
  文生書院

   古書 在庫品ニュース（社史）

            単行本  175点

   【２０２０年６月２日】

リスト中の問い合わせリンクは"Adobe Acrobat"で開いた場合に

機能します。PDFをダウンロードして"Acrobat"でご覧ください。

弊社への直接メール・お電話でもご注文をお受けしております。

リスト掲載品はほとんどが一点ものです。万一品切れの際はご容赦ください。

表示価格は税別です。

〒 113-0033 東京都文京区本郷6-14-7

Tel (03) 3811-1683

Fax (03) 3811-0296

E-mail   info@bunsei.co.jp

https://www.bunsei.co.jp/



1

昭和55 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?1:永遠の美を求～

2

平成10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?2:美と知のミー～

3

平成10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?3:大日本製薬１～

4

昭和58 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?4:武田二百年史～

（昭和５５年商品カタログ共２冊）

資生堂企業文化部 [資生堂] 5,500円 [本体]

A4 105+80p

大日本製薬１００年史

永遠の美を求めて  ＰＯＬＡ物語

ポーラ五〇年史編纂委員会 [ポーラ化粧品本舗] 8,800円 [本体]

A4 527p

美と知のミーム、資生堂 

B5 1145+739p

大日本製薬 [] 4,400円 [本体]

A4 550p

武田二百年史

（資料編共２冊）

武田二百年史編纂委員会 [武田薬品工業] 4,400円 [本体]



5

平成14 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?5:萬有製薬八十～

6

昭和59.3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?6:日本新薬六十～

7

昭和53 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?7:シオノギ百年～

8

昭和60.11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?8:中外製薬６０～

萬有製薬八十五年史 

日本経営史研究所 [萬有製薬] 3,300円 [本体]

B5 507p

塩野義製薬 [塩野義製薬] 2,750円 [本体]

A5 533p

中外製薬６０年の歩み

日本新薬六十年史

日本新薬社史編集委員会 [日本新薬] 2,200円 [本体]

B5 585p

シオノギ百年

中外製薬社史編集委員会 [中外製薬] 2,750円 [本体]

B5 415p



9

昭和41.12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?9:日本酸素五十～

10

昭和48 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?10:高砂香料５０～

11

昭和18.3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?11:東京横浜電鉄～

12

平成8 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?12:蒸気機関車か～

B5 505p

高砂香料５０年史

高砂香料５０年史編集委員会 [高砂香料工業] 5,500円 [本体]

21.6x26.2cm 163p

日本酸素五十年史

日本酸素 [] 3,300円 [本体]

川崎重工車両事業本部 [] 6,600円 [本体]

A4 361p

東京横浜電鉄沿革史 

東京急行電鉄 [] 33,000円 [本体]

B5 706p

蒸気機関車から超高速車両まで 写真で見る兵庫工場９０年の鉄道車両製造史



13

平成20 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?13:西日本鉄道百～

14

昭和60 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?14:２０年のあゆ～

15

平成10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?15:RAILWA～

16

平成20.2 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?16:京急グループ～

西日本鉄道百年史／にしてつ１００年の歩み（西日本鉄道百年史ダイジェスト版）

（２冊）

B5 171p

RAILWAY100 東武鉄道が育んだ一世紀の軌跡 

東武鉄道社史編纂室 [東武鉄道] 11,000円 [本体]

A4 302p

西日本鉄道１００年史編纂委員会 [西日本鉄道] 27,500円 [本体]

A4 763+287p

２０年のあゆみ

東京モノレール社史編集委員会 [東京モノレール] 11,000円 [本体]

京急グループ１１０年史 最近の１０年（１９９８年～２００８年）

京浜急行電鉄 [] 3,300円 [本体]

A4 150p



17

昭和47 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?17:山陽電気鉄道～

18

平成17 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?18:阪神電気鉄道～

19

昭和53 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?19:西日本鉄道七～

20

昭和52.7 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?20:東武鉄道六十～

社史編集委員会 [山陽電気鉄道] 12,100円 [本体]

B5 432p

阪神電気鉄道百年史

山陽電気鉄道６５年史

A4 301p

東武鉄道六十五年史 （日本社史全集）

日本社史全編集刊行会 [常盤書院] 4,400円 [本体]

