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①満蒙行　大正 10年 7～ 9月
 （キャプションあり）106枚
鉄嶺山上／鉄領北山／鉄領街頭／奉天北陵／奉天東陵
／奉天街頭／奉天宮殿／奉天駅／奉天喇麻塔／吉林行
車中より見たる満蒙の平原／吉林北山／満鉄車上／哈
爾浜市街／長春新市街／長春街頭／停車中に物売りに
来る支那人（雙城府駅にて）／釜山桟橋／釜山港外／
京城郊外／金剛山山中／内金剛善光庵／海金剛／朝鮮
人／東萊／牡丹台 浮碧楼／牡丹台 玄武門／朝鮮玉城内
／朝鮮の葬儀／京城南大門／支那の少女／李王家温室
／ターリャン／支那街／大同湖畔／他

②鮮満行脚紀念　昭和 5年
 （キャプションあり）45枚
南山の鎮魂碑／朝陽寺／鴨緑江の上流／火田民の家屋
／金州城の城壁・城外・城内／大和尚山（大黒山）の
雄姿／観音閣勝水寺／響水観／唐王殿（石鼓寺）／金
州孔子廟／龍王廟／金州郊外の並木街道／輯安の大将
軍塚／金剛山／大連中央公園の雪／大連埠頭の倉庫／
他

③鮮満〓行脚紀念帖　昭和 5年
 （キャプションあり）53枚
大連市役所全景／大連日本橋／港橋／大連医院（大連
病院）／大連常盤橋停留所序附近／ヤマトホテル全景
／埠頭入港（ほんこん丸入港／バイカル丸入港）／出
船（船不明）／埠頭全景／大連物産取引所／大連西南
の露店市場／浪速町（天津街）／凌水寺／水師営／大
連夏家河子海水浴場／龍王塘ダム／ヤマトホテル別館
（星ヶ浦）／他

④昭和 5年頃（大正 8年頃か？）
 （キャプションあり）48枚
材木の引き上げ作業（松花江）／龍潭山（吉林北方）
／敦化／氷上の馬宿（松花江）／老爺嶺／松花江の氷
結（ハルピン）／呉俊陞の居城 黒竜江省軍署（チチハ
ル）／熊岳城 望児山／熊岳城の喇嘛洞／阿什河（アシホ）
／田舎道／穀物倉／粉條子の作成／木挽／小間物売り
／籠子／豚饅頭を作るところ／安東旧市街／海城の魁
星楼／海城の城壁／奉天 北陵の中庭／東陵の東門付近
／他

1 戦前中国朝鮮写真帖　31 冊 ￥3,500,000（税別）

・溝辺邸で撮影した写真があることから溝辺有巣（大分県出身の日本画家）撮影、旧蔵の写真帖
と思われる。明治末期から昭和初期（基本的には昭和５年～８年ぐらいがメイン）までの写真。
・いくつかのアルバムのタイトルに南船北馬と記されている（南船北馬：中国では、南は川が多い
ので船で、北は平原や山が多いので馬で旅行すること。転じて、絶えず忙しく旅行をしていることを指
す）。大正から昭和にかけて日中戦争勃発直前までの、慌ただしく旅した稀少な中国、朝鮮の事
物風景写真コレクション。
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⑤南船北馬　昭和 5年
 （キャプションなし）48枚
仏像などの写真多数（約 24枚）／奉天神社／他

⑥年数不明　昭和 5年頃
 （キャプションあり）55枚
水師営会見所（乃木大将（司令官）、ステッセル中将、
伊地知少将他／旅順港口／東鶏冠山北堡塁での戦跡／
爾霊山高地／白玉山納骨祠／銃殺された盗賊／遼河／
日本居留民之墓碑／撫順炭鉱／奉天駅街頭／奉天東陵
／奉天北陵／星ヶ浦／蒙古仏／聖徳街の納涼園／聖徳
街 1丁目の電車の停留所／ 3丁目／聖徳小学校／大連
運動場／他

⑦極寒の北満・南満・蒙古の一部分
　昭和 5～ 6年
 （キャプションあり）48枚
-47℃の極寒／ハルピン松花江の冬／土人の冬の生活
／冬の吉林／凍原の旅／極寒の旅／氷上のホッケー／
大連港の冬／ロシア町？の波止場の氷（舟が凍結して
る）／蒙古人の生活風景（羊の群れ／井戸／平原／放
牧／住居／ラクダ）／他

⑧年数不明　昭和５年頃と思われる
 （キャプションなし）48枚
生活風景の写真：易断／大道楽人／蚤の市／駄馬／麻
雀／洗濯／農家／脱穀／宴席／殷子市街／旅芸人／芸
の披露写真／他

⑨南船北馬 大連の一部　昭和 5年
 （キャプションあり）47枚
星ヶ浦の桜／星ヶ浦での雪中ゴルフ／星ヶ浦ヤマトホ
テル分館／星ヶ浦海岸／海水浴場／老虎灘／ロシア街
波止場／常盤橋／電気遊園／表忠塔／小崗子／他

⑩昭和 5年 （キャプション少）89枚
聖徳街の岡／ナニワホテル食堂／支那人の露天／老虎
灘の海岸／冨士谷旅館／他

⑪柳条湖事件の直後　昭和 6年頃
 （キャプションあり）54枚
奉天城内の一兵舎と兵隊たち／海城野砲連隊の威風／
奉天城内の中国銀行占領後の守備隊／北大営附近の戦
争風景／平壌飛行隊（東大営附近）／奉天財政庁／加
茂町十間房郵便局前／四年街附近／戦車隊／占領後の
兵工廠／西門付近で守備する日本軍／砲弾で破壊され
た北大営の兵舎／装甲列車／支那飛行隊／土肥原大佐
／満鉄工所前／千代田通り（現中華路）／浪速通り（現
中山路）／他

⑫鞍山・遼陽／他
　昭和 6年 7月 30日～ 8月 24日
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 （キャプションあり）35枚
遼陽魁星楼／遼陽城外より白塔を望む／遼陽城内の一
部／遼陽城内金銀湖畔／遼陽城内の寺院／城壁／白塔
の壁面に刻まれた仏像／遼陽城南門内市街／遼陽神社
の雪景／首山堡／橘中佐の碑／遼陽郊外新城／玉泉館
の庭前／湯崗子温泉 対翠閣の門前／千山／千山の寺
院／他

⑬京城・仁川／他　昭和 7～ 8年頃
 （キャプションあり）153枚
昌景園／植物園／博物館前／動物園／湖畔／李王家温
室／景福宮／光化門／慶会楼／勤政殿／博物館前／総
督府／漢口人道橋／満蒙博覧会正面入口／南大門前／
三越京城支店屋上庭園／朝鮮神宮鳥居前／パゴダ公園
（タプコル公園）／内田暁雲作 仏像写真（観音・不動
明王／他）／歩兵第 79連隊記念写真／他

⑭京城・仁川／他　昭和 7～ 11年頃
 （キャプション一部あり）133枚
温陽温泉旅行／金剛山旅行／済州島旅行／仏像写真／
他

⑮熱河地方旅行紀年　昭和 11年 9月～ 11
月
（キャプションほぼなし） 146枚 +名刺 9枚 +離
宮入門許可書
赤峰第 12旅〓（騎兵）劉文清将軍／承徳地区軍司令
官陸軍中佐〓永〓将軍／塔の壁画／精粹須彌福壽廟大
觀／錦県火車站前／承徳離宮／承徳避暑山荘と外八廟
／承徳郊外ラクダの隊商／承徳の大仏（七十二尺）／
山海関（万里の長城）／他

⑯大連の一部・青島・京城の一部　昭和 5～ 7
年
 （キャプションあり）126枚
老虎灘／遼陽の白塔／凍結した大連港／大連丸の船上
でのロシア人／青島海浜公園／水族館／ドイツ砲台／
星ヶ浦／中央広場／成歓駅／昌徳宮（裏門／八判洞附
近／博物館）／東大門前／曹谿寺／昌徳宮慶会楼に於
ける宇垣総督／他

⑰蒙古の一部　年数不明
 （キャプションあり）77枚
蒙古の仏像／活仏／蒙古語の看板／洮南市街／洮南双
塔（喇嘛塔）／遊牧の民／放牧／ダライノール／蒙古
内に於ける露行商人／他

⑱年数不明 （キャプションなし）63枚
家族写真／他

⑲仏像写真　 20枚
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⑳年数不明  （キャプションなし） 49枚
瀋陽駅／奉天平安通広場／加茂町通公会堂前／易断／
奉天城内宮殿八方亭／喇嘛塔／白塔と支那商店／支那
風俗油売／窯業工場／レンガ工場／他

㉑遊鮮紀念　年数不明
 （キャプションあり）81枚
徳津公園 酔香亭／李王家松林／徳津公園「酔香亭」
を建築した朴基順（親日家）／大雅星／朝鮮神宮／李
王家／平壌 牡丹台／箕子陵／総督府／他

㉒年数不明 （キャプションなし）83枚
京都／清水寺／二条城／大連／他

㉓年数不明  （キャプションあり）49枚
正月の仏前／薬屋／酒屋／棺／馬医者／籠屋／八百屋
／遼陽／哈爾浜／露人／他

㉔年数不明  （キャプションあり）80枚
大石橋娘娘祭／露店／演習／大石橋神社／大石橋駅前
／鉄道守備兵／チンドン屋／広告祭／蒙人／他

㉕年数不明  （キャプションなし） 44枚
張作霖爆破事件現場写真（4枚）／他

㉖年数不明  （キャプションなし）179枚
仏像写真／家族写真／松花江畔高台にある八角堂／南
山戦跡／大石橋娘娘祭／他

㉗南船北馬 朝鮮の巻 刊年不明 
 （キャプションなし）162枚
家族写真多数

㉘年数不明  （キャプションなし） 213枚
学生時代の写真、軍に入った時の証明写真／他

㉙昭和 12～ 16年頃
  （キャプション一部あり）213枚
天津東本願寺別院 僧侶／朝鮮平安北道蝀龍窟／家族
写真／他

㉚昭和 11年頃  （キャプションなし）121枚
家族写真・個人写真／他

㉛大分歩兵第四十七連隊
　戦場記録写真展アルバム 
 （キャプションあり）136枚
（昭和 13～ 16年頃の写真）撮影者 秦皐月
軍旗／保定会戦／南京入城式／漢口攻略祝賀会／洞庭
湖／第六師団長 稲葉中将／大分県慰問団／軍犬班の
揃い／福州作戦
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日支事変写真帖／支那於戦時写真帖／北支那駐屯記念【少ヤケ 少イタミ】

（3冊：18枚・69枚・137枚）
関東大震災の写真 10枚含む／動員時に於ける衛生材料（16枚）／他
（B5/B4/B4・18+24+42頁） ￥400,000（税別）

・日支事変写真帖　18枚
関東大震災時の吉原公園の池
被服廠附近
日本租界附近

・支那於戦時写真帖　69枚
動員時に於ける衛生材料
衛生材料の使用教育
九一式戦闘機
八八式軽爆撃機
広島衛生病院全景並に作業の状況／他
北支に於ける戦争

・北支那駐屯記念　137枚
頤和園などのパノラマ写真
北京内城の正門（正陽門）
万里の長城
現地民の生活風景
天津兵站司令部
支那軍の堅固なトーチカ（平地泉陣地）
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最新青島市街案内図　其 2

【少ヤケ 少イタミ 少破 補修有】
台西鎮／工業地及台東鎮／滄口／他
（109.5× 79cm・1枚）

￥75,000（税別）

4

保定市区域全図（縮尺：7 千 5 百分 1）

【少ヤケ 少イタミ 少書込 少破】
（54× 78cm・1枚）

￥45,000（税別）

5

北京内外城詳図【印 少ヤケ 少イタミ】

山崎璞三編　東亜公司（108.0× 80.5cm・1枚）

￥20,000（税別）

6

支那事変大全図【ヤケ イタミ 少汚】

ラヂオ・ニュース新聞記事対照用：
日の丸で占拠地表示・爆弾で爆撃地表示
大淵善吉著　駸々堂旅行案内部
（108.0× 78.5cm・1枚）

￥120,000（税別）

7

山東省詳図（75 万分 1）【少ヤケ】

参謀本部検査（54× 76cm・1枚）

￥30,000（税別）
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興隆新輿全図【少ヤケ 少虫喰 イタミ】

全県面積・合計全県人口／他　賈振東測絵
興隆県励興石印局出版（55× 78cm・1枚）

￥110,000（税別）

10

中国東南海道井所知颶路図【少ヤケ 少虫喰 イタミ 補修有】

［航海金針 附図］
（70.5× 52.5cm・1枚）

￥50,000（税別）

8

支那古陶磁焼窯略図（縮尺 305 万分 1）

【少ヤケ 少シミ 少イタミ】
［唐朝陶窯・宋朝陶窯・明清朝陶窯］
小森忍著　陶雅会
（74× 61.5cm・1枚）

￥50,000（税別）

12

華北蒙疆鉄道略図【記名 少ヤケ 少イタミ】

鉄道連絡図・北京附近詳細図・華北交通概要
（昭和 17年 12月現在）（54× 37.8cm・1）

￥8,000（税別）

13

南京 ― 洛陽 航空図　極秘

【少ヤケ 少イタミ】
100万分 1航空図北沿赤道帯 49号
（昭和 19年製版）参謀本部（78× 109cm・1枚）

￥20,000（税別）

11

北平頤和園万寿山昆明湖全景図

【少ヤケ 少イタミ】鳥瞰図
（39.5× 55cm・1枚）

￥45,000（税別）
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隴海鉄道線路一覧図　極秘

【少ヤケ】
北支産業調査書類
支那駐屯軍指令部編
（B3・1枚）

￥60,000（税別）

16
支那事変記念アルバム【少ヤケ】

（103枚）尭山県民衆挙行端陽佳節娯楽大会／漢口入城紀念／他（23.5× 31.5cm・103枚）

￥15,000（税別）

14
上海銀行員視察記念アルバム（個人アルバム）

生写真 221枚（B4・221枚） ￥70,000（税別）

17
支那写真帖【少イタミ 少ヤケ】（2冊＋ 1袋：計 418枚）

首義門／第六事務室前／北平門前／蘆講橋／天津／北海公園／装甲列車／他 ￥300,000（税別）
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清国事情探検録　完【少イタミ】

宮内猪三郎著　東陽堂
（A5・30頁）　明治 27年

￥24,000（税別）

19

海陸明細日清韓三国地図【少ヤケ 少イタミ】

（袋付）附近露西亜図
川上謂一郎編　須原屋松成堂
（64× 46.5cm・1枚）
明治 27年 10月

￥10,000（税別）

20

日清韓露四国地図（実測 500 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
訂正 3版 日清韓露四ヶ国明細地図 四方堂発行
上条与茂太郎著（55× 67cm・1枚）
明治 37年 2月

￥30,000（税別）

21
北京名勝【少イタミ 少ヤケ 紐綴】

（全 100図）山本讃七郎編　山本照相館（販売）（B5・100頁）　明治 42年 5月 ￥120,000（税別）

22 清国雑観【少ヤケ 少イタミ】大日本東洋婦人会編（A4・66頁）　明治 41年 4月 ￥150,000（税別）

　宙返り飛行を行った最初の女性飛行士であるキャサリン・スティンソンが日本に来日した時、歓迎会
を取り仕切ったのが大日本東洋婦人会と大日本教育会でした。
　うち大日本東洋婦人会の会長を鍋島榮子（夫：鍋島直大）、副会長を長岡知久子（夫：長岡護美）が
つとめました。この会の主催で、清藤秋子・河原虎子の 2人が清国遊説を行いました。女性たちが主催
者となる会合は「日本空前の試み」と宣伝されたそうです。
　2人は明治 38年 8月に東京を出、芝罘→天津→北京→上海→揚子江→漢口武昌→洞庭湖→長沙→南
京→上海→蘇州杭州を巡り、12月に帰国。写真は各々の町の風景や学校など。河原虎子が撮影したもの。
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23 支那雑観【少ヤケ 少イタミ】東洋婦人会編（A4・66頁）　大正 13年 11月 ￥60,000（税別）

清国雑観（22）と内容はほぼ同じ。刊年と装幀のみ異なる。

24

天津ノ商業勢力範囲

在天津日本総領事館編
（B5・69頁）　明治 45年

￥30,000（税別）

25

世界之再造（中文）【少ヤケ 少イタミ 裸本】

川原茂輔編　国際協会
（B4・393頁）　大正 10年 11月

￥50,000（税別）

27

江西郵区全図【少ヤケ 少イタミ】

POSTAL ROUTE MAP KIANGSI PROVINCE
（中華民国 5年 11月 31日校正）
（124× 188cm・1枚）　1916年 12月

￥80,000（税別）

26

浙江郵政地図【少ヤケ 少イタミ 少書込】

POSTAL MAP OF CHEKIANG
（中華民国 4年 12月 31日修訂）
（112× 101.5cm・1枚）　1915年 12月

￥80,000（税別）
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28

POSTAL MAP OF SHENSI DISTRICT

【少ヤケ 少イタミ】
郵務管理局・郵寄代弁所・毎日昼夜班郵路／他
［陝西省］（94× 63.5cm・1枚）

￥80,000（税別）

31

卵蛋白卵黄粉ノ製法　秘

青島守備軍司令部編
（A5・9頁）　大正 6年

￥15,000（税別）

29

膠州湾征独地図【少ヤケ 少イタミ】

膠州湾附近図／青島防備明細図／他 
（大阪朝日新聞 第 11732号附録）
大阪朝日新聞社調査部編　大阪朝日新聞社
（54.5× 79.0cm・1枚）　　大正 3年 10月 ￥4,000（税別）

30

沂州事情【少イタミ】

山東鉄道管理部調査課編
（B5・0.4cm）　大正 6年

￥50,000（税別）

33

支那全図（縮尺 560 万分 1）【少ヤケ 少イタミ】

重要物産記載
［京城・省城・直隷州・鉄路・航路・海底電線／他］
十字屋出版部編　財藤 勝蔵
（79× 110cm・1枚）　大正 13年 10月

￥35,000（税別）

32

大連市改正町名地番入市街図（縮尺 6 千分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
大正十二年八月改定：新旧対照用大連市旧町名地番入地
大連奨学会著（76.4× 106.6cm・1枚）　大正 12年 8月

￥35,000（税別）
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34

長江航運史

米里紋吉著
（A5・119頁）　昭和 2年

￥30,000（税別）

35

大連市街図（縮尺 2 万分 1）【ヤケ】

昭和 2年 12月 7日第 506号要塞司令部認可済
大野マツ編　中山一衛
（39.0× 54.5cm・1枚）　昭和 2年 12月

￥20,000（税別）

37

山東派遣の皇軍将士に呈す

青島居留民団／他編
（A5・66頁）　昭和 3年

￥10,000（税別）

36

支那春怨百秘図【少ヤケ】

鏡浦散史編　金鈴社
（B5・100頁）　昭和 3年 5月

￥20,000（税別）

38
支那事変関係水彩画【少ヤケ】（9枚）

沙市対岸／第二輸送艦隊集合図／青島浮山所爆撃／上海における出雲／他　昭和 4-13年

￥40,000（税別）

39

Shanghai of To-Day（英文）【印 少ヤケ 少イタミ 少汚 少書込】

（50図）THIRD EDITION
A SOUVENIR ALBUM Of FIFTY VANDYKE GRAVURE PRINTS OF "THE MODEL 
SETTLEMENT" KELLY AND WALSH LIMITED（31× 26cm・11+50図）　1930年 ￥150,000（税別）
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40

支那革命ノ策源地広東概観【函少イタミ】

島谷忠義著　泰山堂書店（A5・347頁）　昭和 5年

￥20,000（税別）

41

北支那駐屯記念写真帖【少ヤケ 少汚 少イタミ】

昭和 5・6年　天津警備／旭街／ロシヤ公園／李公祠／糖菓売り／天下第一関／他
大分聯隊派遣中隊（17× 25cm・124枚） ￥45,000（税別）

42

上海市区域図（比例尺 5 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
［上海文華美術図書印刷有限公司印］
（109× 79.5cm・1枚）
民国 19年 10月

￥85,000（税別）

45

四平街案内【少ヤケ 少イタミ】

四平街市街図／沿革／附属地累年人口増減表／他
満鉄四平街地方事務所商工係編
四平街振興期成会
（19.3× 10.2cm・0.1cm）　昭和 10年 4月

￥10,000（税別）

44

THE YAMATO HOTEL MUKDEN（英文）

【少ヤケ】［奉天ヤマトホテルパンフレット］
（43.3× 36.6cm・1枚）　［1933年］

￥5,000（税別）

43

満州国及支那大地図（縮尺 550 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ テープ補修跡】
附 上海市街図（上海事変記念大写真帖附録）
忠誠堂編
（77.5× 108.0cm・1枚）　昭和 7年 3月

￥12,000（税別）
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46

頤和園簡明図説（中文）

（附図共）北平市管理頤和園事務所編
（B6・0.4cm）　昭和 24年 4月

￥55,000（税別）

47

北支那港湾調査報告

坂本助太郎／富永 正義／蔵重長男編
（B5・134頁）　昭和 11年

￥18,000（税別）

48

河北省詳図

【少ヤケ 少破 テープ補修有 袋イタミ】
（袋付）北支五省全図　岡一朗編
明文社
（98× 77.5cm・1枚）　昭和 11年 3月

￥50,000（税別）

49

対支回顧録

上・下巻（2冊）
対支功労者伝記編纂会編
（A5・782+1520）　昭和 11年 4月

￥25,000（税別） 

50

旅大観光案内図【少ヤケ 少イタミ 消跡有】

最新大連市街全図／旅順戦蹟案内図／他
（昭和 11年 8月 26日 旅順要塞司令部許可済）
大陸出版協会
（38.5× 54.5cm・1枚）　昭和 11年 11月 ￥12,000（税別）

51
北支派遣山県部隊写真帖

昭和 12年 7月 27日～昭和 13年 8月 1日　（B5・182枚）　昭和 12-13年

￥140,000（税別）
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52

最新安東市街図【少ヤケ】

附 新義州市街図　文栄堂書店
（74× 52.5cm・1枚）　昭和 12年 3月

￥30,000（税別）

53

中華民国現勢図（縮尺 1000 万分 1）

【少ヤケ 少汚 少イタミ】
中国国民党及国民政府組織／北平附近図／
中国の陸軍及び空軍／他（東京朝日新聞社増補）
鉄道省運輸局編　東亰朝日新聞社
（53.5× 70.5cm・1枚）　昭和 12年 7月 ￥4,000（税別）

54

昭和十二年支那事変上海戦線写真帖

長沢虎雄編　尚美堂出張所
（19× 26cm）　昭和 12年 12月

￥14,000（税別）

55

新東亜資源開発解説地図（800 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
支那貿易資源一覧表／支那「満州」実情早わかり／他
東京日日新聞社調査編纂
（54.5× 77.5cm・1枚）　昭和 14年 1月 ￥20,000（税別）

56

最新天津明細図（縮尺 1 万 7 千分 1）【少ヤケ 少イタミ】

支那鉄道全図／天津日本租界図／他　鈴木徳助編
東洋堂土産店
（78.5× 54.5cm・1枚）　昭和 14年 2月

￥25,000（税別）

57

建設に甦る新支那大観

【少イタミ 少ヤケ 少シミ 紐綴】
支那事変と無敵皇軍　馬場春吉／宇都宮謙編
興亜経済研究所
（23× 31cm）　　昭和 14年 6月 ￥20,000（税別）

58

最新錦州市街図：両面刷地番入

【少ヤケ 少書込 少イタミ 袋イタミ】（袋付）
大錦州新区画図／錦州市中心地営業案内図
白井 正一編　錦州市街地図発行所
（53× 78cm・1枚）　昭和 14年 12月

￥45,000（税別）
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59

支那街頭風俗集

宮尾しげを著　実業之日本社
（B6・246枚）　昭和 14年

￥6,000（税別）

60

張家口興亜青年学校開設式曁第一期学院入学式

【少イタミ】
二十八年一月十五日
（31× 38cm・1）　昭和 14年

￥110,000（税別）蒙古連合自治政府の時期に創られたであろう青年学校の開設写真

61

支那事変記念写真帖　第 1 輯【少イタミ】

伊東部隊編　三盆社
（B5・2.5cm）　昭和 14年 2月

￥15,000（税別）

62

最近仏領印度支那・蘭領東印度諸島要図

【ヤケ 少イタミ】
欧州鳥瞰図　自局情報編　東京日日新聞社
（53.5× 38.5cm・1枚）　昭和 15年 7月

￥8,000（税別）

63

支那事変記念帖／支那事変従軍軍記章／勳六等単光旭日章【少イタミ 少ヤケ】

（2冊 :写真計 542枚）
済南郊外／荷澤／濮陽／紫禁城／天津／他
［昭和 14年 -］

￥165,000（税別）

64

中華民国全国鉄路旅行指南（華文）【少イタミ 少ヤケ】

第 1期（附図共）中華民国二十三年七月　鉄道部連運処編
（4.8cm）　民国 25年 7月

￥250,000（税別）
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65

支那経済年報

昭和 13～ 15年版（3冊）
支那事変号／長期建設号／経済開発号
東京商工会議所調査課
山口高等商業学校東亜経済研究所編　改造社
（A5・486+650+599頁）　昭和 13-15年 ￥10,000（税別）

66

最新支那明細大地図／満・蒙・ソ聯国境大地図

【少ヤケ 少イタミ】キング 第 14巻第 1号：附録
（縮尺 260万分 1／縮尺 300万分 1）
キング編輯局編　大日本雄弁会講談社
（111× 78.2cm・1枚）　昭和 13年 1月 ￥4,000（税別）

67

支那見学大地図【少ヤケ 少シミ 少イタミ】

勝利に輝く支那事変絵日誌（少年倶楽部 第 25巻第 8号附録）
島田啓三画　大日本雄弁会講談社
（63.0× 93.0cm・1枚）　昭和 13年 7月

￥6,000（税別）

69

京津事情【少ヤケ 少イタミ】

6月号：昭和 14年 6月 1日～第５巻第 10号：10月号（創刊五週年特輯号）：昭和 17年（29冊）
井上今朝一／編　京津事情社 （B5） ￥700,000（税別）

天津郊外漫歩・続北京に拾ふ・京山線ダイヤ／隔絶下の英仏租界視察記・酔漢に見る時局・北京の民謡／北支事
変勃発の頃・支那扇子・大陸の旅を憶う・華北交通資料／大陸ところどころ・回首津門漫話・国家的観念の旺盛
さ／天津世相鼎談会・天津演研公園匿名批評・現地随筆集／新体制と外地生活・新体制と民団行政機構の改革・
天津の電話／他

70

川康建設視察団報告書　秘

上・中巻（2冊）重慶国民参政会川康建設期成会
上海・日本総領事館特別調査班訳
（A5・404+264頁）　昭和 15年

￥30,000（税別）

68

福州攷　野上英一先生遺稿

福州東瀛学校編　福州東瀛学校
（A5・243頁）　昭和 14年

￥50,000（税別）
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76

華北交通沿線炭鉱略図　昭和 16 年 12 月現在

華北交通編
（65.5× 53.2cm・1枚）　昭和 16年

￥45,000（税別）

77

日満支連絡交通略図【少ヤケ 少イタミ】

主要駅間旅客粁程早見表
南満州鉄道・朝鮮各鉄道・華北交通・華中鉄道・台湾鉄道
鉄道省業務局編
（72× 51cm・1枚）　昭和 18年 8月

￥15,000（税別）

71

北支那重要資源分布図【少破】

其一：鉱産資源／其二：鉱産以外ノ資源
北支那経済通信社編
（109× 78.5cm・2枚）　昭和 15年 5月

￥20,000（税別）

72

支那事変倉林部隊出征記念写真帳

【少イタミ 背少破 一部切取】
伊東晴助編
（19.2× 27cm）　昭和 15年 9月 ￥25,000（税別）

73

華中鉄道営業路線略図　昭和 15 年 10 月現在【印】

華中鉄道編
（38.5× 54.5cm・1枚）　昭和 15年

￥10,000（税別）

74

天津居留民団三十周年記念誌

天津居留民団編
（A5・660頁）　昭和 16年

￥35,000（税別）

75

大観園の解剖

漢民族社会実態調査 第 1編「極秘」
（A5・313頁）

￥20,000（税別）
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78

在日弁理賠償帰還工作綜述（中文）

（付録上・下冊共 3冊）
中華民国駐日代表団日本賠償及帰還物資接収委員会編
中華民国駐日代表団（B5）　民国 38年

￥250,000（税別）

79

華中蚕糸股＊有限公司沿革史

華中蚕糸股＊有限公司編
華中蚕糸股＊有限公司
（B5・483頁）　昭和 19年 9月

￥20,000（税別）

80

文化大革命期中国教科書【少書込 少イタミ 少汚】（35冊）

語文・政治・算数・数学・物理・珠算・衛生知識・工農業基礎知識・農業基礎知識
（B6・12.7cm）　1967-1974年 ￥750,000（税別）

　1966年～ 1977年の間に中国で起こった文化大革命。（プロレタリア文化大革命）
　大躍進政策の失敗によって政権中枢から失脚していた毛沢東が、中国共産党指導部内の実権派による
修正主義の伸長に対して、林彪や四人組をつかって国家の路線と権力を再び自らに取り戻すために仕掛
けた大規模な権力奪還闘争です。毛沢東は「破壊旧世界 建設新世界。」（封建的文化、資本主義文化を批
判し、新しく社会主義文化を創生しよう）をスローガンに、紅衛兵を使いブルジョア反動思想を弾劾し
一掃していきます。政治、社会、思想、文化の全般にわたる改革運動のはずが、実際にはほとんどの中
華人民共和国国民を巻き込んだ粛清運動として展開され、結果的に約 1000万人以上といわれる大量虐
殺と、それに伴う内戦に発展、国内は長期間にわたる混乱に陥りました。
　今回入荷しました教科書も文革期のものです。政治以外でも語文（国語）や算数の表紙にも毛沢東が
載っています。ダブりの本もありますが、この教科書を所持していた学生による書込が各々ありますの
で一つとして同じのがありません。

81

香港　早期之図片　

WARNER, J0HN著　約翰温訥出版社
（B5・192頁）　昭和 51年

￥6,500（税別）
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82
禹域通纂
上・下巻（2冊）　大蔵省編　大蔵省（A5・1220+1165頁）　明治 21年

