
 

 

 

①広告主名 

岐阜県図書館 

 

②著作物等の種類 

地図の著作物 

 

③著作物等の概要 

日本・アジア各所等に関わる古地図 計２０３点（地図名、著者、発行年等は別紙参照） 

 

④連絡先 

 法人名  岐阜県図書館         担当部署 サービス課 郷土・地図情報係 

担当者名 松本 徳子 

住所   〒500-8368 岐阜県岐阜市宇佐4-2-1 

 TEL   058-275-5111 

 E-mail  mapstaff@library.pref.gifu.jp 

⑤詳細 

 

岐阜県図書館では、平成7年度より古地図の収集を行っております。所蔵している古地図のデジタル化を行い、当

館HPに掲載して、県民の利用に供する作業を進めております。ウェブサイトでの情報の閲覧、人物事典、人名事典

及び当館作成の人物文献索引による調査など、最大限の努力をしましたが、著作権者が判明しない古地図があり、情

報提供を求めております。明治から昭和にかけての古地図203点について、著作権者、または、著作権承継者の連絡

先に関する情報をおもちの方は、上記連絡先までご連絡ください。 
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裁定申請書（別紙）著作物一覧

地図名 著者 発行年 寸法(cm) 概要

1 天台宗総本山比叡山延暦寺全景図 山田治兵衛 明治44年(1911) 27×45 扇に描かれている

2
静岡市全図
（外題：最新実測都市計画街路網静
岡市全図）

山田金十 昭和7年(1932) 79×54 国内近代都市図　縮尺1/15000

3
静岡市全図
（外題：区部色分大静岡市全図附都
市計画街路網）

山田金十 昭和10年(1935) 88×61 国内近代都市図　縮尺1/30000

4

静岡市全図
（外題：静岡市全図 附都市計画街路
網・史跡名勝特産物・乗合自動車 静
岡市詳細図）

山田金十 昭和13年(1938) 54×79

著者名は外袋に記載
発行年は裏面に記載
国内近代都市図
縮尺1/30000　左に静岡市の産業と観光の写真

5

静岡市全図
（外題：都市計画復興街路網入静岡
市全図 附都市計画街路網・史跡名
勝特産物）

山田金十 昭和16年(1941) 77×55 国内近代都市図　　縮尺１/30000

6
浜松市全図
（外題：実測浜松市全図）

山田菊次郎 大正7年(1918) 79×54 国内近代都市図　　縮尺1/10000

山田栄之助

柴田〓堂

8 宇治山田市街精図 山中昌子 昭和3年(1928) 54×79 国内近代都市図

9 宇治山田市街精図 山中俊一 大正9年(1920) 54×78 国内近代都市図

10 宇治山田市街精図 山中俊一 大正11年(1922) 54×79 国内近代都市図

11 宇治山田市街精図 山中俊一 大正11年(1922) 54×79 国内近代都市図

12 宇治山田市街精図 山中俊一 大正10年(1920) 54×79 国内近代都市図

13 北京内外城詳図 山崎璞三 不明 108×81 中国近代都市図等　　比例尺

14
本州中部地方
