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1 正義の味方 月光仮面（街頭紙芝居）
大冒険活劇　第 8 ～ 15 巻（B4　8 組：10 枚 1 組）
東雄保（作）／土居（画）あづまや会　審査済印 少イタミ

￥1,320,000（税込）

謹
賀
新
年

ご注文方法は裏面をご覧下さい。
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2 中島高速旅客輸送機（ＡＴ機）計画説明書／審査予定／審査方式／実験成蹟報告
／第一次性能推算／ＡＴ機改造意見／他資料一括
昭和 11 年（図面・指標共）中島飛行機株式会社／満州航空株式会社航空工廠

30.5 × 24cm　2.7cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥275,000（税込）

3 軍艦・戦艦・駆逐艦写真帖（4 冊：383 枚）
第 29 駆逐隊（朝凪・夕凪・追風）／砲艦（熱海）／神戸川崎造船所
にて 軍艦摩耶／イタリア海軍重巡洋艦 TRENTO ／他

少イタミ 少書込 キャプション有　　　　　　　　￥418,000（税込）
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4 複葉機（偵察機・戦闘機・爆撃機・旅客機）写真帖
大正 14 ～昭和 9 年（2 冊：567 枚）
八八式一型偵察機・超重爆撃機・九一式戦闘機・所沢飛行学校式Ａ－ 3 型・ブレゲ系複座軍用機／他

少破 キャプション有 一部絵葉書含む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥385,000（税込）

5 鉄道博覧会記念写真帖
自昭和 5 年 4 月 16 日至昭和 5 年 4 月 27 日　会場：名古屋松坂屋
名古屋鉄道局／名古屋新聞社主催　17 × 24.3cm　1cm　少イタミ 記名　　　　￥66,000（税込）

6 昭和 7 年上海事変
昭和 7 年　上海事変戦跡経過図・上海閘北戦場の図／他　尚美堂：田中良三著　華和公司
19 × 26.3cm　1cm　少ヤケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥16,500（税込）
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7 支那大観　第壱集
大正 9 年　中部支那　金丸健二撮影　上海家庭写真会

26.5 × 37cm　2.8cm　イタミ 少破　￥121,000（税込）

8 石鎚連峯と面河渓
調査区域（上浮穴郡：仕七川村・面河村
／周桑郡：石鎚村／宇摩郡：別子山村／他）
愛媛県　21.2 × 31.5cm　50 頁
少ヤケ 写真欠　　　　　　￥6,050（税込）

9 木造兵舎ノ防火試験報告別冊
昭和 14 年 8 月　試験報告第 7 号　陸軍築城部本部／陸軍航空本部編　B5　3.6cm　　￥110,000（税込）

10 電影連環画冊（16 冊）
1956 ～ 1972 年　二十四只眼晴・第十二夜・第六綝臥・宋土杰・宋景詩・失踪的人・地下尖兵

／他　中国電影出版　10 × 12.3cm　少ヤケ　　　　　　　　　　　　　　　　￥99,000（税込）
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11 蒋主席影伝
伝潤華編　丁星五
B5　1.7cm
イタミ 少ヤケ 少書込

￥99,000（税込）

12 中国歴代帝后
珂羅版印 ( 高山澤印行 )　有正書局　B4　2.5cm　少イタミ　　￥275,000（税込）

13 南満州鉄道沿線写真帖
27 × 36.5m　1.8cm

背破 少イタミ　￥44,000（税込）

14 拉浜線建設紀念写真帖
1933 年　南満州鉄道株式会社
鉄道建設局哈爾浜建設事務所
B5　51 頁　少ヤケ

　　￥242,000（税込）

15 満州風物写真集（50 図）
昭和 14 年　満州観光連盟　38 × 46cm　50 枚　少イタミ 少ヤケ　￥330,000（税別）
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16 満州北支吉祥文（40 図）
（続満州北支民芸図選の一部）
昭和 17 年　足景文／同教符　東亜民族研究所

