C. 古地図･絵図 （明治期以前刊行図の複製）
[1]一般地図
地図帳
江戸城下変遷絵図集－御府内沿革図書－ 1～20, 別巻1～2（原書房 1985-1988
1～20

T/0・290/66/1～20, 別巻1～2

RT/0・280/3001/1～2）

※安政5年(1858年)、幕府普請奉行が編纂・清書した「御府内往還其外沿革図
書」（同じ場所の変遷を地図でたどれるようにしたもの）の新編・複製（カラー）。
主に中心部（現在の千代田区・中央区・港区・文京区・台東区などの一部）を含む。
第20巻は索引、別巻1～2 は江戸城下武家屋敷名鑑
御府内場末往還其外沿革図書 16～18（科学書院 1997-1999 全16冊
（地図篇 DT/0・290/5002/1-1~13、解説篇 T/0・290/5002/2-1~3)
※安政5年(1858年)、幕府普請奉行が編纂・清書した「御府内場末往還其外沿革図書」の
複製（白黒）。絵図はバラの状態で箱入り。大きな図は分割して複製されている。
主に周辺部(現在の港区・渋谷区・新宿区・中野区・豊島区・板橋区などの一部)を含む
御府内沿革図書1～3篇(各篇上・下あり)（東京市 1943 全6冊 0920/T7271/G1-1～6
※原本1－12部までの複製（カラー）
江戸住宅地図集成 1～13（科学書院 2010 全13巻 解説篇とDVD-ROMあり
T/290.3/5444/1～13,1-2,1-3）※1～13はマイクロフィルム
1…御府内往還其外沿革図書 第1巻～第6巻
2…御府内往還其外沿革図書 第7巻～第11巻
3…御府内往還其外沿革図書 第12巻～第13巻
4…御府内往還其外沿革図書 第14巻～第15巻
5…御府内場末往還其外沿革図書 第16巻
6…御府内場末往還其外沿革図書 第17巻
7…御府内場末往還其外沿革図書 第18巻1
8…御府内場末往還其外沿革図書 第18巻2
9…御府内場末往還其外沿革図書 第19巻
10…御府内場末往還其外沿革図書 第20巻
11…御府内場末往還其外沿革図書 第21巻
12…御府内場末往還其外沿革図書 第22巻
13…御府内場末往還其外沿革図書 第15巻
1-2…解説篇 マイクロフィルムとDVD-ROMの目次
1-3…DVD-ROM 全13巻のDVD-ROM版
古板江戸図集成 1～8, 別巻（中央公論美術出版 1959-1960 D0920/K734/K1-1～9）
1 … 〔長禄年間江戸図〕（文化7再校写）.〔慶長七年江戸図〕（弘化2写）.〔慶長十三年江戸図〕.
武州豊島郡江戸庄図(寛永9〈寛政2近藤重蔵写〉). 合考荏土覧古図（寛政頃）：江戸図年表
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2 … 〔正保年間江戸絵図〕(正保元、写). 武州古改江戸之図(承応2・文化12再版). 新添江戸之図
(太郎右衛門 明暦2)
3… 新板江戸大絵図(寛文図第1 経師屋加兵衛 寛文10) 新板江戸外絵図(寛文図第2-5 〃 寛文1
1-13)
4・5 … 江戸方角安見図 乾・坤(表紙屋市郎兵衛 延宝7,8)；総図無
6 … 江戸図鑑綱目 乾・坤(相模屋太兵衛 元禄2).「江戸御大絵図」(林吉永 元禄3).「江戸図正
方鑑」(佐藤四郎右衛門 元禄6)
7… 分道江戸大絵図 乾(須藤権兵衛 享保元)・分道本所大絵図 坤(〃 享保5) 「分間江戸大絵
図」(須原治右衛門 享保10).「分間宝暦江戸大絵図」(万屋清兵衛・山口屋与兵衛 宝暦7)
8 … 江戸切絵図集(全30図) 総索引
9 … 江戸特殊図集
内容；「隅田川両岸一覧図絵」（鶴岡蘆水画 天明元）.浅草寺境内図（寛永12～19頃）.上
野山内図. 湯島聖堂総絵図（元禄4ヵ）.目黒不動尊境内図. 弘法大師御旧跡写八十八ヶ所
略図（天保10）.王子両社飛鳥山図（狩野秀水求信画 金輪寺蔵版）.小金井之図（葛飾北
斎画 文刻堂）.武州鵜木光明寺略図. 御城外廓御門絵図. 御城内紅葉山惣絵図（甲良豊
前扣 正徳3頃）.御城内吹上総絵図（甲良筑前棟村扣 文化2）.御浜御殿地絵図. 津藩上
屋敷絵図. 堀家下屋敷惣地絵図（慶応2ヵ）.〔鍋島内匠頭直孝ヵ〕御居屋舗絵図（嘉永4）.
小川町講武所総絵図（安政5）.小石川養生所図. 医学館絵図. 八代洲河岸火消御役屋敷地
絵図（甲良扣 嘉永4）.猿江御材木蔵惣絵図. 千駄木御鷹部屋図. 駒場御狩場之図. 御
剪菜場之図. 切支丹牢屋敷図（「小日向志」）.芝居町地割（天保13）・猿若街細鑑（嘉
永6）. 元葭原町之図・新吉原之図. 焼け場の瓦版（嘉永3、安政5）
古板江戸図集成 [新版] 1～5 （中央公論美術出版 2000- DRT/0・290/5026/1～ ）
1… 〔長禄年間江戸図〕.〔慶長七年江戸図〕.〔慶長十三年江戸図〕. 武州豊嶋郡江戸庄図(寛永9).
合考荏土覧古図. 〔正保年間江戸絵図〕(正保元). 武州古改江戸之図(承応2). 新添江戸之図
(明暦2)
2 … 新板江戸大絵図(寛文10) 新板江戸外絵図(寛文図第2-5 寛文11-13).「江戸御大絵図」(元禄3).
「江戸図正方鑑」(元禄6)
3 … 江戸方角安見図 乾(延宝7) 江戸方角安見図 坤(延宝8)
4… 分道江戸大絵図・分道本所大絵図（享保元,5）.「分間江戸大絵図」（享保10).
「分間宝暦江戸大絵図」(宝暦7)
5… 江戸図鑑綱目 乾・坤(元禄2). 江戸特殊図集
集約江戸絵図 上・中・下（古版江戸図集刊行会 1963 3冊 D0920/S998/S1-1～3）
(中央公論美術出版 1975 3冊 DT/0・290/17/1～3）
※ 「古板江戸図集成」の再編纂物
上 … 武州豊嶋郡江戸庄図(寛永9). 新板江戸大絵図(寛文図第1 寛文10). 新板江戸外絵図(寛文
図第2-5 寛文11-13)
中 … 「江戸御大絵図」(元禄3). 分道江戸大絵図 乾(享保元). 江戸切絵図集
下 … 江戸特殊図集 江戸図年表
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元禄・文政・天保・明治江戸大絵図集成（人文社地図センター 1976 1冊
DRT/0・290/18）
内容；江戸図鑑綱目 乾・坤(相模屋太兵衛 元禄2).「分間江戸大絵図」(須原屋茂兵衛 文政11).
「天保改正御江戸大絵図」(岡田屋嘉兵衛 天保14).〔官版東京大絵図〕(吉田屋文三郎 明治
4). 江戸町鑑(出雲寺 安政5修)
江戸・東海道 付図 太陽コレクション （平凡社 1977 1冊 T/0・290/23 合綴）
内容；江戸図鑑綱目 坤（相模屋太兵衛 元禄2). 分間江戸大絵図(須原屋茂兵衛 安政6)
東京市史稿 市街篇 第39 付図第1,1の2