A5 1013p

日本経営史研究所 [阪神電気鉄道] 13,200円 [本体]

B5 916p

西日本鉄道七十年史

西日本鉄道 [] 12,100円 [本体]



21

昭和45.11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?21:６０年のあゆ～

22

大正11-昭和17 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?22:営業報告書 ～

23

平成8.6 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?23:日本自動車タ～

24

昭和57 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?24:日野自動車工～

第２・５・６・９・１１～１４・１６・１７・２１・２２・２４・２７・３２～３４・３６～３９・４１～４３期（２４部）

能登鉄道 [] 38,500円 [本体]

B4 24p

日本自動車ターミナル三十年史

６０年のあゆみ

高松琴平電気鉄道社史編さん室 [高松琴平電気鉄道] 88,000円 [本体]

B5 344p

営業報告書 

A4 625p

日本自動車ターミナル社史編集委員会 [日本自動車ターミナル] 3,300円 [本体]

A4 306p

日野自動車工業４０年史

日野自動車工業 [] 22,000円 [本体]



25

昭和52 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?25:驀進 日本車～

26

平成7 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?26:感謝をこめて～

27

昭和32 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?27:五十年史 ～

28

平成16 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?28:東京トヨペッ～

驀進 日本車輌８０年のあゆみ

日本車輌製造 [] 3,850円 [本体]

A4 462p

ダイハツ工業 [] 5,500円 [本体]

B5 306p

東京トヨペット５０年史

（半世紀を支えた人とくるま共２冊）

感謝をこめて五十年

国際自動車 [] 3,300円 [本体]

B5 485p

五十年史 

創立５０周年記念事業委員会 [東京トヨペット] 5,500円 [本体]

A4 441+104p



29

昭和57 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?29:神奈川中央交～

30

昭和31 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?30:日通の顔～

31

昭和59 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?31:はとバス三十～

32

平成4 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?32:名鉄観光３０～

25x25cm 140p

日通の顔

１９５６年版

陸運新聞社 [] 3,300円 [本体]

B5 307p

神奈川中央交通６０年史 

神奈川中央交通 [] 6,600円 [本体]

名鉄観光サービス [] 3,850円 [本体]

A4 510p

はとバス三十五年史

はとバス社史編纂委員会 [はとバス] 8,800円 [本体]

B5 302p

名鉄観光３０年史



33

昭和11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?33:株主姓名表 ～

34

昭和11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?34:日本航空輸送～

35

昭和58 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?35:日本船舶通信～

36

平成4 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?36:新和海運三十～

株主姓名表 

昭和１１年６月１日現在

A5 8p

日本船舶通信株式会社３０年史 

日本船舶通信３０年史編集委員会 [日本船舶通信] 6,600円 [本体]

B5 355p

南満州鉄道 [] 49,500円 [本体]

B5 491p

日本航空輸送株式会社営業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書・利益金処分  （自昭和１１年４月１日至昭和１１年９月３０日）

第１６期

日本航空輸送 [] 3,300円 [本体]

新和海運三十年史

日本経営史研究所 [新和海運] 3,300円 [本体]

A5 397p



37

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?37:大阪商船株式～

38

大正10-昭和12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?38:日本郵船株式～

39

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?39:日本郵船株式～

40

昭和42 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?40:通運五十年 ～

大正９年６月３０日・大正１０年６月３０日・大正１０年１２月３１日（３冊）

大阪商船 [] 9,900円 [本体]

B5 322+288+236p

日本郵船株式会社営業報告書・損益計算書・貸借対照表・財産目録・利益金処分案 

第３６期前・後半年度／第３７期前・後半年度／第３８期前・後半年度／第３９期前・後半年度／第４０期前半年度／第４１期前半年度／第４９期前半年度／第５２期前半年度（１２冊）

大阪商船株式会社株主名簿 

B5 162+162+158+160+127+127+10+128p

通運五十年  福島敏行

日本通運 [] 2,200円 [本体]

B5 273p

日本郵船 [] 27,500円 [本体]

B5 51+50+35+34+35+33+33+33+32+26+32+32p

日本郵船株式会社株主姓名簿 

大正１１年５月～大正１５年５月（９冊）

日本郵船 [] 22,000円 [本体]



