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A. 一般地図編 

[1]一般地図 

（1）東京全図 ※東京全体で2～6枚のものを含む。 

武蔵伊豆江戸と東京地図撰譜（複製 人文社 図11枚 D/0920/M989/M） 

[収録図…東京御絵図(明治4） 実測東京全図(明治11） 東京一目新図(明治30） 

東京中部(明治16測量） 東京南部(明治17測量） 他江戸図6枚] 

萬壽御東京繪圖（大橋堂 明治元年刊の複製 [深見和夫] 図1枚 T/290.3/5371/1968） 

官版東京全図（吉田屋文三郎 明治2年刊の複製 人文社 図1枚 T/290.3/5025/7-1 ホルダー入） 

東京御絵図（上記と同じもの 吉田屋文三郎 明治2年刊の複製 古地図史料出版 図1枚 

T/290.3/5044/1-10 ホルダー入） 

萬世御東京繪圖 改正（明治2 萬屋庄助 図1枚 T/290.3/5372/1869） 

[分間懷寶東京繪圖]（[明治3] 須原屋茂兵衛 図1枚 ST/290.3/5347/1870） 

改正東京御絵図（18-- 出版者不明 図1枚 T/290.3/5034/X） 

東京大絵図（吉田屋文三郎 明治4年刊の複製 人文社 図1枚 T/290.3/5025/2-6 ホルダー入） 

[明治四年東京大絵図]（吉田屋文三郎 明治4年刊の複製 東京都 図1枚 

東京市史稿 市街篇 第52別冊 0920/T727/T2-2-52-2） 

[明治四年東京絵図]（大黒屋平吉 明治4年刊の複製 古地図史料出版 図1枚 T/290.3/5261/10） 

[東京絵図]（大黒屋平吉 明治4年刊の複製 古地図史料出版 図1枚 T/290.3/5044/2-8 ホルダー入） 

東亰市坊細見圖（明治10 中邨熊次郎 図1枚 T/290.3/5373/1877） 

[改正東京區分繪圖] 改正再刻（明治10 兒玉彌七 図1枚 T/290.3/5403/1877） 

開朙東亰新圖 明治10年改正（大倉孫兵衛 図1枚 ST/290.3/5440/1877） 

[東京全図]（明治11 辻岡文助 図１枚 T/290.3/5256/1878 ※タイトルの記載なし） 

東亰區分繪圖（明治11 加藤定次郎 図1枚 ST/290.3/5350/1878） 

東京區分明細圖（[明治11] 辻岡文助 図1枚 T/290.3/5418/1878） 

東京明細圖（[明治11] 福田榮造 図1枚 T/290.3/5405/1878） 

改正東京區分繪圖（[明治12] 児玉彌七 図1枚 T/290.3/5465/1879） 

町鑑明細改正東京一覧図－附華族官員住居－（明治12 熊谷庄七 図１枚 T/290.3/5252/1879） 

東京全図（相良常雄製図 明治12年刊の複製 人文社 図1枚 約1:14500 

T/290.3/5025/7-2 ホルダー入） 

名所繪入東亰御繪圖（[明治12] 児玉彌七 図1枚 T/290.3/5429/1879） 

改正東亰區分明細全圖（明治12 山中喜太郎 図1枚 T/290.3/5500/1879） 

開明東京區分御繪圖（明治12 井上茂兵衛 図1枚 ST/290.3/5383/1879） 

東京府管内全図（明治13年刊の複製 東京都公文書館 図1枚 DT/0・290/14/G 製本） 

新携懐中東京区分全図（明治13 東崖堂 図１枚 ST/0・290/5012） 

改正東京区分明細図（明治13 猶葉周平 図１枚 T/0・290/5006） 

東京區分繪圖（[明治13] 清水嘉兵衞 図1枚 T/290.3/5416/1880） 

東亰及横濱全圖（明治13 安倍爲任 図1枚 T/290.3/5404/1880） 

東京区分明細図（明治15 猶葉周平 図１枚 T/290.3/5254/1882） 

名所繪入東亰區分全圖（[明治15] 平野傳吉 図1枚 T/290.3/5348/1882） 

[東京絵図]（明治15 大倉四郎兵衛 図1枚 T/290.3/5294/1882 ホルダー入） 
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改正明細東京御絵図（明治16 深瀬亀次郎 図１枚 T/290.3/5287/1883 畳もの） 