（『大日本新地図』所収）

山根秋里 明治40年(1907) 27×20
著者名は奥付に記載
明治期以降日本図（１枚摺）本州中部地方 縮尺
1/1600000

15 市区改正東京市実測全図 山口米吉 明治37年(1904) 39×55 東京中図（M35～39）

16 三重県管内全図 山口長次 明治36年(1903) 55×78 県図・郡図

17 朝鮮国明細全図 山口新太郎 明治27年(1894) 56×39 朝鮮関係図　　（都市図を除く）

18 周防國宮市松崎神社細図 山口市太郎 明治18年(1885) 37×48 神社仏閣名所旧跡

19 伊勢名所順路之図 山下宗兵衛 明治42年(1909) 22×32 伊勢図・明治銅板扇面図（小）

20 伊勢名所順路之図 山下宗兵衛 明治44年(1911) 34×49 伊勢図・明治銅板扇面図（小）左に写真あり

21 伊勢名所順路之図 山下宗兵衛 明治44年(1911) 34×49 伊勢図・明治銅板扇面図（小）左に写真あり

22 伊勢名所順路之図 山下惣兵衛 大正2年(1913) 34×49 伊勢図・明治銅板扇面図（小）

23 伊勢名所順路之図 山下惣兵衛 大正2年(1913) 34×49
伊勢図・明治銅板扇面図（小）　左右に写真あり　下方に
汽車

24 伊勢名所順路之図 山下惣兵衛 大正2年(1913) 34×49
伊勢図・明治銅板扇面図（小）　左右に写真あり　下方に
汽車

25 伊勢参宮名所案内之図 山下惣兵衛 大正15年(1926) 35×50
伊勢図・明治銅板扇面図（小）　左右に写真あり　左に汽
車

26 伊勢参宮名所案内之図 山下惣兵衛 大正11年(1922) 35×50 伊勢図・明治銅板扇面図（小）　右から汽車

27 伊勢参宮名所案内之図 山下宗兵衛 大正14年(1925) 35×50 伊勢図・明治銅板扇面図（小）　右から汽車

28 伊勢参宮名所案内之図 山下惣兵衛 大正15年(1926) 35×50 伊勢図・明治銅板扇面図（小）　　左に汽車

29 伊勢参宮名所案内之図 山下惣兵衛 大正15年(1926) 33×39 伊勢図・明治銅板扇面図（小）　　左に汽車　　色鮮明

30 訂正宮城県管内図 三輪秀春 明治17年(1884) 74×102 県図・郡図

31 改正区域宮城県管内市町村全図 三輪秀春　 明治24年(1891) 74×79 県図・郡図

32 日本三景之一厳島神社全図 三木卯三郎 明治42年(1909) 39×54 厳島図

33 最新川越市全図 三芳野宣量 大正13年(1924) 39×54 国内近代都市図

※１６７～２０３は過去に裁定を受けた著作物の申請である。

7 大須繁昌図 明治18年(1885) 52×36
名古屋図（M1～39）　中央に五重塔
著者名中の「〓」は、日偏に焦



34 成田山全図 三橋吉兵衛 明治28年(1895) 45×63 神社仏閣名所旧跡

35
平泉舊蹟中尊寺毛越寺近傍全図
（外題：中尊寺全景）

三浦幸堪 明治41年(1908) 39×54
著者名、発行年は裏面に記載
神社仏閣名所旧跡

36 改正新版大阪明細全図 榊原英吉 明治23年(1890) 70×48 大阪中・小図(M20～29)