41

昭和31.11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?41:東洋海運株式～

42

昭和48 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?42:激闘の十年 ～

43

平成8 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?43:日産コーエー～

44

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?44:日立製作所製～

欠田富太郎 [] 1,100円 [本体]

B6 546p

日産コーエー４０年のあゆみ

東洋海運株式会社二十年史

東洋海運 [] 3,300円 [本体]

A5 386p

激闘の十年 邁進する旭海運

A5/A4 15p

日産コーエー企画室社史編纂グループ [] 3,300円 [本体]

B5 218p

日立製作所製品カタログ類 日立ターボ冷凍機／日立電気ポンプ／他

（１５点）

日立製作所 [] 33,000円 [本体]



45

昭和47 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?45:大阪変圧器五～

46

昭和47 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?46:セントラル硝～

47

昭和34 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?47:日本軽金属二～

48

昭和45 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?48:日本軽金属三～

大阪変圧器五十年史 

大阪変圧器社史編纂委員会 [大阪変圧器] 1,650円 [本体]

A5 690p

日本軽金属 [] 3,850円 [本体]

A4 622p

日本軽金属三十年史

セントラル硝子三十五年史

セントラル硝子 [] 5,500円 [本体]

B5 345p

日本軽金属二十年史

日本軽金属社史編集室 [日本軽金属] 4,400円 [本体]

A4 369p



49

昭和59 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?49:ＹＫＫ五十年～

50

昭和62 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?50:千葉ファイン～

51

昭和12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?51:日石五十年 ～

52

昭和42.10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?52:５０年の歩み～

A4 461p

千葉ファインの二十年 

千葉ファインケミカル [] 2,200円 [本体]

B6 30p

ＹＫＫ五十年史 

五十年史編纂室 [吉田工業] 4,400円 [本体]

５０年史編集専門委員会 [日本光学工業] 16,500円 [本体]

B5 212p

日石五十年 

栗田淳一 [日本石油] 3,300円 [本体]

A5 101p

５０年の歩み 



53

大正10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?53:株主名簿 ～

54

昭和37.3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?54:三菱製紙六十～

55

昭和27 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?55:HITACH～

56

平成11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?56:住友林業社史～

株主名簿 

大正１０年１１月３０日現在

B5 965p

HITACHI GENERAL CATALOG  

1952

HITACHI [日立製作所] 33,000円 [本体]

A4 1026p

久原鉱業 [] 3,300円 [本体]

A5 161p

三菱製紙六十年史

三菱製紙 [] 2,750円 [本体]

住友林業社史

上・下・別巻（３冊）

住友林業株式会社社史編纂委員会 [住友林業] 7,150円 [本体]

B5 273+452+182p



57

平成23 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?57:住友精密工業～

58

平成23 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?58:船井電機５０～

59

昭和61.9 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?59:神戸製鋼８０～

60

平成10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?60:斎久工業株式～

（ＣＤ－ＲＯＭ共）

住友精密工業社史編纂委員会 [住友精密工業] 13,200円 [本体]

A4 771p

船井電機５０年のあゆみ １９６１－２０１１

住友精密工業五十年史 １９６１－２０１０

A4 743p

斎久工業株式会社７５年史

斎久工業 [] 7,150円 [本体]

A4 217p

船井電機 [] 5,500円 [本体]

A4 124p

神戸製鋼８０年

神戸製鋼所８０年史編纂委員会 [神戸製鋼所] 2,750円 [本体]



61

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?61:最新式家庭用～

62

昭和19 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?62:殉職記念帳 ～

63

昭和63 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?63:回顧録  日～

64

お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?64:富士鉱業株式～

東洋鉱山／鯛生産業 [] 4,400円 [本体]

A5 74p

回顧録  日本ベアリング工業７５年発達史

最新式家庭用軽便消火ポンプの提供  ［消火ポンプの広告］

東京軽便消火ポンプ製造所 [] 1,650円 [本体]

39×27.4cm 1p

殉職記念帳 

A5 31p

大津孝太郎著 [] 5,500円 [本体]

B5 1254p

富士鉱業株式会社創立趣意書・説明書・目論見書・調査報告書・定款 

富士鉱業株式会社創立事務所 [] 3,850円 [本体]