B5　40 枚　印　　　　　　　￥71,500（税込）

17 台湾の山林　第 123 号
大正 11 年　台湾国立公園号
佐々木舜一編　台湾山林会　A5　273 頁

少イタミ　　　　　　　　￥49,500（税込）

18 東光（中文）　第 2 巻第 4 輯
昭和 18 年　鉄道省／国際観光協会

A4　40 頁　少ヤケ 少破　　￥55,000（税込）

19 関学闘争の記録
昭和 44 年　関西学院大学全学共闘会議出版局

12.8 × 18.5cm　1cm　少ヤケ 少イタミ　￥88,000（税込）

20 NIPPON（独文）
昭和 18 年　鉄道省／国際観光協会
B5　34 頁　印 少イタミ

￥104,500（税込）

21 カラフト画報
昭和 14 年　皆川雅之助編　雑誌「樺太」社

B5　89 頁　印 少イタミ 少破 少ムレ　￥44,000（税込）

22 DER TRIUMPH DES WILLENS
1993　KAMPF UND AUFSTIEG ADOLPH HITLERS UND 
SEINER BEWEGUNG　Hoffmann, Heinrich ／ Schirach, 
Baldur. 著　ZEITGESCHICHTE
B5　62 頁　少イタミ　　￥24,200（税込）
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23 ベルリン
（夜の有刺鉄線・子供たちに悲しい日曜日・暗
闇の中での跳躍／他）34.5 × 25.5cm　39 頁
一部切取 記名　　　　　     　￥22,000（税込）

24 ソヴエートの友
昭和 6 ～ 7 年　12 月号・第 2 巻第 5 号（2 冊）

（題字：村山知義）稲葉秀三編 ソヴエート友の会
／日ソ文化協会　A4　15+15 頁
少イタミ 少破　　　　　　￥33,000（税込）

25 弓法書　第 3 編射義篇：第 1 ～ 3 巻（2 冊）
大正 15 ～昭和 2 年　弓図／弓具／目当物及的　大島翼（小笠原流・日置流・大日本武徳会）編
B5　130+46 頁　印 少イタミ　　　　　￥495,000（税込）

26 徳川氏時世ノ司法一班ニツイテ
地方裁判所判事：オットー・ルドルフ述　司法省
25 × 17.5cm　0.9cm　印 少虫喰

￥88,000（税込）

27 松島遊郭移転問題に関する書類／
松島遊郭事件日誌（甲号）／松島遊
郭事件策戦対照一覧（3 点）
大正 15 年　B5　0.5cm　　￥93,500（税込）
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28 書類綴
板垣退助氏意見書（明治 20 年 8 月）／谷干城氏
意見書／勝安房氏口演覚書（明治 6 年）／憲法
草案／裁判権ノ條約草案二関スル意見書／井上
毅・ボアソナード両氏対話筆記／他
B5　3cm　書入 少イタミ　　　￥88,000（税込）

29 警吏之礎
警察大意・高等警察・司法警察・行政警察・服務他
B5　920 頁　謄写版 ヤケ イタミ 書込　￥198,000（税込）

30 大阪府官民年賀名刺交換会誌　第 2 集
明治 35 年　大阪府官民名刺交換会事務所

B6　555 頁　裸本 少汚 少イタミ　￥11,000（税込）

31 アフィッシュ
第 1 年第 1 号：7 月号（創刊号）
昭和 2 年　ポスター研究雑誌
杉浦非水監修　七人社　A4　28 頁

少ヤケ イタミ テープ補修有　￥121,000（税込）

32 アフィッシュ
第 1 年第 3 号：9 月号
昭和 2 年　ポスター研究雑誌
杉浦非水監修　七人社　A4　30 頁
少ヤケ 少シミ 少イタミ テープ補修有

￥99,000（税込）

33 アフィッシュ
第 3 年第 3 号：3 月号
昭和 5 年　図案研究雑誌
岸秀雄編　七人社　B5　67 頁
少イタミ 少ヤケ 少汚 

￥99,000（税込）

34 詩と版画　第 3 輯
大正 12 年　夏の巻：恩地孝四郎・
藤森静雄／他 オリジナル木版画入
詩と版画社編　B5　50 頁
ヤケ 少イタミ 落丁有

￥66,000（税込）
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35 産業関係絵葉書（196 葉）
王子製紙（17 葉）／日本石油（11 葉）／日本舎密製造（6 葉）／電化青海工場（8 葉）／他