37
新選東京全図
（外題：明細測量東京全図）

阪井金三郎 不明 52×72 東京中図（M20～22）



38 高野山略図 不明 明治22年(1889) 40×66 高野山図

39 香川県栗林公園真景 齋藤利三郎 明治27年(1894) 50×66 神社仏閣名所旧跡

40 不明 不明 不明 59×43 神社仏閣名所旧跡

41
下総国銚子全図
（外題：千葉県銚子全図）

座古平三郎 大正8年(1919) 39×54 国内近代都市図

42 谷汲山全図 左脇三郎 明治23年(1890) 38×53 神社仏閣名所旧跡

43 里程日露戦局地図明細 嵯峨野平左衛門 明治37年(1904) 108×77 国内近代都市図（超大型）・日露戦争

44 吉野山勝景絵図 大和湯川文嶺 明治25年(1892) 38×52 神社仏閣名所旧跡

45
越中立山之図
（外題：立山登山案内図）

佐伯尚宜 大正7年(1918) 54×40 神社仏閣名所旧跡

46 三重県全図 佐藤伊兵衛 明治26年(1893) 40×56 県図・郡図

佐々木彦四郎

草刈米太郎

48 福井市街図 佐々木伸一 昭和23年(1948) 39×54
著者名、発行年は裏面に記載
国内近代都市図

49
比叡山延暦寺案内全図
（外題：総本山比叡山延暦寺全図）

佐井紀皎覚 明治44年(1911) 39×54 神社仏閣名所旧跡

50
比叡山延暦寺案内全図
（外題：総本山比叡山延暦寺全図）

佐井紀皎覚 大正2年(1913) 40×53 神社仏閣名所旧跡

51 月瀬八谷十六勝一目八景図 今中甚八 明治32年(1899) 25×67 神社仏閣名所旧跡

52 弘前市全図 今泉道太郎 大正9年(1920) 54×39
著者名は裏面に記載
国内近代都市図

53 明和大高高燥住宅地分譲御案内 不明 昭和15年(1940) 47×63 分譲地耕地整理

54 東京側量全図 今井五三郎 明治31年(1898) 50×72 東京中図（M30～34）

55 松江市街図 今井兼文 昭和4年(1929) 55×39 国内近代都市図

56 台南市全図 不明 大正7年(1918) 55×79 国内、台湾、朝鮮近代都市図

57
里数線明細日露戦闘地図
（外題：日露戦闘局面新地図）

黒川柳右衛門 明治38年(1905) 106×77 国内近代都市図（超大型）・日露戦争

58
最近調査樺太全図
（外題：樺太全図）

黒川柳右衛門 明治38年(1905) 39×54 樺太図

59
水戸市全図
（外題：最新水戸市全図）

黒岩芳馬 大正12年(1923) 40×54 国内近代都市図

60 樺太全図 黒岩芳馬 大正11年(1922) 108×40 樺太図

61 大阪市新図 高木鶴松 明治33年(1900) 79×55 大阪大・中図(M30～39)

62 皇国平安名所図大極殿及博覧会 高木仙之助 明治28年(1895) 35×52 京都略図（明治以降）（小）

63 京津間疎水線路略図 高木仙之助 明治27年(1894) 37×52 京都略図（明治以降）（小）

高木秀平

河原為五郎

　北尾勝吉

65 第三師団出動方面支那地図 高田芳三郎 昭和3年(1928) 54×39 中国近代都市図等

66 訂正支那全図 髙田郁二郎 明治17年(1884) 36×49 中国関係図（清版・明治期、大正、満州・シベリア出兵）

67 福島市実測平面図 高杉初吉 昭和2年(1927) 64×94 国内近代都市図　　　縮尺　1/144000

68 改正福岡県精図 　高須徳七 明治23年(1890) 90×80 県図・郡図

69 不明 高山兼吉 明治33年(1900) 35×49 伊勢図・明治銅板扇面図（小）

70 長野県主催一府十県総合共進会真景 髙橋亮太郎 明治41年(1908) 39×54 国内近代都市図

71 大連市街全図 高橋勇八 昭和8年(1933) 39×54 朝鮮、中国近代都市図

72 旅大観光案内図　最新大連市街全図 高橋勇八 昭和12年(1937) 39×54 中国近代都市図等

73 九州明細図 香川一秀 明治21年(1888) 63×73 五機内、中国・四国・九州・関東地方図

74 江戸川区全図 行名清幸 昭和13年(1938) 109×79
東京区図・東京郡図（大正以後）
地図のほか文章を掲載。文章の著作者は行名清幸。

64
近江国実測図
（外題：滋賀県管内実測図）

明治19年(1886) 120×83 県図・郡図

47 改正埼玉県管内全図　明治二十二年四月 明治22年(1889) 64×97 県図・郡図



75 大正新版静岡市全図 荒木磯吉 大正10年(1911) 40×54 国内近代都市図　縮尺1/6000

76 大正新版静岡市全図 荒木磯吉 大正5年(1916) 39×55 国内近代都市図　縮尺1/6000

77
新鐫大阪市街細見図
（外題：新撰大阪市街細見図）

荒川義泰 明治26年(1893) 72×71 大阪中・小図(M20～29)

78 伊勢参宮名所案内之図 溝口房吉 大正6年(1917) 38×52 伊勢図・明治銅板扇面図（小）

79 尾三実測図 江嶋鴻山　 明治22年(1889) 122×132 県図・郡図（明治期が中心）

80 天下之絶勝地十和田湖案内絵図 江渡文蔵 不明 55×79 神社仏閣名所旧跡

81 志津ヶ嶽戦場之図 不明 不明 37×53 神社仏閣名所旧跡

82
近郊交通及名所案内図
（外題：ポケット用名古屋市区分図
帖）

不明 昭和22年(1947) 18×10 名古屋図・長崎図(江戸期)

83
名古屋市内交通案内図
（外題：掌中大名古屋区分地図）

広瀬俊幸 昭和18年(1943) 18×10
著者名、発行年は奥付に記載
名古屋図・長崎図(江戸期)