（東京都 1914 6枚
D/0920/T727/T2-2-39-2,3 合綴製本）

内容；〔慶長江戸図〕（13年ヵ）.武州豊嶋郡江戸庄図.〔正保江戸図〕.〔寛文江戸図〕（経師屋
加兵衛 寛文10）.〔隅田川以東図〕（寛延2ヵ）.〔享保年中江戸絵図〕
東京市史稿 市街篇附図第一〈復刻版〉（臨川書店 1994 1冊 0920/T727/T2-2-39-2A）
内容；〔慶長江戸図〕. 武州豊嶋郡江戸庄図.〔正保江戸図〕.〔寛文江戸図〕.〔享保年中江戸絵
図〕.〔隅田川以東図〕
東京市史稿 皇城篇 付図第1 （東京都 1914 8枚 D/0920/T727/T2-1-6 合綴製本 ）
内容；〔慶長江戸図〕.〔別本慶長江戸之図〕. 寛永12亥年二之丸御指図江戸城古図外 江戸城
関係図
江戸方角安見図（朝倉治彦編 東京堂出版 1975 1冊 DT/0・290/15）
内容；江戸方角安見図 乾・坤 (表紙屋市郎兵衛 延宝8〈後修〉)：総図無
江戸・関東の城下町 付図：城下町古地図散歩９ 太陽コレクション
（平凡社 1998 1冊 T/92・20/3083 合綴）
内容；「江戸図正方鑑」（佐藤四郎右衛門 元禄6 ） 三井文庫蔵
武蔵伊豆江戸と東京地図撰譜（人文社 1970 図11枚 D/0920/M989/M合綴製本）
収録図；武蔵国全図（菊屋幸三郎等13肆 安政3). 「分間懐宝御江戸絵図」（須原屋茂兵衛天保1
4).「増補東都近郊全図」(紙屋徳八 弘化元). 増訂伊豆七島全図(天保13). 海陸御固泰平
鑑(嘉永末). 江戸城本丸詳図附大奥二之丸(文久年間)

他 東京図５枚

一枚物
大江戸絵図集成（講談社 1974

15枚 帙入 DT/0・290/13）

内容；江戸大絵図集
国会図書館蔵

武州豊嶋郡江戸庄図（刊）.「御江戸大絵図」（林氏吉永 貞享3）「分間江

戸大絵図」（須原屋茂兵衛 安政6）.「永福東京御絵図」（菊屋幸三郎・吉田屋文三郎）
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江戸特殊図集
安政2乙卯年大江戸大地震並焼場所細調記. 火消まとい図（出雲寺和泉掾 安永7）.北里
通全（天保以降）.校正猿若三町之全図（文正堂政七 弘化2）江戸方角正鑑（須原屋茂
兵衛 天保4再板）.武蔵豊島郡峡田領荏土楓川鎧之渡古跡考（池田英泉私家板 弘化2）.分色
要覧図（和泉屋半兵衛 嘉永元）江戸神社仏閣名所旧跡寺社年代記（中村清次郎 明和
頃）.新作江戸方角かんがえ物（吉田屋小吉 安政頃）.「江戸名所之絵」(鍬形紹真筆
青藜閣蔵板 後修).江戸名所一覧双六（ニ代広重画 蔦屋吉蔵 安政6）
江戸古地図集 （古地図史料出版 19-

9 枚 T/290.3/5044/1-1～1-9 ホルダー入 ）

1 … 豊嶋郡江戸庄図（刊）
2 … 新添江戸之図 （太郎衛門版 明暦3 ）
3… 「江戸図正方鑑 」（佐藤四郎右衛 元禄6)
4… 〔明和江戸図〕（須原屋茂兵衛 明和8）
5… 「新板江戸安見絵図」（奥村喜兵衛 寛政9)
6… 〔文化江戸図〕（須原屋茂兵衛 文化8 ）
7… 〔天保江戸図〕（岡田屋嘉七・鶴屋喜右衛門・和泉屋市兵衛 天保頃)
8… 安政改正府郷御江戸絵図 （蔦屋吉蔵等8肆

安政4）

9… 〔万延江戸図〕（出雲寺万次郎・岡田屋嘉七 万延元逓修）
江戸古地図集 続 （古地図史料出版 19- 8 枚 T/290.3/5044/2-1～2-7,2-9ホルダー入 ）
1… 〔享保江戸図〕（鱗形屋孫兵衛 享保18）
2… 〔延享江戸図：江戸案内巡見図鑑〕（出雲寺和泉掾 延享3）
3… 〔天明江戸図〕（吉文字屋次郎兵衛 天明頃）
4… 〔文政江戸図〕（鶴屋喜右衛門・和泉屋市兵衛 文政頃）
5… 〔弘化江戸図〕（上州屋重蔵 弘化4)
6… 〔嘉永江戸図〕（須原屋茂兵衛 嘉永4）
7… 〔安政江戸図〕（須原屋茂兵衛

安政6)

9… 〔大江戸鳥瞰図：江戸名所之絵〕（鍬形紹真筆 後修）
江戸古地図集 （古地図史料出版 19-

9 枚 T/290.3/5261/1～9 ホルダー入 ）

1… 〔寛永江戸図：豊嶋郡江戸庄図〕
2… 〔延享江戸図：江戸案内巡見図鑑〕（出雲寺和泉掾 延享3）
3… 〔明和江戸図〕（須原屋茂兵衛 明和8）
4… 〔天明江戸図：新版江戸絵図〕（吉文字屋次郎兵衛 天明年間)
5… 〔寛政江戸図：新版江戸安見図〕（奥村喜兵衛 寛政9)
6… 〔文化江戸図〕（須原屋茂兵衛 文化8)
7… 〔文政江戸図：文政増版江戸御絵図〕（鶴屋喜右衛門・和泉屋市兵衛 文政年間)
8… 〔天保江戸図〕（岡田屋嘉七ほか 天保年間)
9… 〔弘化江戸図：弘化改江戸絵図〕（上州屋重蔵 弘化4）
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復刻古地図（人文社 19-- 7枚 T/290.3/5025/2-1～2-3,2-5,2-7,2-11,2-12 ホルダー入）
1…「懐宝御江戸絵図」(須原屋茂兵衛 天保14)
2…「御江戸大絵図」(岡田屋嘉七

天保14 ）＊5の縮小板

3… 江戸図鑑綱目坤（相模屋太兵衛 元禄2）
5…「御江戸大絵図」（岡田屋嘉七 天保14 ）
7…〔江戸城本丸詳図〕付；大奥・ニ之丸の図
11…〔元禄大江戸図〕（佐藤四郎右衛門