65

昭和16 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?65:株主名簿 ～

66

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?66:東邦金属製錬～

67

昭和35 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?67:八幡製鉄近代～

68

昭和55 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?68:八幡製鉄所八～

株主名簿 

昭和１６年３月３１日現在

日本副蚕糸統制 [] 4,400円 [本体]

A5 54p

小宮章 [市政タイムス社] 4,950円 [本体]

A5 265p

八幡製鉄所八十年史

総合史・部門史（上・下）・資料編（４冊）

東邦金属製錬株式会社創立趣意書・募集要項・事業概要・事業目論見書・収支予算書・定款

 [] 4,400円 [本体]

A5 24p

八幡製鉄近代化の足あと 

八幡製鉄所所史編さん実行委員会 [新日本製鉄八幡製鉄所] 5,500円 [本体]

A5 595+554+620+253p



69

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?69:鐘淵実業株式～

70

平成7 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?70:呉羽化学五十～

71

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?71:営業報告書 ～

72

昭和28-30 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?72:創業三十五年～

A5 17+97p

呉羽化学五十年史

日本経営史研究所／呉羽化学工業社史編纂室 [呉羽化学工業] 4,950円 [本体]

B5 511p

鐘淵実業株式会社設立趣意書・目論見書・定款／株主名簿 

（２冊）

鐘淵実業 [] 4,400円 [本体]

（追補共２冊）

松下電器産業 [] 3,300円 [本体]

A5 137+40p

営業報告書 

第９９回：昭和１３年下半期

北海道炭砿汽船 [] 1,650円 [本体]

A5 12p

創業三十五年史 



73

昭和53 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?73:社史松下電器～

74

昭和48 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?74:清水工場史～

75

昭和45.11-47.1 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?75:東洋工業五十～

76

昭和53.9 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?76:小森印刷機械～

社史松下電器激動の十年 昭和四十三年～昭和五十二年

（松下幸之助相談役の著書・この十年共２冊）

B5 141p

東洋工業五十年史 明日をひらく東洋工業／創立５０周年記念（１９２０～１９７０）

現況編・沿革編（２冊）

五十年史編纂委員会 [東洋工業] 13,200円 [本体]

A4 169+564p

松下電器産業 [] 4,400円 [本体]

A5 864+38p

清水工場史

2

日立製作所清水工場清水工場史編纂委員会 [日立製作所清水工場] 3,850円 [本体]

小森印刷機械株式会社社史 五十五年の歩み

小森印刷機械 [] 3,300円 [本体]

B5 183p



77

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?77:報告書 自昭～

78

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?78:報告書～

79

昭和8 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?79:東邦人造繊維～

80

平成1.9 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?80:日本甜菜製糖～

第３回

日東化学工業 [] 1,650円 [本体]

A5 8p

報告書

第９６回：昭和１３年下半期

報告書 自昭和１３年６月１日至昭和１３年１１月３０日

A5 12p

日本甜菜製糖７０年小史

日本甜菜製糖 [] 2,200円 [本体]

A4 110p

大日本紡績 [] 2,200円 [本体]

A5 30p

東邦人造繊維株式会社創立趣意書・目論見書・定款 

東邦人造繊維 [] 2,200円 [本体]



81

大正10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?81:報告書  自～

82

大正11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?82:報告書  自～

83

平成11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?83:月桂冠三百六～

84

平成11.4 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?84:キリンビール～

第２７回：第２２年度前半期

台湾製糖 [] 2,200円 [本体]

A5 20p

月桂冠三百六十年史

報告書  自大正１０年４月１日～至大正１０年９月３０日

第２６回：第２１年度後半期

台湾製糖 [] 2,200円 [本体]

A5 20p

報告書  自大正１０年１０月１日～至大正１１年３月３１日

A4 386+103p

月桂冠 [] 24,200円 [本体]

B5 543p

キリンビールの歴史 

新戦後編（資料集共２冊）

キリンビール広報部社史編纂室 [キリンビール] 4,400円 [本体]