84 名古屋近郊釣場案内詳細地図 広瀬俊幸 昭和15年(1940) 79×55 名古屋図（S11～）

85 伊勢両宮参拝順路之図 向井源吉 明治34年(1901) 40×55 伊勢図・明治銅板扇面図（小）

86 伊勢参宮名所之図 後藤利兵ヱ 明治19年(1886) 37×52 伊勢図・明治銅板扇面図（小）

87 津市並近傍之図 後藤倍吉 明治33年(1900) 40×55 国内近代都市図

88 伊勢参宮名所之図 後藤定吉 明治33年(1900) 33×46 伊勢図・明治銅板扇面図（小）

89 改正新村町名九州詳密地図 後藤常太郎 明治30年(1897) 108×76 五機内、中国・四国・九州・関東地方図　縮尺　1/520000

90 宇治之真景 後藤常太郎 明治29年(1896) 39×54 国内近代都市図

91 鉄道国道航路里程　日本漫遊地図 後藤常太郎 明治39年(1906) 78×54
明治期以降日本図（１枚摺）
著者名は裏面に記載、発行年は別冊付録に記載

92 大日本管轄分地図　岐阜県管内全図 後藤常太郎 明治40年(1907) 55×40
分割日本図（国図・県図等）のうちの 岐阜県管内全図
縮尺　1/330000
著者名は裏面に記載

93 京都並伏見区組明細図 後藤七郎右ヱ門 明治13年(1880) 48×71
京都中図(M1～24)
地図台紙の著者名表記は「後藤七郎右衛門」

94 京都並伏見区組明細図 後藤七郎右ヱ門 明治13年(1880) 48×71
京都中図(M1～24)
地図台紙の著者名表記は「後藤七郎右衛門」

95 東京上野公園地実測図 中嶋正厚 明治10年(1877) 66×90 江戸図（中・大）　縮尺1/2500

96 成田山全図 後藤鎌三郎 明治33年(1900) 46×62 神社仏閣名所旧跡

97 茨城県筑波郡谷田部町大字片田全図 湖林玉雄 明治31年(1898) 148×163 村絵図

98 松嶋一山全図 渡辺為次郎 明治23年(1890) 29×44 松島図

99
滋賀郡全景
（外題：近江滋賀郡名所案内）

原田義圓 不明 39×51
著者名は裏面に記載
県図・郡図

100 信州善光寺境内並二長野市町之図 原山常太郎 明治23年(1890) 42×62 国内近代都市図

101
名古屋市全図
（外題：名古屋市区分地図）

原卯三郎　 大正13年(1924) 14×10
縮尺1/50000
著者名、発行年は奥付に記載

102 名所細見東京全図 月尾庄太郎 明治17年(1884) 40×53
東京中図（M16～19）
地図のほか図が掲載されているが著作者不明

103 蒲郡遊園地ホテル建設予定略図 月涛 不明 40×55 神社仏閣名所旧跡　　鳥瞰図

104 名古屋市全図 不明 大正15年(1926) 51×37 名古屋図（T1～15）　縮尺1/50000

105 志刕名勝図会 結城十助 明治36年(1903) 36×40 県図・郡図　　　縮尺1/120000

106 静岡県駿河國久能山真景 程川晴橘 明治27年(1894) 62×36 神社仏閣名所旧跡

107
茨城県常陸國筑波郡筑波山縣社筑
波神社全図

桑原武吉 明治21年(1888) 39×51
神社仏閣名所旧跡
地図のほか図が掲載されているが著作者不明

熊澤市太郎

安室豊

109 豊後別府竹尾温泉及二條泉之図 熊埜御堂 明治41年(1908) 48×60 温泉図　別府

110

最近実測大阪市新地図、最近実測京
都市新地図
（外題：最近実測大阪市新地図附京
都地図）

不明 不明 80×56 大阪大・中図(M30～39)