元禄）

12…「改撰江戸大絵図」（板屋弥兵衛 元禄15）
復刻古地図

（人文社 19-- 2枚 T/290.3/5025/3-1,3-6 ホルダー入 ）

1… 武蔵国全図 (菊屋幸三郎等13肆 安政3)
6…〔東都近郊全図〕(紙屋徳八 弘化元)
〔承応二癸巳年江戸図：武州古改江戸之図〕；東京市史稿 皇城篇 第3 付図
（東京都〔1925〕1枚 0920/T727/T2-1-8 製本）
「明暦江戸大絵図」（「江戸大絵図 明暦」の複製 之潮 2007 DT/290.3/5277/2007）
江戸大繪圖（江戸文化資料刊行会 1970 6枚 T/290.3/5442/1970 箱入）
内容：新板江戸大繪圖（経師屋加兵衛 寛文10）
新板江戸外絵圖 深川・本庄・浅草（経師屋加兵衛 寛文11）
新板江戸外絵圖 東ハ浅草・北ハ染井・西ハ小石川（経師屋加兵衛 寛文11）
新板江戸外絵圖 小日向・牛込・四ツ谷（経師屋加兵衛 寛文12）
新板江戸外絵圖 赤坂・麻布・芝筋（経師屋加兵衛 寛文13）
万治年間江戸測量図（経師屋加兵衛）＊上記5点の原図
「寛永江戸全図」（之潮 2007 図2枚 T/290.3/5293/1～2）
「増補江戸大絵図絵入」表紙屋市良兵衛 延宝7；東京市史稿 産業篇 第7 付図
（東京都〔1960〕1枚 D/0920/T727/T2-5-7-2 製本）
「江戸図正方鑑」佐藤四郎右衛門 元禄6；東京市史稿 産業篇 第8 付図
（東京都 〔1963〕1枚 D/0920/T727/T2-5-8-2 製本）
「江戸錦大絵図」元禄年間測量、嘉永年間修正 （日本美術院 1929 1枚
T/290.3/5265/1929）
「改正分間江戸大絵図」須原茂兵衛 〔宝永5〕；東京市史稿 産業篇 第9 付図
（東京都 1964 1枚 D/0920/T727/T2-5-9-2 製本）
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〔分間江戸大絵図〕須原冶右衛門 享保5；東京市史稿 産業篇 第10 付図
（東京都 1966 1枚 D/0920/T727/T2-5-10-2 製本）
〔享保江戸図〕須原冶右衛門 享保20；東京市史稿 産業篇 第12 付図
（東京都 1968 1枚 D/0920/T727/T2-5-12-2 製本）

江戸図の世界 付図（港区立港郷土資料館 2010 1冊 T/290.3/5374/2010）
内容；「安永手書江戸大絵図 乾」（〔安永8頃〕 T/290.3/5374/2010-2）
「安永手書江戸大絵図 坤」（〔安永8頃〕 T/290.3/5374/2010-3）
分間江戸大絵図 須原屋茂兵衛

文政11 ； 日本地図選集 （人文社 199- 1枚
DT/290.3/5043/X）

「天保改正御江戸大絵図」岡田屋嘉七 天保14；東京市史稿 市街篇 第43 付図
（東京都1956 1枚 D/0920/T727/T2-2-43-2 製本）
天保改正御江戸大繪圖 岡田屋嘉七 天保14（東京都 [19--] 1枚 T/290.3/5367/X）
「泰平御江戸絵図題簽」 岡田屋嘉七・鶴屋喜右衛門・和泉屋市兵衛 天保頃
（東京都公文書館 1979 1枚 DT/0・290/37/G 製本）
安政改正府郷御江戸絵図

蔦屋吉蔵等8肆

後修 （1枚 DT/0・290/5017）

武蔵国絵図（写）；東京市史稿 市街篇 第6 付図
（東京都 1928 1枚 D/0920/T727/T2-2-6-2 製本）

[２]切絵図
江戸方角安見図

→ [１] に所載

江戸切絵図集成 1～6（齋藤直成編 中央公論社 1981 6冊 DT/0・290/61/1～6)
1 … 吉文字屋板 新編江戸安見図
内容；吉文字屋・美濃屋板：番町絵図（宝暦5）,同（宝暦5逓修） 北畑氏・志村板：番町絵図
（宝暦5逓修）/

吉文字屋・美濃屋板：「駿河台小川町図題簽」（明和元修）/吉文字屋・

美濃屋板：永田町絵図（宝暦9）吉文字屋・北畑氏板：永田町絵図（宝暦9逓修）/吉文字
屋・美濃屋板：芝愛宕下絵図（明和3）,同（明和3後修）/吉文字屋・美濃屋板：下谷浅
草絵図（明和4）/ 吉文字屋・美濃屋板：神田浜町日本橋北図（明和7）/吉文字屋・美
濃屋板：本郷谷中小石川丸山絵図（明和7）/吉文字屋・美濃屋板：築地八町堀日本橋
南絵図（安永4後修）
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志村板：「丑歳改正新編江戸安見図題簽」初～第十二（明和6）折本/須原屋板：「安見御江
戸絵図題簽」第十三～十七

（文政10逓修）

2, 3 … 近江屋板 上, 下
4, 5 … 尾張屋板 上, 下
6 … 平野屋板、特殊絵図、索引
内容；平野屋板：「番町麹町永田町外桜田辺題簽」（嘉永6ヵ安政6修ヵ）/「大名小路内桜田神
田橋内京橋南北図〃」（嘉永6ヵ）/ 「日本橋南北浜町八町堀辺図〃」（嘉永6ヵ）
出雲寺板：再刻新板本所深川細見図（安永4逓修）/池田英泉私家板：武蔵豊島郡峡田領荏土楓川
鎧之渡古跡考（弘化2後修）/〔東府小日向絵図（稿ヵ）〕雅直斎編（宝暦9）/ 長山樗園私家
板ヵ〔下谷文人地図〕（文久2以前）
考証江戸切絵図（綿屋雪著 三樹書房 1982 1冊 T/0・290/51）
収録図；須原屋茂兵衛版：「安見御江戸絵図題簽」初～十七

（天保4逓修）/尾張屋板：八

町堀細見絵図（文久2）／東都番町絵図 長谷川弾右衛門写（天明3）/池田英泉私家板：
武蔵豊島郡峡田領荏土楓川鎧之渡古跡考（弘化2後修）

武蔵豊島郡峡田領荏土楓川鎧之渡古跡考

池田英泉私家板 弘化2；大江戸絵図集成
（講談社 1974 1枚 帙入 DT/0・290/13）

江戸切絵図の世界 尾張屋版切絵図/近江屋版切絵図・別冊歴史読本60
穴八幡宮所蔵図（新人物往来社

1998 1冊 T/0・290/5018）

江戸切絵図 [1]～2（浜田義一郎編 東京堂出版 1974-1975 DT/0・290/12, 12/2）
[1] … 金鱗堂版
2 … 近吾堂版
牛込四ツ谷淀橋周辺江戸切絵図；地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編
付図 （新宿区教育委員会 1984 1冊 DRT/36・29/3/3）
収録図；尾張屋版切絵図/近江屋版切絵図
豊島区地域地図 第3集 近世（江戸切絵図）編 付図
（豊島区教育委員会 1990 2枚 T/43・29/7/3 合綴製本之内）
内容；尾張屋版切絵図/近江屋版切絵図
俚俗江戸切絵図 1～4（礒部鎮雄編 有光書房 4冊 D/0920I696/R1-1～1-4）
※近吾堂版を原図とし、尾張屋版も参考にして細分改編し、俚俗名を主に、古称
・別称・有名店舗等を諸資料により新たに記入したもの．
<近吾堂 近江屋五平板>
一枚物
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江東区史 上巻 付図 （江東区 1997 2枚 T/25・20/3009/1）
内容；深川之内小名木川ヨリ南之方一円（嘉永3）/本所猿江亀戸村辺絵図（嘉永4）
地図帳
江戸切絵図 2 近吾堂版 （浜田義一郎編 東京堂出版 1975 1冊 DT/0・290/12/12/2）
内容；〔大名小路辰之口辺図題簽〕（嘉永2）/永田町絵図（嘉永2）/番町絵図（嘉永4）/駿河台小川町図
（嘉永2）/日本橋北内神田辺絵図（嘉永7）/鎧之渡柳原両国箱崎辺絵図（嘉永6）/日本橋南京橋八