￥32,000（税別）

83
巴蜀
山川早水著　成文館（A5・432頁）　明治 42年

￥10,000（税別）

84
利権回収主義ニ基ク清国産業保護政策紀要【記名】
在清国日本公使館編（B5・83頁）　明治 43年

￥16,000（税別）

85
支那及支那人　附録支那革命の真相
小川運平著　東亜堂書房（A5・234頁）　明治 44年

￥20,000（税別）

86
支那年鑑　第 1 回
東亜同文会調査編纂部編　東亜同文会調査編纂部　B5　498頁　明治 45年

￥20,000（税別）

87
大正元年書記長視察報告書 　津浦鉄道沿線視察報告書
天津日本人商業会議所編　少イタミ（B5・111頁）　大正 1年

￥25,000（税別）

88
香港ノ衛生状態ニ就テ　第 1 ～ 3（3 冊）
西暦千九百十四年二月／五月／十一月　内務省衛生局編
（A5・95+110+190頁）　大正 3年

￥25,000（税別）

89
貿易上ヨリ見タル支那風俗之研究【印 少線引】
内山清著　上海日々新聞社（A5・538頁）　大正 4年

￥5,000（税別）

90
中部支那経済調査　上巻
東則正編　上海日本人実業協会（A5・1901頁）　大正 4年

￥25,000（税別）

91
支那関税及釐金制度
吉田虎雄著　北文館（A5・131頁）　大正 4年

￥5,000（税別）

92
飲江三種　飲江・山田勝治遺稿
江陵義塾編（A5・328頁）　大正 6年

￥8,000（税別）

93
最近支那経済
善生永助著　丁末出版社（A5・571頁）　大正 6年

￥10,000（税別）

94
支那ノ棉花ニ関スル調査　其ノ 1 ～ 3（成績報告共 4 冊）
【少イタミ 少汚 少線引】臨時産業調査局編（B5・290+354+201+36頁）　大正 7-8年

￥50,000（税別）

95
最新支那大地理　増訂
西山栄久著　大倉書店（A5・1423頁）　大正 8年

￥10,000（税別）

96
支那ニ於ケル欧米人ノ建物調査　支那ニ於ケル欧米人ノ発展状況
外務省通商局著（B5・396頁）　大正 10年

￥20,000（税別）

97
上海概覧（最近八年間各国対支那上海輸出入貿易明細表共）
上海日本商業会議所編（A5・192頁）　大正 10年

￥25,000（税別）

98
中華民国第十年史　満鉄調査資料 第 6 編
南満州鉄道編（A5・485頁）　大正 11年

￥8,000（税別）

99
東支鉄道附属地及松黒両江航行に関する支那法権回収事情　哈調資料 第 7 号
【除籍本 少イタミ 少ヤケ】哈爾賓遠東外交研究会（編）　浜岡福松訳　南満州鉄道哈爾
賓事務所調査課（A5・63頁）　大正 12年

￥12,000（税別）

100
最近ニ於ケル欧米人ノ支那観
第 1～ 6輯（6冊）　除籍本　情報部第一課／外務省情報部編
（A5・35+52+44+38+27+25頁）　大正 12年 5-13年 3

￥18,000（税別）

101
支那関税制度並其税率改訂問題一斑　資料彙報 第 101 号

（乙、海外経済事情之部 第 19 冊）
三菱合資会社資料課編（A5・162頁）　大正 12年

￥10,000（税別）

102
支那ニ関スル参考書　第五十議会　秘
大蔵省理財局国庫課編（B5・96頁）　大正 13年

￥10,000（税別）

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★
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103
支那金融事情　秘　海外経済調査報告書 其 1
通商局第二課編（A5・1139頁）　大正 14年

￥18,000（税別）

104
支那金塊投機と銀相場
井村薫雄著　上海出版協会（A5・466頁）　大正 14年

￥10,000（税別）

105
乗雲騎月
東亜同文書院第 22期生編（B6・672頁）　大正 15年

￥30,000（税別）

106
満鮮鴻爪
石井健吾著（B6・129頁）　大正 15年

￥5,000（税別）

107
支那ニ関スル参考書  秘　第五十四議会
大蔵省理財局国庫課編（B5・137頁）　昭和 2年

￥15,000（税別）

108
支那鉄道概論
南満州鉄道北京公所研究室編　中日文化協会（A5・744頁）　昭和 2年 10月

￥22,000（税別）

109
支那読本
長野朗著　支那問題研究所（A5・231頁）　昭和 3年

￥3,000（税別）

110
支那外国貿易統計表　昭和 2 年度：第 2 巻【除籍本 ヤケ 少イタミ】
東京商工会議所編（B5・134頁）　昭和 4年 1月

￥12,000（税別）

111
支那外国貿易統計表　昭和 3 年度：第 2 巻【除籍本 ヤケ 少イタミ】
東京商工会議所編（B5・134頁）　昭和 5年 2月

￥12,000（税別）

112
民国十八年公布東三省地方法令
浜岡福松編　南満洲鉄道（A5・564頁）　昭和 5年

￥15,000（税別）

113
中華民国外国貿易統計表
第 1・2巻（2冊）　渡辺銕蔵編　東京商工会議所（B5・178頁）　昭和 6年

￥15,000（税別）

114
フィータム報告【少イタミ】
上・中・下編（3冊）上海租界行政調査報告（満鉄国際叢書 第 4・5・6編）木内五郎
訳　南満州鉄道（A5・375+346+255頁）　昭和 7年

￥90,000（税別）

115
支那及満蒙
世界現状大観編　新潮社（A5・485頁）　昭和 7年

￥5,000（税別）

116
中華民国法規彙編 （漢文）　第 1 冊
立法院編　中華書局（B5・1218頁）　民国 22年

￥20,000（税別）

117
瀋海鉄路背後地の経済事情
鉄路総局編（A5・352頁）　昭和 8年

￥14,000（税別）

118
支那税制の沿革
貴島克己編　南満州鉄道（A5・370頁）　昭和 8年

￥18,000（税別）

119
新彊調書　秘
外務省調査部著（A5・138頁）　昭和 10年

￥20,000（税別）

120
最新支那年鑑　昭和 10 年版
東亜同文会研究編纂部著（B6・1703頁）　昭和 10年

￥15,000（税別）

121
揚子江案内　全【印 少ヤケ 少シミ 少書込】
［下揚子江案内・中、上揚子江案内・長江勤務参考用図表の合本］
沖野亦男編　第三艦隊司令部（A3・82頁）　［昭和 10年 4月］

￥25,000（税別）

122

支那経済事情に関する調査　最近の金融事情／北支那農村織物工業と商人
雇主制度 1・2 ／支那各地農業金融状況 1【少ヤケ】
商工調査 第 61号：第 1～ 4巻（4冊）　東京商工会議所編
（A5・69+54+42+69頁）　昭和 10年 1月 -12年 5月

￥20,000（税別）

123
冀東
渡辺剛編　東亜人文研究所（A5・500頁）　昭和 12年

￥25,000（税別）
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124
最近華北ニ於ケル中国共産運動ノ概況　秘
昭和十二年一月末調　在天津日本総領事館警察部編（B5・158頁）　昭和 12年

￥22,000（税別）

125
昭和 11 年中南支那外国貿易詳細統計（1936 年）第 1 編　中支那ノ部
【印 少破】南満州鉄道調査部上海事務所調査室編（B5・1241頁）　昭和 11年

￥25,000（税別）

126
最新対華経済資料
第 1～ 5輯（5冊）　姫野徳一編　日支問題研究会
（A5・244+251+247+258+257頁）　昭和 11-12年

￥20,000（税別）

127
現代支那の政治の人物【少イタミ】
波多野乾一著　改造社（A5・572頁）　昭和 12年

￥10,000（税別）

128
北支五省電気事業【除籍本 少ヤケ 少シミ 背少イタミ】
調査資料 第 8輯　満州電業総務部調査課編
（A5・454頁）　昭和 13年 2月

￥25,000（税別）

129
四川省綜覧　全
神田正雄著　海外社（A5・1019頁）　昭和 11年

￥20,000（税別）

130
上海市大道政府概要　市報 第 1 号
上海市大道政府秘書処編（B5・37頁）　昭和 13年

￥20,000（税別）

131
中華民国産業関係法規集
第 4輯 財政篇 産業調査資料 第 43編 南満州鉄道調査課編
（A5・283頁）　昭和 13年 8月

￥10,000（税別）

132
韃靼・西蔵・支那旅行記
上・下巻（2冊）　ユック　後藤富男／他訳　生活社　南満州鉄道
（A5・439+472頁）　昭和 14年

￥10,000（税別）

133
支那歴代地名要覧（読史方輿紀要索引）
青山定雄編　東方文化学院（B5・810頁）　昭和 14年

￥8,000（税別）

134
支那の秘密結社と慈善結社
末光高義著　満州評論社（A5・395頁）　昭和 14年

￥9,000（税別）

135
南支経済叢書
第 1・2巻（2冊）　大公司企画課編　福大公司（A5・516+545頁）　昭和 14年

￥15,000（税別）

136
南支調査資料蒐録　秘
第二巻　台湾銀行調査局編（A5・330頁）　昭和 15

￥20,000（税別）

137
江蘇六十一県志
殷惟＊編　商務印書館（B6・300頁）　民国 26年

￥15,000（税別）

138
上海市四年来衛生工作概要
民国 21～ 24年（A4・81頁）　民国 25年

￥10,000（税別）

139
抗日遊撃戦ノ概要　秘
中華民国新民会中央指導部編（A5・176頁）　民国 28年

￥20,000（税別）

140
晋北経済月報【少イタミ】
第 1・2号（2冊）　晋北自治政府商工科編（B5・0.8）　民国 28年

￥35,000（税別）

141
北支那緬羊調査報告【表紙破 表印】
興亜院華北連絡部編（A5・229頁）　昭和 14年 9月

￥10,000（税別）

142
支那対外借款契約彙纂【少書込】
東亜研究所（B5・186頁）　昭和 14年

￥12,000（税別）

143
北支農村概況調査報告　彰徳県第 1 区宋村及侯七里店
南満州鉄道調査部編　日本評論社（A5・166頁）　昭和 15年

￥5,000（税別）

144
資料通報
欠 1冊（第十輯）　第 1～ 17輯（16冊）
大塚令三著　中支建設資料整備事務所編訳部（B5）　昭和 14-15年

￥30,000（税別）
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145
支那の製粉業【ヤケ 印 貼込 少イタミ】
資料乙第 48号 D　東亜研究所編（B5・195頁）　昭和 16年

￥12,000（税別）

146
広東誌【背破】
南支派遣軍報道部編　広東東洋文化研究所（A5・434頁）　昭和 15年

￥12,000（税別）

147
山東省山岳地質　調査資料 第 4 号
Richthofen　興亜院政務部訳（A5・204頁）　昭和 15年

￥12,000（税別）

148
黄河下流（魯北地方）地域調査
東亜研究所資料 丙 第 165号 D（二委内 1 中間報告 第 17号）
東亜研究所編（B5・200頁）　昭和 15年

￥20,000（税別）

149
青島埠頭統計年報　昭和十四年度
青島埠頭編　青島埠頭（B5・397頁）　昭和 15年

￥20,000（税別）

150
山西省大観
第 1部（2冊）　中部地方 上・下　陸軍山岡部隊本部編／参謀本部監修
生活社（A5・462+462頁）　昭和 15年

￥35,000（税別）

151
支那及満州国現勢地理
下巻（支那地理歴史大系 第 2巻）支那地理歴史大系刊行会編　白揚社 
（B6・603頁）　昭和 15年

￥5,000（税別）

152
大陸年鑑　昭和 16 年版【除籍本】
大陸新報社編（B6・564頁）　昭和 15年

￥12,000（税別）

153
大陸年鑑　昭和 17 年版【除籍本】
大陸新報社編（B6・410頁）　昭和 16年

￥12,000（税別）

154
大陸年鑑　昭和 18 年版【除籍本】
大陸新報社編（B6・416頁）　昭和 17年

￥12,000（税別）

155
続対支回顧録　上巻
対支功労者伝記編纂会編　大日本教化図書（A5・592頁）　昭和 17年

￥15,000（税別）

156
山西省大観【除籍本】
第 3・4巻：第 2部（2冊）　南部地方 上・下
陸軍山岡部隊本部編／参謀本部監修　生活社（A5・380+362頁）　昭和 16-17年

￥30,000（税別）

157
支那国際収支論叢
南満州鉄道調査部編　日本評論社（A5・327頁）　昭和 16年

￥3,500（税別）

158
中国ソヴェート　秘
資料 丙 第 204号 B　ヤコントフ　竹内孫一郎翻訳
東亜研究所（A5・317頁）　昭和 16年

￥10,000（税別）

159
川湘公路【印 ラベル】
川俣方平著　生活社（A5・266頁）　昭和 16年

￥5,000（税別）

160
河北省冀東道京山沿線農村概況調査【ヤケ 少イタミ】
上・下（2冊）北支慣行調査（資料之部第 1輯：概況篇第 1号）
満鉄北支経済調査所編（B5・91+91頁）　昭和 16年

￥11,000（税別）

161
最近支那人口統計の方法と其結果【ラベル】
支那統計研究資料 七（資料丙 205号 C）東亜研究所編（B5・130頁）　昭和 16年

￥10,000（税別）

162
山東省歴城県冷水溝荘ニ関スル質問応答　村落篇（昭和十六年十一月～十二月）

旗田巍（調査員）（B5・37頁）　昭和 16年
￥3,500（税別）

163
歴城県冷水溝荘　村落関係
1・2（2冊）　山本義三（調査員）（B5・76+76頁）　昭和 16年 11月

￥7,000（税別）

164
歴城県冷水溝荘ニ於ケル質問応答　家族制度
ヤケ 少イタミ　1・2（2冊）南満州鉄道北支経済調査所慣行班著
（B5・108+93頁）　昭和 16年

￥9,000（税別）



25

▼
中
国
・
香
港

165
歴城県冷水溝荘ニ於ケル質問応答　土地売買
杉浦貫一（調査員）（B5・22頁）　昭和 16年

￥4,000（税別）

166
歴城小作【ヤケ 少イタミ】
南満州鉄道／佐野 利一著（B5・87頁）　昭和 16年

￥4,000（税別）

167
欒城小作
佐野利一著　南満州鉄道／他（B5・82頁）　昭和 16年

￥15,000（税別）

168
河北省欒城県寺北柴村ニ於ケル質問応答
上・下（2冊）　農村金融及農村取引関係　南満州鉄道北支経済調査所慣行班著
（B5・82+92頁）　昭和 16年

￥8,000（税別）

169
河北省欒城県寺北柴村ニ関スル質問応答　村落
上・下（2冊）　旗田巍（調査員）（B5・71+64頁）　昭和 16年

￥8,000（税別） 

170
小作　昭和十六年自十一月十六日至十二月五日於欒城県寺北柴村
【ヤケ 少イタミ】南満州鉄道北支経済調査所慣行班著（B5・76頁）　昭和 16年

￥2,000（税別）

171
欒城県寺北柴村ニ於ケル質問応答　土地売買
1～ 3（3冊）　南満州鉄道北支経済調査所慣行班著（B5・32+67+50頁）　昭和 16年

￥12,000（税別）

172
欒城県寺北柴村ニ於ケル質問応答　家族制度【ヤケ 少イタミ】
1・2（2冊）　南満州鉄道北支経済調査所慣行班編（B5・84+86頁）　昭和 16年

￥8,000（税別）

173
工部局経費節約特別委員会報告ノ検討／工部局行政整理ニ対スル二、三ノ試案
【少イタミ】上海市政研究会編（B5・99頁）　昭和 16年

￥45,000（税別）

174
工部局物資供給並価格統制概要【少イタミ】
上海市政研究会編（B5・98頁）　昭和 16年

￥40,000（税別）

175
公租公課　昭和十六年自十一月十七日至十二月二日於河北省欒城県
南満州鉄道北支経済調査所慣行班著（B5・100頁）　昭和 16年

￥9,000（税別）

176
公租公課　3　昭和十六年自五月十日至五月十八日於河北省欒城県
南満州鉄道北支経済調査所慣行班編　（B5・83頁）　昭和 16年

￥7,000（税別）

177
公租公課　昭和十六年自五月十日至五月二十八日於河北省欒城県
【ヤケ 少イタミ】南満州鉄道北支経済調査所慣行班編（B5・83頁）　昭和 16年

￥7,000（税別）

178
公租公課　4　昭和十六年自五月十日至五月二十九日於河北省欒城県
南満州鉄道北支経済調査所慣行班著（B5・183頁）　昭和 16年

￥10,000（税別）

179
公租公課　1 ～ 3（3 冊）　昭和十六年自十月二六日至十一月十二日／自
十月二十六日至十一月十五日於山東省歴城県
南満州鉄道北支経済調査所慣行班著（B5・122+106+90頁）　昭和 16年

￥24,000（税別）

180
中支に於ける民間信仰の実情
興亜院華中連絡部編（A5・214頁）　昭和 17年

￥18,000（税別）

181
北支那現状報告　創造：臨時増刊号（第 11 巻第 7 号）
創造社編　創造社（A5・496頁）　昭和 16年

￥10,000（税別）

182
支那工業合作社問題関係資料（翻訳）
1～ 3（3冊）　資料丙 第 167号 D／第 303号 C／第 365号 B
東亜研究所編（B5/A5・227+445+423頁）　昭和 16-19年

￥30,000（税別）

183
支那社会病理学
ラムソン　前島豊訳　生活社（A5・828頁）　昭和 16年

￥8,000（税別）

184
在支事業法案要綱及参考書類【表紙欠】
支那事変後ニ於ケル上海現地企業発展状況／新敵産ニ関スル諸資料／他
上海市政研究会編（B5・142頁）　昭和 17年

￥40,000（税別）

185
江南史地叢考　第 1 輯
森川光郎編　江南史地学会（A5・168頁）　昭和 17年

￥4,000（税別）
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186
蒋政権下地方財政に関する調査【印】
東亜研究所編（B5・233頁）　昭和 17年

￥12,000（税別）

187
上海産業再編成措置要領（案）【少イタミ】
上海市政研究会編（B5・208頁）　昭和 17年

￥50,000（税別）

188
上海事情【少汚】
上・下（合本）　海外起業調査会（B5・190頁）

￥35,000（税別）

189
上海糖商合作営業処ノ概況　軍配資料 第 2 輯
中支那軍票交換用物資配給組合編（A5・42頁）　昭和 17年

￥10,000（税別）

190
川康各県々政概況　秘　第 1 集：茂県・峨辺
特調資料輯編 第 4篇　在上海日本大使館特別調査班著（A5・264頁）　昭和 17年

￥16,000（税別）

191
第 2 次鉄道沿線植生調査報告書
同浦・東潞・右太線　華北交通編（A5・127頁）　昭和 18年

￥20,000（税別）

192
陝甘寧辺区の政策と近況（翻訳）　秘
資料 丙 第 304号 C（支那奥地資料彙報 第 9輯）
東亜研究所編（A5・202頁）　昭和 17年

￥18,000（税別）

193
烟筒山における鑛夫家族の生活　極秘　生活状態調査 1
龍烟鉄鉱編　龍烟鉄鉱（B5・168頁）　昭和 18年

￥16,000（税別）

194
支那関係青書目録　特輯資料第 3 号
倉持博著　南満州鉄道（A5・569頁）　昭和 18年

￥30,000（税別）

195
列国の対支勢力浸透史文献目録
東亜研究所編（B5・152頁）　昭和 17年

￥12,000（税別）

196
支那農村慣行調査報告書
第 1～ 3輯（3冊）　東亜研究所編（A5・329+85+148頁）　昭和 18年 10-19年 1

￥20,000（税別）

197
支那文庫目録
亜細亜研究所著（B5・199頁）　昭和 19年

￥10,000（税別）

198
西北支那関係文献目録　極秘
北支経済調査所蔵書　北支経済調査所編　南満州鉄道（A5・130頁）　昭和 18年

￥22,000（税別）

199
北支住宅の調査研究　第 5 報：住宅間取其 1
平山崇著（B5・12頁）　昭和 18年

￥10,000（税別）

200
支那占領地経済の発展　極秘
東亜研究所編（B5・577頁）　昭和 19年

￥10,000（税別）

201
阿城県互相帮制　農村の最低基盤組織
濱江省公署編（B6・182頁）　康徳 12年

￥20,000（税別）

202
中華年鑑
上・下冊（2冊）　中華年鑑社編　中華年鑑社（A5）　昭和 23年

￥25,000（税別）

203

中国の海港封鎖と経済的影響／中国鉱工業の恢復度／共同綱領にあらわれ
た中共の経済政策／他
経調外　昭和 24年：第 57・75・77・87／昭和 25年：第 26～ 28・33・34号（9冊）
経済安定本部総裁官房調査課編（B5）　昭和 24-25年

￥30,000（税別）

204
中国新民主主義の分析
第 5部：1～ 8（8冊）　世界経済調査会著（A5）　昭和 26年

￥20,000（税別）

205
中共八全大会関係主要文献集
外務省アジア局第二課編（A5・662頁）　昭和 32年

￥15,000（税別）

206
槐樹会名簿
元北支那開発社友会編（B5・116頁）　昭和 33年

￥6,000（税別）

207
中共人民団体資料
（B5・172頁）　昭和 34年 6

￥20,000（税別）
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208
中共ノート
第 1～ 3版（3冊）　警察庁警備局外事課編（A5・107+174+290頁）
昭和 38年 6月 -41年 4月

￥25,000（税別）

209

「解放日報」記事目録
1～ 5（5冊）　民国 30・31年／民国 32・33年／民国 34・35・36年／外国関係記事目
録／人名索引　東洋文庫／近代中国研究委員会編
（B5・442+296+439+620+199頁）　昭和 42-62年

￥15,000（税別）

210
民報索引
上・下（2冊）　小野川秀美編　京都大学人文科学研究所（B5・397+399頁）
昭和 45-47年

￥6,000（税別）

211
孤蓬万里　華北建設小史
工友会小史編集委員会編　工友会（B5・350頁）　昭和 47年

￥15,000（税別）

212
支那占領地経済の発展　極秘
東亜研究所編　龍渓書舎（B5・577頁）　昭和 53年

￥8,000（税別）

213
香港　香港日本人倶楽部創立 25 周年記念号
香港日本人倶楽部広報部編　香港日本人倶楽部（B5・575頁）　昭和 56年 3月

￥25,000（税別）

214
毛沢東著作年表
上・下巻（2冊）　年表篇／語彙索引篇　京都大学人文科学研究所編
（B5・378+250頁）　昭和 56年 3月 -55年 3月

￥5,000（税別）

215
靖亜行　続　卒業満 45 周年記念
東亜同文書院第 35期生編（A5・624頁）　昭和 59年

￥20,000（税別）

216
白岩龍平日記　アジア主義実業家の生涯
中村義著　研文出版（A5・727頁）　平成 11年

￥15,000（税別）
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217

満州写真帖【少ヤケ 表紙裏表紙少汚】

（解説付写真 60枚）大連・旅順／他
大連在郷軍人第四分会第二班販売部編（A5・60頁）

￥50,000（税別）

220

満州派遣記念／満州事変記念／北満派遣記念

（3冊：生写真全 364枚）
熱河作戦の様子／菱刈大将決別記念写真／関東軍司令官南次郎の写真／他（A4） ￥800,000（税別）

218

［満州国写真帖］【少ヤケ】

（生写真 87枚）
町並み／建国紀念碑／行軍風景／
牡丹江省開庁／他
（B5・4.3cm）

￥60,000（税別）

219

燐票・煙草ラベル・満州国郵政切手（アルバム）

（燐票 33点・煙草ラベル 59点・満州国郵政切手 7点他）
［満州・朝鮮・中国・ロシアなど］（B5・42）

￥50,000（税別）

221

満州帝国概要【少ヤケ 少イタミ】

康徳 5年版　宝庫大満州絵図／他
国務院総務庁弘報処
（52.5× 37.5cm・1枚）

￥10,000（税別）
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安東及大東都邑計画略図（案）（縮尺 10 万分 1）

安子山配水場・三道溝配水場・鴨緑江・鉄甲房身水源池／他
（51× 38.7cm・1枚）

￥10,000（税別）

223

大連電車系統図【少ヤケ】

［欧米時計装身具商 近江洋行 広告］
（27.3× 39cm・1枚）

￥35,000（税別）

224

最新満州写真帖

【印 少ヤケ 表紙裏表紙少イタミ】
附 旅順戦蹟（A5・86頁）

￥15,000（税別）

225

東満詳図（112 万 5 千分 1）【少ヤケ 少イタミ】

日本領事館・日本領事館分館
県旗公署所在地・日本人の移民村／他
国際地学協会著　右文堂書店
（78.5× 50.5cm・1枚）

￥15,000（税別）

226

満州帝国の概要【少ヤケ 少イタミ】

康徳 3年度
国土・人口／政治／産業／満州帝国新行政区劃図
国務院総務庁情報処（38× 53cm・1枚）

￥4,500（税別）

227

満州風景及人物写真帖【少イタミ 少ヤケ】

満人鍛冶屋／戦車・湿地帯通過（チチハル付近）／
射場光景／ハルピン中央寺院／他
（B5・145枚）

￥90,000（税別）

228

日露交戦要部地図（170 万分 1）【少ヤケ】

附録：露西亜本国及領土図・欧羅巴全図・
日露軍艦一覧表／他
郁文舎（54.5× 79cm・1枚）

￥11,000（税別）
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日満直通最捷路【少ヤケ 少イタミ】

凡例：外国界・省界・最快線路・他
新潟港振興会　（40× 54.5cm・1）

￥4,000（税別）

230

里程入満韓露詳細地図【少ヤケ 少イタミ 補修有】

亜細亜及欧羅巴略図・浦塩斯徳軍港之景・
莫斯科・聖彼得堡・京城・釜山港／他
榎本松之助著　法令館
（77.5× 54.5cm・1）　明治 27年 4月

￥10,000（税別）

231

満州風俗【少ヤケ 少シミ 少イタミ】

（36図）明治 38年 10月 2日松本松月氏ニ托セシモノ・森本義言［水彩画］
（A6）　明治 38年 10月 ￥40,000（税別）

232

日露戦争直後の大連・旅順・奉天・鉄領写真帖／他【少ヤケ 少ムレ 少イタミ】

（2冊：生写真合計 83枚）
老虎灘／満州軍倉庫本部／旅順口内露艦沈没ノ景／龍山砲台／大連演劇場／他
（B6・2.5+3.0cm）　明治 38-39年 ￥250,000（税別）

233

南満州写真大観

金沢求也著　満州日日新聞社印刷部
（B5・209頁）　明治 44年

￥35,000（税別）
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蓋平河橋梁写真【少ヤケ 少ムレ】

大正 2年 3月 20日試運転／工事状況／
脚井筒沈下工事防寒設備／他
（B4・12枚）　［大正 2年］

￥120,000（税別）

235
黒龍江省施政大綱三年計画書

韓雲階著（B5・665頁）　大正 2年

￥70,000（税別）

第 1篇　吏治
第 2篇　市政
第 3篇　財政
第 4篇　交通
第 5篇　実業

第 6篇　教育
第 7篇　防務
第 8篇　警察
第 9篇　保甲
第 10篇　村制

236
満州土産写真帖

守屋秀也著　満州日日新聞社（B5・1cm）　大正 3年

￥20,000（税別）

237

安東居留民団十年史

【裸本 少ヤケ 少シミ 少イタミ】
安東居留民団法実施十週年記念会
（A5・436頁）　大正 8年 10月

￥50,000（税別）

238

南満州鉄道株式会社事業概況【少ヤケ 少イタミ】

大正 8年 12月（修正表共）南満州鉄道編
（A5・78頁）　大正 8年

￥6,000（税別）

239

南満州鉄道株式会社営業一斑

大正 9年 7月編（正誤表・株金及社債表共）
南満州鉄道総務部調査課編　南満州鉄道
（B6・111頁）　大正 9年 8月 ￥7,000（税別）

240

列車運転時刻表【少ヤケ 少イタミ】

満州線／大正 10年 6月 1日改正
南満州鉄道
（20.9× 11.1cm・35頁）

￥20,000（税別）
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北満州旅行案内【少ヤケ】

北満州の概況／乗車券の買方／運賃／他
鉄道省
（38× 53cm・1）　［昭和 3年 9月］

￥4,500（税別）

241

満州写真大観

創刊第十五周年紀念　満州日日新聞社編
（B5・1.2㎝）　大正 10年

￥22,000（税別）

242

満州・朝鮮写真帖

奉天会議場／鴨緑江と鉄橋／平壌／旅順
／ハルピン露国女学院教員／他
（26.5× 33.53cm・50枚）　［大正 13年 -］

￥90,000（税別）

243

鞍山地方案内【少ヤケ 少イタミ】

昭和 2年版
営口支線／鞍山製鉄所選鉱工場説明図
南満州鉄道（39.5× 54cm・1）

￥6,000（税別）

247

満州写真年鑑【函欠 少イタミ】

1930　MANCHURIA PHOTOGRAPHIC ANNUAL
南満州鉄道総裁室情報課編
中日文化協会（B5・78）　昭和 5年 5月

￥95,000（税別）

245

旅順戦蹟案内地図【少ヤケ】

昭和 4年 2月 4日旅順要塞司令部認可済
南満州鉄道直営旅順ヤマトホテル
（27.4× 39.2cm・1）

￥9,000（税別）

246

大連港案内【少ヤケ】

沿革及経営／海上設備／大連港図
昭和 5年 12月（31600分 1）
南満州鉄道埠頭事務所
（34× 54cm・1）　昭和 5年 ￥10,000（税別）

248

営口案内【少ヤケ 少イタミ】

概観／沿革／営口市街図：昭和 4年 5月／他
南満州鉄道（39× 54cm・1）

￥15,000（税別）
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最新満蒙大地図 （比例尺 250 万分 1）【少ヤケ 少イタミ】

大阪朝日新聞社特選
（大阪朝日新聞 第 18043号附録）
大阪朝日新聞社編
（91.0× 64.5cm・1）　昭和 7年 2月

￥3,000（税別）

249

満州時局地図【少ヤケ 少イタミ】

満州事変画報 附録
［東支鉄道東部線・西部線・南部線／吉敦鉄道／朝鮮鉄道／他］
大阪毎日新聞社（B3・1枚）　昭和 6年 12月

￥5,000（税別）

250

昭和六・七年満州事変朝鮮軍出動記念写真帖

【記名 少イタミ 少汚 少破】
大内申平／石川誠男編
大正写真工芸所（39× 29cm）

￥120,000（税別）

252
満州時局と前衛の警察官

記念写真帖　太田信三編　小林又七支店（A5・1.3㎝）　昭和 7年 ￥60,000（税別）

253

南満州鉄道株式会社株券【少ヤケ】

（37枚）
拾株券：金五百円（総裁：仙石貢）
拾株券：金五百円（総裁：大村卓一）
拾株券：金五百円（総裁：林博太郎）
五株券：金弐百五拾円（総裁：大村卓一）
壱株券：金五拾円（総裁：大村卓一）
壱株券：金五拾円（総裁：林博太郎）
南満州鉄道

￥120,000（税別）

254

昭和六年満州事変第十四師団記念写真帖

【少ヤケ ノド痛】
陸軍恤兵部編（A4・3.9cm）　昭和 8年 6月

￥30,000（税別）
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満州国奉天省東辺道（鳳城県・寛甸県・安東県）
朝鮮平安北道【少ヤケ 少イタミ】

満州 10万分 1図遼陽 10号
満州国治安部（80× 49.5cm・1）　大同 1年 12月

￥4,000（税別）

255

歩兵第十七聯隊満州事変出動記念写真帖

【少ヤケ 函少イタミ】
出動編［混成第四旅団ニ於ケル第三大隊ノ行動概要・
満州事変戦死者戦傷者名簿／他］
岩田幸助／高橋金太郎　撮影岩田写真館
（A4・3.5cm）　［昭和 8年 6月］ ￥40,000（税別）