85

昭和44.1-60.3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?85:麒麟麦酒の歴～

86

昭和58 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?86:ビールと日本～

87

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?87:事業報告／株～

88

平成19 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?88:日清オイリオ～

麒麟麦酒の歴史

（続戦後編共２冊）

麒麟麦酒 [] 4,950円 [本体]

A4 565+302p

第６４回：昭和１２年下半期（２冊）

大日本麦酒 [] 4,400円 [本体]

A5 12+179p

日清オイリオグループ１００年史

ビールと日本人 明治・大正・昭和ビール普及史

麒麟麦酒社史編纂委員会 [麒麟麦酒] 2,750円 [本体]

A5 330p

事業報告／株主氏名表 

日清オイリオグループ社史編纂委員会編纂 [日清オイリオグループ] 19,800円 [本体]

A4 351p



89

平成17 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?89:東京風月堂社～

90

平成8 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?90:ニチレイ５０～

91

昭和44.12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?91:高崎ハム三十～

92

平成17.2 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?92:慶應・明治・～

A4 329p

ニチレイ５０年史

（資料編共２冊）

ニチレイ [] 11,000円 [本体]

B5 296+242p

東京風月堂社史  信頼と伝統の道程

東京風月堂社史編纂委員会 [東京風月堂] 19,800円 [本体]

（ＣＤ－ＲＯＭ共）

鈴廣蒲鉾本店 [] 5,500円 [本体]

A4 343p

高崎ハム三十年の歩み

萩原進 [群馬畜産加工販売農業協同組合] 4,400円 [本体]

A5 731p

慶應・明治・大正・昭和そして平成へ 鈴廣かまぼこの百四十年



93

昭和59.6 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?93:ひとつぶの麦～

94

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?94:報告～

95

昭和55 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?95:三十年史～

96

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?96:営業報告 自～

ひとつぶの麦から 山崎製パン株式会社創業三十五周年記念誌

B6 9p

三十年史

日本肥糧 [] 3,300円 [本体]

B5 192p

山崎製パン社史編纂委員会 [山崎製パン] 4,400円 [本体]

A4 247p

報告

第２３回：昭和１３年下半期

日本畜産工業 [] 1,650円 [本体]

営業報告 自昭和１３年６月１日至昭和１３年１１月３０日

第３１期

大日本特許肥料 [] 1,650円 [本体]

B6 35p



97

大正8 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?97:事業報告書 ～

98

平成15 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?98:清水建設２０～

99

昭和59 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?99:清水建設百八～

100

平成15 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?100:清水建設二百～

第１３回

高崎常設家畜市場 [] 3,300円 [本体]

B6 16p

清水建設２００年の歴史 棟梁から総合建設業へ

事業報告書  自大正８年１月１日至大正８年６月３０日

B5 454p

清水建設二百年

経営編・生産編・作品編（３冊）

 [清水建設] 8,800円 [本体]

B5 513+561+605p

清水建設 [] 1,320円 [本体]

B5 119p

清水建設百八十年

清水建設 [] 2,750円 [本体]



101

平成6 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?101:建設はじめて～

102

平成1 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?102:鹿島建設の歩～

103

平成7 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?103:大和ハウス工～

104

大正14 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?104:建築用銅板之～

小野一成 [鹿島出版会] 1,100円 [本体]

B6 222p

大和ハウス工業の４０年

建設はじめて物語

清水慶一 [大成建設] 1,100円 [本体]

B6 141p

鹿島建設の歩み 人が事業であった頃

B6 14p

大和ハウス工業の４０年編集委員会 [大和ハウス工業] 2,750円 [本体]

A5 765p

建築用銅板之栞 

山崎惣吉商店 [] 3,850円 [本体]



105

平成21 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?105:竹和会百年史～

106

平成2 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?106:坂田建設４０～

107

明治44 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?107:利根川水力株～

108

昭和4 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?108:東京瓦斯株式～

竹和会百年史 竹中工務店協力会の歴史

竹和会百年史編集委員会 [竹和会] 8,800円 [本体]

A4 509p

利根川水力株式会社創立事務所 [] 6,600円 [本体]

A5 18p

東京瓦斯株式会社四十年の回顧 

坂田建設４０年史

坂田建設４０年史編集委員会 [坂田建設] 2,200円 [本体]