丁堀霊岸嶋辺絵図（嘉永7）/京橋南芝口橋築地鉄炮洲辺絵図（嘉永6）/芝愛宕下西ノ久保辺絵
図（嘉永2）/赤坂今井辺絵図（嘉永7）/四ッ谷千駄谷内藤新宿辺絵図（嘉永2）/牛込市ヶ谷御門外
原町辺絵図（嘉永4）/小石川牛込小日向辺之絵図（安政3）/小日向牛込関口辺絵図（安政3）/上水
北小日向小石川辺絵図（嘉永5）/小石川辺図（嘉永5）/谷中本郷駒込小石川辺絵図（嘉永3）/外神
田下谷辺絵図（嘉永6）/上野下谷辺絵図（嘉永6）/浅草鳥越堀田原辺絵図（嘉永3）/下谷三ノ輪浅
草三谷辺之絵図（嘉永3）/芝金杉三田白金辺之絵図（安政2ヵ）,芝高輪三田白金辺絵図（安政3）/
品川白金目黒辺之絵図（安政2）/麻布広尾辺絵図（嘉永7）/渋谷宮益金王辺図（嘉永4）/青山長者
丸辺之図（嘉永4）/内藤新宿新屋敷辺之図（嘉永4）/大久保戸山高田辺之図（嘉永4）/音羽目白雑
司ヶ谷辺絵図（嘉永4）/白山駒込辺之絵図（嘉永5）/駒込巣鴨辺之絵図（嘉永5）/巣鴨染井王子辺
図（嘉永5）/北本所中之郷石原辺之絵図（嘉永4）/南本所竪川辺之地図（嘉永4）/本所猿江亀戸村
辺絵図（嘉永4）/深川之内小名木川ヨリ南之方一円（嘉永3）/本八丁堀辺之絵図（嘉永7）：索引
古板江戸図集成

8

古板江戸図集成

4 （中央公論美術出版 2002 1冊 DRT/0・290/5026/4）

(中央公論美術出版 1960 1冊 D/0920/K734/K1-8）

集約江戸絵図 中巻 （古版江戸図集刊行会 1963 １冊 D/0920/S998/S1-2）
集約江戸絵図 中巻

(中央公論美術出版 1975 1冊 DT/0・290/17/2 )

内容；江戸切絵図集・索引
千代田区：〔御大名小路辰之口辺図題簽〕（嘉永２）,永田町絵図（嘉永２）
中央区：日本橋南芝口橋迄八町堀霊岸嶋築地辺絵図（嘉永3）
港区：本芝高輪白金三田辺之絵図（嘉永2）,麻布広尾辺絵図（嘉永2）
台東区：浅草鳥越堀田原辺絵図（嘉永3）
文京区：谷中本郷駒込小石川辺絵図（嘉永2）
新宿区：大久保戸山高田辺之図（嘉永4）
江東区：深川之内小名木川ヨリ南之方一円（嘉永3）
江戸切絵図集成

2,3 （齋藤直成編 中央公論社 1981 2冊 DT/0・290/61/2,3）

2 … 近江屋板 上
内容；〔御大名小路辰之口辺図

題簽〕（嘉永2）/永田町絵図（弘化5）,永田町絵図（嘉永2）/番町絵図

（弘化5）,番町絵図（嘉永2）/駿河台小川町図（弘化5）,駿河台小川町図（嘉永2）/日本橋北神田辺

之絵図（嘉永3）,日本橋北内神田辺絵図（嘉永7）,鎧之渡柳原両国箱崎辺絵図(嘉永6）/日本橋南
芝口橋迄八町堀霊岸嶋築地辺絵図（嘉永3）,日本橋南京橋八丁堀霊岸嶋辺絵図（嘉永7）,京橋
南芝口橋築地鉄炮洲辺絵図（嘉永6）/本八丁堀辺之絵図（嘉永7）/芝愛宕下西ノ久保辺絵図（嘉
永2）,芝愛宕丁西ノ久保辺絵図（嘉永元）/本芝高輪白金三田辺之絵図（嘉永2）,芝金杉三田白金
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辺之絵図（安政2ヵ）,芝高輪三田白金辺絵図（安政3）,品川白金目黒辺之絵図（安政2）/麻布広尾
辺絵図（嘉永2）,麻布広尾辺絵図（嘉永7）/赤阪今井一ッ木辺之絵図（嘉永2）,赤坂今井辺絵図（嘉
永7）/青山長者丸辺之図（嘉永4）/渋谷宮益金王辺図（嘉永4）

3 … 近江屋板 下
内容；四ッ谷千駄谷内藤新宿辺絵図（嘉永2）/内藤新宿新屋敷辺之図（嘉永4）/牛込市ヶ谷御門外
原町辺絵図（嘉永2）,牛込市ヶ谷御門外原町辺絵図（嘉永4）/大久保戸山高田辺之図（嘉永4）/小日
向小石川牛込北辺絵図（嘉永2）,小日向牛込関口辺絵図（安政3）,小石川牛込小日向辺之絵図（安
政3）/音羽目白雑司ヶ谷辺絵図（嘉永4）/上水北小日向小石川辺絵図（嘉永5）/小石川辺図（嘉永5）

/谷中本郷駒込小石川辺絵図（嘉永3）,谷中本郷駒込小石川辺絵図（嘉永2）/白山駒込辺之絵図（嘉
永5）/駒込巣鴨辺之絵図（嘉永5）/巣鴨染井王子辺図（嘉永5）/上野下谷外神田辺絵図（嘉永2）/外

神田下谷辺絵図（嘉永6）/上野下谷辺絵図（嘉永6）/下谷三ノ輪浅草三谷辺之絵図（嘉永3）/浅草鳥
越堀田原辺絵図（嘉永3）/本所猿江亀戸村辺絵図（嘉永4）/北本所中之郷石原辺之絵図（嘉永4）/
南本所竪川辺之地図（嘉永4）/深川之内小名木川ヨリ南之方一円（嘉永3）
江戸切絵図の世界 尾張屋版切絵図/近江屋版切絵図・別冊歴史読本60
穴八幡宮所蔵図