B5　5.1cm　ヤケ 少イタミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　￥198,000（税込）

36 電車・バス札幌遊覧案内／北海道観光案
内／登別温泉案内／北海道産おみやげ・
小樽市全図（4 点）
昭和 10 年　札幌市電気局／北海道社／藤本食料品店／

他編　A5　0.5cm　　　　　　　　　　￥27,500（税込）

37 信濃国大絵図　全
天保 6 年　森川保之画　高美屋甚左衛門／吉野家仁
兵衛／他　104 × 170cm
書込 線引 少イタミ 少破 汚 少虫喰　￥71,500（税込）

38 伊豆七島全図　増訂
附 無人島八十嶼図／相武房総海岸図　東條信耕
75×105cm　少虫喰 少ヤケ 裏打　￥55,000（税込）

39 伊豆半島図
江戸期　127 × 68cm
色刷 印 虫喰 補修済　￥60,500（税込）

40 大日本帝国大隅国諸島土性図
明治 31 年　比例尺二百万分之一
農商務省鉱山局地質課
84 × 78cm　色刷 少汚 書込

￥66,000（税込）
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41 七島問答
大 正 13 年　 巻 1 ～ 8： 南 島
航路之図／口之島記並ニ図／
中之島記並ニ図／臥蛇島記並
ニ図／他（1 冊）白野夏雲
23.8 × 16.3cm　1.5cm
植物学者 正宗厳敬による謄写（巻
末に大正 13 年 9 月に写したと記
述あり）

￥242,000（税込）

42 日本全図名所図会
天巻：184 枚／地巻：197 枚

（合計：381 枚）
東京・京都・大阪・沖縄・満州・樺太・朝鮮・
台湾／他　10.5 × 15cm

￥198,000（税込）

43 千島写真帖
昭和9年　北海道庁　26.5×35.5cm　0.9cm

少イタミ　　　　　　　　　　￥13,200（税込）

44 大正十二年大震災記念写真帖
昭和 6 年　ゾーシン粉石鹸本舗 山田商店創業満
十五週年記念　山田商店編　B5　10+149 頁
少イタミ ムレ　　　　　　　　￥11,000（税込）

45 関東大震災：個人による写真帖
（写真 174 枚）B4　1.8cm　ヤケ

￥440,000（税込）

46 関東大震災画帖
大正 12 年　東京十画伯実写
金尾種次郎編　金尾文淵堂
B4　32 頁　少ヤケ イタミ 署名

￥33,000（税込）
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47 関東大震災写真帖（神奈川県小田原市）
（生写真 42 枚）小田原駅前／酒匂川／根府川駅／塔之沢／湯本駅／御用邸建物／他　A4　34 頁　ヤケ

　　　￥165,000（税込）

48 第６回選手権競技大会記念写真帖 
大正 12 年 5 月　第 6 回選手権競技大会記念
写真帖　極東体育協会／大阪体育協会
奥川写真館　26.5 × 37cm　4cm

イタミ 少ヤケ 少破　　　　￥104,500（税込）

49 仙台医学専門学校在学記念帖
明治 44 年　29 × 37cm　1.7cm

￥8,800（税込）

50 日本貿易商社商法綴（40 枚）
昭和 2 年（鉄砲販売免許商・諸外国直輸入商）各国猟銃・登
山用具・西洋浴槽・医療用機械・幻燈機／他　日本貿易商社
25 × 34cm　少イタミ 少破　　　　　　　　￥16,500（税込）