256

東北満之産業【少ヤケ イタミ 少書込】

第 1巻第 1号：創刊号　東北産業公司調査局編
（B5・47）　昭和 9年 12月

￥8,000（税別）

258

満州派遣記念【ヤケ 少イタミ】（生写真 427枚）

牡丹江鉄橋・液河假駅国際列車到着写真・梨樹鎮駅周辺・半截河日本軍守備隊／他
（36.0× 28.8cm・72）　昭和 9-10年 ￥730,000（税別）

第３師団第歩兵第 68連隊第３大隊長のアルバム。
名古屋方面出身者から構成される師団陸軍師団でも最も古い師団の一つである。
◎歩兵第 68連隊　吉本貞一
歩兵第 21旅団長、東部防衛司令部参謀長などを歴任。日中戦争開戦で新設された第 11軍参謀長として岡村
寧次中将を補佐し武漢作戦を戦う。次いで中支那派遣軍参謀長として山田乙三大将を補佐した。その後、ノモ
ンハン事件後の第 2師団長に親補され、太平洋戦争開戦時は関東軍参謀長の職にあり、1942（昭和 17）年 8
月 1日から第 1軍司令官を勤めた。大戦末期の 1945（昭和 20）年には第 11方面軍司令官となり大将に進級、
だが藤江恵輔大将に職を譲り第 1総軍司令部付であった時に敗戦を迎え、9月 14日に市ヶ谷台上で自決した。

◎関東軍参謀長兼特務部長　西尾寿造
鳥取県士族・西尾重威の四男。昭和 14（1939）年、陸軍大将となり、新設された支那派遣軍総司令官兼第 13
軍司令官に就任。昭和16（1941）年、軍事参議官となり、昭和18（1943）年、予備役に編入された。昭和19（1944）
年、東京都長官に就任。昭和 20（1945）年、連合国軍最高司令官より出された第 3次逮捕命令により A級戦
犯容疑者として逮捕され、昭和 23（1948）年 12月まで拘留された。

◎歩兵第 5旅団 旅団長　周山満蔵
隆洋丸の石垣船長との写真／清津駅／液河風景／牡丹江鉄橋／液河假駅国際列車到着写真／匪賊の首 ･斬首して
いるところ／張雨亭（張作霖）根拠地襲撃写真？／海林附近討伐／留守隊慰霊祭／梨樹鎮 ･梨樹鎮駅周辺／半截
河日本軍守備隊／密家屯の夜襲・葬儀／軍旗祭の様子／穆稜河北方地区討伐の様子／第三機関銃中隊 ･塔頭湖で
の戦闘／建国記念日式典
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259

満州踏査記念写真帖【少書込 少イタミ】

昭和 8年夏　満州産業建設学徒研究団編
満州産業建設学徒研究団至誠会本部
（B4・97頁）　昭和 9年 3月

￥25,000（税別）

260

関東州全図（縮尺 20 万分 1）【少ヤケ】

（袋付）
昭和 9年 3月 19日旅順要塞司令部検査済
［最新関東州庁会屯全図］
関東局監修　満州日報社（55× 79cm・1枚）

￥45,000（税別）

261

MANCHOUKUO A PICTORIAL RECORD

LE MANDCHOUKOUO CHRONIQUE ILLUSTREE
星野辰男編　朝日新聞社（B5・320頁）　昭和 9年 11月 ￥50,000（税別）

264

関東州全図 （縮尺 20 万分 1）

【少ヤケ イタミ 少汚】
昭和 9年 3月調製：
昭和 9年 3月 19日旅順要塞司令部検査済
関東庁
（54.0× 78.0cm・1枚）

￥15,000（税別）

262

上海満州出征記念写真帖【少イタミ】

歩兵第十五連隊出征記念写真帖
歩兵第十五連隊編
（A4・59頁）　昭和 9年 9月

￥37,000（税別）

263

満州帝国最新大地図 （縮尺 300 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
満州国主要都邑最近人口／他
（名古屋新聞 第 13671号附録）
名古屋新聞社
（78.5× 54.5cm・1枚）　昭和 9年 4月

￥5,000（税別）
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265
建国慰霊大祭紀念録

慰霊委員会編　満州国建国慰霊祭委員会　（A4・149頁）　康徳 2年

￥100,000（税別）

266

満州国新京国都建設計画図（縮尺 2 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ 補修有】
［新設駅・執政府・安民広場・飛行場・練兵場／他］
満州国政府国務院国都建設局
（107× 89cm・1枚）　大同 2年 7月

￥95,000（税別）

満州国建国後に計画された新京の設計図
赤い線で区域が決められており、通りの名前や娯楽施設の
明記もされている。
このあとに発行された地図では左上に飛行場としか書かれ
ていないが、黒塗りの部分には飛行場の他にも練兵場や関
東軍倉庫と書かれおり一部相違点が見受けられる。

267

満州派遣記念

【少ヤケ 少イタミ 貼込 カバー欠】
（正誤表共）
昭和九年乃至十一年：満洲派遣記念写真帖
野砲兵第二十二連隊編
（B5・71頁）　昭和 11年 ￥25,000（税別）

268

満州帝国林野分布図（縮尺 200 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
省界・森林鉄道・林務署所在地・100立方米未満及原野／他
実業部林務司
（94× 78.3cm・1枚）　康徳 3年 7月

￥22,000（税別）

269

満州国綿花関連資料

（11点）
（A5/B5/B4・49+28+23+10+24+34+15+6+3+8+1）
康徳 3-4年

￥40,000（税別）
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地質調査所報告【印 少書込 少汚 少水濡 破】

第 87～ 93号（合本）／ 98～ 109号（合本共 14冊）
満州帝国地質調査所彙報　満州帝国地質調査所（B5）　康徳 3-11年

￥80,000（税別）

・東安省滴道附近に於ける石墨の現状
・通化省濛江県湯眼温泉調査報告
・満州の石灰岩
・綏化地震と地磁気異常について
・鞍山市附近の地質構造に就て
・錦州省壺蘆島附近の震旦系
・豆満層の地質時代に就いて
・通化省輯安県三道溝附近の鴨緑江流路に沿う逆断層に就いて
・安東省接梨樹銅山の地質及び鉱床
・満州地質関係文献集録／他

271

省政彙覧

第 1～ 3・5輯（4冊）吉林省篇／龍江省篇／黒河省篇／濱江省篇（日文）
国務院総務庁情報処編（A5・303+312+685+520）　康徳 2-3年

￥25,000（税別）

272

満州国運輸交通史

建国三年
菊池洋四郎編　日刊自動車新聞社
（A5・435頁）　昭和 10年 9月

￥100,000（税別）

273

満州工場名簿【除籍本 ヤケ 少イタミ テープ補修有】

昭和 9年末現在
押川一郎編　南満州鉄道
（B5・293頁）　昭和 11年 9月

￥60,000（税別）

274

満蒙蘇北支国境並経済地図（比例尺 400 万分 1）【少ヤケ 少イタミ】

満州統計萃要・北支五省統計萃要／他
小倉章宏著　読売新聞社
（63× 93.5cm・1枚）　昭和 11年 6月

￥50,000（税別）
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協和会之概貌（日文）【少ヤケ】

改訂版
張翰青著　満州帝国協和会
（B6・56）　康徳 4年 5月

￥12,000（税別）

275

熱河線建設工事写真帖

【少ヤケ 表紙少汚】
南満州鉄道鉄道建設局編
（B4・44）　昭和 11年 6月

￥250,000（税別）

276

満鉄所管鉄道図【少ヤケ】

哈爾浜附近・奉天附近
（昭和 12年 4月 10日現在）
（35× 25.5cm・1）

￥9,000（税別）

278

満州移住月報【印】

昭和 13年 2－ 5月号
昭和 15年 7・10－ 12月号
昭和 16年 1－ 3月号（11冊）
満州拓殖公社編
（B5・9+7+7+7+7+7+11+7+9+7+13）　昭和 13年

￥35,000（税別）

279

MANCHOUKUO※ 1264670

A PICTORIAL SKETCH　BUREAU OF INFORMATION GENERAL AFFAIRS BOARD 
STATE COUNCIL MANCHOUKUO GOVERNMENT（A4・36頁）　1937年

￥100,000（税別）

280

全日本並ニ満州国羅紗洋服製絨業者名鑑【函イタミ】

大喜多藻治郎編
大阪羅紗商同業組合
（B5・850）　昭和 12年 10月

￥35,000（税別）
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最新地番入新京市街地図（縮尺 1 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】（袋付）改訂版
新京国都建設計画図（縮尺 8万分 1）
三重洋行
（108× 78cm・1枚）　康徳 6年 4月

￥35,000（税別）

281

旅順戦跡巡拝記念御写真【少ヤケ 少書込 紐綴】

（生写真 1枚）旅順戦蹟写真協会撮影
大連都市交通旅順営業所
（B5・3頁）　昭和 14年 8月

￥30,000（税別）

282

大陸建設【ヤケ 少破 少イタミ 折】

満州建設勤労奉仕隊員に捧ぐ
満州国通信社編　満州建設勤労奉仕隊実践本部
（B4・18頁）　康徳 6年 9月

￥25,000（税別）

284
A PICTORIAL OUTLINE OF MANCHURIA （英文）【少ヤケ】

1939年　松本豊三編　南満州鉄道（B5・118）　昭和 14年 9月 ￥100,000（税別）

285
北満のエミグラント【ヤケ 表紙シミ 函イタミ】

一色辰夫著　光る丘社（B4・20）　昭和 14年 8月 ￥280,000（税別）

『北満のエミグラント』とは満州に居住していた白系ロシア人移民群のこと。
「満洲写真作家協会」のメンバーであり、満鉄弘報課に勤務していた一色辰夫の作品。写真は全部で20点。
一色辰夫の撮影による哈爾浜に住む白系ロシア人や山河地方にあるカザックの村などが収められていま
す。表紙の口絵には藤田嗣治による一色辰夫のポートレートがあり、巻頭には淵上白陽による一色辰夫
の芸術への評価が書かれています。
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創業五周年【シミ 少イタミ】

満州電信電話株式会社編（B4・236）　昭和 14年 ￥130,000（税別）

287
満州北支民芸図選【表紙イタミ・破 説明文少線引】

第 1～ 10輯（10冊）本山桂川編著　国民文化編集所（A4・5.5cm）　昭和 15-16年 ￥220,000（税別）

288

満州開拓民入植図【少ヤケ 少イタミ】

集団・義勇隊・集合・分散・大陸帰農（各開拓団）／
青年義勇隊訓練所／満鉄鉄道自警村／他
拓務省
（98× 76.5cm・1）　昭和 16年

￥40,000（税別）

289

興亜画報【少イタミ 少破】

日満華興亜団体会合記念号
大日本興亜同盟（B5・30頁）　昭和 17年 12月

￥35,000（税別）

290
建国忠霊廟鎮座祭写真帖【虫喰 少イタミ 少汚】

満州帝国祭祀府総務処（B5・63頁）　康徳 9年

￥40,000（税別）
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陸軍予科士官学校（朝霞）教練手簿／士官候補生教練正手簿【少ヤケ 少イタミ】

昭和 17年 1月 26日～ 3月 14日／ 3月 30日～ 4月 24日／ 4月 24日～ 5月 15日
第 3中隊第 2区隊／第 3中隊第 7区隊／第 318部隊歩兵第 50聯隊　須佐道太郎
（A5・1.1+1.1+1.3+1.3cm）　昭和 17年 1月 -9月 ￥75,000（税別）

292

論叢

第 1～ 5輯（5冊）東亜新秩序の歴史哲学的考察他
大同学院編　満州行政学会（A5・321+273+297+391+249頁）康徳 7-8年

￥50,000（税別）

293
西伯利及満州【ラベル 記名】

再版　外務省編　民友社（B6・506頁）　明治 37年
￥20,000（税別）

294
法庫門地方衛生事項

明治三八年冬期法庫門滞在中調査　倉林軍医（B6・3cm）　明治 38年
￥25,000（税別）

295

南満州経済調査資料　第 2【除籍本 少書込 汚 少イタミ】

渾河流域／鴨緑江流域／黄海方面／渤海方面（一部）
南満州鉄道調査課編（B5・200頁）　明治 43年

￥12,000（税別）

296

南満州経済調査資料　第 3【汚 少イタミ 少線引 少書込】

鉄嶺／北山城子／海龍城／朝陽鎮／大肚川／他
南満州鉄道調査課編（B5・201頁）　明治 43年

￥12,000（税別）

297

南満州経済調査資料　第 4【少イタミ 少書込】

新民府／奉天／法庫門／通江口／金家屯／昌図
南満州鉄道調査課編（B5・178頁）　明治 43年

￥15,000（税別）

298
満州一般誌草稿　秘【印 少破】

4～ 6巻（3冊）関東都督府陸軍経理部編（A5・726+704+646頁）　明治 44年
￥80,000（税別）

299
現満州【改装本】

遼東新報社編（A5・815頁）　大正 1年
￥25,000（税別）

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★
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関東州土地旧慣一斑【除籍本】

関東都督府臨時土地調査部編（B5・392頁）　大正 4年
￥30,000（税別）

301
大連事情【ヤケ イタミ】

大連市街全景／他　大連民政署編（B6・221頁）　大正 4年 8月
￥50,000（税別）

302

東部内蒙古鉱産調査復命書【印】

2～ 4（3冊）関東都督府民政部庶務課編
（A5・92+163+116頁）　大正 5年 10月 -11月 -6年 2月

￥45,000（税別）

303
東清鉄道南部沿線地方経済調査資料

南満州鉄道総務部事務局調査課編（B5・282頁）　大正 6年
￥25,000（税別）

304
黒龍江省財政一斑並現行税則

調査報告書第 8巻　南満州鉄道株式会社総務部調査課著（B5・366頁）　大正 9年
￥20,000（税別）

305

満蒙諸慣習概要【少イタミ 少ヤケ 少書込】

附 商租地畝須知　南満州鉄道総務部調査課編　満蒙文化協会出版部
（A5・148頁）　大正 9年

￥16,000（税別）

306
満州事情　第 3 輯（第 2 回）

鉄嶺・掏鹿・海龍　外務省通商局編（B5・479頁）　大正 10年
￥20,000（税別）

307
吉林省東北部松花江沿岸地方経済事情　調査報告書 第 9 巻

南満州鉄道総務部調査課編（B5・552頁）　大正 10年
￥20,000（税別）

308

満蒙に於ける各国の合弁事業【少イタミ 汚 製本外】

第 1・2輯（2冊）南満州鉄道社長室調査課編　南満州鉄道
（B5・193+326頁）　大正 11年

￥16,000（税別）

309

地方経営

第 1年第 1・2号／第 2年第 3号（3冊）伊藤一郎編　南満州鉄道地方部庶務課
（A5・184+191+216頁）　大正 13-14年

￥25,000（税別）

310
満州旧蹟志　上

南満州鉄道庶務部調査課編（A5・537頁）　大正 13年 3月
￥12,000（税別）

311
満州旧蹟志　続

八木奘三郎著　南満州鉄道庶務部調査課（A5・196頁）　昭和 4年
￥10,000（税別）

312

上海事件に関する報告【ヤケ】

満鉄調査資料 第 49編　南満州鉄道庶務部調査課編　南満州鉄道
（A5・288頁）　大正 14年 10月

￥30,000（税別）

313
民国十四年反奉戦乱誌【ヤケ 記名】

附 奉郭戦事と日本　南満州鉄道北京公所研究室編（A5・163頁）　大正 15年 3月
￥20,000（税別）

314
漫画の満州【印 少ヤケ 函少イタミ】

池部鈞／他著　大坂屋号書店（B6・270頁）　昭和 2年 10月
￥10,000（税別）

315
図什業図王旗事情【背少イタミ 少線引 少書込】

佐田弘治郎編　南満州鉄道（B5・208頁）　昭和 2年
￥30,000（税別）
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満州読本【印 少破】

昭和 2・6年度版（2冊）南満州鉄道東亜経済調査局編（A5・289+381頁）　昭和 2-6年
￥7,000（税別）

317
満州読本　昭和 8 年版【印】

東亜経済調査局編（A5・415頁）昭和 9年
￥3,500（税別）

318
満州読本　昭和 10 年度版

東亜経済調査局編（A5・415頁）昭和 10年
￥4,000（税別）

319
満州読本　昭和 12・13 年（2 冊）

東亜経済調査局編（A5・399+408頁）　昭和 12-13年
￥10,000（税別）

320
満州読本　昭和 15 年版【記名 印 少線引】

東亜経済調査局編　南満州鉄道株式会社（A5・405頁）　昭和 15年
￥4,000（税別）

321
満州読本　昭和 13 年

外務省情報部編　改造社（A5・110頁）
￥10,000（税別）

322

対満貿易の現状及将来【除籍本 ヤケ 少イタミ】

上・中・下巻（3冊）南満州鉄道興業部商工課編　南満州鉄道
（A5・324+379+459頁）　昭和 2年 11月

￥25,000（税別）

323
満鉄関係条約集【記名 少虫損】

南満州鉄道庶務部調査課編（A5・1234頁）　昭和 3年
￥40,000（税別）

324
関東庁要覧　昭和 2 年【少汚 少イタミ 写真一枚欠】

関東長官官房文書課編（A6・729頁）　昭和 3年
￥20,000（税別）

325
朝鮮満蒙大観【再製本済】

青山天洞編　青山天洞発行所（B5・2364頁）　昭和 3年
￥25,000（税別）

326
東支鉄道を中心とする露支勢力の消長　上巻【印 少イタミ】

南満州鉄道哈爾浜事務所運輸課著　南満州鉄道（A5・773頁）　昭和 3年 10月
￥20,000（税別）

327
満州商工概覧【少ヤケ シミ】

南満州鉄道殖産部商工課編（A5・730頁）昭和 5年 8月
￥30,000（税別）

328

関東州貿易統計【除籍本 表紙破 少イタミ ヤケ 地書込】

昭和 4～ 13年（10冊）関東庁編　中日文化協会
（B5・299+311+326+318+290+308+300+304+333+364頁）　昭和 5-15年

￥120,000（税別）

329
満州写真帖【シミ イタミ】

昭和 6年版　南満州鉄道株式会社総務部庶務課編（B5・145頁）　昭和 6年
￥20,000（税別）

330
新満州建国と満州上海大事変史【ヤケ】

西田裕臣編　夕刊大阪新聞社（B4・234頁）　昭和 7年
￥25,000（税別）

331

満州土地法論　第 1 巻

前資本主義経済の土地法が資本主義経済の土地法に展開する過程に就て
板倉真五著　大阪屋号書店（A5・147頁）　昭和 7年

￥5,000（税別）

332

満州関税制度ニ関スル外務省記録【少破 印】

大連海関協定並税関仮規則関係文書／大連海関設置ニ関スル駐清林公使ト外務大臣間ノ
往復電報／他　経済調査会編（B5・2.2cm）　昭和 7-8年

￥40,000（税別）
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333

大連港輸移出統計／大連港輸出統計【除籍本 少ヤケ 少折 少破】

昭和 6～ 9年度（出廻）（4冊）南満州鉄道鉄道部庶務課編　南満州鉄道鉄道部
（B5・6+6+6+6頁）昭和 7年 10月 -10年 11月

￥40,000（税別）

334
満州年鑑　昭和 8 年【少イタミ ヤケ 印】

普及版　満州文化協会編（B6・636頁）　昭和 8年
￥10,000（税別）

335
満州年鑑　昭和 12 年：康徳 4 年【除籍本】

満州日日新聞社編（B6・590頁）　昭和 11年
￥10,000（税別）

336
満州年鑑　昭和 13 年：康徳 5 年【除籍本】

満州日日新聞社編（B6・539頁）　昭和 12年
￥12,000（税別）

337
満州年鑑　昭和 14 年：康徳 6 年【除籍本】

満州日日新聞社編（B6・614頁）　昭和 13年
￥10,000（税別）

338
満州年鑑　昭和 16 年：康徳 8 年【除籍本 ノド少イタミ 貼込】

満州日日新聞社編（B6・781頁）　昭和 15年 12月
￥12,000（税別）

339
満州国年報　第 1 次

普及版　国務院統計処／中溝新一編　満州文化協会（B6・647頁）　昭和 8年
￥15,000（税別）

340

満州産業建設学徒研究団報告【少イタミ 少ヤケ 印】

第 1～ 5篇（5冊）団行動／講演集／政治経済論集／農・工・医編／紀行・感想
久保勘三郎編　至誠会本部（A5・252+464+549+527+294頁）　昭和 9年

￥25,000（税別）

341
吉黒両省蒙旗行政調査書（日文）【印 少イタミ】

民政部地方司編（A4・358頁）　康徳 1年
￥70,000（税別）

342
満州国地方例規輯覧

上・下（2冊）国務院民政部編　満州行政学会（A5）　康徳 1年
￥50,000（税別）

343

満州国文教年鑑【ヤケ イタミ 少破 少シミ 虫喰】

第 1次　自大同元年三月一日至大同二年六月三十日
国務院文教部編（B5・1560頁）　康徳 1年 3月

￥100,000（税別）

344
日満間及満州相互間電信料金引下要望ニ関スル陳情書並ニ声明書

【少ヤケ 少折】大連商工会議所編（A5・28頁）　昭和 8年 9月
￥5,000（税別）

345
建設途上にある満州国　第 1 輯

関東軍参謀部編（A5・72頁）　昭和 8年 4月
￥12,000（税別）

346
大満州国【除籍本】

上・下巻 （2冊）今井豊蔵編　東亜事局研究会（B5・851+760頁）　昭和 8年
￥25,000（税別）

347
大満州国事情【少ヤケ 背少汚 函少イタミ】

西島東州著　地歴教育研究会（B6・249頁）昭和 8年 12月
￥25,000（税別）

348
大満州帝国名鑑

昭和 9年版（康徳元年版）挙国社編（B5・697頁）　昭和 9年
￥50,000（税別）

349
満州帝国国鉄沿線地方概況

国務院総務庁情報処編（A5・234頁）　康徳 2年
￥20,000（税別）



45

▼
満
州

350
市街村確立事項之説明資料【少書込 少イタミ】

（満文／日本文併記）奉天省公署編（A5・360頁）　康徳 2年
￥45,000（税別）

351
黒龍江岸経済事情　秘

満州国財政部編（A5・926頁）　康徳 2年
￥40,000（税別）

352
満州帝国年報　第 2 次

国務院統計処編（B5・1509頁）　昭和 10年
￥90,000（税別）

353

察哈爾省錫林郭勒一般経済事情／察哈爾省錫林郭勒盟商業事情

【汚 少イタミ ヤケ】（合本 1冊）山上金男／樋口士郎編　満鉄経済調査会／察哈爾省錫林
関東軍察哈爾省特別調査隊第一班鉄路総務処附業課（B5・112+139頁）　昭和 10-11年

￥35,000（税別）

354

大連港勢一斑【印削跡 少イタミ】

昭和 9年版　南満州鉄道鉄道部港湾課編
（B5・300頁）　昭和 10年 4月

￥25,000（税別）

355
満州国皇帝を迎へ奉りて

山田好文著　海外之日本社（A5・239頁）　昭和 10年
￥20,000（税別）

356
満州研究団報告　第 1 回

大亜細亜日本青年連盟本部編（B5・1176）昭和 10年
￥40,000（税別）

357
龍鳳景跡【除籍本 少書込】

田中万逸編　大日本皇道奉賛会（B4・129）　昭和 10年
￥80,000（税別）

358
満州国工場統計【除籍本 少ヤケ テープ補修有】

康徳元年　産調資料 31　実業部臨時産業調査局編（B5・539頁）　康徳 3年 11月
￥80,000（税別）

359
浜江省呼蘭県事情　上巻

寺岡健次郎編　満州帝国地方事情体系刊行会（A5・356）　康徳 3年
￥15,000（税別）

360
満州主要新設会社企業目論見書集【少ヤケ】

南満州鉄道計画部業務課編　南満州鉄道（A5・157）　昭和 10年
￥20,000（税別）

361

満州国経済研究

創立 15周年記念特輯　慶応義塾大学東亜事情研究会編　東亜事情研究会
（A5・406）　昭和 10年

￥18,000（税別）

362

満州ニ於ケル日本集団農業移民／察哈爾省資源調査張家口班報告書（商業編）

／他【ヤケ 少イタミ】

（合本 1冊）満鉄経済調査会編（B5・385）　昭和 10-11年

￥30,000（税別）

363
満州移往月報合本　自第 1 号至第 4 号

満州拓殖公社編（B5・30）　昭和 11年
￥20,000（税別）

364
北支港湾要覧

北支経済提要 第二表　南満州鉄道天津事務所調査課編（37× 18.5cm・6枚）　昭和 11年
￥4,500（税別）

365
関東局施政三十年史

関東局編（B5・1388頁）　昭和 11年
￥45,000（税別）

366
児童文集読書及図書館【少イタミ】

永野善三郎編　満鉄図書館業務研究会（B6・341頁）　昭和 11年
￥45,000（税別）
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367

南満州鉄道株式会社三十年略史【少ヤケ 少イタミ 少汚】

（付図 1枚共）改訂 2版　南満州鉄道総裁室弘報課編　南満州鉄道
（A5・733頁）　昭和 12年 9月

￥15,000（税別）

368

満州に於ける自動車並自動自転車の現勢調査【除籍本 ヤケ 少イタミ】

産業調査資料 第 28編　満鉄産業部編　南満州鉄道
（B5・229頁）　昭和 12年

￥30,000（税別）

369

満州経済法令集　第 26・27・31 ～ 33・35 輯

（6冊）商人通法・会社法・運送法・倉庫法・海商法／関東州所得税令・同施行規則・揮
発油税令・同施行規則・セメント税令・同施行規則・麥粉税令・同施行規則其他／他
大連商工会議所編（B6・204+123+89+124+140+76頁）　昭和 12-13年

￥55,000（税別）

370
北方大港事情

第三次満鉄十年史用　南満州鉄道北支事務局編（B5・247頁）　昭和 13年
￥40,000（税別）

371

上海満鉄季刊【印 少ヤケ】

第 1年第 1～ 3号（3冊）支那研究と我等の態度（安盛松之助）／支那航運業の現勢（下
田有文）／支那田賦制度と地税整理／支那田賦制度に関する文献（天野元之助）／他
南満州鉄道上海事務所編（A5・226+266+296頁）　昭和 12年

￥18,000（税別）

372
日満支工業年鑑【少イタミ】

昭和 14年版　附日満支経済懇談会記録　日満工業新聞社編（B6・954）　昭和 13年
￥40,000（税別）

373

河北省税制調査報告書【印】

北支調査資料 第 1輯（昭和 13年 10月）南満州鉄道北支事務局調査部編
（A5・285頁）　昭和 13年

￥25,000（税別）

374
簡易満州案内記【少ヤケ】

昭和 13年版　南満州鉄道編（B6・134頁）　昭和 13年
￥14,000（税別）

375
牡丹江省管内移民状況【謄写版 印 ヤケ 少イタミ】

牡丹江省民政庁拓政科編（B5・282頁）　康徳 5年 9月
￥100,000（税別）

376

奉天経済統計年報【除籍本 少ヤケ 少イタミ】

康徳 4～ 7年：昭和 12～ 15年（4冊）人口、通貨、金融、貿易、物価、倉庫、土建、農業、
工場　奉天商工公会編（B5・207+229+224+196頁）　康徳 5年 12月 -9年 1月

￥60,000（税別）

377

黒龍江小景【少ヤケ】

（24図）［陸軍軍人・木原清に送った黒龍江上航記念の絵画帳］
香月尚枝画・著（B5・1.5cm）　昭和 13年 7月

￥55,000（税別）

378
満州開拓戦士【ヤケ】

酷寒下の生活報告　報知新聞社編（B5・64頁）　昭和 14年 3月
￥15,000（税別）

379

満州事典【少イタミ 少ヤケ 署名】

昭和 14年版（社員会叢書 第 39輯）千田万三編著　満鉄社員会
（B6・413頁）　昭和 14年 11月

￥17,000（税別）

380
濱江省海倫地区営農標準案

南満州鉄道調査部編（B5・168頁）　昭和 14年
￥18,000（税別）
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381
満州国の宗教

河村清編　満州事情案内所（A5・70頁）　康徳 6年
￥5,000（税別）

382
満州電業株式会社創立五週年記念【除籍本 少ヤケ】

満州電業編（A4・80頁）　康徳 6年 12月
￥30,000（税別）

383
康徳六年度全国連合協議会記録【少イタミ シミ】

満州帝国協和会編（A5・760頁）　康徳 6年
￥45,000（税別）

384
斉々哈爾経済事情

康徳 6年版　斉々哈爾商工公会編（A5・121頁）　康徳 6年 11月
￥40,000（税別）

385
西面突厥誌【除籍本 少ヤケ 少イタミ】

沙畹著　文殿閣書荘（B5・382頁）　昭和 15年
￥35,000（税別）

386
河北省京漢・正太鉄道沿線土地慣行概況調査報告【書込 線引 ヤケ 少イタミ】

上・下冊（2冊）南満州鉄道北支経済調査所編（B5・174+295頁）　昭和 15年
￥16,000（税別）

387
日満支工業年鑑【少イタミ】

昭和 16年版　日満工業新聞社編（B6・980頁）　昭和 15年
￥40,000（税別）

388
満鉄要覧　昭和 15 年 8 月編

水谷国一編　南満州鉄道（A7・310頁）　昭和 15年
￥6,000（税別）

389

黄海経済要覧　秘

昭和 15～ 17年版（3冊）大連商工会議所編　黄海経済連盟
（A5・566+625+574頁）　昭和 15-17年

￥75,000（税別）

390
昭和製鋼所廿年誌

浅輪三郎編　昭和製鋼所（A4・386頁）　康徳 7年 9月
￥20,000（税別）

391

中支慣行調査参考資料

第 1～ 3輯（3冊）満鉄上海事務所調査室第八係編
（A5・349+339+414頁）　昭和 16-18年

￥30,000（税別）

392
吉林事情【記名 ヤケ】

満州事情案内所報告 90　満州事情案内所編（B6・234頁）　康徳 8年 4月
￥18,000（税別）

393
地方財政概要【印】

成紀 736年度　蒙古連合自治政府内政部経理科編（B5・124頁）　昭和 17年
￥35,000（税別）

394
興蒙推進要綱【少イタミ】

厚和蒙古研究会編（A5・203頁）　昭和 17年
￥35,000（税別）

395
上海ニ於ケル不動産慣行資料　其 1

南満州鉄道調査部編（A5・133頁）　昭和 18年
￥25,000（税別）

396
宣化県産業概況【印 少イタミ】

成紀 737年 2月　宣化県公署編（B5・298頁）　成紀 737年
￥45,000（税別）

397
満州国

満州国国務院弘報処監修　朝日新聞社（A4・15cm）　昭和 17年
￥35,000（税別）
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398

