地図  東京都 1996 46) 

 DRT/0・290/35/9-46-96 (1128066136) 
 武蔵村山市  1999   ゼンリン  1999.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 46) 

 DRT/0・290/35/10-46-99 (5000159998) 
 武蔵村山市  2001   ゼンリン  2001.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 46) 

 DRT/290.3/5022/46-2001 (5003346330) 
 武蔵村山市  2003   ゼンリン  2002.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 46) 

 DRT/290.3/5022/46-2003 (5005105470) 
 武蔵村山市   エム・アール・シー∥調査・編集  民事法情報センター  2003.9 (ブルーマップ2) 

 DRT/290.3/5058/44-2003 (5008780417) 
 武蔵村山市  200403   ゼンリン  2004.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 46) 

 DRT/290.3/5022/46-2004 (5009478121) 
 武蔵村山市  200801   ゼンリン  2008.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 [46]) 

 DRT/290.3/5022/46-2008 (5014904583) 
 武蔵村山市  201001  ゼンリン 2010.1 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/46-2010 (5018610377) 
 武蔵村山市  201006 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター2010.6 (ブルーマップ 2) 

 DRT/290.3/5058/44-2010 (5018865124) 
 武蔵村山市  201101  ゼンリン 2011.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/46-2011 (5020833600) 
 武蔵村山市  201201  ゼンリン 2012.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/46-2012 (7100411950) 

 武蔵村山市  201301  ゼンリン 2013.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/46-2013 (7101924825) 
 武蔵村山市  201401  ゼンリン 2014.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/46-2014 (7103735148) 

奥多摩町 

 ◆ 奥多摩町全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970.6 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-53 (1120391845) 

 ◆ 奥多摩町   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-55 (1124344834) 
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 奥多摩町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1975] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第4]-55) 

 DRT/0・290/35/4-55 (1124363740) 
 ◆ 奥多摩町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-55 (1124338345) 
 奥多摩町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1979.11 (ゼンリンの住宅地図 

東京都 [第1]-55) 

 DRT/0・290/35/1-55 (1124345081) 
 奥多摩町     ゼンリン  1984 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-55) 

 DRT/0・290/35/5-55-84 (1120687320) 
 奥多摩町     ゼンリン  [1986] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-55) 

 DRT/0・290/35/5-55 (1124358787) 
 DRT/0・290/35/5-55A (1123736571) 

 奥多摩町     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-55) 

 DRT/0・290/35/6-55 (1123369580) 
 DRT/0・290/35/6-55A (1123724900) 

 奥多摩町     ゼンリン  1991.9 (ゼンリン住宅地図 東京都 1991 55) 

 DRT/0・290/35/7-55-91 (1124595093) 
 奥多摩町     ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図 東京都  55) 

 DRT/0・290/35/9-55-96 (1128066092) 
 奥多摩町  [1999]   ゼンリン  1999.5 (ゼンリン住宅地図 東京都 55) 

 DRT/0・290/35/10-55-99 (5000160077) 

 奥多摩町  200402   ゼンリン  2004.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 55) 

 DRT/290.3/5022/55-2004 (5009478328) 
 奥多摩町； 西多摩郡 200702   ゼンリン  2007.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 [55]) 

 DRT/290.3/5022/55-2007 (5016898289) 
 奥多摩町  201005  ゼンリン 2010.5 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/55-2010 (5018610439) 

日の出町 

 ◆ 日の出村   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-54 (1120391854) 
 ◆ 日の出村   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-52 (1124344807) 
 日の出町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1974] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第3]-52) 

 DRT/0・290/35/3-52 (1124345644) 

 ◆ 日の出町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-52 (1124338318) 
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 日の出町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版 1979.10 (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第1]-52) 

 DRT/0・290/35/1-52 (1124343882) 
 DRT/0・290/35/1-52A (1124343891) 
 DRT/0・290/35/1-52B (1120687348) 

 日の出町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東

京都 [第2]-52) 

 DRT/0・290/35/2-52 (1124345054) 
 日の出町     ゼンリン  [1985] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-52) 

 DRT/0・290/35/5-52 (1124358769) 
 日の出町     ゼンリン  1987 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-52) 