51 大連市公会堂建築設計懸賞競技
入選図集（49 図）
昭和 14 年　審査報告：佐藤武夫／審査行：
岸田日出刀／一等当選：前川国男・二等当選：
片山節義／他　近藤宜信編　満州建築協会
27 × 20.5cm　1.5cm　少ヤケ 一枚欠

　￥82,500（税込）

52 帝国ホテル（図版 58 枚）
大正 12 年　高梨由太郎編　洪洋社
B5　表紙シミ 少ヤケ

￥198,000（税込）
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55 大正 5 年度競技設計図集
第 1：日清生命保険株式会社図案（19 図）
第 2：長瀬商店事務所図案（16 図）
大正 6 年［橋本瞬介（一等）／渡辺仁／中村鎮／
小林福太郎／阿野虎］高梨由太郎編　洪洋社
B5　少ヤケ 少イタミ　　　　　　￥66,000（税込）

56 名古屋市庁舎競技設計図集（54 図）
昭和 5 年［平林金吾（金賞）／荒木栄一／杉原
啓一郎／村野嘉寿夫／山田昭／他］
米田兵三郎著　洪洋社
B5　少ヤケ 目次欠 題箋欠　　￥60,500（税込）

57 東京帝国大学工学部建築学科卒業計画図集（212 図：別冊共）
昭和 3 年　明治大正時代［別冊 感想］東京帝国大学工学部建築学科内木葉会編　洪洋社
B5　27 頁 +212 図　少ヤケ 図 1 枚欠 帙イタミ　　　　　　　　　　    ￥165,000（税込）

58 東京帝国大学工学部建築学科卒
業計画図集（212 図の内 18 図）
昭和 3 年　明治大正時代　東京帝国大学
工学部建築学科内木葉会編　洪洋社　B5

￥8,800（税込）

59 書院建築詳細図譜
昭和 31 年　北尾春道著　彰国社
A4　192 頁　少イタミ 函欠

￥6,050（税込）

54 聖徳記念絵画館葬場殿趾記念建造物
競技設計図集（52 図）
大正 15 年　［小林正紹（一等）／渡辺仁／長谷
部鋭吉／竹腰健造／吉武東里／他］
高梨由太郎編　洪洋社　B5　3 頁 +52 図
少ヤケ 少汚　　￥66,000（税込）

53 明治神宮宝物殿競技設計図集（32 図）
大正 10 年［大正 4 年 11 月 1 日当選発表／大
森喜一（一等当選：設計説明付）／小林福太郎
／鈴川孫三郎／後藤慶二／他］
高梨 由太郎編　洪洋社　B5　4 頁 +32 図
少ヤケ　　　　　　　　　　　　￥71,500（税込）
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60 矢車剣之助（街頭紙芝居）
剣活劇　第 8 ～ 15 巻（B4　8 組：10 枚 1 組）

深草春城（作）／篠崎英美（画）　大洋画劇社　審査済印 少イタミ　　￥935,000（税込）

61 チリメン本：
JAPANESE FAIRY TALE
THE BOY WHO DREW CATS

（猫を描いた少年）
（英文）明治 31 年　ラフカディオ・ハーン著
長谷川武次郎　19 × 14cm　22 頁　少シミ

￥71,500（税込）

62 志ん意匠 久佐ぐさ　上・中・下（3 冊）
河隅玉祐画　内田美術　B4　25+20+20 頁
図 1 枚欠 帙　印 少ヤケ　　￥198,000（税込）

63 花鳥画集（56 図）
明治 36 年　春名錦山著
山田芸艸堂　B5　表紙少イタミ

￥66,000（税込）

64 絵本舞台扇
上・中・下（3 冊）
大正 6 年　画：勝川春章／文調
久保田米遷編
風俗絵巻図画刊行会／吉川弘文館
A4　52+40+50 頁　￥27,500（税込）
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67 新定和蘭文範　前編
安政 3 年　柳下元良／金子忠範　和泉屋吉兵衛　B5　50 丁　書入 少虫喰　￥275,000（税込）