明治改正東京全圖（明治16 稲田佐兵衛 図1枚 T/290.3/5419/1883） 

新選東亰全圖（[明治16] 阪井金三郎 図1枚 T/290.3/5497/1883） 

明治東京全図-名所画入-（明治17 大竹政吉 図１枚 T/0・290/5007） 

明細新選東京全図（明治17 松成伊三郎 図１枚 T/290.3/5239/1884） 

東京新側量絵図－区分弌覧－（[明治17] 大倉四郎兵衛 図１枚 T/290.3/5253/1884） 

新選東京全図（明治19 阪井金三郎 図1枚 T/0・290/3133） 

明治東京明細全図（明治19 福延堂 図1枚 T/0・290/3129） 

開明東京新図（明治19 大倉孫兵衛 図1枚 T/0・290/3111） 

東京新測量絵図（明治19 大倉四郎兵衛 図１枚 ST/0・290/5004） 

明細明治東京全図－一名東京独案内－（明治19 日月堂 図１枚 T/0・290/5010） 

名勝図解東京御絵図（明治19 児玉弥七 図１枚 T/290.3/5292/1886） 

改正東亰區分全圖（[明治19] 児玉又七 図1枚 T/290.3/5366/1886） 

改正東京新図（明治20 井上勝五郎 図1枚 折本 T/0・290/3102） 

東京精測新図（明治20 福田熊次郎 図１枚 T/290.3/5033/1887） 

明細改正東京新圖（[明治20] 井上勝五郎 図1枚 T/290.3/5407/1887） 

改正東京測量全図 明治21（児玉又七 図1枚 DT/0・290/3131, T/290.3/5255/1888） 

明治改正東京全図 明治21（嵯峨野彦太郎 図１枚 1:20000 T/290.3/5035/1888） 

實地測量東亰新圖（明治21 藍外堂 図1枚 T/290.3/5414/1888） 

東京精測新図 明治21, 明治23（大村恒七 各図1枚 DT/0・290/97, T/0・290/97/1890） 

東京市区改正縮図（明治22 竹内拙三 図1枚 T/0・290/3109） 

明細改正東京新図（明治22 井上勝五郎著 薫志堂 図1枚 T/0・290/3102/1889） 

新撰実測東京図－名所写真画入－（明治22 永松作之助 図１枚 T/0・290/5014） 

名勝畫入東亰案内圖（明治22 改正舎 図1枚 T/290.9/5601/1889） 

明治改正東京全圖（明治22 稲田佐兵衛 図1枚 T/290.3/5370/1889） 

改正東京全図（明治23 水落忠治郎 図1枚 T/0・290/3113） 

改正東京測量全図 明治23年1月改正（児玉又七 図1枚 T/290.3/5255/1890） 

名所絵入東京新図（明治23 井上勝五郎 図1枚 S290.3/5306/1890 折畳み小型本） 

東京市区改正全図（明治23 [内閣官報局] 図1枚 1:20000 官報2005号附録 T/290.3/5238/1890） 

東京市区改正全図（明治23年刊の複製 東京都公文書館 図1枚 1:20000 DT/0・290/20/G 製本） 

改正東亰全圖（明治23 綱島亀吉 図1枚 T/290.3/5356/1890） 

東京區分明細全圖 改正（明治23 井上茂兵衛 図1枚 T/290.3/5364/1890） 

明治改正東京全図 明治23再版、明治24改再版（嵯峨野彦太郎 各図１枚 1:20000 

T/290.3/5035B/1890, DT/0・290/3137） 

東亰市街全圖 明治23年4月改正（楠山正雄 図1枚 T/290.3/5513/1890） 

改正新刻東京市街名所新図（明治24 風月庄左衛門 図１枚 T/0・290/3079/1891） 

陸明東京全図－市町郡村変入集合改名－ 改再版 （明治24 嵯峨野彦太郎編 上田屋  

図１枚 1:20000 T/0・290/5008/1891） 

市郡変称東京全図（明治24 蘇我埜彦太郎 図1枚 T/290.3/5321/1891） 

地理東亰全圖（明治24 嵯峨埜彦太郎 図1枚 T/290.3/5424/1891） 
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名細改正東亰新圗（明治24 井上勝五郎 図1枚 T/290.3/5498/1891） 

