
所蔵資料展　お江戸のなんでもランキング２　　展示資料目録
番号 資料名 法量（cm） 作成年代 作成者 発行 形態・材質・様式・技法 所蔵先

一　番付の夜明け

1-1 今様見立　士農工商之内　商人 複製・3枚 安政4年（1857） 歌川豊国画 魚栄 錦絵 国立国会図書館

1-2 大成武鑑　3冊組
壱15.8×11.5×3.5
弐15.8×11.5×3.0
参15.7×11.5×2.1

万延2年（1861） 出雲寺萬次郎著 出雲寺萬次郎 和紙・版本

1-3 滑稽冨士詣
本18.2×11.4　10
冊

万延元年～文久元年
（1860～1861）

仮名垣魯文著　歌川芳虎画 恵比寿屋庄七 冊・和紙・木版単色刷

1-4 殺生石後日の怪談
18.0×10.2×1.2　1
冊

文政8年（1825）頃
曲亭馬琴著　上巻歌川豊国（初
代）画/下巻歌川国貞（のちの3
代目歌川豊国）画

和本

1-5 悪抜正直曽我
17.2×13.2×1.5　3
冊

近世 恋川春町画 和本

二 番付登場

2-1
大芝居・中芝居・子供芝居
三ヶ津役者大相撲見立

32.5×60.5 文政2年（1819）
浪華　播磨屋五兵衛
同北堀江市場□錦屋
喜兵衛

舗・紙・木版

2-2 東都役者入替番附之図 24.2×31.1 近世 木挽町五丁目　金井半兵衛著 舗・紙・木版

2-3 江戸辻番付　御存五大力 38.3×29.7 和紙・版本

2-4 東都繁栄の図 複製・3枚 安政元年（1854） 歌川広重画 井筒屋 国立国会図書館

2-5
弘化五申の年改正　大新板役者
鳥尽見立並位附

46.9×35.5 弘化5年（1848）
京四條通寺町西エ入　吉野屋勘
兵衛著

舗・紙・木版

2-6
大江戸しばゐねんぢうぎやうじ
風聞きゝ

複製・1枚 明治30年（1897） 安達吟光著 長谷川寿美　 大判・錦絵・竪
東京都立中央図書
館

2-7 勧進大相撲土俵入之図 複製・3枚 嘉永2年（1849） 歌川国芳画
芝明神前　伊勢屋忠助
板

大判・錦絵・竪
東京都立中央図書
館

2-8 相撲櫓模型 62.0×33.0×27.5

2-9 江戸相撲番附
複製・64.5×41.9
（原本）

安政7年（1860） 神田三河屋治右エ門 軸物・木版墨摺
東京都立中央図書
館

2-10 漬物番付 37.0×28.0 弘化4年（1847） 川村□兵衛 舗・紙・木版

2-11 神田明神祭禮番附 複製 文久元年（1861）
板元：馬喰町森屋治兵
衛

刷物
東京都立中央図書
館

2-12 赤城大明神御祭番附 複製・2枚 文政5年（1822）
東京都立中央図書
館

2-13 大日本神事見立角觝 23.7×18.0 近世 舗・紙・木版

2-14 山王様御祭礼図
37.2×24.4　1組3
枚

文久元年（1861） 重歳著 越嘉（越前屋嘉十） 大判・和紙・錦絵

2-15 江戸名所　山王まつり 24.5×36.3 安政5年（1858） 歌川重宣（二代・広重）画 山口屋藤兵衛 大判・紙・錦絵

2-16 青楼絵抄年中行事　上之巻 複製 享和4年（1804） 十返舎一九著、喜多川歌麿筆 上総屋忠助 国立国会図書館

2-17 職人尽絵詞
複製・第3軸（彫り
師）

北尾亘巳原図、山東京伝ほか詞
書

国立国会図書館

三 江戸の見立と明治の見立（その1）【娯楽】　歌舞伎・武勇・忠孝

3-1 花櫓給金附 36.7×24.2　1組3枚 明治23年（1890） 歌川国貞画（三代） 長谷川園吉 大判・紙・木版彩色

3-2
嘉永三戌春改板　大江戸役者鑑
三芝居給金附

47.3×31.9 嘉永3年（1850） 舗・紙・木版

3-3
明治八年　秋三府惣役者給金附
大新板

50.2×36.1 明治8年（1875） 東花堂 舗・紙・木版

3-4 英勇組打図画 35.0×24.3
安政6年～明治4年
（1859～1871）

歌川芳虎画 佐野屋富五郎 大判・和紙・錦絵

3-5
応仁始ヨリ元和年至　武勇名鑑
初編

23.1×17.8 近世 一夢庵小蝶著 舗・紙・木版