A4 293p

利根川水力株式会社創立趣意書・設計予算書 

中尾虞良人 [] 4,400円 [本体]

B6 141p



109

大正9-11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?109:東京瓦斯株式～

110

平成14.3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?110:関東の電気事～

111

昭和17 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?111:大日本電力株～

112

平成24 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?112:北陸電力６０～

A5 97+99+85+85p

関東の電気事業と東京電力 電気事業の創始から東京電力５０年への軌跡

（ＣＤ－ＲＯＭ・資料編共３冊）

東京電力 [] 22,000円 [本体]

A4 1059+450p

東京瓦斯株式会社株主名簿 

大正９年上・下半期・大正１０年上・下半期（４冊）

東京瓦斯 [] 11,000円 [本体]

北陸電力６０年史編集委員会 [北陸電力] 8,800円 [本体]

A4 699p

大日本電力株式会社写真帖 

大日本電力 [] 44,000円 [本体]

A5 1.6cm

北陸電力６０年史



113

昭和17 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?113:富士電力株式～

114

昭和58 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?114:東京電力三十～

115

昭和36.11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?115:中部電力十年～

116

昭和56 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?116:中部電力三十～

富士電力株式会社十五年史 

B5 1163p

中部電力十年史

中部電力１０年史編集委員会 [中部電力] 2,200円 [本体]

B5 907p

荻本清蔵 [富士電力] 27,500円 [本体]

A5 125p

東京電力三十年史

（附図：関東地方電気事業の沿革共）

東京電力社史編集委員会 [東京電力] 2,200円 [本体]

中部電力三十年史

中部電力３０年史編集委員会 [中部電力] 3,300円 [本体]

A4 767p



117

平成3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?117:中部電力四十～

118

昭和47 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?118:日本電気株式～

119

大正11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?119:営業報告書 ～

120

大正7 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?120:営業報告書 ～

電気事業史・社史編纂会議 [中部電力] 2,750円 [本体]

A4 775p

日本電気株式会社七十年史 明治３２年～昭和４４年

中部電力四十年史

B6 26p

営業報告書  自大正６年８月１日至大正７年１月３１日

第４期

志雄電気 [] 2,200円 [本体]

B6 19p

日本電気社史編纂室 [日本電気] 3,300円 [本体]

A4 515p

営業報告書 

第６回

能登電気 [] 2,200円 [本体]



121

大正6-昭和3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?121:営業報告書 ～

122

大正6-昭和12 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?122:営業報告書 ～

123

昭和2 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?123:営業報告書 ～

124

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?124:営業報告書 ～

第２５回・第６５期：大正６年上半期・昭和１２年上期（２冊）

山形電気 [] 4,400円 [本体]

B6/A5 34+8p

営業報告書 

第５８・５９回：昭和２年上・下半期（２冊）

営業報告書  自大正６年１２月１日至大正７年５月３１／自大正１２年１０月１日至大正１３年３月３１日／昭和３年下半期

第２０・３２・４１回（３冊）

小松電気 [] 4,950円 [本体]

B6 17+23+13p

営業報告書 

A5 10p

 [富山電気] 4,400円 [本体]

A5 66+69p

営業報告書  自昭和１２年７月１日至１２月３１日

第２６回

東北送電 [] 2,200円 [本体]



125

昭和63.5 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?125:日本石油百年～

126

昭和49.8 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?126:昭和石油三十～

127

昭和51 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?127:日網石油精製～

128

昭和44 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?128:大協石油株式～

日本石油百年史 

日本石油社史編纂室 [日本石油] 4,400円 [本体]

B5 1050p

日網石油精製 [] 5,500円 [本体]

B5 193p

大協石油株式会社三十年史

昭和石油三十年史

昭和石油 [] 6,600円 [本体]

B5 394p

日網石油精製十五年史

大協石油 [] 6,600円 [本体]

B5 146p



129

大正9-11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?129:決算報告書 ～

130

平成3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?130:石油化学とと～

131

昭和17 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?131:株主名簿 ～

132

昭和53 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?132:三井石油化学～

A5 106+98+214+232+14p

石油化学とともに３０年 化学、夢への道

丸善石油化学３０年史編纂委員会 [丸善石油化学] 7,700円 [本体]