68 シューズデザインパターン型紙（129 枚）
16.5 × 22.5cm　少ヤケ　　　　　￥154,000（税込）

69 三角エホン　第 2 編
曽我兄弟（新曲付：梁田貞作曲）
大正 5 年　野元義雄編　図案新集社
14 × 17.9cm　17 頁
記名 少ヤケ 少イタミ シミ　￥88,000（税込）

65 征清幻燈双六
明治 27 年　小林清親著　井上吉次郎
79 × 73cm　少イタミ　￥198,000（税込）

66 教育少年幻燈会寿語録
明治 36 年　綱島亀吉著
87 × 79cm　少シミ　￥88,000（税込）
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70 年賀絵葉書帖　第 1・2 回（芳名録共 2 冊）
昭和 10 ～ 11 年　丙子（昭和 11 年）：76 枚／丁丑（昭和 12 年）：88 枚
日本年賀の会／日本年雅の会　18 × 22.5cm　　　　　￥110,000（税込）

71 愛国イロハカルタ（文字札・絵札各 47 枚）
昭和 18 年　日本少国民文化協会著　日本玩具統制協会　 5.5 × 3.6cm　　　￥27,500（税込）

72 団子串助イロハカルタ
（文字札・絵札各 47 枚）
宮尾しげお著　7.5 × 5.3cm
少イタミ 函欠 文字札・絵札 1 枚欠

￥11,000（税込）

73 海軍　コドモ画帖
昭和 4 年　石崎兼次郎著　富士屋書店　7.7 × 11cm　1.5cm　　　￥16,500（税込）

74 新選いろはかるた（文字札・絵札各 47 枚）
昭和 6 年　羽仁もと子編　婦人之友社　9.5 × 13.5cm　函イタミ 文字札・絵札 1 枚欠 　　￥22,000（税込）
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77 選挙粛正
東京府／警視庁／東京市　106.5 × 75.5cm
少破　　　　　　　　　　　　　￥99,000（税込）

78 貯蓄する 撃つ！勝つ！築く！
日本宣伝技術家協会　大蔵省・道府県
72.5 × 51.5cm　少破 少イタミ 少書込

　　　　　￥16,500（税込）

79 御即位大礼奉拝
帝国軍人教育会会員並に賛助会員に告ぐ［即位式
拝観申込み案内］　帝国軍人教育会接待部
111 × 82cm　少イタミ　　　￥55,000（税込）

80 世界に輝く軍艦旗
昭和 4 年　国勢伸展回雇（明治二十七年：日清
役直前軍艦排水量／明治三十一年日清役後・日露
役前軍艦排水量／他）海軍省　107 × 227.5cm
少破 少イタミ テープ補修有　　￥38,500（税込）

75 大東亜共栄圏南諸島面積／屠れ米英
われらの敵だ（2 枚）
大政翼賛会宣伝部／大政翼賛会
36 × 50.5/30 × 43cm　イタミ テープ補修

　　￥13,200（税込）

76 援護にも示せ日本の底力
軍事保護院／都道府県／軍人援護会
72 × 56.5cm　少イタミ 少破 テープ補修有

　　￥33,000（税込）
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81 領収書受取推奨ポスター
盛岡税務署・盛岡警察署・盛岡商業報国会料飲分会・
森岡料理飲食店聯盟　76.5 × 53cm　少破 少イタミ

　￥88,000（税込）

82 年賀郵便
年賀用新切手発売・意匠入日附印押捺　熊本逓信局　
76 × 53cm
少破 少イタミ シミ　　　　　　￥27,500（税込）

83 防空警報
防空警報の種類：警戒警報・空襲警報・空襲警報解除・
警戒警報解除／防空警報の伝達系統：陸海軍司令部・
鉄道局・電信局・警視庁／他　75 × 51cm　少破 少
イタミ テープ補修有　　　　　　￥19,800（税込）