新撰名所東京全図（明治25 井ﾉ口松之助 図1枚 T/0・290/3112） 

改正東京測量全図（明治25 児玉又七 図1枚 T/0・290/3131/1892） 

改正東京測量里程新図（明治25 山中善三郎 図1枚 T/290.3/5295/1891） 

改正実測東京全図（[189‐] 山崎暁三郎 図1枚 DT/0・290/3136 T/290.3/5257/1891） 

新撰東京全図（大倉書店, 明治25年刊の複製 人文社 図1枚 約1:18000 

T/290.3/5025/7-3 ホルダー入） 

新撰東京明細全圖（明治25 児玉又七 図1枚 T/290.3/5328/1892） 

東京市区改正明細全図 訂正3版（明治26 松邑孫吉 図1枚 1:20000 T/290.3/5036/1893） 

東京区分新図 改正増補（明治26 内田彌兵衛 図1枚 1:30000 T/290.3/5038/1893） 

名細改正東亰新圖（明治26 井上勝五郎 図1枚 T/290.3/5409/1893） 

明治新撰東京測量全図（明治27 中村長吉 図１枚 T/0・290/5013） 

改正東京里程測量新圖（明治27 児玉又七 図1枚 T/290.3/5412/1894） 

市區改正東亰實測圖 改正再版（明治27 松邑孫吉 図1枚 T/290.3/5368/1894） 

陸明東京全図－市町郡村変入集合改名－ 改再版 （明治28 嵯峨野彦太郎編 奎暉閣 

図１枚 1:20000 T/0・290/5008/1895） 

東京市区改正縮図（明治28 小川尚栄堂 図1枚 T/0・290/34） 

改正東京全図（明治28 嵯峨野彦太郎 図１枚 1:20000 DT/0・290/3137/1895） 

東京府管内全図－改正新市町村名－再版（明治28 中村芳松 図１枚 1:600000 T/290.3/5203/1895） 

市郡変称東京全図 再版（明治28 原版：明治24年4月出版 嵯峨野彦太郎 図1枚 T/290.3/5291/1895） 

改正新鐫東京実測全図（明治29 薫志堂 図1枚 T/0・290/3104） 

明治東京全図（明治29 北畠茂兵衛 図1枚 1:20000 T/290.3/5258/1896） 

改正実測東京全図（明治30 錦重堂 図1枚 T/0・290/3106） 

改正東京測量全図（明治30 児玉又七 図1枚 T/0・290/3131/1897） 

地理東京全図（明治30 奎暉閣 図1枚 1:20000 T/0・290/3092） 

東京一目新図（田村鉄之助, 明治30年刊の複製 [出版者不明] 図1枚 T/290.3/5266/X） 

市郡変称東京全図（明治30 嵯峨野彦太郞 図1枚 T/290.3/5291/1897） 

市区改正東京測量全図（明治30 西村寅次郎 図1枚 1:94000 T/290.3/5322/1897） 

明細實測改正東亰全圖（明治30 辻本九兵衛 図1枚 T/290.3/5344/1897） 

市區改正東亰實測図 4版（明治30 松邑孫吉 図1枚 1:20000 T/290.3/5368/1897） 

改正実測東京全図 横濵市図附（明治30 日比野藤太郎 図1枚 T/290.3/5502/1897） 

東京府十五区全図（明治31 昌栄社 図1枚 1:12000 T/290.3/5341/1898） 

東京府十五区全図（昌栄社 明治31年刊の複製 東京都公文書館 図1枚 1:12000 

DT/0・290/33/G 製本） 

東亰市街實測新圖（明治31 大東彌一 図1枚 凡1:24500 T/290.3/5415/1898） 

明治改正東亰全圖 定成再版（明治31 嵯峨野彦太郎 図1枚 T/290.3/5441/1898） 

改正東京明細全図（明治31 小川寅松 図1枚 T/290.3/5111/1898） 

市郡変称東京全図 村名改正 附横浜図 再版（明治32 嵯峨野彦太郎編 奎暉閣 

図１枚 1:20000 T/0・290/3135/1899） 

東京近傍地図 3版（明治32 博愛館 図1枚 1:500000 T/290.3/5174/1899） 
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陸明東京全圖（明治32 嵯峨野彦太郎 図1枚 T/290.3/5421/1899） 