満州共産匪の研究　第 2 輯【除籍本】

影印版　国内治安対策の研究　治安部参謀司調査課編　大安
（B5・531）　昭和 39年

￥15,000（税別）

399
満州建国十年史【見返欠】

明治百年史叢書 91　満州帝国政府編　原書房（A5・967頁）　昭和 44年
￥18,000（税別）

400
満州航空史話　正・続編（2 冊）【記名】

満州航空史話編纂委員会編（B5・672+693頁）　昭和 47-56年
￥40,000（税別）

401
満洲家族制度の慣習　1 ～ 3 巻（3 冊）

千種達夫著　一粒社（A5・917+489+879頁）　昭和 39-42年
￥45,000（税別）

402
満州開拓史

満州開拓史刊行会編（B5・835）　昭和 41年
￥15,000（税別）

403
満州開拓史　（付図共）　復刊

満州開拓史復刊委員会編　全国拓友協議会（B5・907）　昭和 55年 8月
￥12,000（税別）

404
高知県満州開拓史

二宮徳三郎編　土佐新聞社出版部（B5・221頁）　昭和 45年
￥25,000（税別）

405
岐阜県満州開拓史

岐阜県開拓自興会編（B5・876頁）　昭和 52年
￥10,000（税別）

406
福井県満州開拓史

福井県満州開拓引揚者連合会編（B5・1016頁）　昭和 56年
￥25,000（税別）

407
長野県満州開拓史　総編・名簿編・各団編 （3 冊）

長野県開拓自興会満州開拓史刊行会編（B5・824+1075+940頁）　昭和 59年
￥40,000（税別）

408
広島県満州開拓史　上・下巻（2 冊）

広島県民の中国東北地区開拓史編纂委員会編（B5・578+394頁）　平成 1年 10月
￥20,000（税別）

409
島根県満州開拓史【記名】

同編纂委員会編（B5・873頁）　平成 3年
￥20,000（税別）

410
満州国史　総論・各論（全 2 巻）

満州国史編纂刊行会編　満蒙同胞援護会（A5・880+1303頁）　昭和 45-46年
￥30,000（税別）

411
善隣協会史

内蒙古における文化活動　善隣会編　日本モンゴル協会（B5・438頁）　昭和 56年
￥25,000（税別）
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412

Album 京城【奥付欠 印 紐綴】

（附図共：図版 42枚）CHOSEN KEIJO
（12.5× 19.5cm・42頁）

￥35,000（税別）

413
喪礼備要【ヤケ シミ 表紙イタミ 少書込】

申義慶／金長生校（B4・134頁）　1872年

￥150,000（税別）

414

朝鮮八道里程図【印 少ヤケ 少イタミ 紐綴】

［明治 8年出版朝鮮全図ニ拠リ補スル：
京畿道・忠清道・平安道・全羅道／他］
（44.2× 79.0cm・4枚）　明治 15年 8月

￥55,000（税別）

415

朝鮮懲毖録【背少破】

柳相国／山口勗訳　蒼龍窟（A5・138頁）　明治 27年

￥15,000（税別）

416

釜山市街図【少ヤケ】

（袋付）［朝鮮釜山市街図 全］
香月源太郎著　森岡 栄
（25.5× 39cm・1枚）　明治 34年 12月

￥15,000（税別）

417
韓国沿道誌【少ヤケ 少イタミ 少虫喰 製本外れ】

第 1・2巻（2冊）（B7・242+194頁）　明治 36年

￥30,000（税別）
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418
日本之朝鮮【印 少ヤケ 少シミ 少汚 少イタミ 紐綴】

写真画報 グラヒック 特別増刊　有楽社編（B4・132頁）　明治 44年 1月 ￥100,000（税別）

「日韓併合条約」に伴い刊行さ
れた特別号の雑誌。
最初に詔書・勅諭・題字、朝鮮
王家・王室の写真（昌徳宮李王
殿下／徳寿宮李太王／他）。
韓国の産業や風俗、観光地、歴
代の統監まで掲載されている。

419

朝鮮全図（縮尺 100 万分 1）

【印 少ヤケ イタミ 少破】
明治 9年陸軍文庫御出版
陸軍参謀局　宇津木信夫
（128.0× 94.0cm・1枚）　明治 27年 7月

￥150,000（税別）

420
朝鮮産業誌【再製本済 貼込跡 汚】

上・中・下巻（3冊）　山口精編　宝文館（A5・1066+887+752頁）　明治 43-44年

￥150,000（税別）

上巻　農業
・気象
・土地（京畿道・忠清道・江原道・咸鏡道・平安道・黄海道・
慶尚道／他）

・耕地
・河川／他

中巻　水産業
・沿岸／他

下巻　通貨
・貨幣整理
・新貨／他

421

朝鮮金剛山大観【少ヤケ 帙入】

［金剛山交通地図・内金剛の勝景・外金剛の勝景・海金剛の景・英文解説／他］
今川宇一郎著　大陸踏査会編輯部（B4・2.0cm）　大正 3年 4月 ￥150,000（税別）

金剛山は大きく 3つの地域に区分されている。西側を内金剛（ネクムガン）、東側を外金剛（ウェクムガン）、東
端の海岸部が海金剛（ヘクムガン）。その三つの勝景、探勝、風景、また寺院の写真と解説（全 48図）。
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424

釜山府全図（縮尺 1 万分 1）

【印 少ヤケ 少イタミ】（袋付）
鎮海湾要塞司令部検閲済
釜山府編
（55× 79cm・1枚）　昭和 2年 5月

￥65,000（税別）

422

京城市街全図（1 万分 1）【少ヤケ 少イタミ】

最新訂刻
池田常道編
（78× 54.5cm・1枚）　大正 6年 2月

￥45,000（税別）

423

地方行政区域名称一覧

朝鮮総督府編
（A5・557頁）
大正 13年

￥70,000（税別）

425

ANNUAL REPORT ON ADMINISTRATION OF CHOSEN

1924～ 26・1929～ 30・1933～ 34 ・1935～ 36（4冊）KIRIYAMA SAINOSUKE／他　
Goverment-General of Chosen（B5・195+183+204+222頁）　昭和 2-9年

￥65,000（税別）

426

発電計画及送電網計画書【附図欠】

朝鮮総督府逓信局編　朝鮮総督府
（B5・499頁）　昭和 7年

￥30,000（税別）

427

朝鮮直轄河川工事年報　昭和 6 年度

（附表共）朝鮮総督府内務局編
朝鮮総督府
（B5・116頁 +7図 +133頁）　昭和 9年 9月

￥25,000（税別）
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428

朝鮮十三道誌

柳川勉著　内外事情社（B6・673頁）　昭和 10年

￥30,000（税別）

429
朝鮮総督府始政二十五周年記念表彰者名鑑

森川清人編纂　表彰者名鑑刊行会（B5・1212頁）　昭和 10年

￥80,000（税別）

430
朝鮮直轄工事年報　昭和 12 年度

朝鮮総督府編（B5・600頁）　昭和 12年

￥45,000（税別）

431

全羅南道道税及税外収入関係例規【印】

全羅南道編　朝鮮国書出版
（A5・501頁）　昭和 14年

￥35,000（税別）

432

朝鮮総督府及所属官署職員録　1940 年

朝鮮総督府編纂
朝鮮行政学会（発売）
（A5・530頁）　昭和 15年

￥45,000（税別）

433

朝鮮の印象　昭和 16 年版【少ヤケ】

朝鮮総督府鉄道局編
（B5・14頁）　昭和 16年 3月

￥7,000（税別）
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435

朝鮮各道府邑面間粁程表【印】

朝鮮総督府司計課編
朝鮮財務協会
（B5・241頁）　昭和 19年 1月

￥35,000（税別）

434
登行【印】

白頭山特輯　朝鮮体育振興会登行団編（A4・228頁）　昭和 18年 11月

￥50,000（税別）

436

平安南道誌

平安南道誌編纂委員会編
（A4・1507頁）　昭和 52年

￥80,000（税別）

437
韓国財政整理報告【除籍本 少ヤケ 少イタミ 裏表紙欠 製本済】

第 1回　韓国政府財政顧問部（B5・233頁）　明治 38年 12
￥28,000（税別）

438
韓国鉄道線路案内

統監府鉄道管理局編（A5・192頁）　明治 41年
￥40,000（税別）

439
朝鮮半島　全

山道襄一著　日韓書房（A5・327頁）　明治 44年
￥20,000（税別）

440

東国輿地勝覧

1～ 3（3冊）　朝鮮群書大系 続 第 6・7・8輯　朝鮮古書刊行会編
（A5・616+546+474頁）　明治 45年

￥30,000（税別）

441
朝鮮の謎【背少破】

朝鮮民俗資料 第 1編　朝鮮総督府編（A5・218頁）　大正 8年
￥12,000（税別）

442
朝鮮土地調査事業報告書追録【除籍本 少イタミ】

朝鮮総督府臨時土地調査局編　朝鮮総督府（B5・170頁）　大正 8年
￥30,000（税別）

443
朝鮮事情　大正 12 年

朝鮮銀行調査部編（A5・589頁）　大正 12年
￥10,000（税別）

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★
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444
朝鮮事情　昭和 14 年版【除籍本】

朝鮮総督府編（B6・386頁）　昭和 13年
￥8,000（税別）

445
朝鮮事情　昭和 18 年版

朝鮮総督府編（B6・358頁）　昭和 17年 12月
￥8,000（税別）

446

朝鮮要覧

大正 13年～ 15・昭和 2～ 8年（10冊）朝鮮総督府編
（A6/B6・637+394+380+402+402+413+308+224+234+246頁）　大正 13-昭和 7年

￥45,000（税別）

447
朝鮮ニ於ケル棉花ニ関スル調査成績【少イタミ 少汚】

臨時産業調査局編（B5・284頁）　大正 7年
￥25,000（税別）

448
発電水力調査書【イタミ 表紙欠】

朝鮮総督府逓信局編　朝鮮電気協会（B5・366頁）　大正 7年
￥250,000（税別）

449

古蹟調査特別報告　第 1・2 冊（2 冊）

平壌付近に於ける楽浪時代の墳墓 1／北満洲及び東部西伯利亜調査報告　朝鮮総督府編
（B5・833+45頁）　大正 7-11年

￥50,000（税別）

450
最新朝鮮地理【印 背少破】

藤戸計太著　京城日報社代理部（B6・808頁）　大正 7年 4月
￥12,000（税別）

451

朝鮮総督府医院年報【除籍本 カバー貼込 少ヤケ 少汚 少イタミ】

大正 6・7年：第 5・6回（2冊）
朝鮮総督府医院編（B5・307+319頁）　大正 8年 3月 -9年 3月

￥50,000（税別）

452
現朝鮮之研究　第 1 巻【除籍本 背少破】

阿部辰之助著　大陸調査会（A5・6cm）　大正 11年
￥16,000（税別）

453
恩寵の生活【印】

自彊叢書 第 2編　津村清澄著／林久次郎訳　朝鮮治刑協会（A5・237頁）　大正 13年 3月
￥35,000（税別）

454
金融組合要覧【除籍本 少ヤケ 少イタミ】

第 2次（正誤表共）朝鮮総督府財務局調査　朝鮮経済協会（B5・202頁）　大正 13年 12
￥25,000（税別）

455
朝鮮に於ける支那人【除籍本 少イタミ】

調査資料 第 7輯　朝鮮総督府編（A5・203頁）　大正 13年
￥20,000（税別）

456
朝鮮地方行政例規　完【少ヤケ 少イタミ 少書込 少汚 裸本】

帝国地方行政学会編　帝国地方行政学会朝鮮本部／他（B6・1054頁）　大正 14年 3月
￥20,000（税別）

457
朝鮮水害罹災者救済会報告書

朝鮮水害罹災者救済会編（A5・1372頁）　大正 15年
￥85,000（税別）

458
朝鮮各都邑の経済

鮮満研究協会編（A5・459頁）　大正 15年
￥30,000（税別）

459
朝鮮の群衆【除籍本】

調査資料 第 16輯　朝鮮総督府官房文書課編（A5・240頁）　大正 15年
￥50,000（税別）

460
半島の翠緑【少ヤケ 少イタミ 図版説明文 4点分欠】

（図版 64枚）朝鮮山林会編（B5・1.8cm）　大正 15年 9月
￥28,000（税別）
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461
朝鮮及朝鮮民族　第 1 集

伊藤卯三郎編　朝鮮思想通信社（A5・405頁）　昭和 2年
￥25,000（税別）

462
朝鮮の言論と世相【除籍本】

調査資料 第 21輯　朝鮮総督府編（A5・393頁）　昭和 2年
￥18,000（税別）

463
朝鮮の年中行事／朝鮮の風俗／支那料理の話／満州の家／朝鮮の服装

（5冊合本 1冊）朝鮮総督府編（B6・219+82+39+38+152頁）　昭和 2年 3月 -10年 3月
￥25,000（税別）

464
慶南史蹟名勝談叢

諏方武骨著　諏方武骨遺稿刊行会（A5・220頁）　昭和 2年
￥12,000（税別）

465
朝鮮総督府施政年報　大正 14 年度

朝鮮総督府編（B5・472頁）　昭和 2年
￥20,000（税別）

466
朝鮮金剛山

徳田富次郎著　徳田写真館（A4・50頁）　昭和 3年
￥8,000（税別）

467
総督政治史論【除籍本 少イタミ】

（合本 1冊）青柳綱太郎著（A5・861頁）　昭和 3年
￥20,000（税別）

468
朝鮮河川調査書【附表欠】

（付図共 2冊）朝鮮総督府編（B5・982+243頁）　昭和 4年 8月
￥250,000（税別）

469
新興の朝鮮【印 イタミ】

朝鮮総督府編（B5・229頁）　昭和 4年
￥6,000（税別）

470
生活状態調査　其 1　水原郡

朝鮮総督府編（A5・181頁）　昭和 4年
￥20,000（税別）

471
生活状態調査　其 3　江陵郡【少破】

朝鮮総督府編（A5・552頁）　昭和 6年 1月
￥28,000（税別）

472
生活状態調査　其 4　平壌府【印 ヤケ】

朝鮮総督府編（A5・540頁）　昭和 7年 4月
￥30,000（税別）

473
生活状態調査　其 7　慶州郡【除籍本】

朝鮮総督府編（A5・612頁）　昭和 9
￥28,000（税別）

474
朝鮮金融事項参考書　昭和 4 年調【除籍本】

朝鮮総督府財務局編　朝鮮金融組合協会（B5・307頁）　昭和 4年
￥25,000（税別）

475
朝鮮金融事項参考書　昭和 6 年調【除籍本】

朝鮮総督府財務局編　朝鮮金融組合協会（B5・326頁）　昭和 6年
￥25,000（税別）

476
朝鮮金融事項参考書　昭和 8 年調【除籍本】

朝鮮総督府財務局編　朝鮮金融組合協会（B5・272頁）　昭和 8年
￥25,000（税別）

477
朝鮮金融事項参考書　昭和 10 年調【除籍本】

朝鮮総督府財務局編　朝鮮金融組合協会（B5・286頁）　昭和 10年
￥25,000（税別）

478
朝鮮金融事項参考書　昭和 12 年調【除籍本】

朝鮮総督府財務局編　朝鮮金融組合協会（B5・254頁）　昭和 12年
￥25,000（税別）
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479
業務報告　昭和六年度

咸鏡南道種苗場編（B5・258頁）　昭和 6
￥10,000（税別）

480
新朝鮮の研究【除籍本 少イタミ】

相良孫四郎編　鮮満研究会（A5・684頁）　昭和 7年
￥50,000（税別）

481
外人の観たる最近の朝鮮【除籍本 少ヤケ 少イタミ】

調査資料 第 35輯　朝鮮総督府編（A5・217頁）　昭和 7年 3月
￥30,000（税別）

482
明治廿七八年在韓苦心録

杉村濬著　杉村陽太郎（A5・204頁）　昭和 7年
￥7,000（税別）

483
鮮内工業の現状と工業組合法実施の要否【印】

川合彰武著　朝鮮工業協会（A5・56頁）　昭和 8年
￥12,000（税別）

484
朝鮮と三州人

鹿児島新聞京城支局編（A5・427頁）　昭和 8年
￥22,000（税別）

485
鮮満を鎔炉に入れて【少汚】

梁村奇智城著　朝鮮研究社（A5・830頁）　昭和 8年
￥25,000（税別）

486

朝鮮の聚落【除籍本】

前・中・後篇（3冊）調査資料第 38・39・41輯（生活状態調査 其 5・6・8）
朝鮮総督府編（A5・959+607+1100頁）　昭和 8-10年

￥70,000（税別）

487
朝鮮の聚落【除籍本】

前・中・後編（3冊）朝鮮総督府編　龍渓書舎（A5・944+594+994頁）　昭和 54年
￥90,000（税別）

488
朝鮮雑記　第 1 巻

菊池謙譲著　鶏鳴社（B6・191頁）　昭和 6年
￥4,000（税別）

489
朝鮮高等法院判決録【除籍本】

第 20巻　昭和 8年　朝鮮高等法院　司法協会（A5・656頁）　昭和 9年
￥15,000（税別）

490
全鮮水田売買価格及収益調

第 5・6・8～ 11・13・16回（8冊）朝鮮殖産銀行編（A5）　昭和 9-18年
￥45,000（税別）

491
始政二十五周年記念関係記録

朝鮮総督府編（A5・102頁）　昭和 10年
￥35,000（税別）

492
朝鮮所得税令精義

寺山時二著　朝鮮財務協会（A5・464頁）　昭和 10年
￥10,000（税別）

493
朝鮮所得税令精義　改訂

寺山時二著　朝鮮財務懇話会（A5・568頁）　昭和 16年
￥15,000（税別）

494
施政二十五年史

朝鮮総督府編（B5・1104頁）　昭和 10年
￥35,000（税別）

495
朝鮮商工関係例規【印 ヤケ】

朝鮮総督府殖産局商工課編　帝国地方行政学会朝鮮本部（A6・1216頁）　昭和 10年 3月
￥80,000（税別）

496
朝鮮総督府報告例別冊【少ヤケ 少シミ 少破 少イタミ 少書込】

甲号　昭和 11年 1月改訂総督官房文書課校閲　近沢商店印刷部（B5・411頁）　昭和 11年 6月
￥45,000（税別）
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497
工業金融の現状と其の対策【除籍本 ヤケ 少イタミ】

朝鮮銀行調査報告 第 25号　朝鮮銀行調査課編（A5・115頁）　昭和 11年 7月
￥12,000（税別）

498
高地帯開発案【除籍本 少汚 少イタミ 少書込】

咸鏡南道編（A4・258頁）　昭和 11年
￥25,000（税別）

499
朝鮮総督府予算参考書　昭和 12 年度

第 70回帝国議会用（B5・71頁）
￥17,000（税別）

500
朝鮮昭和十年国勢調査

京城府編　京城府（A5・208頁）　昭和 11年 3月
￥15,000（税別）

501
朝鮮読本【除籍本】

朝鮮の社会とその政治・経済生活　李清源著　学芸社（A5・439頁）　昭和 11年
￥15,000（税別）

502
朝鮮叢書

第 1～ 3巻（3冊）細井肇編　朝鮮問題研究所（B6）　昭和 11年
￥20,000（税別）

503

平安南道報号外【印 ヤケ 少書込】

昭和 12年 11月 12日発行　朝鮮総督府平安南道訓令第 24号／他
（A5・256頁）　昭和 12年 11月

￥40,000（税別）

504
朝鮮施政に関する諭告、訓示並に演述集【除籍本】

自昭和 2年 4月至昭和 12年 3月　朝鮮総督府編（A5・931頁）　昭和 12年
￥25,000（税別）

505
慶尚南道例規集【印 少ヤケ】

慶尚南道編（B6・564頁）　昭和 13年
￥25,000（税別）

506
朝鮮経済の研究　第 3（附表共）

京城帝国大学法学会編　岩波書店（A5・486頁）　昭和 13年
￥25,000（税別）

507
新生朝鮮の出発【除籍本 痛 少破】

玄永燮著　大阪屋号書店（B6・375頁）　昭和 14年
￥25,000（税別）

508
朝鮮年鑑　昭和 15 年度

京城日報社／毎日申報社編（B6・767頁）　昭和 14年
￥35,000（税別）

509
朝鮮年鑑　昭和 19 年度

京城日報社／毎日申報社編（B6・650頁）　昭和 18年
￥35,000（税別）

510
朝鮮金融論十講

鈴木武雄著　帝国地方行政学会朝鮮本部（A5・281頁）　昭和 15年
￥15,000（税別）

511
昭和 16 年の朝鮮電気事業【少汚 少イタミ】

監理課編（B5・0.8cm）　昭和 16年
￥30,000（税別）

512
木浦府勢一斑　昭和 15 年版【ヤケ】

木浦府編（B6・136頁）　昭和 16年 4月
￥15,000（税別）

513
大平壌の全貌【ヤケ 図版半頁切取あり】

平壌商工会議所編）（B6・73頁）　昭和 16年 4月
￥30,000（税別）

514
朝鮮鉄道略図（昭和十八年度計画概略図）【少イタミ】

二百万分之一　朝鮮総督府鉄道局編（60× 38cm・1枚）　昭和 17年 ￥40,000（税別）
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515

朝鮮金融事情概観

昭和 16年：上半期・下半期／昭和 17年：上半期・下半期／昭和 18年：上半期（5冊）
本田秀夫編　朝鮮殖産銀行調査部（B5・51+78+55+24+74頁）　昭和 16-18年

￥60,000（税別）

516
京城に於ける工場調査　昭和 18 年　秘

京城商工会議所調査資料 第五輯　京城商工会議所編（A5）　昭和 18年
￥30,000（税別）

517
朝鮮貿易史

工藤三次郎編　朝鮮貿易協会（A5・387頁）　昭和 18年
￥35,000（税別）

518

朝鮮（主として京城を中心したる）に於ける物資の配給統制と配給機構

【除籍本 少ヤケ 少シミ 少イタミ】改訂増補版　京城商工会議所調査資料 第 4輯
京城商工会議所編（A5・194頁）　昭和 18年 6月

￥15,000（税別）

519
朝鮮思想犯検挙実話集 （韓文）【少書込 少イタミ 補修済】

池中世訳編　新光出版社（B6・300頁）　昭和 21年
￥30,000（税別）

520
朝鮮高等警察関係年表【除籍本】

復刻版　朝鮮総督府警務局編　成進文化社（B5・241頁）　1974年
￥18,000（税別）

521
朝鮮米と日本の食糧問題

友邦シリーズ 第 2号　友邦協会編（B5・75頁）　昭和 41年 3月
￥3,000（税別）

522
近代日鮮関係の研究　上巻　復刻版【線引】

田保橋潔著　宗高書房（A5・1133頁）　昭和 47年
￥10,000（税別）

523
統監府時代の財政　朝鮮近代財政の地固め

友邦シリーズ 第 18号　水田直昌監修　友邦協会（B5・476頁）　昭和 49年
￥5,000（税別）

524
総督府時代の財政　朝鮮近代財政の確立

友邦シリーズ 第 19号　水田直昌監修　友邦協会（B5・535頁）　昭和 49年
￥5,000（税別）

525

北海道大学附属図書館所蔵 旧外地関係資料目録

　明治～昭和 20 年　朝鮮・台湾・満洲（東北）

北海道大学附属図書館編（B5・514頁）　昭和 50年

￥20,000（税別）

526
地方行政区域発展史（朝鮮語）

内務部地方行政局地方企画課編（A5・690頁）　昭和 54年
￥30,000（税別）

527
朝鮮財政余話　「朝鮮総督府時代の財政」の続編

友邦シリーズ 第 23号　水田直昌述　友邦協会（A5・147頁）　昭和 56年 3月
￥5,000（税別）

528
朝鮮交通史

（資料編・付図共 2冊）鮮交会編（B5・1139頁 +214頁 +図 18枚）　昭和 61年
￥30,000（税別）

529
朝鮮併合史

復刻版　釈尾春芿著　オークラ情報サービス（A5・1059頁）　平成 19年
￥25,000（税別）
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530

台湾総督府博物館絵はがき【少ヤケ 少イタミ】

第 1・2集（2冊計 24枚）
台湾博物館全景・台湾特産みかどきじ・紅頭嶼蕃人ノ舟／他（15× 9cm・12枚 +12枚）

￥50,000（税別）

531

蕃人の工芸（絵葉書）【少ヤケ】

（14枚・袋付）
タイヤル族礼装衣・パイワン族のパイプと火薬入・
ヤミ族の土器と人形／他
生蕃屋商店（9× 14cm・14枚）

￥30,000（税別）

532

大日本台湾全図【少ヤケ 少イタミ 書込】

（60.0× 41.0cm・1枚）

￥30,000（税別）

533

台湾の旅【少ヤケ 少イタミ】

台湾視察団員募集申込書：費用は半分・効果は数倍
内外旅行社主催（24.5× 60.5cm・1枚）

￥12,000（税別）

534

台南市第二期市地重劃区分合交換土地地号対照図

（縮尺 2400 分 1）【少ヤケ イタミ 少書込 補修有】

（36× 39cm・1枚）

￥12,000（税別）
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535

大日本国外務大丞宗重正呈書／他資料一括【ヤケ イタミ 虫喰】（20点 83枚）

リー・パークス駐日英国公使「フォルモサ翻訳書簡」／薬用阿片売渡規則等／他
（A4・83枚）　明治 4年 - ￥400,000（税別）

①リー・パークス駐日英国公使　『フォルモサ』についての翻訳書簡（写？）　６枚
アーネスト・サトウの上司。18年間駐日英国公使を務めた。

②尚典（琉球処分により東京に移住）から父（尚泰王）に向けられた手紙　２枚
③明治 7（1874） 年、各領事館、大使館予算 16枚
上海領事館／香港領事館／福〓領事館／朝鮮〓〓／牛荘〓／米国大使館／桑方西斯哥領事館（サンフ
ランシスコ）／但?領事館／仏国大使館／伊〓〓大使館／伊国ウエニース領事館／魯国大使館（ロシア）
／オランダ大使館／孛国大使館（プロイセン ?）
④ 1874年（？）外務省出仕 森山茂→東萊府使 朴齋寛 2枚
⑤抄訳 香港新聞（3月）／倫敦タイムス（2月 3日）／居留地新聞（3月 24日）　4枚
⑥明治 11年 開港開市場在留外国人ノ報告案 『薬用阿片売渡規則』　1枚
⑦福州総督ノ公告書 2枚（台湾出兵に関する記述［征台ノ役？］）
⑧擬完条約？ 15枚（1～ 21条約まである。台湾出兵後の条約の下地？）
⑨朝鮮交際始末序 （漢文）（写 ?）6枚（花房義質など）
⑩朝鮮側「伝令書」？（写 ?）（日朝外交をした広津弘信が日本政府に渡した）
⑪大日本国外務大丞 宗重正呈書 →朝鮮国礼曹三判 閣下 2枚
⑫明治 7年、 森山茂から左将軍趙寧夏宛 （写 ?）4枚

536
台湾陣中日誌【少イタミ 少ヤケ】

近衛工兵大隊第中隊編（23.3× 17cm）　明治 28年

￥250,000（税別）明治 27年 6月の台北侵攻より 28年 10月までの日清戦争私記。

537
台湾地誌及言語集【表紙破 ヤケ イタミ 一部補修済】

岩永六一／清水 光憲編著　中村芳松（12.5× 26.3cm・54頁）　明治 32年 3月

￥40,000（税別）
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538

明治 30 年代台湾における浅野総一郎資料（浅野財閥・浅野セメント創設者） 

【少ヤケ 少折 少破】（資料 4点書簡共）基隆港の主権と査定の裁決書／台湾興業組合の
設立について／基隆買収地地図／他
（B5）　明治 32-36年 ￥180,000（税別）

1897（明治 30）年頃、欧米視察より戻って来た浅野総一郎は、欧米での港湾開発の発展ぶりを目の当
たりにして、日本の旧態依然とした港の様子に衝撃を受け、港湾を近代化し、工場を一体化した日本初
の臨海工業地帯を画策する。ちょうど児玉源太郎が後藤新平を擁して台湾改革に乗り出した時期に該当
するように思われる。

①基隆港の主権と査定の裁決書　明治 35年
申立人　浅野総一郎　　代理人　西沢吉次
土地調査委員会　児玉源太郎（台湾総督）・石塚英蔵・関屋貞三郎・高田高蔵
②台湾興業組合の設立について（？）　明治 36年
苗栗製油鉱区・猴洞石炭鉱区に於ける、台湾石油組合（組織・出資）及び台湾砿業組合契約書・精書・
配当金支払
台湾興業合資会社契約　清算人：浅野総一郎
基隆社蔡島仙洞荘（基隆）契約に属する勘定
基隆・打狗（高雄）契約に属する勘定
台湾興業合資会社・台湾石油組合など
　中田清兵衛・鹿島岩蔵・白石元治郎・中村作次郎・小坂善之助
③基隆港に関する報告書　明治 36年
基隆一ヶ月分敷地料・収入高調　代理人：小島桐陽　（小島法律事務所の便箋）
基隆○地 1ヶ月分敷地料・収入高調　　基隆社蔡島仙洞荘　27頁

④共有契約証書正式謄本　明治 32～ 33年
山田荘左衛門（長野）・鹿島岩蔵（東京）・小坂善之助（長野）・他
長野地方裁判所管内公証人役場・約定書・契約○謄本
基隆買収地地図２葉（彩色）

539

台湾写真帖【印】

附台湾縦貫鉄道全通式汽車発着時刻表
台湾総督府官房文書課編（B5・100頁）明治 41年

￥60,000（税別）
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540
白蟻調査報告　第 1 ～ 5 回（5 冊）

台湾総督府土木部編（B5・45+152+186+173+88頁）　明治 42-大正 4年

￥75,000（税別）

第一回
・白蟻の特徴
・各個体の性質
・巣の構造
・台湾産白蟻／他
第二回
・台湾産白蟻一般
・白蟻駆除予防法
・白蟻と木材との関係／他
第三回
・白蟻の分類及び分布に関する研究
報告

・蟻害調査報告
・防蟻剤試験成績第一回報告／他
第四回
・本邦産白蟻追加
・新嘉坡産白蟻
・南洋諸島産白蟻研究報告
・附　白蟻巣の化学的成分／他
第五回
・比律賓産白蟻
・台湾に於ける耐蟻構造家屋に就いて／他

541

台湾大観【イタミ 汚 破】

山川岩吉編　台湾大観社
（B4・1.9cm）　大正 1年

￥40,000（税別）

542

打狗築港【ヤケ】

大正 5年度　臨時台湾総督府工事部編
（A5・17頁）　大正 6年 10月

￥75,000（税別）

打狗湾（現高雄湾）日本統治時代、近代的港に開発時の工事報告。
港の拡張は３段階で行われた。第１段階は 1908年、第２段階は 1912年に終了。
第３段階は第二次世界大戦によって中断され、この間に打狗から高雄へと改称（1920年）。