3-6
明治大見立改正新版　皇国英雄
武者鏡

37.0×24.5 明治28年（1895） 片田　長次郎 舗・紙・木版着色

3-7 改正増補　江戸大節用海内蔵
26.4×18.5
2冊　（乾・坤）

文久3年（1863） 高井蘭山、中村経年著
日本橋通一丁目　須原
屋茂兵衛他

紙・木版彩色

3-8 忠孝仇討図会　高田馬場 36.2×25.0　
天保14年～弘化4年
（1843～1847）

歌川広重（初代）画
団扇堂（伊場屋　仙三
郎）

大判・紙・錦絵

3-9 ［赤穂義士］四十七士姓氏録 36.5×24.3　1組3枚 明治元年（1868） 月岡芳年画 伊勢屋利兵衛 大判・紙・錦絵

3-10 忠孝仇討鏡 23.2×17.6 近世 舗・紙・木版

3-11
明治大見立改正新版　古今讐討
鑑

37.0×24.3 明治30年（1897）か 内田長次郎か 紙

3-12 高田馬場誉敵討 17.3×11.6 明治18年（1885）
京橋区弓町12番　丸山
幸治郎

活字・和綴

三 江戸の見立と明治の見立（その2）【物見遊山】

4-1 大日本名所旧跡見立相撲 23.8×18.1 近世 舗・紙・木版

4-2
明治廿四年改正新版　大日本名
所旧跡鑑

36.5×24.0 明治24年（1891） 舗・紙・木版着色

4-3 諸国温泉功能鑑 23.5×18.0 近世 舗・紙・木版

4-4
明治大見立改正新版　大日本温
泉一覧

36.8×23.7 明治30年（1897）
東京浅草区茅町1丁目2番地　片
田長次郎著

舗・紙・木版着色

4-5
大日本国々繁花見立相撲
（大阪より諸国江道中独案内）

23.5×17.4 近世 舗・紙・木版

4-6 大日本諸国繁栄競 23.6×17.0 明治 舗・紙・木版

4-7
明治十四年改正
大日本諸国繁栄鏡.全

51.6×38.5 明治13年（1880）
編集：愛知県名古屋区古郷町40
番地　花井藤七/出板：名古屋区
本町通り若宮前　花井出店

舗・紙・木版



三 江戸の見立と明治の見立（その３）【世相】　

5-1 新古興廃くらべ 50.0×38.0 明治15年（1882）
神田カチ町6番地　長
谷川忠兵衛

紙

5-2 開化見立十八番面附 24.0×32.5 明治18年（1885）
団団社（団々珍聞第五
百号）

舗・紙・活版

5-3 善悪何四書 49.0×35.0 近世 当世堂主人著 舗・紙・木版

5-4 男女同権いろは之争論 33.8×24.7 明治23年（1890）
著作者：東京府南品川町326番
地　三上庄吉著

発行兼印刷：東京府神
田区宮本町4番地　諸
證直吉

舗・紙・木版

5-5 女大学
複製・17.6×23.4
（原本）

近世
東京都立中央図書
館

5-6
天保七申のとし新板
あほとかしこの角力

31.3×43.8 天保7年（1836） 浪花わた正著 舗・紙・木版

5-7 当世あほとかしこ見立相撲 52.0×38.0 明治10年（1877）
大坂西成郡西高津村111番地
加藤冨三郎著

大坂舩場心斎橋筋
塩町角　前田喜兵衛

舗・紙・木版

5-8 大日本持丸長者鑑 37.5×52.0 文久3年（1863） 江戸浅草馬道　当世堂 舗・紙・木版

5-9 大日本持丸長者鑑 37.0×76.0 明治11年（1878）
京都府下京第十三区四條通寺
町□□　奈良物町376番地　大
谷勘兵衛著

京都府下京第十三区
四條通寺町□□　奈良
物町376番地　大谷勘
兵衛

舗・紙・木版

5-10
有ルやうでも無イ物　無イやうで
も有ル物　見立相撲

17.0×22.1 近世 舗・紙・木版

5-11 有聞無見競 34.1×24.7 明治24年（1891）
下谷区南稲荷町63番地
勅使河原文之助著

舗・紙・木版

5-12 古今奇事一覧　泰平無彊 44.0×34.3 近世 舗・紙・木版

5-13 近世珍奇くらべ 49.0×37.0 明治9年（1876）
神田通新石町3番地
倉田太助

舗・紙・木版