 DRT/0・290/35/6-52 (1123369561) 
 DRT/0・290/35/6-52A (1123724875) 

 日の出町     ゼンリン  1990.2 (ゼンリンの住宅地図 東京都 1990 52) 

 DRT/0・290/35/7-52-90 (1124262953) 
 日の出町     ゼンリン  1992.10 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 52) 

 DRT/0・290/35/8-52-93 (1125850682) 
 日の出町     ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図 東京都 52) 

 DRT/0・290/35/9-52-96 (1128066083) 
 日の出町  1998   ゼンリン  1998.7 (ゼンリン住宅地図 東京都 52) 

 DRT/0・290/35/10-52-98 (5000160059) 
 日の出町  2002   ゼンリン  2002.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 52) 

 DRT/290.3/5022/52-2002 (5005105793) 
 日の出町  200401   ゼンリン  2004.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 52) 

 DRT/290.3/5022/52-2004 (5009478300) 
 日の出町； 西多摩郡 200804   ゼンリン  2008.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 [52]) 

 DRT/290.3/5022/52-2008 (5016898224) 
 日の出町； 西多摩郡 201004  ゼンリン 2010.4 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/52-2010 (5018610410) 
 日の出町； 西多摩郡 201204  ゼンリン 2012.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/52-2012 (7100844318) 
 日の出町； 西多摩郡 201304  ゼンリン 2013.4 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/52-2013 (7102544778) 

瑞穂町 

 ◆ 瑞穂町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  [1969] (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-51 (1120391827) 
 ◆ 瑞穂町   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1972 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-51 (1124344790) 
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 瑞穂町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1973 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第3]-51) 

 DRT/0・290/35/3-51 (1124345635) 
 ◆ 瑞穂町   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳  

昭和51年版) 

 RT/0・290/5/76-51 (1124338309) 
 瑞穂町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-51) 

 DRT/0・290/35/1-51 (1124343873) 
 瑞穂町   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  1980 (ゼンリンの住宅地図 東京都 

[第2]-51) 

 DRT/0・290/35/2-51 (1124345045) 
 瑞穂町     ゼンリン  [1984] (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-51) 

 DRT/0・290/35/5-51 (1124358750) 
 DRT/0・290/35/5-51A (1120687455) 

 瑞穂町     ゼンリン  1986.12 (ゼンリンの住宅地図  東京都[第5]-51-86) 

 DRT/0・290/35/5-51-86 (1123736553) 
 瑞穂町     ゼンリン  1988 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第6]-51) 

 DRT/0・290/35/6-51 (1123369552) 
 DRT/0・290/35/6-51A (1123724866) 

 瑞穂町     ゼンリン  1990.9 (ゼンリンの住宅地図  東京都 1991 51) 

 DRT/0・290/35/7-51-91 (1124595075) 
 ブルーマップ瑞穂町 住居表示地番対照住宅地図 1991 民事法情報センター∥企画   民事法情報セン

ター  1991.8 

 DRT/0・290/105/91-51 (1124523639) 
 瑞穂町     ゼンリン  1993.3 (ゼンリン住宅地図  東京都 1993 51) 

 DRT/0・290/35/8-51-93 (1125850673) 
 瑞穂町     ゼンリン  1995.3 (ゼンリン住宅地図  東京都 1995 51) 

 DRT/0・290/35/9-51-95 (1128066172) 
 瑞穂町  1999   ゼンリン  1999.5 (ゼンリン住宅地図 東京都 51) 

 DRT/0・290/35/10-51-99 (5000160040) 
 瑞穂町  2001   ゼンリン  2001.4 (ゼンリン住宅地図   東京都 51) 

 DRT/290.3/5022/51-2001 (5005105766) 
 瑞穂町  200303   ゼンリン  2003.3 (ゼンリン住宅地図   東京都 51) 

 DRT/290.3/5022/51-2003 (5009478293) 
 瑞穂町； 西多摩郡 200805   ゼンリン  2008.5 (ゼンリン住宅地図   東京都 [51]) 

 DRT/290.3/5022/51-2008 (5016898206) 