東京西部之図 明治33年改正（陸軍士官学校 図1枚 1:20000 DT/40・29/3001） 

東亰全圖 明治33年成 再版（嵯峨野彦太郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5375/1900） 

東亰市全圖 蘆田伊人著（明治34 博愛館 図1枚 1:21850 T/290.3/5091/1901） 

東京全図 明治34年成 再版（嵯峨埜彦太郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5144/1901） 

陸明東京全図 再版（明治34 嵯峨野彦太郎 図1枚 1:20000 T/0・290/5008/1901） 

市郡変称東京全図 再版（明治34年1月 嵯峨野彦太郎 図1枚 T/0・290/3135/1901） 

市郡変称東京全図 再版（明治34年6月 嵯峨野彦太郎 図1枚 [1:20000, 1:35000] 

T/0・290/3135/1901(2)） 

明細実測改正東京全図 6版（明治34 辻本書店 図1枚 T /290.3/5184/1901） 

東京府管内全図（明治34 [日本新聞社] 図1枚 1:180000, 1:600000 

「日本」4107号附録 T/290.3/5154/1901） 

最近實測東亰市全圖 市區改正（明治34 文魁堂 図1枚 1:15000 T/290.3/5482/1901） 

改正東京市区改正明細全図（明治35 松邑孫吉 図1枚 1:20000 DT/0・290/3097） 

市区改正東京実測明細全図（明治35 辻本尚古堂 図1枚 1:9000 T/0・290/3103） 

大日本管轄分地図東京市図 明治35年版（中村寅吉 図1枚 T/290.3/5230/1902） 

東京市全図（明治35 安藤力之助 図1枚 1:10000 T/0・290/3146/1902） 

東京市街全図（明治35 千葉恒次郎 図1枚 T/290.3/5304/1902） 

東京市全図（明治36 日報社 図1枚 1:8000－1:300000 「東京日日新聞」9377号附録 

T/290.3/5180/1903） 

東京市全図 訂正4版（明治36 博愛館 図1枚 1:21850 T/290.3/5091/1903） 

東京全図（明治36 嵯峨野彦太郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5223/1903） 

陸明東京全図 再版（明治36 嵯峨野彦太郎 図1枚 [1:20000] T/290.3/5273/1903） 

市郡変称東京全図 再版（明治36 嵯峨野彦太郎編 奎暉閣 図１枚 1:20000 T/0・290/3135） 

東亰市全圖（明治36 日報社 図1枚 1:8000-1:300000 T/290.3/5180/1903） 

市區改正東亰實測明細地圖 訂正（明治36 辻本尚古堂 図1枚 1:16000 /290.3/5434/1903） 

東亰市實測全圖 市區改正（明治36 益世舘 図1枚 T/290.3/5355/1903） 

明治改正東京全図 完成再版（明治37 嵯峨野彦太郎 図１枚 T/290.3/5035C/1904） 

町村名いろは引各電車鉄道線路入東京最新全図 

（明治38年改正版の複製 すずき印刷［発売］ 図1枚 DT/0・290/21 製本） 

町村名いろは引各電車鉄道線路入東京最新全図 

（明治38年改正版の複製 朝雅 図1枚 20・23E/3019/XA） 

実測東京市街明細全図 訂正再版（明治38 中川郁文堂 図１枚 T/290.3/5126/1905） 

改正東京明細全図（明治38 小川寅松 図１枚 T/290.3/5111/1905） 

改正東京市全図（明治38 文泉堂 図1枚 T/290.3/5084/1905） 

市郡変称東京全図（明治38 嵯峨野彦太郎 図1枚 T/290.3/5291/1905） 

東京市街全図（明治38 晴光館書店 図1枚 20・23E/3023/5A） 

地理東京全図（明治39 奎暉閣 図1枚 1:20000 RT/0・290/3092/06） 

官庁名勝記入東京市街全図 31版（明治39 晴光館書店 図1枚 1:20000 T/290.3/5181/1906） 

最新東京全図（明治39 中島萬吉 図1枚 1:20000 T/290.3/5118/1906） 
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番地入東京大地図（明治39 中川文林堂 図1枚 1:13000 T/290.3/5249/1906） 