5-14 惣菜番附 17.5×23.0 近世 小蝶著 通油町　藤岡堂 舗・紙・木版

5-15
明治廿五年改正　新版　日用便
利　おかづのはや見

37.2×24.7 明治24年（1891）
神田カヂ町5番地
長谷川常治郎

舗・紙・木版着色

四 番付変遷【明治】

6-1 惣俳優大見立
36.8×24.2　1組3
枚

明治17年（1884） （橋本）周延画 長谷川常次郎
大判・紙・木版彩色・錦
絵

6-2
明治廿六年改正新版　東京大劇
場俳優見立

37.1×24.7 明治26年（1893）
東京浅草区茅町1丁目2番地
片田長次郎著

舗・紙・木版着色

6-3 卯の春四面一覧 49.0×36.5 明治12年（1879） 清水喜兵衛著 舗・紙・銅版

6-4
明治十四年度改正東京八方一
覧

49.5×36.0 明治13年（1880）
京橋区霊岸島塩町19
番地　安田安五郎

紙

6-5 東京書画詩文人名一覧 36.5×50.5 明治14年（1881） 舗・紙・木版

四 番付変遷【大正】

6-6 最新調査　大日本金満家一覧表 54.5×39.5 大正3年（1914） 松本幸吉著 北沢赤太郎 舗・紙・活版

6-7 古今書画名家一覧 74.5×52.0 大正元年（1912） 片山東海著 生産社 舗・紙・活版

6-8 増補古今書画名家一覧 55.0×79.0 大正9年（1920） 石塚猪男蔵著 石塚書舗 舗・紙・木版

6-9
古今書画名家印鑑譜（上記裏
面）

複製・55.0×79.0
（原本）

大正9年（1920） 石塚猪男蔵著 石塚書舗 舗・紙・木版

6-10 現代百番附 25.5×18.5 大正5年（1916） 池清一著 豊文館 冊・紙・活版

6-11
時事新報社　第三回調査　全国
五十万円以上資産家表

38.0×27.0 大正5年（1916） 時事新報社著 冊・紙・活版

6-12 面白珍番附大集 21.4×14.5 大正 大坂講談倶楽部社 冊・紙・活版

6-13 大正大番附 25.3×18.3×0.5 大正7年（1918）
東京日本橋三芳屋出
版部

紙

四 番付変遷【昭和】

6-14
映画スター名鑑　全日本俳優人
気番付　昭和十一年度撮影ス
タッフ一覧表

79.0×54.5 昭和11年（1936） キネマ編集部著 紙

6-15
映画スター名鑑　全日本俳優人
気番付　昭和十一年度撮影ス
タッフ一覧表（部分）

複製・79.0×54.5
（原本）

昭和11年（1936） キネマ編集部著 紙

6-16
新版大日本相撲協会力士写真
番附　昭和七年五月場所

54.0×78.0 昭和7年（1932） 紙・印刷

6-17
内務省衛生試験所分析
日常食品分析図解色別表

77.5×54.0、28.0×
39.5、26.5×37.5、
15.2×22.6

昭和13年（1938）
改訂11版

前田興一郎著
東京市淀橋区角筈町1
丁目27番地　東京栄養
食糧研究所　徳田善補

紙

6-18 重要番附・一覧表十一種 54.7×78.7 昭和11年（1936） 編輯兼発行人：福田忠良
大日本雄弁会講談社/
印刷人：横田秀治

舗・紙・印刷

6-19 お惣菜栄養番付表 53.0×38.0 昭和9年（1934） 主婦之友社 紙

五 クローズアップ新宿

7-1 従馬喰町東京見物独案内略図 18.8×25.0 不詳 不詳 不詳 1枚・紙・版本

7-2 大日本神社仏閣御領　上 46.0×36.5 近世 京都　柏宗板 舗・紙・木版

7-3 続集大日本神社仏閣御領 47.5×32.0 近世 京都　柏宗板 舗・紙・木版

7-4
市谷茶の木稲荷大明神御開帳
奉納番附

23.1×56.2 天保9年（1838） 森屋治兵衛
舗・和紙・木版単色刷
（墨）

7-5
市谷茶の木稲荷大明神御開帳
奉納番附

23.1×59.2 天保9年（1838） 森屋治兵衛
舗・和紙・木版単色刷
（墨）

7-6 諸国産物鑑　二編 22.3×17.2 近世



7-7 江戸じまん（家業番附） 46.5×34.0 近世 舗・紙・木版