 瑞穂町； 西多摩郡 201005  ゼンリン 2010.5 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/51-2010 (5018610401) 
 西多摩郡瑞穂町  201010 エム・アール・シー∥調査・編集 民事法情報センター 2010.10 (ブルー

マップ2)  

 DRT/290.3/5058/50-2010 (5019783650) 
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 瑞穂町； 西多摩郡 201205  ゼンリン 2012.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/51-2012 (7100844372) 
 瑞穂町； 西多摩郡 201305  ゼンリン 2013.5 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/51-2013 (7102912210) 

檜原村 

 ◆ 桧原村全区   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1970 (全住宅案内地図帳) 

 R/0920/K7491/Z1-55 (1120391863) 
 ◆ 桧原村   公共施設地図航空∥編  公共施設地図航空  1973 (全航空住宅地図 昭和48年度版) 

 RT/0・290/5/73-54 (1124344825) 
 檜原村   日本住宅地図出版株式会社∥[編]  日本住宅地図出版  [1976?] (ゼンリンの住宅地図 

東京都 [第1]-54) 

 DRT/0・290/35/1-54-76 (1120687339) 
 ◆ 桧原村   公共施設地図航空株式会社∥編  公共施設地図航空  1976 (東京都航空住宅地図帳 昭和

51年版) 

 RT/0・290/5/76-54 (1124338336) 
 檜原村   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1979] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第1]-54) 

 DRT/0・290/35/1-54 (1124363731) 
 檜原村   日本住宅地図出版株式会社∥編  日本住宅地図出版  [1981] (ゼンリンの住宅地図 東京

都 [第2]-54) 

 DRT/0・290/35/2-54 (1124345072) 
 桧原村     ゼンリン  1986.7 (ゼンリンの住宅地図 東京都 [第5]-54) 

 DRT/0・290/35/5-54 (1124524411) 
 DRT/0・290/35/5-54A (1123724893) 

 桧原村     ゼンリン  1990.9 (ゼンリンの住宅地図 東京都 1991 54) 

 DRT/0・290/35/7-54-91 (1124595084) 
 桧原村     ゼンリン  1994.6 (ゼンリン住宅地図 東京都 1994 54) 

 DRT/0・290/35/9-54-94 (1128066163) 
 檜原村  [1999]   ゼンリン  1999.5 (ゼンリン住宅地図 東京都 54) 

 DRT/0・290/35/10-54-99 (5000160068) 
 檜原村  200402   ゼンリン  2004.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 54) 

 DRT/290.3/5022/54-2004 (5009478319) 
 檜原村； 西多摩郡 200702   ゼンリン  2007.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 [54]) 

 DRT/290.3/5022/54-2007 (5016898242) 
 檜原村； 西多摩郡 201005  ゼンリン 2010.5 (ゼンリン住宅地図) 

 DRT/290.3/5022/54-2010 (5018610420) 
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大島町 

 大島町     ゼンリン  1994.8 (ゼンリン住宅地図  東京都 [1995] 56) 

 DRT/0・290/35/9-56-95 (1127756607) 
 大島町  [2001]   ゼンリン  2001.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 56) 

 DRT/290.3/5022/56-2001 (5003149995) 
 大島町  200701   ゼンリン  2007.1 (ゼンリン住宅地図   東京都 56) 

 DRT/290.3/5022/56-2007 (5015830386) 
 大島町  201201  ゼンリン 2012.1 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/56-2012 (7100411960) 

八丈町 

 八丈町  [1995]   ゼンリン  1995.11 (ゼンリン住宅地図 東京都 62) 

 DRT/0・290/35/9-62-95 (1127292894) 
 八丈町  [2001]   ゼンリン  2000.11 (ゼンリン住宅地図   東京都 62) 

 DRT/290.3/5022/62-2001 (5003150216) 
 八丈町  200702   ゼンリン  2007.2 (ゼンリン住宅地図   東京都 62) 

 DRT/290.3/5022/62-2007 (5015830377) 
 八丈町  201202  ゼンリン 2012.2 (ゼンリン住宅地図 東京都) 

 DRT/290.3/5022/62-2012 (7100412081) 