新編東京実業地図（明治39 博文館 図1枚 1:20000 DT/0・290/3073） 

官廳名勝記入東亰市街全圖 29版（明治39 晴光館書店 図1枚 1:20000 T/290.3/5181/1906(2)） 

市区改正東京全図－各電車及鉄道案内 最近実測－（明治39 三輪逸次郎 図1枚 T/290.3/5175/1906） 

東京市十五区全図（明治40 裳華房 図1枚 1:12000 DT/0・290/85 製本） 

東京市十五区全図（明治40年刊の複製 明治文献 図2枚 DT/0・290/32 製本） 

実測改正東京最近図（明治40 富里長松 図1枚 DT/0・290/39 製本） 

新東京市区改正全図（明治40 東京毎日新聞社 図1枚 1:20000 T/290.3/5296/1907） 

毎日電報新撰訂刻東京市全図（明治40 毎日電報社 図1枚 1:20000 

「毎日電報」附録 T/0・290/3119/1907, DT/0・290/3119, 20・23E/5008/1907） 

実測改正最新東京全図（奎暉閣 明治40年刊の複製 人文社 図1枚 1:24500 

T/290.3/5025/7-5 ホルダー入） 

博覧会場案内東京最新図（明治40 郁文舎 図1枚 [1:20000] T/290.3/5114/1907） 

東京案内地図（明治40 濱田四郎 図1枚 [三越呉服店頒布] T/290.3/5272/1907） 

東京市十五區全圖（東京市役所東京市史編纂係 明治40年刊の複製 人文社 図1枚 1:12000 

T/290.3/5025/5-10） 

東亰市實測全圖（明治40 法令館 図1枚 T/290.3/5501/1907） 

最新東京全図－東京名所電車線－（明治40 中島萬吉 図1枚 1:20000 T/290.3/5118/1907） 

實地測量東京新地圖 明治41年改正（春江堂 図1枚 T/290.3/5329/1907） 

官衙名所記入最近東京市全図（明治41 弘学館書店 図1枚 1:20000 T/290.3/5139/1908） 

市区改正東京全図－各電車及鉄道案内 最近実測－ 15版（明治41 三輪逸次郎 

図1枚 T/290.3/5175/1908） 

最新東京全図－專賣特許麻生式折本（明治41 東京毎日新聞社 図１枚 1:20000 DT/290.3/3065） 

市街線入東京全圖（明治41 嵯峨野彦太郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5413/1908） 

最新實測東亰全圖（[19--] [香取屋] 図1枚 T/290.3/5430/X） 

最新調査東京府全圖－改正市町村－ 4版（明治43 博愛館 図1枚 1:190000 T/290.3/5543/1910） 

番地入東京市全図 訂正6版（明治43 雄文館 図1枚 1:20000 T/290.3/5019/1910） 

番地入東京市全図－最新調 市区改正－ 第3版, 第5版（明治43 金松堂 図1枚 

1:16000, 1:20000 T/290.3/5161/1910 T/290.3/5162/1910） 

新東京全図（明治43 生文館 図1枚 畳もの T/290.3/5315/1910） 

新訂東京市街地図－番地入－（明治44 春江堂 図１枚 T/0・290/5009） 

番地入東京市全図 市区改正町名改称 訂正45版（明治44 雄文館 図1枚 1:20000 

T/290.3/5019/1911） 

東京市街最新地圖（明治44 獨立閣書店 図1枚 T/290.3/5334/1911） 

東京市及近傍町村図（明治45 逓信協会 図1枚 1:15000 DT/0・290/102 製本） 

東京市及附近郡部明細地図（明治45 日新社 1:20000 20・23E/5040/1912） 

番地入東京市全図 市区改正町名改称 訂正78版（大正1 安藤力之助著 雄文館 図1枚 1:20000 

T/290.3/5019/1912） 

東京市及附近番地入地図（大正2 丸善弘文堂 図4枚, 24p 1:25000 T/0・290/3049） 

番地入東京市全図（大正2 雄文館 図1枚 1:20000 DT/290.3/5019/1913） 
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番地入東京市全図 改正町名 市区改正 81版（大正2 安藤力之助著 金松堂 図1枚 