・打狗湾概況
・打狗湾平面図
・岸壁設計図並地質調査図
・雨量比較表

・打狗人口統計表
・打狗湾貨物輸出表、輸入表
・防波堤工事進行表
・船舶運転故障休止時間比較表　他

543

台北州水産試業所報告【印】

第 1回　台北州編
（B5・132頁）　大正 13年 12月

￥15,000（税別）
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545

高雄市街図（縮尺 1 万分 1）

【検閲印 少ヤケ イタミ 補修有】
昭和 6年 8月調　屏東案内図・高雄州管内図
昭和 7年 2月 4日指令
第 197号許可台湾総督府：
29日財税図第 3号ノ 4検閲済
中島新一郎著　崎山商店
（54× 78cm・1枚）　昭和 7年 3月

￥60,000（税別）

546

専売台北支局総覧【少ヤケ 少イタミ 裸本】

台湾総督府専売局台北支局
（A5・586頁）　昭和 10年 3月

￥50,000（税別）

547

台北植物園【少ヤケ】

［解説・植物園全図（縮尺 7200分 1）］
台湾総督府中央研究所林業部
（36× 48cm・1枚）　昭和 10年 10月

￥18,000（税別）

548

台湾省五十一年来統計提要（中文）

【ヤケ 少イタミ 少汚】
台湾省行政長官公署統計室編
（B5・1384頁）　民国 35年

￥70,000（税別）

544

ドン底線【コピー本 製本済】

田中千代子著　台湾実業界社
（A5・270頁）　昭和 6年

￥25,000（税別）

549

中華民国法律彙編　続編

第一屈立法院編　台湾新生印
（A5・786頁）　民国 51年

￥65,000（税別）
憲法有関法律／国民大会／行政／内政／外交／国防／財政／教育／
司法行政／経済／交通／主計／立法／司法／考試／監察



64

▼
台
湾

552

高雄市都市計画参考図（比例尺 2 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
（資料係以民国 89年 11月底為準）
高雄市政府工務局編製
（154× 83.5cm・1枚）　民国 90年 2月

￥8,000（税別）

551

台湾縦貫鉄道

西川満古稀記念出版
西川満著　人間の星社
（A4・420頁）　昭和 53年 10月

￥4,000（税別）

553
台湾公立台中中学校要覧【少ヤケ 少シミ】

（A5・33頁）
￥6,000（税別）

554
台湾諸島誌【印 少書込 少線引】

小川琢治著　東京地学協会（A5・379頁）　明治 29年
￥45,000（税別）

555
台湾総督府民政局殖産部報文【除籍本 ヤケ シミ 地書込 少イタミ】

第 1巻第 1冊　水産之部　大日本水産会編（B5・191頁）　明治 29年 12月
￥25,000（税別）

556

台湾総督府民政局殖産報文【除籍本 ヤケ 少イタミ】

第 1巻第 1冊　農業・水産・林業・鉱業　台湾総督府民生局殖産課編
（B5・454頁）　明治 31年 4月

￥25,000（税別）

557

大日本鉄道旅行案内【少ヤケ 少破】

改正新刻　沖縄県琉球諸島／帝国大日本新領台湾全図　片山賢三編　風月庄左衛門
（37.5× 150cm・1枚）　明治 34年 2月

￥20,000（税別）

558
台湾外国貿易年表　明治 35 年【除籍本 イタミ ヤケ】

台湾総督府編（A4・213頁）　明治 36年 6月
￥15,000（税別）

550

台湾　苦悶するその歴史

王育徳著　弘文堂
（B6・249頁）　昭和 53年 6月

￥1,000（税別）

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★
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559
台湾外国貿易十年報【除籍本 少ヤケ 少イタミ 少折 表紙外れ】

（正誤表共）台湾総督府民政部財務局（B5・274頁）　明治 40年 10月
￥15,000（税別）

560

理蕃誌稿

1・3・5編 （3冊）台湾総督府民政部蕃務本署／台湾総督府警務局編　台湾総督府
（A5・432+1140+1160頁）　明治 44年 -昭和 13年

￥36,000（税別）

561

本島ニ於ケル海産物【除籍本 少ヤケ 少イタミ】

（正誤表共）生産、輸、移出入（殖産局出版 第 59号）
台湾総督府殖産局（A5・255頁）　大正 3年 8月

￥25,000（税別）

562
台湾　上巻

武内貞義著　台湾日日新報社（B5・664頁）　大正 3年
￥12,000（税別）

563
台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律其ノ沿革並現行律令

【除籍本 少ヤケ 少イタミ 少シミ 少破】内閣記録課（A5・374頁）　大正 4年 10月
￥35,000（税別）

564
台湾神社誌【シミ】

台湾神社社務所編（A5・108頁）　大正 5年
￥25,000（税別）

565
台湾に於ける芎蕉【背少破】

（正誤表共）殖産局出版 第 140号　台湾総督府殖産局編（A5・162頁）　大正 5年 3月
￥12,000（税別）

566
台湾税務史　下巻

台湾総督府編　台湾総督府（A5・1020頁）　大正 7年 ￥60,000（税別）

567

台湾ニ生育スベキ熱帯林木調査【印】

唐木類ノ 1～ 3（3冊）ちーく・まほごにー及ビ其類似木／紫檀、黒檀、鉄刀木（鉄木）、
癒瘡木、薔薇木（花林）、繻珍木、蘇方木及ビ其類似木／二羽柿・紅樹及ビ其類似木
東京帝国大学農科大学演習林編　東京帝国大学農学部演習林（A5・97+136+121頁）　大
正 7年

￥20,000（税別）

568
台湾ニ生育スベキ熱帯林木調査　熱帯果樹篇

東京帝国大学農科大学演習林著（A5・228頁）　大正 14年
7,000（税別）

569

台湾ニ生育スベキ熱帯林木調査

有加利・あかちあ・木麻黄・其他濠洲林木編
東京帝国大学農科大学演習林編（A5・274頁）　大正 15年

￥7,000（税別）

570
台湾ニ生育スベキ熱帯林木調査　嗜好品ノ 1

こひー・かかを・おりーぶ　東京帝国大学農科大学演習林編（A5・156頁）　大正 13年
￥5,000（税別）

571

台湾ニ生育スベキ熱帯林木調査　薬木香類ノ 1・2 （2 冊）

規那、古柯、肉豆莞、たまりんどだむまる及ビこぱる／白檀、沈香、ばるさむ、没薬、乳香、
丁香、安息香、蘇合香、せんな、すとりきにーね
東京帝国大学農科大学演習林編（A5・100+330頁）　大正 10年 -昭和 2年

￥20,000（税別）

572
台湾糖業政策【除籍本 少ヤケ 少イタミ 背書込】

拓殖局（A5・190頁）　大正 10年 3月
￥12,000（税別）

573
台湾風俗誌

片岡巌著　台湾日日新報社（A5・1249頁）　大正 10年
￥20,000（税別）
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574

台湾時報　第 29 号【ヤケ 少シミ 少イタミ】

台湾の電気事業（土木局庶務課）／電気化学工業に就て（フート）／他　台湾時報発行
所編（A5・141頁）　大正 10年 12月

￥6,000（税別）

575
高雄州要覧　大正 11 年版

高雄州編　宮本一学（B6・322頁）　大正 11年 3月
￥40,000（税別）

576
高雄州要覧

高雄州編（A6・137頁）　昭和 12年
￥20,000（税別）

577
生蕃伝説集

佐山融吉／大西吉寿著　杉田重蔵書店（B6・807頁）　大正 12年
￥10,000（税別）

578

台湾時報　第 42 号【ヤケ 少イタミ】

台湾新民事法（谷野格）／台湾米種改良事業（長崎常）／他
台湾時報発行所編（A5・259頁）　大正 12年 1月

￥8,000（税別）

579
台南市勢一班【少ヤケ 折り本】

（B6・0.5cm）　大正 14年
￥20,000（税別）

580
台中州立農事試験場要覧【印】

台中州立農事試験場編（A5・29頁）　大正 15年
￥6,000（税別）

581
台湾総督府台北医学専門学校一覧　昭和 2 年【除籍本 少ヤケ】

台湾総督府台北医学専門学校編（A5・166頁）　昭和 2年
￥20,000（税別）

582
台湾糖業概観【除籍本 少ヤケ 少イタミ 少汚】

（正誤表共）殖産局出版 第 490号　台湾総督府殖産局特産課（A5・256頁）　昭和 2年 5月
￥16,000（税別）

583
農事試験年報　昭和元年度（第 28 号）

台中州立農事試験場編（B5・100頁）　昭和 2年
￥6,000（税別）

584
森林計画事業規程【除籍本 少ヤケ 少イタミ】

昭和 3年 11月訓令第 81号　台湾総督府殖産局（A4・1.0cm）
￥45,000（税別）

585

支那内国関税制度【除籍本 少イタミ】

其 1～ 3（3冊）南支那及南洋調査第 158・176・208輯
台湾総督官房調査課編（A5・96+169+422頁）　昭和 4年

￥12,000（税別）

586
台湾山岳【ヤケ 痛】

第 5号　台湾山岳会編（A5・175頁）　昭和 5年 9月
￥10,000（税別）

587
閑却されたる台湾【ヤケ】

コイエット　谷河梅人編訳　台湾日日新報社（B6・203頁）　昭和 5年 10月
￥10,000（税別）

588
農事試験年報　昭和 5 年度

台南州立農事試験場編（B5・154頁）　昭和 5年
￥8,000（税別）

589
台南州嘉義油田調査報告

殖産局出版 第 584号　台湾総督府殖産局編（B5・43頁）　昭和 6年 3月
￥8,000（税別）

590

米生産費調査【除籍本 ヤケ 少イタミ】

其の 1・2（正誤表共 2冊）昭和 5年第 2期作／昭和 6年第 1期作（農業基本調査書 第
27・28）台湾総督府殖産局（B5・64+34頁）　昭和 6年 7月 -7年 2月

￥10,000（税別）
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591
蕃郷風物記【印 少書込 函欠】

小泉鉄著　建設社（A5・332頁）　昭和 7年
￥15,000（税別）

592
高雄州管内概況及事務概要　昭和 6 年

高雄州編（A5・327頁）　昭和 7年
￥12,000（税別）

593
鉱夫教習所用石油鉱山鑿井／採油教科書

（2冊）台湾鉱業所著　台湾鉱業所（A5・315+116頁）　昭和 9年
￥22,000（税別）

594
台北帝国大学文政学部哲学科研究年報　第 1 輯【除籍本】

台北帝国大学文政学部編（A5・548頁）　昭和 9年
￥5,000（税別）

595
台北帝国大学文政学部哲学科研究年報　第 2 輯【除籍本】

台北帝国大学文政学部編（A5・363頁）　昭和 10年
￥5,000（税別）

596
台北帝国大学文政学部史学科研究年報　第 1 輯【除籍本 書込】

台北帝国大学文政学部編（A5・461頁）　昭和 9年
￥5,000（税別）

597
台北帝国大学文政学部史学科研究年報　第 2 輯【除籍本】

台北帝国大学文政学部編（A5・426頁）　昭和 10年
￥5,000（税別）

598
台湾島之現在【除籍本】

大谷光瑞著　大乗社（A5・705頁）　昭和 10年
￥10,000（税別）

599
台北医院年報　第 38 回【背少破】

台北医院編（B5・168頁）　昭和 10年 11月
￥6,500（税別）

600

花蓮港築港概要【少ヤケ】

［花蓮港築港計画平面図（縮尺 1万分 1）］台湾総督府交通局基隆築港出張所花蓮港築港
工事事務所（50.5× 62.5cm・1枚）　昭和 11年 7月

￥35,000（税別）

601
台湾林業統計　昭和 9・12 年（2 冊）【背少破】

台湾総督府殖産局編（B5・162+167頁）　昭和 11年 3月 -14年 3月
￥28,000（税別）

602
記念講演集　第 5 輯：開学式特輯号

台北帝国大学編　台北帝国大学（A5・356頁）　昭和 11年
￥15,000（税別）

603
新竹台中烈震報告　昭和 10 年 4 月 21 日【背少破】

台北観測所編　台北観測所（B5・160頁）　昭和 11年 3月
￥25,000（税別）

604
現代台湾経済論【見返欠】

高橋亀吉著　千倉書房（A5・614頁）　昭和 12年
￥10,000（税別）

605
台中州国姓油田調査報告

殖産局出版 第 804号　台湾総督府殖産局編（B5・25頁 +8図）　昭和 13年 3月
￥5,000（税別）

606
台北州清水坑油田調査報告

殖産局出版 第 805号　台湾総督府殖産局編（B5・57頁）　昭和 13年 3月
￥6,000（税別）

607
台北州山子脚油田調査報告

殖産局出版 第 806号　台湾総督府殖産局編（B5・26頁）　昭和 13年 3月
￥5,000（税別）
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608
台北州尖山湖油田調査報告

殖産局出版 第 807号　台湾総督府殖産局編（B5・10頁）　昭和 13年 3月
￥4,000（税別）

609
広東省概説【印】

台湾総督官房外務部編　台湾総督官房外務部南支南洋発行所（A5・358頁）　昭和 14年
￥15,000（税別）

610
京漢線沿線地区農業概況調査報告　第 1 集

京漢線順徳－彰徳間地　中央農事試験場石家荘支場編（B5・160頁）　民国 28年
￥25,000（税別）

611
泰国要説

台湾総督府外事部編（A5・468頁）　昭和 16年
￥20,000（税別）

612
台湾農民生活考【ノド痛 少ヤケ】

梶原通好著　緒方武歳（B6・186頁）　昭和 16年 9月
￥18,000（税別）

613
業務年報　昭和 15 年度（第 73 号）【印】

台中州立農事試験場編（B5・110頁）　昭和 17年 2月
￥8,000（税別）

614
台湾総督府国土局主管土木事業概要　昭和 17 年版【除籍本 少イタミ】

台湾総督府国土局土木課編（A5・143頁）　昭和 17年
￥15,000（税別）

615
生活必需物資価格指数【除籍本 イタミ ヤケ】

昭和 15年 4月以降～昭和 17年　台湾総督府殖産局編（A4・48頁）　昭和 18年
￥10,000（税別）

616
戦時台湾経済論【ヤケ イタミ】

楠井隆三著　南方人文研究所（A5・440頁）　昭和 19年 11月
￥20,000（税別）

617
高砂族の祭儀生活

古野清人著　三省堂（A5・471頁）　昭和 20年
￥4,000（税別）

618
南瀛を行く【少ヤケ 製本外れ】

太田三郎著　陸軍恤兵部（B6・30頁）　昭和 20年
￥6,000（税別）

619

台湾省通志稿　巻 5：教育志【印】

（4冊）教育行政篇／制度沿革篇／文化事業篇／教育設施篇
台湾省文献委員会編（B5・8cm）　1952年

￥15,000（税別）

620
台湾省通志稿　巻 6：学芸志【印】

文学篇第 2冊：清代文学（続）台湾省文献委員会編（B5・302頁）　1952年
￥4,000（税別）

621
台湾省政府施政報告

（B5・430）　昭和 37年
￥15,000（税別）

622
台湾抗日運動史研究【少ヤケ】

若林正丈著　研文出版（A5・349頁）昭和 58年 3月
￥6,000（税別）

623
秘書類纂台湾資料【見返欠】

伊藤博文編　原書房（A5・482頁）　昭和 53年
￥4,000（税別）

624
台湾治績志

非出季和太著　青史社（A5・1275頁）　昭和 63年
￥8,000（税別）
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625

樺太地質及鉱山分布図（縮尺 70 万分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
樺太庁管内鉱業一覧：
昭和 13年　樺太庁殖産部鉱務課
（78.0× 52.0cm・1枚）

￥40,000（税別）

626

ペルミ（250 万分 1 尺）【少ヤケ 少シミ 少破】

中ソ欧ソ輿地図 2号：昭和 19年製版
（1939年調製露版図ヨリ複製）
参謀本部（74× 53.5cm・1枚）

￥4,500（税別）

627

キエフ（250 万分 1 尺）【少ヤケ】

中ソ欧ソ輿地図 4号：昭和 19年製版
（1939年調製露版図ヨリ複製）
参謀本部（76× 50cm・1枚）

￥4,500（税別）

628

モスクワ（250 万分 1 尺）【少ヤケ 少イタミ】

中ソ欧ソ輿地図 3号：昭和 19年製版
（1939年調製露版図ヨリ複製）
参謀本部（78× 53cm・1枚）

￥4,500（税別）

629

アシハバード（250 万分 1 尺）【少ヤケ】

中ソ欧ソ輿地図 9号：昭和 19年製版
（1939年調製露版図ヨリ複製）
参謀本部（70× 53cm・1枚）

￥4,500（税別）

630

改正鉄道地図【少ムレ】

附 著名醸造家案内：本州・四国・九州・北海道及樺太・満鮮及台湾
内外通商社（19× 108cm・1枚）

￥2,500（税別）
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632

時事新報樺太及勘察加全図（縮尺 160 万分 1）

8版　附浦塩斯徳附近図　時事新報社編
（78.5× 53.7cm・1枚）　明治 38年

￥12,000（税別）

633

樺太豊原全図（縮尺 4 千分 1）

【少ヤケ 少イタミ】
（袋付）
［裏面：北海道拓殖銀行・大橋組／他、
商店等広告］
楠美兵之進編　若林平治郎
（136× 77.5cm・1枚）　大正 7年 1月

￥85,000（税別）

634

西比利鉱山綜覧

前・後篇（附図共 2冊）
レウトヴスキイ　日露郵報社編輯局訳
日露郵報社
（A5・1178+754頁）　大正 8年

￥40,000（税別）

635

衆議院西伯利派遣議員団記念写真帖【少汚 少イタミ】

衆議院西伯利派遣議員団編（A4・89頁）　大正 9年 3月

￥35,000（税別）

631

北清事変写真帖

（写真 83枚）北清事変関係写真 66枚／手彩色風景写真他 17枚
（B5・5.0cm）　明治 33-35年 ￥650,000（税別）
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636

新日本鳥瞰図（琉球及台湾・樺太・朝鮮含）

【少ヤケ 少イタミ】
東京朝日新聞 大正 9年 11月 3日第 12352号付録
伊部直光（校閲）／小倉倹司（編）
東京朝日新聞
（77.0× 106.0cm・1枚）　大正 9年 11月 ￥10,000（税別）

637

露領堪察加州出張復命書

太田康治編
（B5・98頁）　大正 10年

￥20,000（税別）

638

浦潮斯徳商港

調査報告書 第 10巻
南満洲鉄道総務部調査課編　南満洲鉄道総務部調査課
（B5・462頁）　大正 10年

￥60,000（税別）

639

北樺太要図／南樺太要図【少ヤケ】

100万分の 1　第二師団司令部編（55.5× 40cm・1+1枚）　大正 11年

￥40,000（税別）

640

薩哈嗹州紀念写真帖【ヤケ イタミ】

野坂保雄著　薩哈嗹州紀念写真帖刊行会（B4・37頁）　大正 12年 5月

￥30,000（税別）

641

沿線案内

鳥瞰図・樺太鉄道案内：樺太概要・樺太鉄道沿革／他
樺太鉄道編
（8.5cm× 97.5cm・1枚）　昭和 4年 7月

￥25,000（税別）
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645

樺太の産業と港湾

北海道海運通信社編
（A5・142頁）　昭和 11年

￥25,000（税別）

646

樺太拓殖共進会誌【少ヤケ】

樺太庁始政三十年記念
高橋安兵衛編　大泊町役場
（A5・336頁）　昭和 12年 12月

￥70,000（税別）

644

樺太写真帖

樺太庁編
（A4・202頁）　昭和 11年

￥20,000（税別）

643

恵須取本流護岸計画図・土場一号インクライン改築工事設計図／他資料一括

【少ヤケ 少イタミ】凛議書・仕様書／工事予算表／作業費等資料／河川周辺図（1／ 10000）王子製紙樺
太分社山林部（6点）　昭和 10-13年

￥120,000（税別）

洪水被害 恵須取本流護岸計画図
本流護岸防備蛇籠設計図 2
恵須取本流護岸枠設計図
恵須取本流護岸片枠設計図
本流土場一号陸揚丸太桟橋平面図／側面図／断面図
本流土場陸揚装置平面図
取入口護岸工事正面図／平面図
三本杭・六本杭 平面図／側面図 2
三本杭・五本杭 平面図／側面図 2
本流土場 第１号インクラー機械基礎図
手押トロリー設計図
断面図 A.B.C
断面図 D.E

恵須取本流土場インクライン改築工事
No.1改築置図
No.2改築設計図一般図
No.3改築設計図（A.B）
No.4改築設計図（C.D.E）
No.5機械室設計図
No.6椪積桟橋設計図
No.7取入口護岸工事設計図

本流土場陸楊桟橋其の他工事仕様書／設計書
稟議用箋
報告書／明細書
工事予算表

642

樺太の森林

樺太庁農林部林務課編
（A5・20頁）　昭和 5年

￥12,000（税別）
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647

露国紙幣【記名 ヤケ 少イタミ 1枚欠】

ロマノフ紙幣／カルマ紙幣／ケレンスキー札／オムスク政府札／他（1898～ 1925）
三谷商店（12.0× 23.0cm・20枚）

￥30,000（税別）

648

イルクーツク市墓地埋葬者名簿

（B5・50頁）　昭和 37年

￥15,000（税別）

649
赤色ロシヤを発く展覧会【イタミ 破 紐綴】

（資料写真 200点以上）資料一覧写真帖（19.5× 46cm・2.0cm） ￥250,000（税別）

・世界赤化に狂奔する独裁官スターリン・リュシコフ大将脱走事件
・東亜に迫るソ連の魔手
・極東軍の全貌（ソ連超重爆撃機性能・極東赤軍増強概況／リ大将脱出手記／他）
・ソ連対日暴戾の数々（北洋漁業権益の不法圧迫・乾岔子事件／他）
・ソ連の首脳部（スターリン・カリーニン・デミトロフ・ジュターノフ／他）
・コミンテルンの罪状（赤化思想の宣伝・秩序の破綻・民衆の煽動／他）
（などの資料写真 200点以上）
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650

薩哈嗹島一般状況之報告書【ヤケ イタミ】

行政区及び施政附兵備／監獄署／殖民村落附農業牧畜地勢／海陸交通ノ便宜／開拓常倉
附商況／他　久世原誌著　北海道庁（A4・84）　明治 23年

￥15,000（税別）

651
白露国中央地方探検報告

外務省通商局第二課編（B5・52頁）　明治 27年
￥30,000（税別）

652
樺太及勘察加【少ヤケ 少シミ 少イタミ】

松永聴剣編　博文館（A5・370頁）　明治 38年 10月
￥15,000（税別）

653
南部樺太森林調査書　附国境附近ノ林況【ヤケ 背イタミ】

樺太民政署編（A5・69頁）　明治 40年 2月
￥5,000（税別）

654
樺太鉱産調査概報【ヤケ 附図少破 再製本済】

（附図共）樺太民政署編（A5・147頁）　明治 40年 3月
￥25,000（税別）

655
樺太植物調査概報【除籍本 ヤケ 少イタミ】

第 3版　樺太庁（A5・89頁）　大正 14年 3月
￥12,000（税別）

656

樺太施政沿革【背少破 少イタミ】

維新以前・維新以後（2冊）樺太庁長官々房編　脇田嘉一
（A5・308+177頁）　明治 45年

￥70,000（税別）

657

樺太之森林

主要河川ノ各流域ニ於ケル森林概況／流域面積及蓄積表／森林一覧図／他　樺太庁編　
樺太庁第二部林務課（19.5× 10.3cm・1枚）　大正 1年

￥10,000（税別）

658
樺太風土記　全【少ヤケ 少シミ 少イタミ 印 カバー欠】

西田源蔵著　若林書肆（A5・272頁）　大正 1年
￥5,000（税別）

659
西伯利事情【イタミ 少汚 印】

外務省通商局編（B5・385頁）　大正 1年
￥10,000（税別）

660
東部西伯利亜経済調査資料

南満州鉄道 調査課編（B5・203頁）　大正 2年
￥12,000（税別）

661
西比利亜　全

プライス　大日本文明協会編　大日本文明協会事務局（A5・450頁）　大正 3年 8月
￥3,000（税別）

662
樺太殖民政策【ヤケ シミ 少イタミ】

谷口英三郎著　拓殖新報社（A5・627頁）　大正 3年 1月
￥30,000（税別）

663
樺太の話【印 ヤケ】

中目覚著　三省堂（A5・175頁）　大正 6年 6月
￥12,000（税別）

664
西比利亜鉱業参考資料

臨時産業調査局編（A5・267頁）　大正 7年
￥10,000（税別）

665
露領 沿海地方及北樺太　第一輯

調査報告書第 12巻　南満州鉄道株式会社社長室調査課著（B5・214頁）　大正 11年
￥18,000（税別）

666
樺太庁治一斑　第 16 回（附図共）【印 少ヤケ 少イタミ 附図少破】

樺太庁編（A5・498頁）　大正 13年 12月
￥20,000（税別）

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★
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667
樺太戦史【少ヤケ 少イタミ 少破 カバー欠】

伊藤貞助著　樺太戦史編纂会（A5・294頁）　大正 14年 7月
￥20,000（税別）

668
樺太沿革史【印 少ヤケ 記名 函欠】

樺太庁編（B6・272頁）　大正 14年 8月
￥10,000（税別）

669
北樺太　探検隊報告

大阪毎日新聞社編（B6・441頁）　大正 14年 7月
￥5,000（税別）

670
亜細亜露西亜の住民【少ヤケ 少シミ 少イタミ】

露文翻訳 調査資料 第 9号　南満州鉄道庶務部調査課（B5・227頁）　大正 14年 3月
￥10,000（税別）

671
露西亜物語【貼込跡 貼込 少書込 少汚】

太田覚眠著　丙午出版社（B6・271頁）　大正 15年
￥5,000（税別）

672
露領沿海地方の自然と経済　上・下（2 冊）

南満州鉄道編　大阪毎日新聞社（A5・405+296頁）　昭和 2年
￥12,000（税別）

673
勘察加事情

外務省編（A5・177頁）　昭和 2年
￥15,000（税別）

674
レーニンのロシアと孫文の支那【ヤケ 少イタミ】

布施勝治著　燕塵社（B6・546頁）　昭和 2年
￥5,000（税別）

675

真岡商業会議所報／真岡商工会議所報【除籍本 少ヤケ 少折 少破 ノド少イタミ】

第 15・16・20～ 22号（5冊）樺太真岡商業会議所編　真岡商業会議所
（B5）　昭和 2-8年

￥60,000（税別）

676
樺太概要　昭和 4 年【附図欠 少ヤケ】

樺太庁編（B6・46頁）　昭和 4年 6月
￥4,000（税別）

677
樺太論

山下龍門著　北方問題研究所（B6・347頁）　昭和 4年 12月
3,500（税別）

678
樺太年鑑　昭和 6 年【少ヤケ 少イタミ 印】

藤井尚治編　敷香時報社（B6・404頁）　昭和 5年 11月
￥16,000（税別）

679
千島北洋開発期成招待会記要

北海道庁／北海道協会編（A5・162頁）　昭和 9年
￥15,000（税別）

680
樺太農業植民問題

高岡熊雄著　西ヶ原刊行会（A5・197頁）　昭和 10年
12,000（税別）

681
北海道樺太年鑑　昭和 11 年版【イタミ 少線引 ヤケ】

小樽新聞社編（B6・612頁）　昭和 10年 12月
￥8,000（税別）

682
露領邦人経営漁区漁獲魚体長体重統計表

農林省水産局編（A5・193頁）　昭和 10年
￥6,000（税別）

683

ハバロフスク区地質調査書

露文翻訳ソ連極東及外蒙調査資料 別輯第 1号　神川一郎著
南満州鉄道経済調査会（A5・82頁）　昭和 11年

￥9,000（税別）
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684
樺太の旅

再版　阿部悦郎著　樺太時事新聞支社（B6・349頁）　昭和 11年
￥12,000（税別）

685
樺太庁施政三十年史

樺太庁編（B5・1788頁）　昭和 11年
￥30,000（税別）

686
北海道樺太年鑑　昭和 14 年版【ヤケ 表紙破】

小樽新聞社編（B6・625頁）　昭和 13年 11月
￥8,000（税別）

687
ソ連邦国家予算の検討　1939 年度【除籍本】

高橋善雄著　皐月会（B5・43頁）　昭和 14月
￥10,000（税別）

688
北海道樺太年鑑　昭和 15 年版【印】

小樽新聞社編　小樽新聞経営（B6・627頁）　昭和 14月
￥8,000（税別）

689
極東ソ連要覧　秘

北満経済調査所編（A5・1240頁）　昭和 14月
￥25,000（税別）

690
国境からふと【印 ヤケ カバーイタミ】

前田河広一郎著　六芸社（B6・268頁）　昭和 14年 5月
￥10,000（税別）

691
日露樺太外交戦【印 少線引 少イタミ 函欠 少ヤケ】

太田三郎著　興文社（B6・357頁）　昭和 16年 12月
￥3,000（税別）

692
サガレンの植民史【除籍本 ヤケ シミ 少汚】

海外移植民調査資料 第 3輯　パノフ　拓務省拓北局訳（A5・221頁）　昭和 17月
￥11,000（税別）

693

ロシヤ国家は何処から発生したか　秘

アレクセイ・トルストイの論文を中心として（ソ資料丙第 53号 Ｄ）東亜研究所編
（B5・118頁）　昭和 18月

￥14,000（税別）

694

極北ソ領の現勢（翻訳）【印】

歴史的、経済的、政治的方面より観たるソヴィエト北極地方躍進の研究　東亜研究所資
料 丙 第 321号Ｃ（北氷洋調査資料 第 5輯）　タラコウツィオ　東亜研究所訳　東亜研究
所（B5・575頁）　昭和 18年

￥5,000（税別）

695
樺太及北沿海州

成田与作／プロゾーロフ著　国書刊行会（A5・300頁）　昭和 52年
￥8,000（税別）
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696

錫蘭、英領印度及蘭領東印度の林業【除籍本 ヤケ 少イタミ】

南支那及南洋調査 第 60輯
台湾総督官房調査課編
（A5・128頁）　大正 11年 9月

￥11,000（税別）

697

日印紡績争議ニ就テ【除籍本 少ヤケ 少イタミ】

台湾銀行東京頭取席調査課編
（A5・168頁）　昭和 1年 12月

￥10,000（税別）

698

新嘉坡市街地図（縮尺 1200 分 1）【少ヤケ 少イタミ】

開港百週年記念出版：新嘉坡開港百週年記念聯合広告
（博愛薬局・都ホテル／他）好文館出版部（54× 79cm・1枚）　大正 6年 1月 ￥120,000（税別）

英語と日本語で地名が記されており、日本軍人倶楽部や日本人小学校、鉄道、墓地（西右寺）、植物園、三井第一
社宅まで日本語で明記されている。
裏面には日本人が経営しているホテル、旅館、洋食店、薬局、クリーニング屋などの広告が掲載されている。