近江屋板収録図；〔御大名小路辰之口辺図

（新人物往来社 1998 1冊 T/0・290/5018）

題簽〕（嘉永2）/永田町絵図（嘉永2）/番町絵図（嘉永2）

/駿河台小川町図（嘉永2）/日本橋北内神田辺絵図（嘉永7）,鎧之渡柳原両国箱崎辺絵図(嘉永6）/
日本橋南京橋八丁堀霊岸嶋辺絵図（嘉永7）,京橋南芝口橋築地鉄炮洲辺絵図（嘉永6）/本八丁堀
辺之絵図（嘉永7）/芝愛宕下西ノ久保辺絵図（嘉永2）/芝金杉三田白金辺之絵図（安政2ヵ）,芝高輪
三田白金辺絵図（安政3）,品川白金目黒辺之絵図（安政2）/麻布広尾辺絵図（嘉永7）/赤坂今井辺絵
図（嘉永7）/青山長者丸辺之図（嘉永4）/渋谷宮益金王辺図（嘉永4）/四ッ谷千駄谷内藤新宿辺絵図
（嘉永2）/内藤新宿新屋敷辺之図（嘉永4）/牛込市ヶ谷御門外原町辺絵図（嘉永4）/大久保戸山高田

辺之図（嘉永4）/小日向小石川牛込北辺絵図（嘉永2）,小日向牛込関口辺絵図（安政3）,小石川牛込
小日向辺之絵図（安政3）/音羽目白雑司ヶ谷辺絵図（嘉永4）/上水北小日向小石川辺絵図（嘉永5）
/小石川辺図（嘉永5）/谷中本郷駒込小石川辺絵図（嘉永3）/白山駒込辺之絵図（嘉永5）/駒込巣鴨
辺之絵図（嘉永5）/巣鴨染井王子辺図（嘉永5）/外神田下谷辺絵図（嘉永6）/上野下谷辺絵図（嘉永6）
/下谷三ノ輪浅草三谷辺之絵図（嘉永3）/浅草鳥越堀田原辺絵図（嘉永3）/本所猿江亀戸村辺絵図
（嘉永4）/北本所中之郷石原辺之絵図（嘉永4）/南本所竪川辺之地図（嘉永4）/深川之内小名木川ヨリ
南之方一円（嘉永3）

江戸切絵図散歩（池波正太郎著 新潮社 1989 1冊 T/0・200/3017）
収録図；上野下谷外神田辺絵図（嘉永2）/下谷三ノ輪浅草三谷辺之絵図（嘉永3）/浅草鳥越堀田原
辺絵図（嘉永3）/深川之内小名木川ヨリ南之方一円（嘉永3）/日本橋北神田辺之絵図（嘉永3）/日本橋南芝
口橋迄八町堀霊岸嶋築地辺絵図（嘉永3）/谷中本郷駒込小石川辺絵図（嘉永3）/小石川辺図（嘉永5）
/〔御大名小路辰之口辺図

題簽〕（嘉永2）/永田町絵図（嘉永2）/渋谷宮益金王辺図（嘉永4）/青山長

者丸辺之図（嘉永4）/内藤新宿新屋敷辺之図（嘉永4）/大久保戸山高田辺之図（嘉永4）/四ッ谷千駄谷
内藤新宿辺絵図（嘉永2）/本芝高輪白金三田辺之絵図（嘉永2）/小日向小石川牛込北辺絵図（嘉永2）
/音羽目白雑司ヶ谷辺絵図（嘉永4）
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牛込四ツ谷淀橋周辺江戸切絵図；地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編
付図 （新宿区教育委員会 1984 1冊 DRT/36・29/3/3）
収録図；内藤新宿新屋敷辺之図（嘉永4）/大久保戸山高田辺之図（嘉永4）
豊島区地域地図 第3集 近世（江戸切絵図）編 付図
（豊島区教育委員会 1990 2枚 T/43・29/7/3 合綴製本之内）
内容；音羽目白雑司ヶ谷辺絵図（嘉永4）/巣鴨染井王子辺図（嘉永5）
江戸切絵図集

薄葉・墨摺図 静嘉堂文庫・川田甕江旧蔵

「大名本切絵図」

（角川文庫 1968
内容；〔御大名小路辰之口辺図

1冊 K/0920/S956/E ）

題簽〕（嘉永2）/駿河台小川町図（嘉永2）/日本橋北神田辺之絵図（嘉

永3）/日本橋南芝口橋迄八町堀霊岸嶋築地辺絵図（嘉永3）/芝愛宕下西ノ久保辺絵図（嘉永2）/本

芝高輪白金三田辺之絵図（嘉永2）/麻布広尾辺絵図（嘉永2）/青山長者丸辺之図（嘉永4）/渋谷宮益
金王辺図（嘉永4）/永田町絵図（嘉永2）/赤阪今井一ッ木辺之絵図（嘉永2）/四ッ谷千駄谷内藤新宿
辺絵図（嘉永2）/内藤新宿新屋敷辺之図（嘉永4）/番町絵図（嘉永4）/牛込市ヶ谷御門外原町辺絵図
（嘉永4）/小日向小石川牛込北辺絵図（嘉永2）/大久保戸山高田辺之図（嘉永4）/音羽目白雑司ヶ谷

辺絵図（嘉永4）/上水北小日向小石川辺絵図（嘉永5）/谷中本郷駒込小石川辺絵図（嘉永3）/小石川
辺図（嘉永5）/白山駒込辺之絵図（嘉永5）/駒込巣鴨辺之絵図（嘉永5）/巣鴨染井王子辺図（嘉永5）/
上野下谷外神田辺絵図（嘉永3）/浅草鳥越堀田原辺絵図（嘉永3）/下谷三ノ輪浅草三谷辺之絵図（嘉
永3）/深川之内小名木川ヨリ南之方一円（嘉永3）/南本所竪川辺之地図（嘉永4）/北本所中之郷石原辺之

絵図（嘉永4）/本所猿江亀戸村辺絵図（嘉永4）
付：品川白金目黒辺之絵図（安政2）都立中央図書館蔵

<金鱗堂 尾張屋清七板>
一枚物
復刻江戸切絵図 〔尾張屋清七版江戸切絵図〕（岩橋美術 2004～2006 各図1枚
T/290.3/5210/1～22, 26, 29）
1 … 大名小路神田橋内内桜田之図（嘉永2）
2 … 築地八町堀日本橋南之図（嘉永2）
3 … 神田浜町日本橋北之図（嘉永3）
4 … 芝口南西久保愛宕下之図（嘉永3）
5 … 芝三田日本榎高輪辺絵図（嘉永3）
6 … 飯田町駿河台小川町絵図（嘉永3）
7 … 麹町永田町外桜田絵図（嘉永3）
8 … 千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（嘉永3）
9 … 今井谷六本木赤坂絵図（嘉永3）
10 … 番町絵図（嘉永）
11 … 東都麻布之絵図（嘉永4）
12 … 市ヶ谷牛込絵図（嘉永4）
13 … 東都下谷絵図（嘉永4）
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14 … 本所深川絵図（嘉永5）
15 … 礫川牛込小日向絵図（嘉永5）
16 … 嘉永新鐫本所絵図（嘉永5）
17 … 東都浅草絵図（嘉永6）
18 … 東都青山絵図（嘉永6）
19 … 嘉永新鐫雑司ヶ谷音羽絵図（嘉永6）
20 … 小石川谷中本郷絵図（嘉永6）
21 … 今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）
22 … 東都駒込辺絵図（嘉永7）
23･････巣鴨絵図（嘉永7）
24･････大久保絵図（嘉永7）
25･････目黒白金辺図（嘉永7）
26･････小石川絵図（嘉永7）
26 … 東都小石川絵図（嘉永7）
26 … 京橋南築地鉄砲洲絵図（萬延改正）
27････隅田川向島絵図（安政3）
28･････根岸谷中辺絵図（安政3）
29････京橋南築地鉄砲洲絵図（万延改正新鐫）
30･････内藤新宿千駄ヶ谷絵図（文久2）
31･････八町堀細見絵図（文久2）
32･････八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図（文久3）