111 最新松山市全図 金原摂 大正5年(1916) 40×54
国内近代都市図
著者名、発行年は裏面に記載

108 岐阜新駅新市街地の市内略図 大正２年(1913) 55×40 岐阜市市内略図



112 不明 不明 不明 20×10
講社道中記・街道道中記（冊子）
冊子の題名は「信州善光寺摂取講」

113
豊前国耆闍窟羅漢寺勝景図
（外題：羅漢渓真図）

近藤翠石 明治31年(1898) 41×71
神社仏閣名所旧跡
著者名は外袋に記載
地図のほか文章が掲載されており、「耆山徳麟抄題」とあ

114 加州羅府日本人商業区域明細図 近藤謙二 1926 71×55 外国都市図

115 最近実測図弘前市全図 不明 大正3年(1914) 64×47 国内近代都市図　　縮尺1/10000

116 弘前市内新地図 近松雄吉 明治31年(1898) 39×57 国内近代都市図

117
恵那峡略図
（外題：木曽川下りの恵那峡の舟遊）

中津恵那峡の会 不明 20×60
恵那峡　鳥瞰図
著作者はカバーに記載

118 日露戦争地早見絵図 綱嶋亀吉 明治37年(1904) 64×47 満州・朝鮮半島

119 plan de la ville de VIENNE Chez J.V.Degen 不明 89×89

120 麹町区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

121 京橋区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

122 日本橋区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

123 神田区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

124 下谷区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

125 浅草区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

126 本郷区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

127 小石川区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

128 牛込区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

129 四谷区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

130 赤坂区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

131 麻布区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

132 芝区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

133 本所区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

134 深川区全図 飯田錦之助 明治37年(1904) 38×52 地図帳「東京区分図」収載

135 区画改正大阪之図 加東秀三郎 明治12年(1879) 47×37 大阪図

136 奈良県大和全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

137 添上郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

138 漆下郡全図、平群郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

139 山邉郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

140 廣瀬郡全図、葛下郡忍海郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

141 式上郡全図、式下郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

142 十市郡全図、髙市郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

143 宇陀郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

144 葛上郡全図、宇智郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

145 吉野郡全図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

146 大日本鉄道線路図 塚本松治郎 明治25年(1892) 33×47
地図帳「大和分郡里程図」収載
著者名、発行年は奥付に記載

147
青森県管内図
（外題：青森県管内全図）

鎌田政憲 明治25年(1892) 82×107 県図・郡図

蔀屋仙蔵

森琴石

149 官許岡山県市中略図 柴岡正喬 明治8年(1875) 38×72 国内近代都市図

148 改正大阪区分細見図 明治13年(1880) 74×53 大阪図



150 仙台市街絵入明細全図 梅原榮造 明治17年(1884) 37×51
国内近代都市図
地図のほか図が掲載されているが著作者不明

151 新版大阪細見全図 鳥井正之助 明治18年(1885) 48×72 大阪図

152 不明 不明 不明 74×77
県図・郡図
青森県管内図

153 改正東京御絵図 安倍為任 明治10年(1877) 48×67 図中心に皇居

154 名古屋案内地図 不明 大正5年(1916) 79×55 名古屋図（T1～15）

155 善光寺境内及長野町全図 不明 明治24年(1891) 27×50 国内近代都市図

156 門司新市街図 不明 昭和3年(1928) 54×78 国内近代都市図

157 養老公園全図 池田崇廣 明治15年(1882) 38×52 神社仏閣名所旧跡（２）箱

158 亜細亜内部大日本韓清地図 嵯峨野彦太郎 明治27年(1894) 53×74 中国近代都市図等

159 高野山全図 米阪四郎兵衛 明治23年(1890) 48×73 高野山図

160 美濃國谷汲山図 不明 明治31年(1898) 35×50 神社仏閣名所旧跡

161 美濃國養老公園全形絵図 川瀬善一 明治15年(1882) 38×52 神社仏閣名所旧跡

162 欧亜一目日露清韓明細地図 不明 明治37年(1904) 47×62 中国近代都市図等

163
欧亜一目日露清韓明細地図
（外題：日露清韓明細地図）

不明 明治37年(1904) 50×68 国内近代都市図（超大型）・日露戦争

164 近江八景之図 板本礒田 不明 28×43 神社仏閣名所旧跡

165 京都区組分細図 樺井達之輔 明治20年(1887) 38×51 京都略図（明治以降）（小）

166 改正新刻京都区組分名所新図 樺井達之輔 明治20年(1887) 47×71 京都中図(M1～24)