699

比律賓群島と太田恭三郎君

【ヤケ 少イタミ】
井上直太郎著　川瀬俊継
（A5・384）　昭和 2年

￥15,000（税別）

700

日本統治地域南洋群島解説写真帖【少イタミ】

吉田清編　研文社
（B5・251頁）　昭和 6年

￥35,000（税別）
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702

我等が海の生命線南洋写真帳　サイパン・テニアン・ロタ島之巻

南洋舎編（A6・144頁）

￥30,000（税別）

705

南方製油所経営論　秘　其の 1・2（2 冊）

三菱石油編（B5）　昭和 17年

￥25,000（税別）

703

南洋ニ於ケル邦人栽培企業現勢図（縮尺 700 万分 1）【少ヤケ 少イタミ】

英領馬来並スマトラ東海岸（縮尺 111万分 1）／
各国護謨栽培面積ト投資額／他
（南洋栽培事業要覧附図）拓務省拓務局
（78.5× 107cm・1枚）　昭和 4年 11月

￥9,000（税別）

704

南洋景観

高宮久太郎著　八雲書林
（215頁）　昭和 15年

￥9,000（税別）

701
南洋南支写真帖【少イタミ】

吉武源五郎著　拓殖新報社（A3・111頁）　大正 5年

￥80,000（税別）
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706
日本と布哇　革命前後之布哇

外山義文著　博文館（B6・164頁）　明治 26年
￥6,000（税別）

707
伝説の布哇

三沢義助著　お伽倶楽部事務所（B6・487頁）　大正 5年
￥10,000（税別）

708
ホノルゝの伝説（ホノルルの伝説）

三栖義一訳　三英堂書店（B6・301頁）　大正 7年
￥15,000（税別）

709
蘭領ニウ・ギニアの研究

台湾総督府官房調査課編（A5・357頁）　大正 12年
￥16,000（税別）

710
瓜哇史

メース　松岡静雄訳　岩波書店（A5・412頁）　大正 13年
￥15,000（税別）

711
第三雑鉱之部

台湾拓殖印度支那室編（A5・88頁）
￥15,000（税別）

712

ニューギニア土俗品図集

上・下巻（2冊）南洋興発株式会社蒐集　南の会著　南洋興発
（B5・140+142頁）　昭和 12-15年

￥35,000（税別）

713

仏領印度支那の農業経済（飜訳）【印 ラベル ヤケ 少イタミ シミ】

上・中・下（3冊）資料 丙 第 182号ノ 1C～ 3C（第八調査委員会資料 6）
東亜研究所訳（B5・176+337+344頁）　昭和 16-17年

￥12,000（税別）

714
バリ島【少イタミ】

カヴァラビアス　新明希予／首藤政雄訳　産業経済社（B5・238頁）　昭和 18年
￥3,500（税別）

715
ニューギニア調査報告書　秘

第 10篇　特別班報告　海軍ニューギニア調査隊編（B5・39頁）　昭和 19年
￥8,000（税別）

716

インドネシア企業関係法規双書

第 1・3・8・10～ 16篇（10冊）
インドネシア株式会社設立関係諸法規／インドネシア外資導入法および関係諸法規／イ
ンドネシア配当税法および関係諸法規／他
日本インドネシア協会編（B5・87+179+40+72+116+89+124+217+62+156頁）　昭和 44-48年

￥25,000（税別）

717
ミクロネシア民族誌

松岡静雄著　岩波書店（A5・710頁）昭和 18年
￥3,000（税別）

718
蘭領東印度事情　旅行者用簡易馬来語の栞

外務省通商局編（B5・381頁）　大正 5年
￥10,000（税別）

719
蘭領東印度事情

外務省通商局編（A5・1264頁）　大正 13年
￥12,000（税別）

720
蘭領印度の研究

商工省商務局編　工政会出版部（A5・266頁）　昭和 3年
￥20,000（税別）

721

織物市場としての蘭領印度　未定稿【補修済 除籍本 印削跡 ヤケ】

第 1・2輯（2冊）南支那及南洋調査 第 230・231輯
台湾総督官房外事課編　南洋協会台湾支部（A5・460+191頁）　昭和 10-11年

￥14,000（税別）

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★
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722
印度及南部アジア美術資料【印】

（図版全 99枚揃）美術研究資料 第 7輯　美術研究所編（A4・339頁）　昭和 14年
￥32,000（税別）

723
印度日記（美術研究所所員）　仏教美術の源流を訪ねて

尾高鮮之助著　刀江書院（A5・580頁）　昭和 14年
￥5,000（税別）

724
旧蘭印統治組織中間報告　極秘【印】

南西方面海軍民政府編　南西方面海軍民政府（A5・203頁）　昭和 17年
￥20,000（税別）

725
英領印度【少イタミ】

遞信省海務院著（B5・215頁）　昭和 17年
￥9,000（税別）

726
大緬甸誌　上・下巻（2 冊）

緬甸研究会編　三省堂（A5・541+464頁）　昭和 19年
￥5,000（税別）

727
馬列半島南部西岸諸国巡察記　上

外務省通商局第二課（B5・128頁）　明治 27年
￥20,000（税別）

728
比律賓群島事情【除籍本 イタミ シミ 汚 ヤケ】

農商務省商工局編（B5・278頁）　明治 42年
￥10,000（税別）

729

比律賓ノ天然資源並に労働事情ト商業界現況一班【除籍本 印削跡 ヤケ 背少イタミ】

南支南洋研究調査報告書 第 2輯　鈴木源吾著
台湾総督府台北高等商業学校（A5・353頁）昭和 8年 3月

￥11,000（税別）

730
比律賓年鑑　昭和 13 年度版

大谷純一編　大谷純一（B6・492頁）　昭和 12年
￥10,000（税別）

731
比律賓年鑑　昭和 14 年度版

【落丁】大谷純一編　大谷純一（B6・669頁）　昭和 13年
￥6,500（税別）

732
比律賓年鑑　昭和 16 年度版

大谷純一編　大谷純一／田中守一（B6・711頁）　昭和 15年 12
10,000（税別）

733

比律賓情報【印 ヤケ 少イタミ 少書込】

第 16～ 25号／第 26～ 36号（合本 2冊）マニラ港湾設備並に関税規定／他
比律賓協会編（A5・861+1058頁）　昭和 13-15年

￥40,000（税別）

734
南洋発展【少ヤケ】

塩見平之助著　大来社（B6・246頁）　明治 45年
￥18,000（税別）

735
南洋諸島巡行記　増補

附 南洋事情　佐野実著　磯部甲陽堂（A5・553頁）　大正 3年
￥10,000（税別）

736
南洋通覧【ヤケ 少イタミ】

保坂彦太郎著　警醒社書店（A5・926頁）　大正 5年
￥15,000（税別）

737
我国民ノ海外発展ト南洋新占領地【印 少ヤケ】

法律学経済学研究叢書 第 21冊　山本美越乃著　京都法学会（A5・324頁）　大正 6年
￥20,000（税別）

738
南洋五年有半【印 記名 少イタミ 少ヤケ】

佃的外著　南洋及日本人社（A5・482頁）　大正 9年
￥15,000（税別）
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739
オイルパーム【印 少線引】

佐藤彰編　南洋協会新嘉坡商品陳列館（B5・328頁）　大正 14年
￥10,000（税別）

740
南洋栽培事業要覧【少破】

拓務省拓務局著（A5・104頁）　昭和 4年
￥16,000（税別）

741
南洋栽培事業要覧　昭和 9 年版

拓務省拓務局編（A5・294頁）　昭和 10年
￥10,000（税別）

742
踏査廿三年富源の南洋

竹井十郎著　博文館（B6・823頁）　昭和 5年
￥8,000（税別）

743
南洋群島地理風俗大観【印 少書込】

保仙寅太郎編　南洋調査会（B4・1.5cm）　昭和 8年
￥35,000（税別）

744

南洋群島地方病調査医学論文集

第 2～ 3輯（2冊）フランベシー以外ノ熱帯病及熱帯衛生／ヤップ島人口減少問題ノ医
学的研究　南洋庁警務課編（B5）　昭和 9年

￥30,000（税別）

745

南洋向水産物の販路調査に関する報告書【少ヤケ 少破 少折 少イタミ 除籍本】

自昭和 9年 4月 19日至昭和 9年 6月 24日現地出張調査
釜山商工会議所編（B5・51頁）　昭和 9年 7月

￥11,000（税別）

746
日本の南洋群島【少イタミ】

南洋協会南洋群島支部編（B5・496頁）　昭和 10年
￥20,000（税別）

747
南方政策を現地に視る

日本外事協会編　日本外事協会（B6・393頁）　昭和 11年
￥6,000（税別）

748
南太平洋諸島【少イタミ】

写真と解説　南洋庁編　南洋庁（A4・268頁）　昭和 13年
￥20,000（税別）

749
南洋群島写真帖

南洋群島文化協会／南洋協会南洋群島編（A4・196頁）　昭和 13年
￥15,000（税別）

750
南進政策の再認識【少ヤケ】

飯沢章治著　高山書院（B6・452頁）　昭和 14年
￥16,000（税別）

751
南洋群島に於ける旧俗習慣

南洋庁編（A5・262頁）　昭和 14年
￥17,000（税別）

752
南洋群島の珊瑚礁　南洋資料第 7 号

南洋経済研究所編（A5・52頁）　昭和 16年
￥10,000（税別）

753
大南洋年鑑　昭和 17 年版

南洋団体連合会編（A5・875頁）昭和 17年
￥3,500（税別）

754
大南洋地名辞典　第 3 巻　馬来及北西ボルネオ

南洋経済研究所編　丸善（A5・1201頁）　昭和 17年
￥6,000（税別）

755
南方風物誌【印】

耶止説夫著　新興亜社（B6・314頁）　昭和 17年
￥12,000（税別）
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756

南洋経済研究

第 5巻第 11号・第 6巻第 2・3・5～ 11号（10冊）南方綜合雑誌　南洋経済研究所編
（B5・80+80+78+80+80+82+74+74+74+66+74+74+74+66頁）昭和 17-18年

￥20,000（税別）

757
南方文化講座　歴史篇

三省堂南方文化講座刊行係編　三省堂（A5・511頁）　昭和 18年
￥3,000（税別）

758
南方従軍画信【少イタミ】

清水登之著　国際情報社出版部（B5・61頁）昭和 18年
￥6,000（税別）

759
先覚諸家南方建設論選集

田中末広編　帝国書院（A5・639頁）　昭和 18年
￥15,000（税別）

760
太平洋諸島統計書

国際日本協会編（A5・376頁）　昭和 18年
￥3,000（税別）

761
大南洋年鑑　第 2 回

南洋団体連合会編（A5・957頁）　昭和 18年
￥3,500（税別）

762
開拓者の観たる新生南方の相貌　詩に依る素描

（第 2巻共 2冊）井上雅二著　誠美書閣（B6・347+196頁）昭和 18-19年
￥25,000（税別）

763
南方文化講座　日本南方発展史篇

三省堂南方文化講座刊行係編　三省省（A5・407頁）　昭和 19年
￥2,000（税別）

764
南方文化講座　民族と民族運動篇

三省堂南方文化講座刊行係編　三省堂（A5・615頁）　昭和 19年
￥2,500（税別）

765
南洋群島科学文献集【印】

内海富士夫編　北隆館（B5・208頁）　昭和 20年
￥4,000（税別）

766
南洋年鑑　第 4 回版：上巻　大東亜東南大陸篇

台湾総督府外事部編　南方資料館（A5・1440頁）　昭和 18年 9月
￥6,000（税別）

767
南洋年鑑

郁樹錕編　南洋報社（B5・1605頁）昭和 26年
￥10,000（税別）

768

農村実態調査 （南方軍政関係史料 17）

復刻版　ボゴール州・ジョクジャ州・マラン州　倉沢愛子編　龍渓書舎
（B5・2.5cm）　平成 7年

￥22,000（税別）

769
南方共栄圏

疋田康行編著　多賀出版（A5・870頁）平成 7年
￥12,000（税別）
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z1 A CLASSIFIED OOCABULARY OF THE MWENYILANGUAGE
東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所　1-9号　昭和 62-平成１年

¥50,000（税別）

z2 ACTA ASIATICA
東方学会　1-66号　1960-94年

¥90,000（税別）

z3 EAST ASIAN CULTURAL STUDIES
東洋文庫　1-27号　1962-1988年  揃

¥68,000（税別）

z4 Far Eastern Photo Review：極東画報
FAR EAST SERVICE IND.　2巻 2, 4, 5, 7号・3巻 1, 2, 9, 10号　昭和 22-23年

¥30,000（税別）

z5 JAPANESE CULTURE IN THE MEIJI ERA
THE TOYO BUNKO 東洋文庫　1-10輯　1969年  揃

¥50,000（税別）

z6 Japanese Slavic And East European Studies
京都大学教養部ロシア語研究室　1-18号　昭和 55-平成 9年  揃 

¥60,000（税別）

z7 MONUMENTA SERINDICA
アジア・アフリカ言語文化研究所　Nos. 1-23　1977-1993年

¥45,000（税別）

z8 赤塚忠著作集　　　　　研文社　全７巻　昭和 61-平成元年  揃 ¥60,000（税別）

z9 朝日アジア・レヴュー
朝日新聞社　1-36号　昭和 45-53年  揃 

¥36,000（税別）

z10 アジア
アジア評論社　巻 7号 -17巻 6号　昭和 43-57年  欠 1冊

¥160,000（税別）

z11 アジア・アフリカ経済特報
アジア・アフリカ研究所　3-231号　昭和 37-56年  揃 

¥120,000（税別）

z12 アジア・アフリカ研究（月刊）
アジア・アフリカ研究所　1-45巻　昭和 36-平成 17年  揃

¥400,000（税別）

z13 アジア・アフリカ情報と解説
日本アジア連帯委員会　1-54号　1057-59年 ¥30,000（税別）

z14 アジア・アフリカ地域研究
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科　1-16巻 1号　平成 13-28年 欠１冊

¥50,000（税別）

z15 アジア ･ アフリカ文法研究
東京外国語大学アジア ･アフリカ言語文化研究所　1-28号　昭和 47-平成 11年  欠６冊

¥80,000（税別）

z16 アジア・アフリカ言語文化研究
東京外国語大学　1-79号　昭和 43-平成 22年  揃 

¥140,000（税別）

z17 アジア・アフリカ語の計数研究
東京外国語大学　1-30号　 昭和 52-63年  揃

¥120,000（税別）

z18 アジア・アフリカ連帯
アジア アフリカ人民連帯日本委員会　47-110号　昭和 46-51年  欠５冊

¥25,000（税別）

z19 アジア教育史研究
アジア教育史学会　1-4, 13, 15号　平成 4-18年 ¥6,000（税別）

z20 アジア競技大会報告書
日本体育協会　第 1-12,15回　昭和 26-平成 18年  欠第 6, 7, 10, 11回 ¥80,000（税別）

z21 アジア クォータリー
アジア調査会　Nos. 1-54号　昭和 44-61年 ¥180,000（税別）

z22 アジア経済
アジア経済研究所　1-45巻　昭和 35-平成 16年 ¥300,000（税別）

z23 アジア経済月報
外務省経済局アジア課　134-302号（休刊）　昭和 37-44年  在本 246冊 ¥120,000（税別）

z24 アジア経済研究所アジ研ニュース
アジア経済研究所　1-145号　昭和 52-平成 5年  欠 8冊 ¥85,000（税別）

z25 アジア経済研究所  海外投資参考資料
アジア経済研究所　1-65号　昭和 40-45年  欠 2冊 ¥38,000（税別）

z26 アジア経済研究所  外国の企業
アジア経済研究所　1-13集　昭和 41-45年 ¥40,000（税別）

z27 アジア経済研究所  経済協力調査資料
アジア経済研究所　1-182号　昭和 45-平成 9年  欠 12冊 ¥100,000（税別）
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z28 アジア経済研究所  経済研究年報
アジア経済研究所　昭和 61・62-平成 9・10年  揃 ¥24,000（税別）

z29 アジア経済研究所  研究参考資料（研究双書）
アジア経済研究所　1-508集　昭和 34-平成 11年 欠 5冊 ¥500,000（税別）

z30 アジア経済研究所  研究シリーズ
アジア経済研究所　1-55号　昭和 60-64年  揃　 ¥90,000（税別）

z31 アジア経済研究所  所内資料
アジア経済研究所　調査研究部・海外業務室他９種の内 250冊　昭和 39-57年 ¥250,000（税別）

z32 アジア経済研究所  資料月報
アジア経済研究所　1-40巻 3号（終刊）　昭和 34-平成 10年  欠 6冊 ¥400,000（税別）

z33 アジア経済研究所  調査研究双書
アジア経済研究所　108-243号　昭和 40-55年 

¥130,000（税別）

z34 アジア経済研究所  調査研究報告双書
アジア経済研究所　1-51号（終刊）　昭和 35-38年  揃 ¥90,000（税別）

z35 アジア経済研究所  統計資料シリーズ
アジア経済研究所　20-55号　昭和 52-平成 2年  欠 12冊  

¥80,000（税別）

z36 アジア経済研究所  動向（業務）分析資料
アジア経済研究所　2-95号　昭和 39-52年  在本 37冊 ¥35,000（税別）

z37 アジア経済研究所年報
アジア経済研究所　1968-1997年度  欠 1冊 ¥90,000（税別）

z38 アジア経済研究所  翻訳シリーズ
アジア経済研究所　1-33集　昭和 35-平成 5年  欠 5冊 ¥60,000（税別）

z39 アジア経済旬報
中国研究所　1-1326号　1947-1985年  欠 8冊 

¥680,000（税別）

z40 アジア研究
アジア政経学会　1-59巻　昭和 29-平成 25年  揃 

¥400,000（税別）

z41 アジア研究所紀要
亜細亜大学アジア研究所　1-25号　1974-98年 ¥50,000（税別）

z42 アジア公論
アジア公論社／韓国弘報協会　1-16巻　昭和 47-62年 欠５冊 1部分複製版 

¥180,000（税別）

z43 アジア時報
アジア調査会　1-344号　1970-1999年  欠 190冊 

¥75,000（税別）

z44 アジア写真集（アジア学叢書）
大空社　第１期：1-8巻　平成 20年 

¥70,000（税別）

z45 アジア太平洋経済社会年報
日本エスカップ協会　1955-1997年  揃 ¥120,000（税別）

z46 アジア太平洋統計年鑑（エカフェ統計年鑑 改題）
国際連合日本エスカップ協会　1968-1998年版  揃 ¥270,000（税別）

z47 アジア・中東動向年報
アジア経済研究所　1970-2007年  揃 ¥180,000（税別）

z48 アジア・トレンド (ASIAN TRENDS)
アジア経済研究所　1-69号　昭和 52-平成 7年  揃 ¥98,000（税別）

z49 アジアの安全保障
平和安全保障研究所　1979-2007, 2008年版  揃 ¥50,000（税別）

z50 アジア農業
アジア農業交流懇話会　5巻 10号 -16巻 1号　昭和 42-53年  欠１冊 ¥48,000（税別）

z51 アジアの動向
アジア経済研究所 1-7集と回顧 1966-68年 3冊共　昭和 38-44年  揃 ¥70,000（税別）

z52 アジアの友
アジア学生文化協会　51-271号　昭和 43-平成元年 欠 12冊 ¥50,000（税別）

z53 アジア歴史事典（新装復刊）【函欠】
平凡社　全 12巻　昭和 59年 ¥50,000（税別）
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z54 アジ研トピックリポート
アジア経済研究所　13-34号　平成 7-10年  揃 ¥30,000（税別）

z55 アジ研ワールド・トレンド
アジア研究所　1-102号　1994-2004年  在本 74冊 ¥35,000（税別）

z56 亜洲民族考古叢刊
南天書局（台湾）　1-20巻　民国 67年 ¥40,000（税別）

z57 「イスラム化」にかんする共同研究報告
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所　昭和 43-48年  在本 6冊 

¥15,000（税別）

z58 イスラム文化研究
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所　1-13号　昭和 51-54年  欠 2冊 ¥33,000（税別）

z59 医道の日本：鍼灸雑誌
医道の日本社　23-62巻　昭和 39-平成 15年 欠 40冊 ¥250,000（税別）

z60 外地海外電気通信史 手書稿本
日本電信電話公社　全 62冊　1950年頃製作  

¥930,000（税別）

z61 ★外地酒造史資料集（弊社復刻版）
（原本：昭和 5-16年）文生書院復刻　7巻  揃  

¥190,000（税別）

z62 ★外地法制誌（弊社復刻版）
外務省編（原本：昭和 30-45年）文生書院復刻　13巻  揃  

¥150,000（税別）

z63 神田喜一郎全集【第一巻見返し剥がし跡】
同朋舎　全 10巻　昭和 58-平成 9年 ¥35,000（税別）

z64 北亜細亜学報
亜細亜文化研究所　白鳥清編　全 3冊　昭和 18-19年  揃 

¥17,000（税別）

z65 極東国際軍事裁判速記録
雄松堂書店　全 10巻　昭和 43年  揃 ¥110,000（税別）

z66 極東時報
極東時報社　2-89号　大正 5-8年  欠 22冊 ¥260,000（税別）

z67 極東天気図
関東軍参謀部　1-3巻　昭和 18年 ¥70,000（税別）

z68 極東の諸問題
ソ連邦科学アカデミー極東研究所　3-15巻　昭和 49-60年 在本 38冊 ¥80,000（税別）

z69 戦時画報（東洋画報／近事画報から改題・近事画報へ改題）
近事画報社（編集者：国木田哲夫 =独歩）　1-6, 1-6, 1-72号　明治 36-38年  在本 66冊 ¥200,000（税別）

z70 近代中国研究彙報
東洋文庫　1-27号　昭和 54-平成 17年  欠 6冊 

¥25,000（税別）

z71 欽定西域同文志
東洋文庫 編　上・中・下（3冊）　昭和 38年 ¥40,000（税別）

z72 （季刊）現代東洋医学
医学出版センター　1-17巻 2号　昭和 56-平成８年  揃 ¥100,000（税別）

z73 興亜
大日本興亜同盟　2巻 8号 -5巻 6号の内在本 19冊　昭和 16-18年 ¥35,000（税別）

z74 興亜院調査月報
興亜院　1-3巻 10号　昭和 15-17年 ¥80,000（税別）

z75 興亜華中資料（中長連鑛資料）
興亜院華中連絡部　43-49, 141-143号　昭和 14, 15年 在本 10冊 

¥30,000（税別）

z76 興亜教育　　　東亜教育協会　2巻 1, 2, 7号　昭和 18年 在本 3冊 ¥9,000（税別）

z77 講座東南アジア学
弘文堂／矢野暢編集　全 11巻　平成 2-4年 ¥10,000（税別）

z78 高麗大蔵経【ヤケシミ】
東洋佛典研究会編／東洋出版社　全 45巻　昭和 46-50年  揃 ¥550,000（税別）

z79 国際東方学者会議紀要
東方学会　1-50号　昭和 31-平成 17年   欠 11冊 

¥80,000（税別）

z80 古代文化を考える
東アジアの古代文化を考える会　1-42号　昭和 53-平成 14年  揃 

¥40,000（税別）
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z81 師と友（東洋の道と世界）
全国師友協会　8-408号 , 昭和 25-59年  欠 11冊 ¥450,000（税別）

z82 自由世界　　　　自由アジア協会　1-12, 16, 18巻　昭和 39-56年  欠８冊 ¥90,000（税別）

z83 上智大学アジア学
上智大学アジア文化研究所　1-13集　昭和 60-平成 7年  揃 ¥25,000（税別）

z84 資料体系アジア・アフリカ国際関係政治社会史
浦野起央／パピルス出版　1-10巻・補巻追補のうち 181冊　昭和 54-平成 19年 ¥900,000（税別）

z85 新亜細亜【除籍本】
南満州鉄道東亜経済調査局　1-7巻 1号　昭和 14-20年  揃 ¥150,000（税別）

z86 西南アジア研究
西南アジア研究会（京都大学文学部内）　1-65号　昭和 32-平成 18年  欠２冊  

¥150,000（税別）

z87 世界美術大全集 [ 東洋編 ]
小学館　全 17巻・別巻総索引（18冊）平成 9-14年９月 

¥300,000（税別）

z88 叢書現代のアジア・アフリカ
飯塚浩二／坂本徳松／西順蔵　全 10巻　昭和 46-47年 ¥8,000（税別）

z89 ソヴェート連邦極東地方事情
満州国外交部　1-2巻 4号　大同２-康徳元年 ¥50,000（税別）

z90 大義　　　　　アジア青年社　33-46号　昭和 17-18年　在本 14冊 ¥42,000（税別）

z91 大蔵経講座
東方書院　全 24巻（27冊）　昭和 8-11年  揃 ¥60,000（税別）

z92 大連高商論叢（大連高等商業）
大連高等商業学校興亜経済研究所　3, 4号　昭和 16-17年  在本２冊  

¥5,000（税別）

z93 中国美術【輸送箱付き】
講談社　全 5巻　昭和 47-48年  揃 ¥140,000（税別）

z94 中東総合研究（季刊）
アジア経済研究所　1-11集　昭和 50-53年 ¥11,000（税別）

z95 中東年誌　　　　東南アジア調査会　1971-1974年  揃 ¥6,000（税別）

z96 中東レビュー　　アジア経済研究所　1988-1991年 揃 ¥12,000（税別）

z97 東亜学　　　　　日光書院　1-9輯　昭和 15-19年  揃  ¥20,000（税別）

z98
東亜研究
東亜同文書院大学東亜学術研究会
5巻 1, 4, 5, 8-12号・6巻 1, 2, 4-11, 12号・7巻 3-6・8巻 1-2号　大正 4-7年

¥50,000（税別）

z99 東亜研究所資料
東亜研究所　甲 1-37･ 乙 14-95･ 丙 27-374･ 丁 2-46号の内 164冊　昭和 13-20年 ¥1,800,000（税別）

z100 東亜問題　　　　生活社　1-6巻　昭和 14-19年  揃 ¥150,000（税別）

z101 東亜聯盟【水濡れ有り】
東亜連盟協会　1-7巻 9号　昭和 14-20年  在本 36冊のみ 

¥54,000（税別）

z102 東亜連盟（復刻版）
柏書房　全 17巻（原本：1-7巻 3号　昭和 14-20年）平成８年 ¥130,000（税別）

z103 東研叢書　　　　東亜研究所　1-16集　昭和 17-19年  欠３冊 ¥90,000（税別）

z104 東南アジア：歴史と文化
東南アジア史学会　1-39号　昭和 46-平成 22年 欠４冊 ¥40,000（税別）

z105 東邦医学
東邦医学社 日本経穴沿法学会　1-11巻 3号　昭和 9-19年  欠２号 ¥120,000（税別）

z106 東方学　　　　　東方学会　1-134号　昭和 26-平成 29年  揃 ¥100,000（税別）

z107 東方学報　　　　京都大学人文科学研究所　1-85号　昭和 6-平成 22年  揃 ¥800,000（税別）

z108 東方学報　　　　東方文化学院東京研究所　1-15巻 2号（終刊）　昭和 6-19年 ¥350,000（税別）

z109 東邦協会会報【シミ イタミ 虫喰】
東邦協会　4-139号の内在本 60冊　明治 27-39年 ¥240,000（税別）
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z110 東方宗教
日本道教学会　1-128号　昭和 26-平成 28年 揃 ¥250,000（税別）

z111 東洋　　　　　東洋協会　25-47巻 7号　大正 11-昭和 19年  欠８冊 ¥400,000（税別）

z112 東洋医学　　　自然社／緑書房　1-199号　昭和 48-平成 12年  欠 37冊 ¥150,000（税別）

z113 東洋音楽研究
東洋音楽学会　1-55号　昭和 12-平成 2年  揃 ¥180,000（税別）

z114 東洋学（集刊）
東北大学中国文史哲研究会　1-118号　昭和 34-平成 30年  揃 ¥150,000（税別）

z115 東洋学芸雑誌
東洋学芸社　1-46巻 8号　明治 16-昭和 5年 製本済 ¥850,000（税別）

z116 東洋学術研究
東洋哲学研究所　1-47巻　昭和 27-平成 20年  揃 ¥300,000（税別）

z117 東洋学文献センター叢刊
東京大学東洋文化研究所　1-64集　別冊 1-20付  

¥300,000（税別）

z118 東洋学文献類目
京都大学人文科学研究所　昭和 9-平成 17年版  揃 ¥350,000（税別）

z119 東洋学報
東洋文庫　1-95巻（復刻版含）　明治 44-平成 25年  揃 ¥500,000（税別）

z120 東洋史学
九州大学文学部東洋史研究室　1-29輯　昭和 25-41年  揃  製本済 ¥170,000（税別）

z121
東洋史研究
京都大学文学部東洋史研究会
1-75巻 ,  昭和 10-平成 28年  揃 製本済 

¥300,000（税別）

z122 東洋陶磁　　　　東洋陶磁学会　1-44号　昭和 49-平成 27年　欠 3冊　 ¥100,000（税別）

z123 東洋陶磁【経年による少ヤケ】　　　講談社　全 12巻　昭和 55-57年  揃 ¥150,000（税別）

z124 東洋陶磁大観【郵送箱欠】
小山富士夫 監修／講談社　全 12巻 ,  昭和 49-53年  揃 ¥170,000（税別）

z125 東洋の思想と宗教
早稲田大学東洋哲学会　1-27号　昭和 59-平成 22年  揃 ¥80,000（税別）

z126
東洋文化
東洋学会／東京大学東洋文化研究所　
1-11号　昭和 19-24年・継続 1-97号　昭和 25-平成 29年

¥150,000（税別）

z127 東洋文化
東洋文化学会／無窮会　1-331号　大正 13-平成 18年  欠 20冊 ¥350,000（税別）

z128 東洋文化研究所紀要
東京大学東洋文化研究所　1-170号　昭和 18-平成 28年  揃 ¥300,000（税別）

z129 東洋文庫　　　　平凡社　1-775号　昭和 46-平成 20年  揃 ¥1,200,000（税別）

z130 東洋文庫欧文報告
東洋文庫　1-51号　昭和 2-平成 5年 2-5  欠 9冊 ¥200,000（税別）

z131 内陸アジア言語研究
中央ユーラシア学研究会　7-16,18号　1991-2001, 2003年 ¥11,000（税別）

z132 日本学研究叢書
国立台湾大学出版中心　1-21号　平成 25-28年 ¥66,000（税別）

z133 日本東洋医学会誌　　　　同学会　1-32巻　昭和 25-56年  欠 6冊 ¥180,000（税別）

z134 発展途上地域日本語文献目録
アジア経済研究所　1983-2004年版  在本 11冊  

¥33,000（税別）

z135 バルカン小アジア研究
東海大学文明研究所　1-18号　昭和 50～平成３年  揃 ¥65,000（税別）

z136 東アジア長期経済統計
拓殖大学アジア情報センター編／勁草書房　第 2, 4-6, 9, 11, 12,別巻 1-3（10冊）平成 10-18年 ¥90,000（税別）
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z137 EL POPOLA CINIO（人民中国報道）
1952-1959年  在本 12冊  