復刻古地図 〔尾張屋清七版江戸切絵図〕（人文社 19- 各図1枚
T/290.3/5025/1-1～30 ホルダー入）
1 … 御曲輪内大名小路絵図（慶応元）
2 … 麹町永田町外桜田絵図（元治元）
3 … 東都番町大絵図（元治元）
4… 飯田町駿河台小川町絵図（文久3）
5 … 日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）
6 … 八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図（文久3）
7 … 京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）
8 … 芝口南西久保愛宕下之図（万延2）
9 … 今井谷六本木赤坂絵図（万延2）
10 … 千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（元治元）
11 … 市ヶ谷牛込絵図（安政4）
12 … 礫川牛込小日向絵図（万延元）
13 … 東都小石川絵図（安政4）
14 … 小石川谷中本郷絵図（万延2）
15 … 東都下谷絵図（文久2）
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16 … 東都浅草絵図（文久元）
17 … 今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）
18 … 本所絵図（文久3）
19 … 本所深川絵図（文久2）
20 … 芝三田日本榎高輪辺絵図（文久元）
21… 東都麻布之絵図（文久元）
22 … 目黒白金図（安政4）
23 … 東都青山絵図（安政4）
24 … 内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）
25 … 牛込市谷大久保絵図（嘉永7）
26 … 雑司ヶ谷音羽絵図（安政4）
27 … 東都駒込辺絵図（安政4）
28 … 染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）
29 … 根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）
30 … 隅田川向嶋絵図（安政3）
江戸切絵図 尾張屋版完全復刻

読売新聞ＰＲパンフレット切絵図シリーズ

（ 読売新聞社 1991 18枚 箱入

DT/0・290/5019）

内容;千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ツ谷絵図（元治元）/八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図（文久３）/東都浅草絵図（文
久元）/芝三田日本榎高輪辺絵図（安政4）/東都小石川絵図（安政4）/御曲輪内大名小路絵図（慶応元）

/今井谷六本木赤坂絵図（万延2）/本所深川絵図（文久2）/飯田町駿河小川町絵図（文久3）/ 市ヶ谷
牛込絵図（安政4）/本所絵図（文久3）/東都下谷絵図（文久2）/小石川谷中本郷絵図（万延2）/京橋南
築地鉄炮洲絵図（文久元）/芝口南西久保愛宕下之図（万延2）/東都麻布之絵図（文久元）/麹町永田
町外桜田絵図（元治元）/日本橋北内神田両国浜町 明細絵図（安政6）
本所深川絵図（安政5）：江東区史 上巻 付図 （江東区 1997 1枚

T/25・20/3009/1）

地図帳
江戸切絵図集成

4,5 （齋藤直成編 中央公論社 1981 2冊 DT/0.290/61/4,5）

4… 金鱗堂尾張屋版 〔上〕
内容；大名小路神田橋内内桜田之図（嘉永２）,御曲輪内大名小路絵図（慶応元）/麹町永田町外桜田絵
図（嘉永3）/番町絵図（嘉永3ヵ）,東都番町大絵図（安政5）,東都番町大絵図（明治3）/飯田町駿河台
小川町絵図（嘉永3）,飯田町駿河台小川町絵図（慶応元）/神田浜町日本橋北之図（嘉永3),日本橋北
内神田両国浜町明細絵図（安政6）/築地八丁堀日本橋南之図（嘉永２）,京橋南築地鉄炮洲絵図（文
久元）,八町堀霊岸嶋日本橋南之絵図（文久3）/八町堀細見絵図（文久2）/芝口南西久保愛宕下之図
（嘉永3）/芝三田日本榎高輪辺絵図（嘉永3）/白金絵図（嘉永7)/東都麻布之絵図（嘉永4）/今井谷六

本木赤坂絵図（嘉永3）,今井谷市兵衛町赤坂全図（元治2)/東都青山絵図（嘉永6）
5… 金鱗堂尾張屋版 下
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内容；千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（嘉永3）/内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/市ヶ谷牛込絵図（嘉
永4）/牛込市谷大久保絵図（嘉永7）/礫川牛込小日向絵図（嘉永5）/雑司ヶ谷音羽絵図（嘉永6）/東都

小石川絵図（嘉永7）/小石川谷中本郷絵図（嘉永6）/東都駒込辺絵図（嘉永7）/染井王子巣鴨辺絵図
（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）/東都下谷絵図（嘉永4）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/東都

浅草絵図（嘉永6）/隅田川向嶋絵図（安政3）/本所絵図（嘉永5）/本所深川絵図（嘉永5）
江戸切絵図散策・別冊歴史読本30 穴八幡宮所蔵図 （新人物往来社 2002 1冊
T/290.9/5042/2002）
収録図；御曲輪内大名小路絵図（慶応元）/麹町永田町外桜田絵図（嘉永3）/東都番町大絵図(安政5）/
飯田町駿河台小川町絵図（慶応元）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/八町堀霊岸嶋日
本橋南之絵図（文久3）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/八町堀細見絵図（文久2）/芝口南西久保
愛宕下之図（嘉永3）/芝三田日本榎高輪辺絵図（嘉永3）/白金絵図（嘉永7）/東都麻布之絵図（嘉永4）
/今井谷市兵衛町赤坂全図（元治2）/東都青山絵図（嘉永6）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（嘉永3）/
内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/市ヶ谷牛込絵図（嘉永4）/牛込市谷大久保絵図（嘉永7）/礫川牛
込小日向絵図（嘉永5）/雑司ヶ谷音羽絵図（嘉永6）/東都小石川絵図（嘉永7）/小石川谷中本郷絵図
（嘉永6）/東都駒込辺絵図（嘉永7）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）

/東都下谷絵図（嘉永4）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/東都浅草絵図（嘉永6）/隅田川向嶋絵図（安政
3）/本所絵図（嘉永5）/本所深川絵図（嘉永5）

江戸切絵図の世界 尾張屋版切絵図/近江屋版切絵図・別冊歴史読本60
穴八幡宮所蔵図

（新人物往来社 1998 1冊 T/0・290/5018）

尾張屋版収録図；御曲輪内大名小路絵図（慶応元）/麹町永田町外桜田絵図（嘉永3）/東都番町大絵
図(安政5）/飯田町駿河台小川町絵図（慶応元）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/八町堀
霊岸嶋日本橋南之絵図（文久3）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/八町堀細見絵図（文久2）/芝口南
西久保愛宕下之図（嘉永3）/芝三田日本榎高輪辺絵図（嘉永3）/白金絵図（嘉永7）/東都麻布之絵図
（嘉永4）/今井谷市兵衛町赤坂全図（元治2）/東都青山絵図（嘉永6）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（嘉
永3）/内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/市ヶ谷牛込絵図（嘉永4）/牛込市谷大久保絵図（嘉永7）/礫川