167
浜松市全図
（外題：実測最新版浜松市全図）

齋藤忠一 昭和2年(1927) 39×51 国内近代都市図

168
浜松市全図
（外題：実測最新版浜松市全図）

齋藤忠一 昭和3年(1928) 39×54 国内近代都市図

169
浜松市全図
（外題：実測最新版浜松市全図）

齋藤忠一 昭和4年(1929) 39×54 国内近代都市図

170 高野山真景大全図 平田永吉 明治40年(1907) 52×76 高野山図

171 高野山真景大全図 平田永吉 明治33年(1900) 50×74 高野山図

172 大改正大阪実測図 日下伊兵衛 明治30年(1897) 78×55 大阪大・中図(M30～39)

173 大改正大阪実測図 日下伊兵衛 明治32年(1899) 79×55 大阪大・中図(M30～39)

174 最新大大阪全図 日下伊兵衛 昭和18年(1943) 76×54
大阪大・中図(S)
著者名は裏面に記載

175 最新大大阪全図 日下伊兵衛 昭和18年(1943) 75×54
大阪大・中図(S)
著者名は裏面に記載

176 愛知県第一区名古屋并熱田全図 藤井富太郎 明治11年(1878) 73×59 名古屋図（M1～39）

177 明細新選東京全図 長谷川政忠 明治18年(1885) 51×72 東京中図（M16～19）

178 明細新選東京全図 長谷川政忠 明治21年(1888) 51×72 東京中図（M20～22）

179 明細新選東京全図 長谷川政忠 明治23年(1890) 50×71 東京中図（M23～25）

180
善光寺境内図
（外題：善光寺境内並長野市街図）

中村信太郎 明治26年(1893) 38×51 国内近代都市図

181 長野市街並ニ近傍名所真図 中村信太郎 明治32年(1899) 46×63 国内近代都市図

182
善光寺境内図
（外題：善光寺境内並長野市街図）

中村信太郎 明治26年(1893) 37×50 神社仏閣名所旧跡（２）箱

183 大字明細　帝国里程全図 中村伊助 明治40年(1907) 155×54 明治期以降日本図（１枚摺）

184 実地踏測大阪市街全図 中村伊助 明治36年(1903) 79×55 大阪大・中図(M30～39)

185 実地踏測大阪市街全図 中村伊助 明治39年(1906) 79×55 大阪大・中図(M30～39)

186 京都明細地図 竹内庄之助 明治28年(1895) 53×79 京都中図(M25～45)

187 京都明細地図 竹内庄之助 明治28年(1895) 54×75 京都中図(M25～45)

188 最近岐阜市街図 浅野敬一 大正10年(1921) 39×55 国内近代都市図



189 最近岐阜市街図 浅野栄次郎 大正13年(1924) 39×54 国内近代都市図

190 美濃岐阜市街全図 川瀬善一 明治16年(1883) 37×51 国内近代都市図

191 美濃國養老公園地全形絵図 川瀬善一 明治14年(1881) 37×57 神社仏閣名所旧跡（２）箱

192 名古屋市街図 奥村栄助 大正12年(1923) 80×55 名古屋図（T1～15）

193
名古屋新地図
（外題：大改正大名古屋新地図）

奥村栄助 大正13年(1924) 80×55 名古屋図（T1～15）

194 熊本市街全図 衛藤眞毎 明治26年(1893) 53×41 国内近代都市図

195 日清韓三国明細全図 山口米吉 明治27年(1894) 47×63 中国近代都市図等

196 大日本職業別明細図大広島市 木谷栄吉 昭和13年(1938) 63×93 国内近代都市図

197 養老公園之真図 田中正兵衛 明治31年(1898) 39×53 神社仏閣名所旧跡

198 愛知県名古屋明細地図 樺井達之輔 明治19年(1886) 73×51 名古屋図（M1～39）

199 京都名所獨案内 樺井達之助　 明治20年(1887) 38×50 京都略図（明治以降）（小）

200 旅順戦跡案内詳図 土屋清見 大正12年(1923) 54×77 中国近代都市図等

201 旅順戦跡案内詳図 土屋清見 大正15年(1926) 55×79 中国近代都市図等

202
不明
（外題：新訂　大日本全図）

野際馨 明治26年(1893) 74×54 明治期以降日本図（１枚摺）

203
不明
（外題：新訂　大日本全図）

野際馨 明治29年(1896) 73×53
明治期以降日本図（１枚摺）
著者名は裏面に記載