¥36,000（税別）

z138 Hongkong General Chamber of Commerce, General Committee, Report.
香港商工会議所　1906-1940年（1907-1941） 欠 1914, 16, 18, 20, 31, 39年 ¥360,000（税別）

z139 THE CHINA YEAR BOOK
THE NORTH-CHINA DAILY･NEWS&HERALD,LD.　1919-1939年  在本 15冊 ¥90,000（税別）

z140 学林
中国芸文研究会　1-27号　昭和 58-平成 9年  揃 ¥30,000（税別）

z141 漢魏文化
漢魏文化研究会　1-8号　昭和 35-46年  欠１冊 ¥50,000（税別）

z142 漢文学
福井漢文学会　1-16輯　昭和 27-54年 揃 ¥35,000（税別）

z143 漢文学会会報（中国文化へ改題）【印】
東京教育大学漢文学会／筑波大学　1-53号　昭和８-平成 7  揃 ¥60,000（税別）

z144 九州大学中国哲学論集
九州大学中国哲学研究会　1-25号　昭和 50-平成 11年  欠 2冊 ¥25,000（税別）

z145 九州中国学会報
九州大学文学部九州中国学会　24-50輯　昭和 58-平成 24年  欠 10冊 

¥20,000（税別）

z146 近代中国
巌南堂書店　1-24号　昭和 52-平成 6年  揃 ¥35,000（税別）

z147 近代中国研究彙報
東洋文庫　1-27号　昭和 54-平成 17年  欠 6冊 ¥25,000（税別）

z148 経済所報
北京日本商工会議所　2-14号　昭和 14-15年  欠 1冊 

¥60,000（税別）

z149 経済月報
北京日本商工会議所　1-28号　昭和 16-18年  在本 10冊 

¥45,000（税別）

z150 経済月報
上海日本商工会議所　1-12号・3巻 8号 -13,15,17巻　昭和 2-18年 欠本 1冊 

¥180,000（税別）

z151 経済資料
南満州鉄道東亜経済調査局　1-17巻 3号　大正 4-昭和 6年  欠 4冊 ¥540,000（税別）

z152 現代中国 現代中国学会月報
日本現代中国学会　16-77号　昭和 28-平成 15年  欠６冊 ¥90,000（税別）

z153 現代中国関係中国語文献総合目録
アジア経済研究所　全 8巻　昭和 42年  揃 

¥40,000（税別）

z154 現代中国研究叢書
アジア政経学会　1-39輯　昭和 39-平成 14年  揃 ¥100,000（税別）

z155 新聞証言現代中国四十年史
ゆまに書房　全 5巻　1945-1977年 ¥30,000（税別）

z156 興亜華中資料（中長連鑛資料）
興亜院華中連絡部　43-49, 141-143号　昭和 14, 15年  在本 10冊 

¥30,000（税別）

z157 紅旗（中国）
中国共産党中央委員会／紅旗雑誌編輯委員会　１-488号　昭和 26-61年  欠 18号分 ¥320,000（税別）

z158 支研経済旬報
支那問題研究所　1-121号　昭和 12-15年  欠１冊 ¥160,000（税別）

z159 支研統計月報
支那問題研究所　1-4巻 10号　昭和 13-16年  揃 ¥120,000（税別）

z160 支那　　　　　東亜同文会調査編纂部　18-36巻　昭和 2-20年  揃 ¥600,000（税別）

z161 支那海關別貿易統計
1930年 1-12号・1931年 1-12号 

¥24,000（税別）

z162 支那学
支那学社編／弘文堂書房　1-12巻 5号　大正 9-昭和 22年  揃 ¥100,000（税別）

z163 支那学研究
広島支那学会　5-36号　昭和 25-47年  揃 

¥140,000（税別）
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z164 支那経済旬報【印】
中国経済研究所　26-237号　昭和 13-19年  欠 46冊 ¥250,000（税別）

z165 支那経済全書
東亜同文会　1-12巻　明治 4年  揃 

¥90,000（税別）

z166 支那経済年報
東京商工会議所調査課 編／改造社　昭和 10-15年版  揃 ¥30,000（税別）

z167 支那語
外国学院出版部　6巻 5-8号・7巻 7号　昭和 12-13年  在本 5冊 ¥36,000（税別）

z168 支那時事
東方通信社　1-4巻 6号　大正 10-13年  揃 ¥150,000（税別）

z169 支那時報
支那時報社　1-37巻 1号　大正 13-昭和 17年  欠 2冊 ¥500,000（税別）

z170 支那省別全誌
東亜同文会　1-14巻　大正 6-11年  欠 2冊 ¥180,000（税別）

z171
支那年鑑
東亜同文会調査編集部　明治 45年・大正 6, 7年・昭和 2年
最新支那年鑑・新支那年鑑（昭和 17年） 6冊 

¥200,000（税別）

z172 支那仏教史学
支那仏教史学会　1-7巻　昭和 12-18年  揃 ¥40,000（税別）

z173 支那文化史大系
大東出版社　全 12巻　昭和 15-16年  揃 ¥105,000（税別）

z174 支那問題
支那問題社　28-118号　大正 13-昭和 7年  欠 25冊 ¥100,000（税別）

z175 上海自然科学研究所彙報
上海自然科学研究所　3-14巻　昭和 9-19年  別冊含む  在本 34冊 ¥160,000（税別）

z176 上海時論
上海時論社　2巻 2-9巻 8号　昭和 2-9年  在本 31冊 ¥93,000（税別）

z177 上海満鉄季刊
南満洲鉄道上海事務所　1巻 1-3号　昭和 12年 ¥18,000（税別）

z178 十五年戦争重要文献シリーズ【函欠 除籍印 ラベル跡】
不二出版　全 20巻　平成 2-7年 ¥80,000（税別）

z179 諸外国の対支投資（復刻版）
東亜研究所／中国経済新聞社　全 3巻　昭和 50年 ¥20,000（税別）

z180 徐乃昌蔵 中国古鏡拓影
末永雅雄・杉本憲司編／木耳社　全 5巻　昭和 59年 ¥50,000（税別）

z181 新修支那省別全誌
東亜同文会　全 9巻　昭和 16-21年 ¥150,000（税別）

z182 新中国年鑑
中国研究所　1955-2003年（1971年未刊）  欠 本冊 3冊・別冊 4冊 ¥180,000（税別）

z183 人民中国
同編集委員会・東方書店　427-689号　平成元 -22年  欠 10冊 ¥100,000（税別）

z184 人類学学報（季刊）
中国科学院古脊椎動物与古人類研究所　1-6巻 4号　昭和 57-62年  揃 ¥50,000（税別）

z185
★ 大陸画刊（弊社復刻版）
大陸新報東京支社／文生書院　第１期全 3冊　平成 30年（原本：第 1巻第 1号～第 2巻第
12号　昭和 15年 11月～ 16年 12月 5月）

￥98,000（税別）

z186 中華週報
中華週報社　1-2000号　昭和 34-平成 13年  欠 112冊 ¥180,000（税別）

z187 中華人民共和国経済法令集
日中経済法律センター　1-15・17-18集　1985-1995年 

¥34,000（税別）

z188 中華人民共和国対外関係文件集（華文）
世界知識出版社　6-9巻　昭和 34-37年 ¥20,000（税別）
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z189 中華人民共和国法規彙編（華文）
国務院法制局 法律出版社　1954年 9月 -59年 12月（10冊）　昭和 31-35年 ¥40,000（税別）

z190 中華民国外国貿易統計表
東京商工会議所　昭和 2-8年　在本 14冊 ¥70,000（税別）

z191 中華民国年鑑
台湾新生印刷庁　1954, 55, 56, 57, 58, 59年（6冊） ¥45,000（税別）

z192 中共情勢 [ 月刊 ]　　　　1-20号　昭和 39-40年 ¥50,000（税別）

z193 中共対日重要言論集
外務省アジア局　1-16号　昭和 30-46年  欠 3冊 ¥40,000（税別）

z194 中共年報
中共研究雑誌社（台湾）　1969年上下・1970年上下　1971-74年 

¥40,000（税別）

z195 中共の実態と日中新関係の在り方
中国総合研究会　2-23号　昭和 31-46年  欠 3冊 

¥75,000（税別）

z196 中国
中国の会編／徳間書店　1-110号　昭和 39-47年  揃  一部複製版含 ¥95,000（税別）

z197 中国研究集刊
大阪大学文学部中国哲学研究室／大阪大学中国学会　1-62号　昭和 59-平成 28年  欠１冊 ¥80,000（税別）

z198 中国（季刊）
季刊中国刊行委員会　1-100号　昭和 60-平成 22年  揃 ¥70,000（税別）

z199 中国 21
愛知大学現代中国学会　1-17号　平成 9-15年 ¥12,000（税別）

z200 中国絵画史
鈴木敬著／吉川弘文館　全４巻（８冊）　昭和 56-平成 7年 ¥130,000（税別）

z201 中国科学
中国科学院　1-12号　昭和 37年  在本 12冊 ¥18,000（税別）

z202 中国学誌
大阪市立大学中国学会　1-17号　昭和 61-平成 14年  欠 1冊  

¥24,000（税別）

z203 中国関係論説資料（哲学・宗教編）
論説資料保存会　2-38輯　1964-96年 揃 ¥340,000（税別）

z204 中国関係論説資料（文学・語学編）
論説資料保存会　1-33輯　1964-1991年  欠 24-25号 ¥250,000（税別）

z205 中国経済（月刊）
JETRO日本貿易振興会　5-342号　昭和 41-平成 6年  欠 15冊 ¥300,000（税別）

z206 中国経済
日中友好会館 1-42号　平成 5-14年  欠 4冊 ¥50,000（税別）

z207 中国経済学社叢書
賈士毅 編著／商務印書館　民国財政史 正続 8冊（欠続 3巻）民国 21-23年 

¥40,000（税別）

z208 中国経済資料
大阪市立大学経済研究所　1-26号　昭和 46-53年  欠 1冊 ¥45,000（税別）

z209 中国月報
外務省アジア局中国課／霞山会　1-410号　昭和 33-平成 4年  揃  

¥600,000（税別）

z210 中国研究　　　　　　日中出版　1-162号　昭和 45-59年  揃 ¥70,000（税別）

z211 中国研究（季刊）　　　中国研究所　1-27号　昭和 60-平成 5年  揃  ¥110,000（税別）

z212 中国研究（季刊）　　　中国研究所　1-16号　昭和 22-26年  揃  ¥35,000（税別）

z213 中国研究月報
中国研究所　1-670号　昭和 22-平成 15年  揃 製本済 ¥500,000（税別）

z214 中国現代史料叢書　　　文星書店　1-6巻 ¥24,000（税別）

z215 中国語　　　　　　　　　大修館　252-348号　昭和 56-63年  欠１冊 ¥70,000（税別）

z216 中国語学　　　　　　　中国語学研究会　1-263号　昭和 22-平成 28年  揃 ¥150,000（税別）
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z217 中国語学資料叢刊
不二出版　第 5篇（公文研究・日語中訳・声音研究篇・他）全 4巻　昭和 62年  揃 ¥50,000（税別）

z218 中国語研究（明清文学言語研究会会報より改題）
中国語研究編集委員会　12-58号　昭和 45-平成 28年 ¥45,000（税別）

z219 中国古典研究（漢文学研究 改題）
早稲田大学中国古典研究会　10-51号　昭和 36-平成 18年  欠２冊 ¥100,000（税別）

z220 中国古典文学大系
伊藤漱平訳／平凡社　全 60巻　昭和 42-60年  揃 ¥50,000（税別）

z221 中国史学　　　　　　中国史学会　1-15号　平成 3-17年  揃 ¥45,000（税別）

z222 中国事情　　　　　　日中友好協会　11-39号　昭和 26-28年  揃 ¥40,000（税別）

z223 中国事情専門誌  問題と研究
問題と研究出版株式会社　1-34巻　昭和 46-平成 16年  揃 ¥300,000（税別）

z224 中国思想史研究
京都大学中国哲学史研究室　1-36号　昭和 52-平成 27年  揃 ¥50,000（税別）

z225 中国詩文論叢
中国詩文研究会　1-11号　昭和 57-平成４年  欠１冊 ¥45,000（税別）

z226 中国－社会と文化／中哲文学会報／東京支那学報／漢学会雑誌
東大中国学会　1-32号／ 1-10号／ 1-16号／ 1-12巻　昭和 8-平成 29年  4誌揃  

¥350,000（税別）

z227 中国書籍総目録
龍渓書舎　7-19巻  付録共　昭和 32-40年  揃 ¥150,000（税別）

z228 中国真蹟大観【輸送箱欠】　　同朋舎　全 27冊　平成 7年 ¥50,000（税別）

z229 中国図案大系
張道一／山東美術出版社・桐朋出版　全 6巻　平成 6年 ¥45,000（税別）

z230 中国水利史研究
中国水利史研究会　1-36号　昭和 40-平成 19年  在本 17冊 ¥60,000（税別）

z231 中国政治経済綜覧
アジア経済学会　昭和 35, 37, 39, 41, 43年版 ¥25,000（税別）

z232 中国青年　　　　　史泉書房　復刻版：1-4巻　昭和 45-46年  揃 ¥20,000（税別）

z233 中国青年　　　　　中国青年社　1954-1966年  在本 287冊 ¥100,000（税別）

z234 中国総覧
アジア政経学会　1971･75･78･80･82･84･88･90･92･94年版  10冊 ¥25,000（税別）

z235 中国地域通商産業統計年報
通商産業省広島通商産業局　昭和 49-60年版  欠 3冊 ¥60,000（税別）

z236 中国哲学
北海道中国哲学会　1-38号　昭和 36-平成 22年  在本 20冊 ¥20,000（税別）

z237 中国農村慣行調査
中国農村慣行調査刊行会　全 6巻　昭和 27-33年  欠１冊 

¥40,000（税別）

z238 中国の科学と文明　　　思索社　全 11巻　昭和 47年  揃 ¥80,000（税別）

z239 中国の博物館【輸送函付 少汚】
講談社／文物出版社　全 14巻　昭和 56-平元年  揃 ¥150,000（税別）

z240 中国の文化と社会
京都大学中国哲学史研究室　1-13号　1950-68年（終刊）  揃 ¥100,000（税別）

z241 中国美術【輸送箱】　　　　講談社　全 5巻　昭和 47-48年  揃 ¥140,000（税別）

z242 中国文学（中国文学月報 改題）
中国文学研究会　1-105号　昭和 10-23年  揃 ¥170,000（税別）

z243 中国文学月報（復刻版）【輸送箱付き】
汲古書院　全 8巻・別巻別冊共 10冊　昭和 52年 ¥30,000（税別）

z244 中国文学報
京都大学文学部　1-75集　昭和 29-平成 20年  揃 製本済 ¥200,000（税別）
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z245 中国文学論集
九州大学中国文学会　1-27号　昭和 35-平成 10年 

¥30,000（税別）

z246 中国法制史考証
楊一凡主編／科学出版社　甲乙丙編　全 15巻〈特価〉 ¥80,000（税別）

z247 中国本草図録
蕭培根／人民衛生出版社／香港商務印書館　全 10巻　1988-1990年  揃 ¥40,000（税別）

z248 中国名人録：Who's who in China
龍渓書舎編集・発行　1-4巻　昭和 48年 ¥20,000（税別）

z249 中国問題
国際善隣協会中国問題研究所　1-25号　1981-90年  揃 

¥60,000（税別）

z250 中国歴史博物館蔵法書大観
柳原書店　全 15巻付録共 16冊　平成 6-11年  揃 ¥350,000（税別）

z251 中国労働運動史研究
中国労働運動史研究会　3-9,12-15号　昭和 53-61年 ¥50,000（税別）

z252 中ソ論争主要文献集
欧ア協会　正・続（全 5冊）　昭和 40-53年  揃 ¥15,000（税別）

z253 筑波中国文化論叢
筑波大学　1-13号　昭和 56-平成 5年 ¥45,000（税別）

z254 東京支那学会報
東京支那学会（東京大学文学部）　1-14号　昭和 24-29年  揃 ¥50,000（税別）

z255 唐代史研究　　　　唐代史研究会　1-14号　平成 10-23年  揃 ¥25,000（税別）

z256 特調班月報
上海日本総領事館　1-4巻 5号　昭和 14-17年  欠 2冊 

¥180,000（税別）

z257 図書館學季刊　　　中華図書館協会　1-2巻 4号　民国 15-17年 ¥20,000（税別）

z258 南京博物館集刊（華文）
南京博物館　1-4号　昭和 54-57年  在本４冊 ¥35,000（税別）

z259 日中経済協会会報
日中経済協会　91-234号　昭和 56-平成 5年  欠４冊 

¥110,000（税別）

z260 日本・中共交流年誌
内閣調査室／民主主義研究会　1949-1972年版  揃 ¥90,000（税別）

z261 日本中国学会報
日本中国学会　1-61号　昭和 24-平成 21年  揃 ¥160,000（税別）

z262 寧楽堂選集　　　　寧楽堂　全８帙（14冊）　昭和 43-50年 ¥35,000（税別）

z263
文物：WEN WU（文物参考資料 改題）
分物編輯委員会／文物出版社・北京　1955-66年５月・1972-1989年９月
文学資料叢刊 9冊付 欠 47冊

¥200,000（税別）

z264 北京周報
北京週報社 東方書店　1-38巻　昭和 38-平成 12年  欠 15冊 ¥280,000（税別）

z265 北京満鉄月報（復刻版）
龍渓書舎／南満州鉄道上海事務所　全 12冊　昭和 53年  揃 ¥140,000（税別）

z266 編訳彙報　　　　中支建設資料整備委員会　1-100号　昭和 14-19年  欠 7冊 ¥500,000（税別）

z267 明代史研究　　明代史研究会　1-24輯　昭和 49-平成 8年  揃 ¥95,000（税別）

z268 野草　　　　　中国文芸研究会　1-72号 ,  昭和 45-平成 15年  欠４冊 ¥100,000（税別）

z269 歴史研究
中国科学院出版社　1954-66年・75-84年・86-95年  欠 8号分 ¥450,000（税別）
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z269 THE MANCHURIA YEAR BOOK
亜細亜統計社　1931, 1932 / 33, 1934, 1941年 ¥40,000（税別）

z270 営農【除籍本】
興農部農政司調査科　1-3巻１2号 ,　康徳９-11年  欠１冊 ¥60,000（税別）

z271 ★駅勢一班（弊社復刻版）
南満州鉄道株式会社運輸課編（原本：1913・16年）文生書院復刻　全 5巻　平成 18年 ¥80,000（税別）

z272 開拓（新満州より改題）【除籍本】
満州移住協会　5巻１-8巻 7号　昭和 16-19年  欠１冊 ¥180,000（税別）

z273 開拓月報【除籍本】
満州帝国政府興農部開拓総局　2巻 2号 -3巻 3号の内在本 9冊　康徳 7-8年 ¥35,000（税別）

z274 華北降水量　　　　　天津測候所　2-4巻（18-108号） ¥90,000（税別）

z275 関東（局）庁（戸口）国勢調査結果表
関東（局）庁　大正 9年 -昭和 15年  製本済 16冊 

¥490,000（税別）

z276 関東庁（関東都督府）統計書
関東庁　第 3-34回の内在本 21冊　明治 42-昭和 14年 ¥600,000（税別）

z277 関東庁現住人口統計　　　関東庁編纂　昭和 6-16年度  揃 ¥240,000（税別）

z278 関東庁人口動態統計
関東長官官房文書課　大正 13-昭和 13年  在本 15冊 ¥300,000（税別）

z279 関東庁統計要覧　　　関東庁　昭和 6-13年　 ¥25,000（税別）
z280 関東庁要覧　　　　　関東庁　昭和 2, 7年（各冊価格） ¥20,000（税別）
z281 北支那経済年鑑　　　北支那経済通信社 昭和 13, 14年版  在本２冊  ¥60,000（税別）

z282 北支那貿易年報 ( 満州貿易年報へ改題 )
南満洲鉄道　大正 6-昭和 6年  欠 5冊（大 7, 大 8下 , 大 13下 , 昭 3下 , 昭 5下） ¥180,000（税別）

z283 復刻版近代日本博覧会資料集成
国書刊行会　植民地博覧会Ⅰ：台湾　全 3巻　平成 24年  揃 ¥60,000（税別）

z284 銀と国際経済
大連国際為替研究会　1-75号　昭和 4-13年  揃 製本済 ¥250,000（税別）

z285 経済資料
南満州鉄道東亜経済調査局　1-17巻 3号　大正 4-昭和 6年  欠 4冊 ¥540,000（税別）

z286 研究期報
満州帝国協和会建国大学分会出版部　1-5号　康徳 8-10年  揃 

¥110,000（税別）

z287 最高法院判決例
法曹会（新京）　大同元年 -康徳 2年　1巻 -6巻 5号・康徳 3-9年  欠（4巻 1, 6号） ¥150,000（税別）

z288 市政公報
奉天市政公署　大同 2年 5-9月号（5冊）　昭和 8年 ¥30,000（税別）

z289 実業部月刊
満州国実業部　4巻 1-12号・5巻 1号　康徳 3-4年  揃 ¥60,000（税別）

z290 実務資料月報
満州電業調査課　4巻 3-6号・5巻 1-3号　昭和 13-14年  在本 7冊 ¥28,000（税別）

z291 週報　　　　　満洲興業銀行調査課　115-136号　康徳 6年  欠 7冊 ¥30,000（税別）

z292 新亜細亜【除籍本】
南満州鉄道東亜経済調査局　1-7巻 1号　昭和 14-20年  揃 ¥150,000（税別）

z293 新京経済季報
新京商工公会　1巻 2-3巻 3号　康徳 8-10年  欠１冊 ¥50,000（税別）

z294 日満支石炭時報 ( 石炭時報 改題 )
石炭鉱業連合会　1-36号　昭和 15-18年 ¥54,000（税別）

z295 大陸開拓　　　　　満州国立開拓研究所　1-9号　康徳 8-11年  揃  ¥70,000（税別）

z296 大陸叢書
筧太郎・西巻周光・井上胤信・他・満鉄弘報課 訳／朝日新聞社　全 9巻　昭和 14-17年  揃 

¥30,000（税別）

z297 地友会雑誌
満州帝国協和会地籍整理局分会　1巻 1, 3号・2巻 1, 3, 4号（5冊）　康徳 3-4年 ¥30,000（税別）
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z298 賃金物価調査月報　　　　　関東局官房文書課　46-84号　1933-36年 ¥120,000（税別）

z299 東亜商工経済
大連商工会議所　3巻 -9巻 4号　昭和 14年 -20年  在本 57号分 ¥140,000（税別）

z300 統計時報
国務院総務庁統計所　3巻 3号 -4卷 8号　康徳 6-7年  在本 14冊 ¥50,000（税別）

z301 東研叢書　　　東亜研究所　1-16集　昭和 17-19年  欠 3冊 ¥90,000（税別）

z302 日満農政研究報告
日満農政研究会新京事務局　7-26号　康徳 8-10年  在本 11冊 ¥60,000（税別）

z303 拓け満蒙・新満洲・開拓（満州移民関係資料集成第二期）（復刻版）【印消跡】
不二出版　5-23巻（19冊）（原本：3巻 4号 -9巻 1号　昭和 14-20年）　平成 10-12年 ¥250,000（税別）

z304 撫順【表紙欠】
撫順炭礦職員倶楽部　1-53号（合本６冊）　大正元 -6年  揃 ¥250,000（税別）

z305 北京満鉄月報（復刻版）
龍渓書舎／南満州鉄道上海事務所　全 12冊　昭和 53年  揃 

¥140,000（税別）

z306 奉天興農合作月刊
奉天省興農合作社連合会　2巻 6, 8, 9, 12号・3巻 2, 3, 4, 6-10号　康徳 6-7年 ¥72,000（税別）

z307 北支　　　　　第一書房　1-51号　昭和 14-18年  揃 ¥250,000（税別）

z308 北支慣行調査資料
南満州鉄道北支経済調査所　53-110輯　昭和 17年  欠１冊 ¥250,000（税別）

z309
北電
華北電電倶楽部　1巻 1号・2巻 7-12号・3巻 2-9, 11号・4巻 2-8, 12号・5巻 1-4,7-12号　
昭和 14年 9月 -18年

¥231,000（税別）

z310 北東アジア研究
島根県立大学北東アジア地域研究センター　1-19巻　2001-2009年  欠 1号分 ¥28,000（税別）

z311 満州旧慣調査報告書【除籍本】　　　南満州鉄道　全９巻　大正 2-4年  揃 ¥120,000（税別）
z312 満州銀行会社年鑑　　　大連商工会議所　昭和 17年版 ¥120,000（税別）

z313 満洲経済【除籍本】
満洲経済社　1-5巻 4号の内在本 26冊　康徳７-11年 ¥100,000（税別）

z314 満洲経済統計月報
南満洲鉄道　13巻 -17巻 6号　昭和 11-15年  在本 46冊 ¥120,000（税別）

z315 満州経済年報
南満州鉄道調査部　昭和 8-10, 13, 14, 16年版（６冊） ¥50,000（税別）

z316 満州経済年報［満州経済研究年報・満州行政経済年報］（復刻版）
クレス出版　全 10巻　平成 26年（原本：昭和 8-18年） ¥110,000（税別）

z317 満州鉱業協会会報　　　満州鉱業協会　1-4巻　康徳 2-5年  欠２冊 ¥90,000（税別）

z318 満州国現勢
満州国通信社 満州弘報協会　全 9冊（建国大同２, 建徳 2-6, 8-10年）　昭和 8-17年 ¥180,000（税別）

z319 満州国興亜自治会会員名簿　　　満州国興亜自治会本部　康徳 5年 ¥40,000（税別）

z320 満州国国務院（人口）国勢調査報告
満州国国務院　康徳 2-7年　補巻 1冊  製本済全 15冊と補巻 ¥380,000（税別）

z321 満州國司法資料
満州國司法部法務司 編集・発行　全８巻　昭和８年（大同２年） ¥320,000（税別）

z322 満州国政府公報　　　国務院総務庁　264-873号　大同 2-康徳 4年  在本 245冊 ¥245,000（税別）

z323 満州国留日学生会会報
同会　6巻 8号 -7巻 2号　特集号　康徳 8-9年  在号 7冊 ¥21,000（税別）

z324 満州産業建設学徒研究団報告　　　学徒至誠会　昭和 10-15年  在本 13冊 ¥100,000（税別）

z325 満州事変（現代史資料）
小林龍夫 島田俊彦／みすず書房　正 ･続　昭和 39-40年 ¥13,000（税別）

z326 満州地図（十万分一）
陸地測量部　270枚　昭和 7-10年  （リストをご請求ください） 

¥800,000（税別）
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z327 満州帝国地質調査所彙報
満州帝国地質調査所　75-109号　昭和 5-18年  欠２冊 

¥130,000（税別）

z328 満洲評論
満洲評論社　1巻 7-25巻 25号の内在本 213冊　昭和６-18年 ¥400,000（税別）

z329 満洲評論（復刻版）
橘撲編／龍渓書舎　全 28巻（1-28巻 17号　昭和 6-20年）の内 20冊　昭和 54-56年 ¥180,000（税別）

z330 満州物価調
満州中央銀行調査課　康徳 7年 1, 2, 5-12月 ¥35,000（税別）

z331 満州貿易詳細統計
南満州鉄道庶務部調査課　昭和元 , 4, 5年版  在本 3冊  

¥45,000（税別）

z332 満鮮史研究　　　　吉川弘文館　全 5巻　昭和 54年  揃 ¥60,000（税別）

z333 満鉄（現代史資料）
伊藤武雄／みすず書房　全 3巻　昭和 41-42年  揃 

¥15,000（税別）

z334 満鉄会報　　　　　満鉄会　114-138号　昭和 52-56年  在本 9冊 ¥18,000（税別）
z335 満鉄経済調査会史料　　　遼寧省档案館／柏書房　全 6巻　平成 10年 ¥120,000（税別）

z336 満鉄支那月誌
南満州鉄道上海事務所研究室　6年 2号 -10年 3号　昭和 4-8年  揃　 ¥90,000（税別）

z337 満鉄調査月報　　　南満州鉄道調査部　15-24巻　昭和 10-19年 ¥250,000（税別）

z338 満鉄調査月報（復刻版）
開明書院　全 12巻（11巻 9号 -14巻 9号　昭和６-9年）昭和 53-54年 ¥70,000（税別）

z339 満鉄附属地経営沿革全史【ムレ】
南満州鉄道株式会社　全 3巻　昭和 14年 ¥400,000（税別）

z340 満蒙経済事情
関東庁民政部　2-24輯　大正 5-9年  在本 13冊 ¥72,000（税別）

z341 満蒙全書　　南満州鉄道庶務部調査課　1-7巻　大正 10-12年  揃  ¥80,000（税別）

z342 南満州鉄道株式会社社報
南満州鉄道株式会社　9704-10145号　昭和 14-16年  在本 13冊 ¥20,000（税別）

z343 南満州鉄道株式会社奉天獣疫研究所研究報告
奉天獣疫研究所　1-4巻　昭和 5-10年 ¥36,000（税別）

z344 民生　　　　　民生部大臣官房資料科　1巻 1-6号　康徳 5年 ¥60,000（税別）
z345 民生年鑑　　　満州帝国民生部　第 3-4次　康徳８-10年 ¥200,000（税別）

z346 明代満蒙史料
日満文化協会 京都大学文学部　明実録抄：満洲編  全７巻 ¥60,000（税別）

z347 蒙銀経済月報　　　蒙彊銀行　15-21号　昭和 15年  欠 1冊 ¥30,000（税別）

z348 蒙古：善隣協会調査月報
善隣協会　83-114号　昭和 14-16年  欠２冊 ¥90,000（税別）

z349 理財週報
満州国財政部理財司　1巻 1号 -5巻 23号の内在本 53冊　昭和 10-14年 ¥60,000（税別）

z350 リバイバル〈外地〉文学選集
大空社　1-10巻　平成 10年 ¥50,000（税別）

z351 緑化　　　　　新京緑地協会　10, 11, 13, 19, 21, 22号　発行年不明 ¥18,000（税別）

z352 零（小）売物価月報
満州国経済部商務司　康徳 5年 4, 12月・10年 11, 12月・11年 1-5月 

¥36,000（税別）

z353 露亜経済調査叢書
南満洲鉄道調査課編／大阪毎日新聞社　1-90輯　昭和 2-7年  欠 20号分 ¥280,000（税別）

z354 労農露国研究叢書
南満洲鉄道／大阪毎日新聞社　1-6巻　大正 14-15年  揃   在本 6冊 ¥20,000（税別）

z355 労農露国調査資料【印】
南満洲鉄道株式会社　1-36輯　大正 13年 ¥70,000（税別）

z356 露文翻訳調査資料
南満州鉄道庶務部調査課　号外 1号 ･1･2･4･5（下）･7（上）･10･11号　大正 2-14年 ¥60,000（税別）
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z357 新しい朝鮮
新朝鮮社　1-7号　昭和 29-30年  揃  