84 仰げ国体 護れ皇国
百穂画　文部省　76 × 54cm 少破 少シミ

　　　　　　　￥11,000（税込）

85 二月十七日祈年祭
長興（作）大政翼賛会　74 × 51.5cm　少イタミ

　　　￥44,000（税込）

86 皇国を護る我等の健康
（内務省）健康保険協会　77 × 52cm
少イタミ 少シミ　　　　　　　　￥38,500（税込）
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89 ST ALBANS ROUTE EVERY 84 DAY
E L E C T R I C  R A I LWAY  H O U S E ,  B R O A D WAY 
WESTMINSTER.　WATERLOW & SONS LIMITED, 
PRINTERS. DUNSTABLE AND LONDON.
75 × 55cm　少イタミ　　￥8,800（税込）

90 三井洋行カレンダー
大正 14 年　中華民国十四
年・西暦壱千九百弐十五年
恭賀新禧
香港三井洋行謹啓　MITUI 
BUSSAN KAISHA. LTD.
108 × 34cm　破

￥110,000（税込）

91 敬礼強調週間
自三月一日 至三月七日
海軍燃料廠　109 × 79cm　少イタミ

￥44,000（税込）

92 泰山進香大会
日期・自二月五日至四月廿日（旧暦自一月一日至
三月十六日）　発揮国民総力確立決戦体制　（主
催）泰安儒釈道三教聯合会／泰安道公署・泰安県
公署・新民会泰安道総会・新民会泰安県総会
54 × 33cm　　　　　　　　　￥27,500（税込）

87 東京北角ノ大火新吉原角海老樓～延焼之実写
向島堤ヨリ新吉原方向延焼ノ真図
博画館　40 × 55cm　少イタミ 少破　　￥16,500（税込）

88 聯合艦隊の威容
昭和 10 年 5 月　帝国海軍社（印刷者）
海軍省　78 × 108.5cm　イタミ 破

￥5,500（税込）
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93 娘娘廟会
康徳元年四月十八日（陰暦）
担担王道 浩浩皇恩
77.5 × 53cm　少破 テープ補修有

　　￥49,500（税込）

94 南満州鉄道ポスター
伊藤順三（画）
南満州鉄道株式会社
125 × 45.5cm
少イタミ 少シミ

　　￥242,000（税込）

95 打倒新沙皇！
毛主席語録　60 × 62cm　イタミ

　　￥16,500（税込）

96 毛沢東ポスター
71.5 × 47.5cm
少破 テープ補修有　￥16,500（税込）

97 毛沢東ポスター
烏魯木齋市文化館革命領導小組稿：一九六七・
十二　57 × 76cm　少破　　　￥22,000（税込）

98 エスペラント週間
63 × 45.5cm　少イタミ

￥22,000（税込）
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フリガナ

御氏名：

送本先御住所（□自宅　□勤務先） TEL： FAX：
〒

メ－ルマガジンの配信をご希望の方はメールアドレスをご記入下さい。

＠

□　公費購入

□　私費購入
書類宛名

必要書類

□　見積書　　　通 □　納品書　　　通 □　請求書　　　通 □　価格認定書 □ 領収書（前払いのみ）

送料：□　本代に含む　　□　別記 日付：□　要　　□　不要　

（株）文生書院　　FAX：０３－３８１１－０２９６

　　　年　　　月　　　日

お手数ですがそれぞれにご記入、□にはチェックをお願いいたします。

  　　　　   mail：info@bunsei.co.jp
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ご注文の栞
●　ご注文の際はメール、または FAX注文書をご利用ください。お電話にてもご注文を承っております。目録

番号・書名・価格をご記入下さい。

●　ご注文が重なった場合は先着順になります。

●　ご注文は各書店ごとにお願い致します。

●　諸官庁、学校図書館、会社等のご注文は機関のご捺印をお願い致します。

●　表示価格はすべて総額表示（税込）となっております。

●　お支払いは、前払い・代引きにてお願い致します。