B5 232p

決算報告書 

第５４・５５・５８・５９・６０回（５冊）

日本石油 [] 22,000円 [本体]

三井石油化学工業 [] 3,850円 [本体]

B5 405p

株主名簿 

昭和１７年６月１日現在

帝国燃料興行 [] 2,750円 [本体]

B5 37p

三井石油化学工業２０年史 １９５５～１９７５



133

大正8-15 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?133:営業報告書 ～

134

大正9-11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?134:報告書 ～

135

昭和50 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?135:環境・エネル～

136

昭和60 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?136:３０年の歩み～

営業報告書 

第３～６・８・１５・１６回（７冊）

A5 45+44+32+32p

環境・エネルギー・技術への挑戦 三菱化工機四十周年を記念して 

（附図１枚共）

三菱化工機四十周年記念実行委員会 [] 6,600円 [本体]

A4 39p

帝国油脂 [] 22,000円 [本体]

B6 24+24+22+26+20+19+18p

報告書 

第１～３・５回（４冊）

帝国火薬工業 [] 8,800円 [本体]

３０年の歩み／３０年の記録 名鉄百貨店開店３０周年記念社史

（２冊）

名鉄百貨店社史編さん室 [名鉄百貨店] 5,500円 [本体]

A4 370+183p



137

昭和48 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?137:丸井今井百年～

138

昭和51.9 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?138:株式会社阪急～

139

昭和42.10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?139:大丸二百五拾～

140

昭和36.10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?140:伊勢丹七十五～

石田篤郎 [丸井今井] 7,150円 [本体]

B5 604p

株式会社阪急百貨店２５年史

丸井今井百年のあゆみ

B5 631p

伊勢丹七十五年のあゆみ

伊勢丹 [] 3,300円 [本体]

B5 247p

阪急百貨店社史編集委員会 [阪急百貨店] 5,500円 [本体]

B5 921p

大丸二百五拾年史

大丸２５０年史編集委員会 [大丸] 4,400円 [本体]



141

昭和61.10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?141:新世紀への翔～

142

昭和43 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?142:高島屋百三十～

143

平成2 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?143:岡田屋創業者～

144

昭和33 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?144:明治屋七十三～

高島屋 [] 11,000円 [本体]

A4 539p

岡田屋創業者と百年の歩み

新世紀への翔き  伊勢丹１００年のあゆみ

創業１００周年記念事業社史編纂実行委員会 [伊勢丹] 4,400円 [本体]

A4 241p

高島屋百三十五年史 

24.8X21cm 213p

岡田屋百周年史編集部 [横浜岡田屋] 3,300円 [本体]

B5 313p

明治屋七十三年史

明治屋本社 [] 3,850円 [本体]



145

平成4 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?145:夢を託して ～

146

平成22 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?146:帝国ホテルの～

147

平成11.11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?147:ワコール５０～

148

昭和30.3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?148:白洋舎五十年～

夢を託して 第一ホテル社史

第一ホテル [] 9,900円 [本体]

B5 505p

ひと：相互信頼／こと：女性美追究／もの：からだ文化／資料集（４冊）

株式会社ワコール社長室編纂事務局 [ワコール] 9,900円 [本体]

B5 314+410+310+112p

白洋舎五十年史 創業五十周年記念出版

帝国ホテルの不思議

村松友視 [日本経済新聞出版社] 1,100円 [本体]

B6 357p

ワコール５０年史

白洋舎 [] 3,300円 [本体]

A5 269p



149

平成10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?149:グンゼ１００～

150

平成15 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?150:セシール３０～

151

昭和11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?151:営業報告書 ～

152

平成10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?152:季刊ＴＫＳ ～

B5 941p

セシール３０年の歩み 愛と信頼をお届けして

セシール社史編纂事務局 [セシール] 11,000円 [本体]

A4 394p

グンゼ１００年史 １８９６～１９９６

社史編さん室 [グンゼ] 16,500円 [本体]

増刊号

東京機械製作所総合企画部 [東京機械製作所] 1,100円 [本体]

B5 100p

営業報告書 

第３５期：昭和１１年上半期

白木屋 [] 3,300円 [本体]