7-8
城西地主番附（其一）大久保町
（百坪以上）

46.5×38.0 大正5年（1916）
東京評論社　東京府北
多摩郡国分寺村大字
国分寺356

7-9 群談読物高名鏡 36.8×25.1 明治23年（1890）
神田区カチ町5番地
長谷川常治郎著

舗・紙・木版着色

7-10 講談人名鑑 36.5×24.5 明治 児玉又七 舗・紙・木版

7-11 拳技睦会大相撲 71.0×51.0 大正14年（1925） 永倉杉藤著 舗・紙・木版

7-12 三ッ組盃 32.0×24.0 近世

7-13 東都贅高名花競 複製 三井文庫

7-14 里の花廓の賑
36.9×25.0　1組3
枚

明治22年（1889） （橋本）周延画 武川卯之吉 紙・木版彩色

7-15
明治廿二年改正新版　娼妓全盛
競

36.5×24.5 明治22年（1889） 児玉又七 舗・紙・木版着色

7-16 見立町鑑　大地志ん 40.3×31.5 近世 摺物

7-17 嘉永四辛亥年　四ッ谷火事焼図 32.1×46.8 嘉永4年（1851） 摺物

7-18
安政二卯十月二日　大地震附類
焼場所

38.3×51.9 瓦版複製 瓦版の複製

7-19
安政二卯十月二日　夜四ッ時
江戸大地震　出火場所分

38.5×52.8 複製

7-20
安政二卯十月二日　夜大地震
鯰問答

24.9×36.7 安政2年（1855） 大判横

7-21
安政二卯十月二日　地震出火後
日角力番付

36.7×24.8 近世

7-22 地震後当座潤い職 37.0×24.7 近世

7-23 大江戸繁昌町尽 複製 当世堂版
柏書房『決定版　番
付集成』より

7-24 名木競 複製
柏書房『決定版　番
付集成』より

7-25
魚盡見立評判第初輯　文久元年
酉秋新版　会席献立料理通

複製・51.0×37.0
（原本）

文久元年（1861）
東京都立中央図書
館

7-26 当世　武家地商人
複製・48.0×33.0
（原本）

明治初年（1868）
東京都立中央図書
館

7-27 江戸前大蒲焼
複製・53.0×38.0
（原本）

嘉永5年（1852） 鰻鱣堂　蔵板
東京都立中央図書
館

7-28 東京自慢五勉強一覧 38.3×23.3 明治24年（1891）
神田区通シン石町12番地
長谷川作二良著

舗・紙・木版着色

7-29 東京各区食物店一覧表 36.5×24.5 明治 児玉又七 舗・紙・木版着色

7-30 四ツ谷商店勉強雙六 55.0×79.5 東京本所栄光社　印行 紙・印刷

7-31 江戸商標集 32.3×22.1 近世 折本

7-32 千社札 38.0×12.5　4枚組 昭和戦前 和紙・印刷

7-33 薪炭商　久浦賀屋鍬太郎　広告 25.8×37.4 明治35年（1902）
牛込区市ヶ谷谷町70番地　薪炭
商　浦賀屋鍬太郎著

大阪市東区備後町3-
27　古島竹次郎

7-34
味噌醤油薪炭一手販売店
奈幡平助　広告

25.7×36.8 明治36年（1903）頃
内藤新宿北町11番地　味噌醤油
薪炭一手販売店　奈幡平助著

7-35 御養生東京牛乳搾乳所一覧 複製 明治18年（1885）5月
浅草区南松山町十一番地
出版人永楽堂春原金次郎

日本実業史博物館旧
蔵資料

国文学研究資料館
史料館

7-36
絵はがき　米国産　種牛直輸入
元　斎藤牧場二種畜舎運動場

14.1×9.1
東京府豊多摩郡戸塚
村下戸塚238番地斎藤
牧場

葉書・紙・モノクロ写真

7-37 四谷軒 1点 大正末から昭和初期頃 写真

7-38 四谷軒 3点 大正末から昭和初期頃 写真

六 番付を楽しもう！

8-1
日本国中見渡勘定七分三分の
見立て

複製・17.5×23.4
（原本）

『吾妻美屋げ　四編』所
収

東京都立中央図書
館

8-2 大日本名山高山見立相撲 22.3×16.0 近世 舗・紙・木版

8-3
天保改　江戸積名酒大寄　大新
版

23.0×17.5 近世 舗・紙・木版

※所蔵先空欄は、当館蔵。

∧