牛込小日向絵図（嘉永5）/雑司ヶ谷音羽絵図（嘉永6）/東都小石川絵図（嘉永7）/小石川谷中本郷絵
図（嘉永6）/東都駒込辺絵図（嘉永7）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政
3）/東都下谷絵図（嘉永4）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/東都浅草絵図（嘉永6）/隅田川向嶋絵図（安
政3）/本所絵図（嘉永5）/本所深川絵図（嘉永5）

江戸切絵図と東京名所絵 （白石つとむ編 小学館 1993

1冊 DT/0・290/3028）

収録図；大名小路神田橋内内桜田之図（嘉永２）/麹町永田町外桜田絵図（嘉永3）/飯田町駿河台小川
町絵図（嘉永3）/番町絵図（安政2）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/八町堀細見絵図（文久2）/八
町堀霊岸嶋日本橋南之絵図（文久3）/神田浜町日本橋北之図（嘉永4）/小石川谷中本郷絵図（嘉永
6）/東都駒込辺絵図（嘉永7）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）/東

都小石川絵図（嘉永7）/礫川牛込小日向絵図（嘉永5）/雑司ヶ谷音羽絵図（嘉永6）/東都下谷絵図（嘉
永4）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/東都浅草絵図（嘉永6）/隅田川向嶋絵図（安政3）/本所絵図（安政2）

/本所深川絵図（安政2）/芝口南西久保愛宕下之図（安政2）/芝三田日本榎高輪辺絵図（嘉永3）/白
金絵図（嘉永7）/ 市ヶ谷牛込絵図（嘉永4）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（嘉永3）/内藤新宿千駄ヶ
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谷辺図（文久2）/牛込市谷大久保絵図（嘉永7）/今井谷六本木赤坂絵図（嘉永3）/東都麻布之絵図（嘉
永4）/東都青山絵図（嘉永6）/築地八丁堀日本橋南之図（嘉永２）「江戸一目図屏風」（鍬形蕙斎

画）/「東都海岸全図題簽」（待阿弥編 天保頃ヵ）/「〔隅田川〕両岸一覧」・索引
嘉永・慶応江戸切絵図 （人文社地図センタ－ 1990 1冊 DRT/0・290/3032）
内容；御曲輪内大名小路絵図（慶応元）/麹町永田町外桜田絵図（元治元）/東都番町大絵図（元治元）/
飯田町駿河台小川町絵図（文久3）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/八町堀霊岸嶋日
本橋南之絵図（文久3）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/芝口南西久保愛宕下之図（万延2）/今井
谷六本木赤坂絵図（万延2）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（元治元）/市ヶ谷牛込絵図（安政4）/礫川
牛込小日向絵図（万延元）/東都小石川絵図（安政4）/小石川谷中本郷絵図（万延2）/東都下谷絵図
（文久2）/東都浅草絵図（文久元）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/本所絵図（文久3）/本所深川絵図（文
久2）/芝三田日本榎高輪辺絵図（文久元）/東都麻布之絵図（文久元）/目黒白金図（安政4）/東都青山

絵図（安政4）/内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/牛込市谷大久保絵図（嘉永7）/雑司ヶ谷音羽絵図（安
政4）/東都駒込辺絵図（安政4）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）/

隅田川向嶋絵図（安政3）
東都近郊全図（紙屋徳八 弘化元年）/懐宝江戸絵図（須原屋茂兵衛 天保14年）
嘉永・慶応江戸切絵図 江戸東京今昔切絵図散歩 （人文社 1995 1冊 T/0・290/3041/1）
内容；御曲輪内大名小路絵図（慶応元）/麹町永田町外桜田絵図（元治元）/東都番町大絵図（元治元）/
飯田町駿河台小川町絵図（文久3）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/八町堀霊岸嶋日
本橋南之絵図（文久3）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/芝口南西久保愛宕下之図（万延2）/今井
谷六本木赤坂絵図（万延2）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（元治元）/市ヶ谷牛込絵図（安政4）/礫川
牛込小日向絵図（万延元）/東都小石川絵図（安政4）/小石川谷中本郷絵図（万延2）/東都下谷絵図
（文久2）/東都浅草絵図（文久元）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/本所絵図（文久3）/本所深川絵図（文
久2）/芝三田日本榎高輪辺絵図（文久元）/東都麻布之絵図（文久元）/目黒白金図（安政4）/東都青山

絵図（安政4）/内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/牛込市谷大久保絵図（嘉永7）/雑司ヶ谷音羽絵図（安
政4）/東都駒込辺絵図（安政4）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）/

隅田川向嶋絵図（安政3）
〔大江戸鳥瞰図；江戸名所之絵〕（鍬形紹真筆 後修）/〔天保御江戸大絵図部分（岡田屋嘉
七 天保14）
古板江戸図集成

8

(中央公論美術出版 1960 1冊 D/0920/K734/K1-8）

古板江戸図集成 ４ （中央公論美術出版 2002 1冊 DRT/0・290/5026/4）
集約江戸絵図 中巻 （古版江戸図集刊行会 1963 1冊 D/0920/S998/S1-2）
集約江戸絵図 中巻 （中央公論美術出版 1975 1冊 DT/0・290/17/2）
内容；江戸切絵図集・索引
千代田区：飯田町駿河台小川町絵図（慶応元）/東都番町大絵図（元治元）
中央区：日本橋北神田両国浜町明細絵図（安政6）
港区 ：芝口南西久保愛宕下之図（万延2）/今井谷六本木赤坂絵図（安政4）/白金絵図（嘉
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永7）

台東区：東都下谷絵図（文久2）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安
政3）

文京区：東都小石川絵図（安政4）/雑司ヶ谷音羽絵図（安政4）/東都駒込辺絵図（安政4）/染井王
子巣鴨辺絵図（嘉永7）
新宿区：市ヶ谷牛込絵図（安政4）/礫川牛込小日向絵図（万延元）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図
（安政4）

墨田区：隅田川向嶋絵図（安政3）/本所絵図（文久3）
江東区：本所深川絵図（安政2）
渋谷区：内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/東都青山絵図（安政4）
東京市史稿；市街篇 第47付図（東京都 1958

29枚 0920/T727/T2-2-47-2 合綴製本）

内容；大名小路神田橋内内桜田之図（安政7）/東都番町大絵図（安政5）/麹町永田町外桜田絵図〔（嘉
永3）〕/飯田町駿河台小川町絵図（嘉永3）/小石川谷中本郷絵図（嘉永6）/築地八丁堀日本橋南之

図（嘉永2）/神田浜町日本橋北之図（嘉永4）/芝口南西久保愛宕下之図（安政2）/芝三田日本榎高輪
辺絵図（安政2）/ 東都麻布之絵図〔（嘉永4〕）/今井谷六本木赤坂絵図（嘉永3）/東都青山絵図（嘉
永6）/白金絵図（嘉永7）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ツ谷絵図（嘉永3）/市ヶ谷牛込絵図〔（嘉永4）〕/内藤新

宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/牛込市谷大久保絵図〔（嘉永7）〕/ 雑司ヶ谷音羽絵図（安政4）/ 東都小
石川絵図（嘉永7）/礫川牛込小日向絵図（嘉永5）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/東都駒込辺絵図
（嘉永7）/東都下谷絵図（嘉永4）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）/東都浅草絵図（嘉永6）/今戸箕

輪浅草絵図（嘉永6）/本所深川絵図（安政5）/本所絵図（安政2）/隅田川向嶋絵図（安政3）
江戸切絵図 〔1〕 金鱗堂版（ 浜田義一郎編 東京堂出版 1974 1冊 DT/0・290/12）
内容；大名小路神田橋内内桜田之図（安政7）/麹町永田町外桜田絵図（万延元）/東都番町大絵図（安
政７）/飯田町駿河台小川町絵図（嘉永3）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/八町堀霊岸

嶋日本橋南之絵図（文久3）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/芝口南西久保愛宕下之図（安政6）/
今井谷六本木赤坂絵図（安政4）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（万延元）/市ヶ谷牛込絵図（安政4）/
礫川牛込小日向絵図（万延元）/東都小石川絵図（安政4）/小石川谷中本郷絵図（嘉永6）/東都下谷
絵図（安政4）/東都浅草絵図（安政4）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/芝三田日本榎高輪辺絵図（安政4）
/目黒白金図（安政4）/東都麻布之絵図（嘉永4）/東都青山絵図（安政4）/内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文
久2）/牛込市谷大久保絵図（安政4）/雑司ヶ谷音羽絵図（安政4）/東都駒込辺絵図（安政4）/染井王

子巣鴨辺絵図（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）/隅田川向嶋絵図（安政3）/本所絵図（安
政2）/本所深川絵図（安政5）/八町堀細見絵図（文久2）：索引

江戸・東海道 付図 太陽コレクション （平凡社 1977 1冊 T/0・290/23）
内容；麹町永田町外桜田絵図（嘉永3）/東都番町大絵図（安政5）/飯田町駿河台小川町絵図（安政4）/
築地八町堀日本橋南絵図（安政4）/小石川谷中本郷絵図（安政4）/
今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）
牛込四ツ谷淀橋周辺江戸切絵図；地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編
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付図 （新宿区教育委員会 1984 1冊 DRT/36・29/3/3）
収録図；内藤新宿千駄ヶ谷辺図（文久2）/牛込市谷大久保絵図（安政4）
豊島区地域地図 第3集 近世（江戸切絵図）編 付図
（豊島区教育委員会 1990 2枚 T/43・29/7/3 合綴製本之内）
内容；染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/雑司ヶ谷音羽絵図（嘉永6）
「郷土室だより」付録地図

（中央区立京橋図書館 1995 2枚
T/33・29/5001/1,2 合綴製本之内）

1… （旧京橋区の部） 築地八町堀日本橋南絵図（安政4）
2… （旧日本橋区の部）神田浜町日本橋北之図（嘉永4)
考証江戸切絵図（綿屋雪著 三樹書房 1982 1冊 T/0・290/51）
収録図；八町堀細見絵図（文久2）
〔慶応〕印 尾張屋清七版「江戸切絵図」 薄葉・墨刷図 慶応義塾・幸田成友旧蔵
全19図に出場限朱引入

「大名本切絵図」

（慶応義塾大学三田情報センター 1985 1冊 DT/0・290/70）
内容：御曲輪内大名小路絵図（慶応元）/麹町永田町外桜田絵図（元治元）/飯田町駿河台小川町絵図（慶
応元）/東都番町大絵図（元治元）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/八町堀細見絵図（文久2）/八町堀霊

岸嶋日本橋南之絵図（文久3）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/小石川谷中本郷絵図（万
延2）/東都駒込辺絵図（安政4）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）

/東

都小石川絵図（安政4）/礫川牛込小日向絵図（万延元）/雑司ヶ谷音羽絵図（安政4）/東都下谷絵図（文
久2）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/東都浅草絵図（文久元）/隅田川向嶋絵図（安政3）/本所絵図（文久3）

/本所深川絵図（文久2）/芝口南西久保愛宕下之図（万延2）/芝三田日本榎高輪辺絵図（文久元）/目黒
白金図（安政4）/市ヶ谷牛込絵図（安政4）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（元治元）/内藤新宿千駄ヶ谷
辺図（文久2）/牛込市谷大久保絵図〔安政4以降〕/今井谷市兵衛町赤坂全図（元治2）/ 東都麻布之絵図
（文久元）/東都青山絵図（安政4）

：索引

大江戸絵圖（アイ・プロジェクト出版部 [19--] 図28枚 DT/290.3/5327/X）
内容：千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（安政4）/牛込市谷大久保絵図（安政4）/麹町永田町外桜田絵図（万
延元）/隅田川向嶋絵図（安政3）/東都青山絵図（安政4））/築地八町堀日本橋南絵図（安政4）/根岸谷中

日暮里豊島辺図（安政3）/今井谷六本木赤坂絵図（安政4）/東都駒込辺絵図（安政4）/雑司ヶ谷音羽絵
図（安政4）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/東都浅草絵図（安政4）/芝口南西久保愛宕下
之図（安政6）/東都小石川絵図（安政4）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/目黒白金図（安政4）/ 東都麻布之
絵図（安政4）/小石川谷中本郷絵図（安政4）/染井王子巣鴨辺絵図（嘉永7）/市ヶ谷牛込絵図（安政4）/
大名小路神田橋内内桜田之図（安政7）/東都番町大絵図（安政5）/本所深川絵図（安政5）/本所絵図（安
政2）/芝三田日本榎高輪辺絵図（安政4）/東都下谷絵図（安政4）/飯田町駿河台小川町絵図（安政7）/礫

川牛込小日向絵図（安政4）
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新・江戸切絵図：嘉永・慶応（人文社 2010 1冊 T/290.3/5365/2010）
内容：御曲輪内大名小路絵図（慶応元）/麹町永田町外桜田絵図（元治元）/東都番町大絵図（元治元）/
飯田町駿河台小川町絵図（文久3）/日本橋北内神田両国浜町明細絵図（安政6）/八町堀霊岸嶋日本橋
南之絵図（文久3）/京橋南築地鉄炮洲絵図（文久元）/芝口南西久保愛宕下之図（文久元）/今井谷六本木
赤坂絵図（文久元）/千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図（元治元）/市ヶ谷牛込絵図（安政4）/礫川牛込小日向絵
図（万延元）/東都小石川絵図（安政4）/小石川谷中本郷絵図（文久元）/東都下谷絵図（文久2）/東都浅草
絵図（文久元）/今戸箕輪浅草絵図（嘉永6）/本所絵図（文久3）/本所深川絵図（文久2）/芝三田二本榎高
輪辺絵図（文久元）/東都麻布之絵図（文久元）/目黒白金図（安政4）/東都青山絵図（安政4）/内藤新宿千
駄ヶ谷辺図（文久2）/牛込市谷大久保絵図（安政元）/雑司ヶ谷音羽絵図（安政4）/東都駒込辺絵図（安政
4）/染井王子巣鴨辺絵図（安政元）/根岸谷中日暮里豊島辺図（安政3）/隅田川向嶋絵図（安政3）：索引

＊ 当館 特別文庫室には、江戸絵図 のコレクションが

あります。
詳しくは、特別文庫室にお問い合せ下さい。
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