A5 71p

季刊ＴＫＳ 創業１２５年特集



153

昭和17 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?153:営業報告書 ～

154

昭和48.6 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?154:激流に生きる～

155

昭和49.6 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?155:安田保善社と～

156

平成4 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?156:日本パレット～

営業報告書 

第４１回：昭和１６年下期

B5 280p

安田保善社とその関係事業史

安田不動産安田保善社とその関係事業史編修委員会 [安田不動産] 2,750円 [本体]

B5 984p

鳳来寺鉄道 [] 4,400円 [本体]

B6 13p

激流に生きる カネツ商事２０年のあゆみ

カネツ商事広報室 [] 2,200円 [本体]

日本パレットプール二十年史

日本パレットプール [] 3,300円 [本体]

B5 270p



157

昭和43.10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?157:東和の４０年～

158

平成7 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?158:立山黒部貫光～

159

昭和34 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?159:紅  伊勢半～

160

大正9.5 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?160:宝田二十五年～

（東和作品グラフィック共２冊）

「東和の４０年」編集室 [東和] 2,750円 [本体]

A4 205+212p

立山黒部貫光３０年史

東和の４０年 １９２８～１９６８

B5 589p

宝田二十五年史 

宝田石油臨時編纂部 [宝田石油東京店] 8,800円 [本体]

A5 259p

立山黒部貫光３０年史編集委員会 [立山黒部貫光] 4,400円 [本体]

A4 514p

紅  伊勢半百七十年史

沢田亀之助著 [伊勢半] 5,500円 [本体]



161

平成21 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?161:サンワテクノ～

162

平成11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?162:一筋の道 に～

163

昭和60 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?163:変革の発想 ～

164

平成22 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?164:住友本社経営～

３００年記念社史編集プロジェクト [にんべん] 5,500円 [本体]

A4 115p

変革の発想 炎の男たち・住友

サンワテクノス創立６０周年記念誌

社史編集委員会 [サンワテクノス] 2,750円 [本体]

A4 183p

一筋の道 にんべん物語

A5 1108+1012p

旺文社 [] 1,100円 [本体]

A5 245p

住友本社経営史

上・下（２冊）

山本一雄 [京都大学学術出版会] 14,300円 [本体]



165

昭和57 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?165:塚本総業株式～

166

昭和58 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?166:中庄二百年の～

167

昭和51 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?167:ミツウロコ五～

168

明治38 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?168:報告書～

塚本総業株式会社二十五年史

塚本総業 [] 4,400円 [本体]

B5 518p

ミツウロコ [] 5,500円 [本体]

B5 347p

報告書

第４回：明治３７年度

中庄二百年の歩み

服部清 [中庄] 2,750円 [本体]

A5 419p

ミツウロコ五十年史

改伸 [] 3,300円 [本体]

B6 27p



169

昭和13 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?169:日本発送電株～

170

昭和27-32 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?170:キング営業内～

171

平成6.7 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?171:御木本真珠発～

172

平成19 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?172:山武百年史 ～

A5/B6 6+1+8p

キング営業内報

１９５２～１９５７年（８０部紐綴１冊）

キングレコード [] 11,000円 [本体]

B5 320p

日本発送電株式会社株式を推奨／日本発送電株式会社株式募集／新時代の株式投資観

（３冊）

日興證券 [] 2,750円 [本体]

山武 [] 8,800円 [本体]

A4 549p

御木本真珠発明１００年史

ミキモト [] 8,800円 [本体]

A4 337p

山武百年史 新たなる価値創造／オートメーションの拓く未来



173

平成8.10 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?173:日本会社史研～

174

平成6.3 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?174:祈りの経営ダ～

175

平成11 お問い合わせ http://www.bunsei.co.jp/iq/?175:摂北岩田家の～

日本会社史研究総覧 経営史学会創立３０周年記念

 387+279+481p

摂北岩田家のあゆみ

本文編・史料編（２冊）

竹下喜久男／他 [岩田土地] 3,300円 [本体]

A5 357+756p

経営史学会 [文眞堂] 3,300円 [本体]

A5 553p

祈りの経営ダスキンの３０年 創業物語と成長への道のり／企業年表と経営資料／ダスキン企業集団経営者の手記

第１～３巻（３冊）

ダスキン [] 5,500円 [本体]