¥20,000（税別）

z358 海峡
朝鮮問題研究会　1-5号　昭和 46-52年  揃 ¥6,000（税別）

z359 海洋調査報告
朝鮮総督府水産試験場 1-3号　大正 15-昭和 4年  在本 4冊 ¥40,000（税別）

z360 韓　　　　　東京韓国研究院　1-115号　昭和 47-平成元年  揃  ¥90,000（税別）

z361 勧業模範場報告
朝鮮総督府勧業模範場　4-10号　明治 43-大正 5年 欧文報告 4冊付  揃 ¥95,000（税別）

z362 勧業模範場研究報告
朝鮮総督府勧業模範所　1-13号　大正 6-14年  欠 2冊　 ¥70,000（税別）

z363 韓国産業経済動向
韓国産業経済研究所　1-4巻　昭和 42-47年  揃 ¥32,000（税別）

z364 韓国史学史資料大系（復刻版）
民族文化社（韓国・ソウル）　1-7巻　1987年　 ¥20,000（税別）

z365 韓国史研究彙報
国史編纂委員会　1-56号　1973-87年  欠 18冊 ¥40,000（税別）

z366 韓国年鑑　　　日韓経済新聞社　1964-1993年  欠１冊 ¥120,000（税別）

z367 韓国文化　　　韓国文化院　1-217号　昭和 54-平成 9年  欠４冊 ¥60,000（税別）

z368 韓国民俗学
民俗学会（韓国）　1-22巻　1969-1989年 

¥60,000（税別）

z369 北朝鮮月報
外務省アジア局　1-29輯　昭和 47-51年  欠１冊 ¥50,000（税別）

z370 北朝鮮研究
国際関係共同研究所　1-78号　昭和 49-56年  欠１冊  

¥120,000（税別）

z371 金融組合
朝鮮金融組合連合会　64-183号の内在本 94冊　昭和 6-19年 ¥320,000（税別）

z372 金融組合年鑑
朝鮮金融組合連合会　昭和 15-17年  3冊 ¥90,000（税別）

z373 京電彙報　　　京城電気株式会社　3-6巻　昭和 4-7年  在本 24冊  ¥120,000（税別）

z374 現代コリア（朝鮮研究改題）
現代コリア研究所　1-433号　昭和 37-平成 15年  在 333冊  

¥300,000（税別）

z375 コリア・フォーカス
韓国国際交流財団　1-7巻 1号　平成 5-11年  揃  

¥25,000（税別）

z376 コリアナ（季刊）
韓国国際文化協会　1-12巻 1号　昭和 63-平成 11年  揃 ¥60,000（税別）

z377 コリア評論
民族問題研究所　1-324号（終刊）　昭和 33-平成元年  揃 ¥300,000（税別）

z378 在日朝鮮人史研究
在日朝鮮人史研究会　2-41号　昭和 53-平成 23年  欠 11冊 

¥60,000（税別）

z379 在日同胞の動き
坪井豊吉著　（在日朝鮮人運動の概況）昭和 50年 ¥35,000（税別）

z380 三千里（季刊）
三千里社　1-50号　昭和 50-62年  揃 

¥25,000（税別）

z381 親和（月刊）
日朝親和会　2-285号の内在本 200冊　昭和 28-52年 欠 84冊 ¥120,000（税別）

z382 推案及鞫案　　　韓国学文献研究所　1-6巻　昭和 53年  ¥60,000（税別）

z383 末松保和朝鮮史著作集
吉川弘文館　全６巻　平成 7-9年  揃 ¥50,000（税別）

z384 清津商業会議所月報
1-7号　昭和 4-5年 

¥28,000（税別）
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z385 清津商工会議所月報
清津商工会議所　1-10号　昭和 10-11年 

¥40,000（税別）

z386 中国・朝鮮の史籍における日本史料集成【除籍本】
日本史料集成編纂会　全 15冊　昭和 50-60年　　 ¥65,000（税別）

z387 朝鮮医学会雑誌（朝鮮医学会雑誌研究篇へ改題）【除籍本】
朝鮮医学会　23-95号・19-33巻 9号　大正 7-昭和 18年  欠 2冊 ¥400,000（税別）

z388 朝鮮学術通報
在日朝鮮人科学者協会　1-23巻　1964-1987年  欠 21-22巻 

¥100,000（税別）

z389 朝鮮学報
朝鮮学会　1-230号　昭和 26-平成 26年  揃　 ¥400,000（税別）

z390 朝鮮画報
朝鮮新報社　5巻 5-35巻 5号の内在本 97冊　昭和 41-平成 4年 ¥70,000（税別）

z391 朝鮮気象要報
朝鮮総督府気象台　1-23号　昭和 15-16年  欠 2冊 

¥70,000（税別）

z392 朝鮮金融組合聯合会調査彙報
朝鮮金融組合聯合会　3-55号　昭和 14-19年  欠 11冊  

¥160,000（税別）

z393 朝鮮古蹟図譜
朝鮮総督府編／名著出版　全 16巻　昭和 48年  揃  

¥180,000（税別）

z394 朝鮮考古資料集成【函欠】
出版科学総合研究所　1-21巻　補巻 1-6巻のうち在本 14冊　昭和 56-60年　 ¥70,000（税別）

z395 朝鮮鉱床調査報告【極一部附図欠】
朝鮮総督府地質調査所　1-13巻　大正 2-昭和 4年 在本 19冊（平安北道 -全羅南道） ¥300,000（税別）

z396 朝鮮鉱床調査要報
朝鮮総督府地質調査所　3巻 2-17巻 1号の内在本 21冊　大正 15-昭和 18年 ¥150,000（税別）

z397 朝鮮高等法院判決録
朝鮮高等法院／朝鮮司法協会　18-30巻　昭和 6-18年  揃 

¥650,000（税別）

z398 朝鮮古蹟調査報告（復刻版）
民族文化社　大正 11-13年度（６冊）　1980-83年 ¥20,000（税別）

z399 朝鮮史　　　　　朝鮮総督府　全 37巻の内在本 36冊　昭和 7-13年 ¥120,000（税別）

z400 朝鮮史研究会論文集
朝鮮史研究会　1-42号　昭和 40-平成 16年  揃 ¥100,000（税別）

z401 朝鮮事情 朝鮮総督府　昭和 9-18年  欠１冊 ¥80,000（税別）

z402 朝鮮思想通信
景仁文化社　全 28巻　1989-1990年  揃 ¥80,000（税別）

z403 朝鮮実業倶楽部
朝鮮実業倶楽部社　6-11巻　大正 14-昭和 8年  在本 43冊 

¥80,000（税別）

z404 朝鮮司法協会雑誌
朝鮮司法協会　1-8巻　大正 11-昭和 4年  欠 20冊 ¥160,000（税別）

z405 朝鮮上層気流観測
朝鮮総督府観測所　1-14集　昭和 5-8年  揃 ¥120,000（税別）

z406 朝鮮資料（月刊）
朝鮮問題研究所　1-357号　昭和 36-平成 3年  揃 ¥350,000（税別）

z407 朝鮮人口動態統計
朝鮮総督府編集・発行　昭和 13年版　昭和 15年 ¥30,000（税別）

z408 朝鮮叢書【除籍本】　　　朝鮮問題研究所　全 3巻　昭和 11年  揃 ¥20,000（税別）

z409
朝鮮総督府及所属官署職員録
朝鮮総督府　昭和 2年 4月 1日現在 -昭和 16年 7月 1日現在の内 15冊
昭和 2-昭和 16年  揃

¥540,000（税別）

z410
朝鮮総督府官報
韓国学文献研究所編 亜細亜文化社（韓国）
1-578号・1-4305号 1-5567号　1910-1945年  総索引共全 147冊 

¥800,000（税別）
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z411 朝鮮総督府国勢調査報告
朝鮮総督府 大正 9年－昭和 10年 製本済  全 18冊 ¥400,000（税別）

z412 朝鮮総督府施政年報
朝鮮総督府　明治 39-昭和 16年  欠４冊（大正 3, 4年・昭和 14, 15年） ¥750,000（税別）

z413 朝鮮総督府地質調査所雑報
朝鮮総督府地質調査所　1-12号　昭和 11-18年  欠１冊　 ¥35,000（税別）

z414 朝鮮総督府調査月報
朝鮮総督府　1-15巻 11号　昭和 5-19年 揃  一部複製版含 ¥700,000（税別）

z415 朝鮮総督府逓信統計要覧
朝鮮総督府逓信局　大正 10, 12, 13, 15年・昭和元 -13年度（16冊）　大正 11 -昭和 14年 ¥240,000（税別）

z416
朝鮮総督府（統監府）逓信年報
朝鮮総督府逓信局
明治 39, 40年 ･大正 13, 15年・昭和元 -昭和 13年度の内 15冊　明治 40-昭和 14年

¥280,000（税別）

z417 朝鮮総督府農事試験場彙報
朝鮮総督府農事試験場　7, 8, 12号・3-15巻　1927-1943年  欠 3冊 

¥120,000（税別）

z418 朝鮮総督府編纂教科書
あゆみ出版　全 66巻 復刻版 揃 ¥90,000（税別）

z419 朝鮮炭田調査報告
朝鮮総督府燃料選鐵研究所　1-12号　昭和 2-12年  在本 7冊  

¥70,000（税別）

z420 朝鮮逓信部内職員及傭人衛生統計
朝鮮総督府逓信局　昭和 9-12年  揃　 ¥50,000（税別）

z421 朝鮮鉄道状況
朝鮮総督府鉄道局　22-23回・25, 26-28回　昭和 6-12年　揃 ¥120,000（税別）

z422 朝鮮統治史料
金正柱編／韓国史料研究所　全 10巻　昭和 45-46年 ¥100,000（税別）

z423 朝鮮独立運動　　　金正明編／ 原書房　全 6巻　昭和 42年  揃 ¥110,000（税別）

z424 朝鮮に関する研究資料　　朝鮮大学校　1-22号　1960-88年  欠 3冊 ¥40,000（税別）

z425 朝鮮博物学会雑誌　　　　朝鮮博物学会　12, 33, 34号　  各冊価格　 ¥7,000（税別）

z426 朝鮮文学　　　　　　　　朝鮮文学研究会　1-12集　昭和 45-49年  揃 ¥40,000（税別）

z427 朝鮮問題研究
朝鮮問題研究所　4-23輯　昭和 32-58年  欠８冊 ¥40,000（税別）

z428 朝鮮問題資料叢書
朴慶植／アジア問題研究所　全 16巻　昭和 56-平成 3年  揃 ¥400,000（税別）

z429 日韓外交資料集成【ヤケ シミ】
金正明編・神川彦松監修／巌南堂書店　全 8巻・別冊（11冊）　 昭和 38-42年 ¥100,000（税別）

z430 日韓外交史料（明治百年史叢書）
市川（金）正明／原書房　全 10巻　昭和 54-56年  欠２冊 

¥90,000（税別）

z431 日本の韓国侵略史料叢書
日本外務省 陸海軍省編／韓国出版文化院　1-42巻　1988- 

¥470,000（税別）

z432 年報 朝鮮学
九州大学朝鮮学研究会　1-15輯　平成 2-24年  揃　 ¥30,000（税別）

z433 幕末明治在日外国人・機関名鑑
立脇和夫監修／ゆまに書房　11-22, 24-30, 32-47巻・別巻 2  平成 8-9年  

¥180,000（税別）

z434
東アジア長期経済統計
拓殖大学アジア情報センター編／勁草書房
2, 4-6, 9, 11, 12号・別巻 1-3（10冊）　平成 10-18年

¥90,000（税別）

z435 法学会論集
京城帝国大学　1-15巻　昭和 2-19年（終刊）  揃 製本済 

¥750,000（税別）
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z436 亜洲民族考古叢刊
南天書局（台湾）　1-20巻　民国 67年 ¥40,000（税別）

z437 インド・東南アジア研究センター彙報
大阪大学　1-9号　1964-73年  欠 2冊 ¥15,000（税別）

z438 インドネシア（月刊）
日本インドネシア協会　67-461号　1952-86年  在本 179冊  

¥75,000（税別）

z439 オーストラリア研究紀要
追手門学院大学　1-16号　1975-90年 

¥32,000（税別）

z440 科学南洋
北隆舘　1-15号の内在本 5冊　昭和 13-19年 ¥25,000（税別）

z441 業務功程報告
南洋庁熱帯産業研究所　大正 11-昭和 13年度  欠 2冊 ¥100,000（税別）

z442 復刻版近代日本博覧会資料集成
国書刊行会　植民地博覧会Ⅰ：台湾（全 3巻）平成 24年  揃 ¥60,000（税別）

z443 現代台湾研究
台湾史研究会　8-42号　平成２-24年  欠 5冊 ¥45,000（税別）

z444 高雄経済情報（高雄商工時報より改題）【除籍本】
高雄商工会議所　1巻 2-6巻 2号　昭和 13-19年  揃  在本 27冊 ¥90,000（税別）

z445 交流（台湾情報誌）
交流協会　62-418号の内在本 76冊　昭和 51-平成 3年 ¥35,000（税別）

z446 国立中央図書館善本図書微捲目録
（台湾）同図書館　9-19号  昭和 54-56年  揃  

¥27,000（税別）

z447 清国行政法 : 臨時台湾旧慣調査会第一部報告
巌松堂書店　全 7巻　昭和 11年  揃 

¥70,000（税別）

z448 増廣海国図志 珪庭出版社（台湾）　1-5巻　民国 67年 ¥35,000（税別）

z449 台銀行友会誌（台銀倶楽部）
台湾銀行　3, 9, 24, 28, 29, 30, 31, 57, 135号　昭和 3-18年  在本 8冊 

¥24,000（税別）

z450 台法月報（法院月報改題）
台法月報発行所　1-2巻（在本 6冊）5巻 9号 -6巻（在本 13冊）10-35巻（在本 137冊） ¥312,000（税別）

z451 台北帝国大学文政学部紀要
台北帝国大学文政学部　2-4巻　1933-39年 ¥24,000（税別）

z452 台北帝国大学文政学部史学科研究年報
台北帝国大学　1-3, 5巻　1934-38年 

¥40,000（税別）

z453 台北帝国大学文政学部政学科研究年報
台北帝国大学　1-5巻 2号　昭和 9-12年  欠１冊　 ¥60,000（税別）

z454 台北帝国大学文政学部哲学科研究年報
台北帝国大学　1-7号　昭和 9-15年 ¥40,000（税別）

z455 台北帝国大学文政学部文学科研究年報
台北帝国大学文政学部　1-3巻　昭和 9-12年 ¥24,000（税別）

z456 台湾
台湾青年独立連盟広報部　1-3巻 7号　昭和 42-44年  在本 28冊（欠 3冊） ¥70,000（税別）

z457 台湾医学会雑誌【除籍本】　　台湾医学会　147-478号　大正 4-昭和 20年  欠３冊 ¥450,000（税別）

z458 台湾河川流量要覧 台湾総督府交通局遁信部　昭和 12年 -15年 ¥25,000（税別）

z459 台湾教育会雑誌 ひるぎ社　全 11巻・別巻　平成 6-8年  揃 ¥70,000（税別）

z460 台湾協会会報 台湾協会　19-57号　明治 33-36年  欠 12冊 ¥70,000（税別）

z461 台湾金融経済月報（台北卸売物価調 改題）
台湾銀行調査部　47-183号　昭和 8-20年  在本 96冊 ¥160,000（税別）

z462 台湾現住人口統計
台湾総督府　大正 10-昭和 17年（大正 11-昭和 18年）欠 4冊 ¥240,000（税別）

z463 台湾時報 同発行所　130-300号　昭和 5-20年  在本 96冊 ¥170,000（税別）
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z464 台湾商工統計
台湾総督府殖産局　第 11-17次　昭和 8-14年  在本 6冊 ¥60,000（税別）

z465
台湾人口動態統計
台湾総督府
記述編 : 明治 39年 , 大正 9年 , 昭和 2-14, 16-17年・原表之部 :明治 40年 , 大正元 -8年 

¥380,000（税別）

z466 台湾青年
台湾独立連盟　1-500号（終刊）　昭和 35-平成 14年  欠 64冊 ¥350,000（税別）

z467 ★台湾総督府（戸口）国勢調査報告（弊社復刻版）
台湾総督府（原典：明治 38-昭和 15年）文生書院復刻　 全 65冊  製本済 ¥1,570,000（税別）

z468 台湾総督府研究所報告
台湾総督府研究所　3-7号　大正 3-7年  

¥30,000（税別）

z469 台湾総督府中央研究所農業部彙報
台湾総督府中央研究所　38-223号　昭和元 -19年  在本 33冊 ¥90,000（税別）

z470 台湾大学所蔵近世芸文集【地印】
鳥居フミ子／勉誠社　全５巻　昭和 56-61年 ¥40,000（税別）

z471 台湾の水利
台湾水利協会　6巻 1号 -13巻 6号の内在本 32冊　昭和 11-18年 ¥75,000（税別）

z472 台湾博物学会会報
台湾博物学会　55-223号の内在本 95冊　大正 10-昭和 17年 ¥120,000（税別）

z473 台湾犯罪統計
台湾総督府　昭和 3年  １冊 

¥36,000（税別）

z474 台湾蕃族慣習研究
台湾総督府蕃族調査会　3-8巻（６冊）　大正 10年 ¥60,000（税別）

z475 台湾文芸
台湾文芸雑誌社　7-52号　民国 54-65年  在本 22冊  

¥200,000（税別）

z476 高砂族調査書（復刻版）
台湾総督府警務局理蕃課編纂／湘南堂書店　全 6巻　昭和 61年  揃 ¥25,000（税別）

z477 中華民国国立故宮博物院名品図録【函】
中華民国国立故宮博物院編・宇野精一訳／産経新聞社　2巻・解説共 揃  昭和 51年 ¥45,000（税別）

z478 中華民国年鑑
台湾新生印刷庁　1954, 55, 56, 57, 58, 59年  6冊 

¥45,000（税別）

z479 電気事業要覧
台湾総督府交通局　昭和 7, 9-16年度  在本 9冊  

¥250,000（税別）

z480 天理台湾学報
天理台湾学会　1-18号　平成 4-21年  欠１冊 

¥30,000（税別）

z481 東南アジア月報
東南アジア調査会　1-42巻 10号　1961-2002年  在本 402冊  

¥850,000（税別）

z482 東南アジア研究
京都大学東南アジア研究センター　1-54巻　昭和 42-平成 29年  揃 ¥180,000（税別）

z483 東南アジア研究センター所報
京都大学東南アジア研究センター　1-4号　1964-67年  在本 4冊 

¥12,000（税別）

z484 東南アジア研究叢書
長崎大学東南アジア研究所　1-23号　昭和 43-60年  揃 ¥80,000（税別）

z485 東南アジア研究双書
京都大学東南アジア研究センター　1-24の内在本 15冊　昭和 43-63年 ¥45,000（税別）

z486 東南アジア研究年報
長崎大学東南アジア研究所　1-39号　昭和 34-平成 9年  在本 33冊 ¥90,000（税別）

z487 東南アジア資料
外務省調査局第一課　1-33号の内在本 23冊　昭和 34-35年 ¥45,000（税別）

z488 東南アジア中東月報
東南アジア調査会　1-6巻 10号　1961-1966年  欠 4冊 

¥98,000（税別）

z489 東南アジア要覧
東南アジア調査会　1959-1992年版  揃 

¥180,000（税別）
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z490 南支南洋（南支那及南洋情報 改題）
台湾総督府外事課（官房調査課）　全 27冊　昭和 6-16年  製本済 ¥540,000（税別）

z491 南支南洋気象報告
台湾総督府台北観測所　1巻 2-3巻 2号　昭和 11-12年 ¥50,000（税別）

z492 南方交通調査資料
鉄道省　1部 1-3・2部 1-8・7部 1-9　昭和 17年 

¥100,000（税別）

z493 南方燃料廠南スマトラ支廠製油施設調査報告書
南方燃料廠南スマトラ支廠製油施設調査団　別冊 1-10輯　昭和 18年  在本 13冊 ¥130,000（税別）

z494 南方文化
天理南方文化研究会　1-16輯　昭和 49-平成元年  揃 

¥45,000（税別）

z495 南洋協会雑誌（南洋へ改題）
南洋協会　24-30巻 2号　昭和 13-19年  欠 15冊 

¥180,000（税別）

z496 南洋群島島勢調査書
南洋庁　大正 14年・昭和 5, 12年  在本７冊  

¥70,000（税別）

z497 南洋経済研究所研究資料
南洋経済研究所　1-4巻　昭和 13-16年  在本 34冊 

¥65,000（税別）

z498 南洋資料
南洋経済研究所　2-296号　昭和 16-18年  在本 71冊 ¥70,000（税別）

z499 南洋水産
南洋水産協会　1-108号　昭和 10-19年  欠 11冊 ¥240,000（税別）

z500 南洋叢書
南満州鉄道東亜経済調査局　1-5巻　昭和 15-1年 8  揃 ¥25,000（税別）

z501 南洋庁調査課資料
南洋庁内務部企画課　1-19輯　昭和 14-17年  欠 2冊 ¥300,000（税別）

z502 南洋庁調報　　　南洋庁　32-33号　昭和 16年  在本 2冊 ¥80,000（税別）

z503 南洋庁統計年鑑
南洋庁　1-8輯　昭和 8-16年  揃 ¥90,000（税別）

z504 南洋庁統計年鑑（復刻版）
青史社　全 4巻：第 1-9回（原本：昭和 8-16年）　平成 5年 ¥40,000（税別）

z505 南洋地理大系
飯本信之・佐藤弘編／ダイヤモンド社　 1-8巻　昭和 17年  揃 ¥10,000（税別）

z506 南洋年鑑　　　　台湾総督府　第 1-4回（5冊）　昭和 4-18 年 ¥150,000（税別）

z507 日本学研究叢書
国立台湾大学出版中心　1-27, 31巻　平成 25-30年 

¥88,800（税別）

z508 日本台湾学会報
日本台湾学会　1-10号　平成 11-20年  揃 ¥20,000（税別）

z509 熱帯産業研究所彙報
南洋庁熱帯産業研究所　南洋群島産現棲貝類　昭和 16年  揃 ¥35,000（税別）

z510 蕃族慣習調査報告書
臨時台湾旧慣調査会　全 6巻　大正 2-6年 揃  

¥120,000（税別）

z511
東アジア長期経済統計
拓殖大学アジア情報センター編／勁草書房
第 2・4-6・9・11・12・別巻 1-3（10冊）平成 10-18年

¥90,000（税別）

z512 東アジアの国家と社会
猪口孝編／東京大学出版会　全 6巻　平成 4-5年  揃 ¥7,000（税別）

z513 仏領インドシナ地図（十万分一）
陸地測量部　約 100図　昭和 15-18年（リストをご請求ください） 

¥500,000（税別）

z514 南亜細亜学報　　　亜細亜文化研究所　1-2輯　昭和 18-19年  揃 ¥7,000（税別）

z515 南アジア研究
日本南アジア学会　1-22輯　別冊３冊共　平成元 -22年  揃 ¥90,000（税別）

z516 南アジア大洋州開発選書
鹿島平和研究所　全４巻　昭和 43-45年  揃 ¥4,000（税別）



103

◎
特
選
雑
誌
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
　
樺
太
・
シ
ベ
リ
ア
・
ロ
シ
ア

z517 南支那及南洋情報
台湾総督府官房調査課 台湾時報　1-147輯　昭和 6-12年  欠 4冊 ¥260,000（税別）

z518 南洋庁（南洋群島）国勢調査報告
南洋庁　大正 9年－昭和 14年  上製本 9冊 ¥178,000（税別）

z519 ミャンマー地図（十二万五千分一／二十五万五千分一）
陸地測量部　約 170図　昭和 16-20年（リストをご請求ください） ¥850,000（税別）

z520 蘭領印度支那コレクション（1930-40 年代を中心として）
オランダ語を中に 138点 

¥450,000（税別）

z521 覆審 ･ 高等 法院判例
台湾総督府覆審／高等法院　全 12巻　明治 29-昭和 18年  補遺 2冊附 

¥240,000（税別）

z522 理蕃誌稿　　　　青史社　1, 3, 5編　明治 44-昭和 13年 ¥36,000（税別）

z523 臨時台湾旧慣調査会第一部報告第三回報告書
臨時台湾旧慣調査会　台湾私法全 13巻　明治 42-44年 ¥300,000（税別）

z524 臨時台湾旧慣調査会第一部調査第一回報告書
臨時台湾旧慣調査会　全 3巻　明治 36年 ¥75,000（税別）

z525 臨時台湾旧慣調査会第一部調査第二回報告書
臨時台湾旧慣調査会　第１巻　明治 39年 ¥8,000（税別）

z526 臨時台湾旧慣調査会第二部調査経済資料報告
臨時台湾旧慣調査会第二部　上・下巻　明治 38年 ¥80,000（税別）

z527 臨時台湾旧慣調査第一部報告 清国行政法【印】
臨時台湾旧慣調査会　全６巻 , 索引共７冊　明治 43-大正 4年  揃 ¥70,000（税別）

z528 勝田吉太郎著作集
ミネルヴァ書房　全８巻　平成 4-7年  揃 

¥20,000（税別）

z529 樺太鉱業会誌（鉱友より改題）【除籍本 合本含】
樺太鉱業会　1-13巻　昭和 5-17年  欠 2冊 

¥250,000（税別）

z530 樺太植物誌（復刻版）　　　国書刊行会　復刻版  全４巻　平成 7年  揃 ¥20,000（税別）

z531 ★樺太庁国勢調査報告（弊社復刻版）
樺太庁（原本：大正 9年 -昭和 14年）文生書院復刻  製本済 9冊 ¥178,000（税別）

z532 樺太庁治一斑【除籍本】
樺太庁編纂　第 4, 14-20回（8冊）　大正元 -昭和 3年 ¥120,000（税別）

z533 樺太庁中央試験場彙報
樺太庁中央試験場　第 2巻 2, 4-7, 10, 14号・10別冊 , 11別冊（9冊）　昭和 7-18年 ¥25,000（税別）

z534 ★樺太庁統計書（弊社復刻版）
樺太庁（原本：昭和 3-16年）文生書院復刻  製本済 13冊 ¥199,500（税別）

z535 樺太庁報／樺太時報（復刻版）
クレス出版　全７巻（1-58号）（原本：昭和 12-17年）　平成４年 ¥50,000（税別）

z536 樺太年鑑　尾崎重直　昭和 6, 11年     <<各冊 >> ¥16,000（税別）

z537 樺太要覧【除籍本】　　　樺太庁編　大正 14-昭和 11年 14  欠１冊 ¥150,000（税別）

z538 月刊ロシヤ
日蘇通信社　6巻２-10巻 2号の内在本 30冊　昭和 15-19年 ¥50,000（税別）

z539 現代ロシア語　　　　現代ロシア語の会　1-8巻　昭和 41-49年  揃 ¥40,000（税別）

z540 古代ロシア研究　　　日本古代ロシア研究会　1-19号　1962-94年 ¥67,000（税別）

z541 ソヴィエト年鑑　　　内閣官房内閣調査室　1954-1971年  欠 6冊  ¥80,000（税別）

z542 ソヴェート連邦極東地方事情
満州国外交部　1-2巻 4号　大同 2-康徳元年 ¥50,000（税別）

z543 ソヴェート聯邦事情
南満州鉄道　1-7巻 3号の内 36冊　昭和 5-11年 ¥60,000（税別）

z544 ソ連研究（ソ連問題研究）
ソ連問題研究会　1-11巻 4号（終刊）　昭和 27-32年  欠 11冊 ¥40,000（税別）

★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★・★
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z545 ソ連研究：SOVIET STUDIES ( ロシア研究に改題 )
日本国際問題研究所　1-29号・別冊 1-5号共　昭和 60-平成 11年  揃  

¥70,000（税別）

z546 ソ連東欧貿易会調査月報
ソ連東欧貿易会　1-19巻　昭和 31-49年  揃 ¥300,000（税別）

z547 ソ連貿易統計年鑑
国際事情研究会　1956-1986年版  欠 1冊 ¥170,000（税別）

z548 蘇聯邦国力綜合調査第一次中間報告
外務省　1-31輯　昭和 12年  揃 ¥30,000（税別）

z549 ソ連問題
ソ連問題調査センター 1-71号　1976-82年・別冊 1-18号  欠 3冊 

¥43,000（税別）

z550 日露戦争（日本外交文書）
外務省編／日本国際連合協会　全 5巻　昭和 33年  揃  

¥75,000（税別）

z551 羽根田光雄「シベリア捕虜物語」
カット 200図（5冊）・カット集（６冊）共  

¥60,000（税別）

z552 北東日本厚生（北海道樺太衛生より改題）
北東日本厚生協会　7巻 1-13巻 9号の内在本 50冊　昭和 9-12年 ¥75,000（税別）

z553 ★北方地域財産調査書（弊社復刻版）
南方同胞援護会（原本：昭和 36年）文生書院復刻　全４巻（Bound in 2 volumes）

¥38,000（税別）

z554 北方教育
宣文堂書店　全 3巻（1-16号）（原本：昭和 5-11年）　昭和 50年  揃 ¥20,000（税別）

z555 北方研究【表紙破】
総合北方文化研究会　1-12, 13輯　昭和 14-19年 ¥65,000（税別）

z556 北方産業衛生
北方産業衛生協会　8-30輯　昭和 30-41年  揃 ¥30,000（税別）

z557 北方文化研究（北方文化研究報告より継続）
北海道大学文学部付属北方文化研究施設　1-20輯　昭和 14-40年 欠 1冊 ¥160,000（税別）

z558 北方文芸
北方文芸刊行会／なにわ書房　1-17巻 10号　昭和 43-59年  揃 

¥190,000（税別）

z559 北方領土（季刊）
北方領土対策協会　2-10号　昭和 46-53年  在本９冊 ¥9,000（税別）

z560 水野広徳著作集
粟屋憲太郎・前坂俊之・大内信也編集／雄山閣　全 8巻　平成 7年  揃 

¥60,000（税別）

z561 ユーラシア研究
ユーラシア研究所編／東洋書店発行　1-48号　平成 5-25年  揃 ¥55,000（税別）

z562 労農露国研究叢書
南満洲鉄道／大阪毎日新聞社　1-6巻　大正 14-15年  揃  在本 6冊 

¥20,000（税別）

z563 労農露国調査資料【印】
南満洲鉄道株式会社　1-36輯　大正 13-15年 ¥70,000（税別）

z564 ロシア・ユーラシア経済調査資料
ユーラシア研究所　666, 674-823号　1987-2001年 欠 1冊  

¥75,000（税別）

z565
露西亜（ソ連・ロシア）月報
外務省　1-97号 , 142-704号　昭和 9-平成 14年
ソ連動向：昭和 19年 7月 -22年 2月付  極一部複製版含

¥1,800,000（税別）

z566 露西亜月報（復刻版）【輸送箱】
外務省／クレス出版　全 22巻（1-97号）（原本：昭和 9-19年）　平成 7-8年 ¥300,000（税別）

z567 ロシア史研究
ロシア史研究会　1-68号　昭和 35-平成 13年  欠 2冊 

¥120,000（税別）

z568 ロシア政策動向
財団法人ラヂオプレス　4-17巻　昭和 60-平成 10年  在本 266冊 ¥180,000（税別）

z569 ロシア手帖
ロシア手帖の会　2-40号　昭和 46-平成 5年  欠 7冊  

¥20,000（税別）

z570 ロシヤ語ロシヤ文学研究
日本ロシヤ文学会　1-31号　昭和 30-63年  揃  

¥140,000（税別）