1:16000, 1:20000 T/290.3/5161/1913） 

改正番地入東京市全図（大正2 博愛館 図1枚 1:20000, 1:25000 T/290.3/5197/1913） 

改正番地入東京市全図 第3版（大正2 国隆館 図1枚 1:20000, 1:22000 T/290.3/5178/1913） 

実地踏測東京市街全図（大正2年4月 日下伊兵衛 図1枚 1:20000 T/290.3/5196/1913） 

実地踏測東京市街全図（大正2年8月 日下伊兵衛 図1枚 1:20000 DT/0・290/3094） 

袖珍東京市區分地圖（大正2 博文社 図12枚 1:20000-1:430000 ST/290.3/5351/1913） 

実地踏測東京市街全図（日下伊兵衛 大正3年刊の複製 人文社 図1枚 1:20000 

T/290.3/5025/7-6 ホルダー入） 

改正番地入東京市全図 改正町名市区改正 訂正大増補第94版（大正3 伊藤為次郎 図1枚 

1:20000 T/290.3/5076/1914） 

改正番地入東京市全図 訂正51版（大正3 博愛館 図1枚 1:20000, 1:25000 T/290.3/5197/1914） 

改正番地入東京市全図 第22版（大正3 国隆館 図1枚 1:20000, 1:22000 T/290.3/5178/1914） 

東京郊外地図 訂正6版（大正4 丸善好文館 図1枚 1:75000 T/290.3/5095/1915） 

改正調査番地入東京市全図－電車線路明細入－（大正5 博画館 図1枚 1:20000 T/290.3/5124/1916） 

東京最新模範地図（大正5 永田清一郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5240/1916） 

早見東京市全図（大正6 龍王堂 図1枚 1:18950 T/290.3/5077/1917） 

東京市区改正全図（大正6 [出版者不明] 図1枚 1:20000 T/290.3/5201/1917） 

改正番地入最新東京市全図（大正6 富文館 図1枚 1:20000,1:26600 T/290.3/5143/1917） 

東京郊外地圖 訂正11版（大正6 丸善好文館 図1枚 1:75000 T/290.3/5095/1917） 

實地踏測番地入東京市街全圖（大正6 日下伊兵衛著 和樂路屋 図1枚 1:20000 T/290.3/5083/1917） 

改正番地入東京市全図－改正町名市区改正－ 訂正大増補第122版 

（大正7年1月 伊藤為次郎 図1枚 1:20000 T/290.3/5076/1918(2)） 

早見東京市全図（大正7 馬場勝治郎著 龍王堂 図1枚 1:22000 T/290.3/5147/1918） 

改正番地入東京市全図－改正町名市区改正－ 訂正大増補 

（大正7年6月 雄文館 図1枚 1:20000 T/290.3/5076/1918） 

早わかり番地入東京市全圖 訂正第12版（大正7 便覽社 図1枚 1:20000 T/290.3/5125/1918） 

実地踏測番地入東京市街全図（大正8 日下伊兵衛 和楽路屋 図1枚 1:20000 T/290.3/5207/1919） 

最新大東京図 大正8年版（富山房 図1枚 1:10000, 1:25000 T/290.3/5132/1919） 

早わかり番地入東京市全図 訂正第29版（大正8 便覧社 図1枚 1:20000 DT/0・290/3117） 

最新東京市街地図（大正8 駸々堂旅行案内部 図1枚 1:20000 帝国都会地図1 T/290.3/5267/1919） 

早見東京市全図（大正8年4月 龍王堂 図1枚 1:22000 T/290.3/5147/1919） 

早見東京市全図（大正8年11月 龍王堂 図1枚 1:22000 T/290.3/5182/1919） 

早見東京市全図（大正9 龍王堂 図1枚 1:22000 T/290.3/5147/1920） 

改正番地入最新東京市全図（大正9 雄文館 図1枚 1:20000 DT/0・290/98 製本） 

早わかり番地入東京市全図（便覧社 大正9年刊の複製 人文社 図1枚 1:20000 

T/290.3/5025/7-7 ホルダー入） 

早わかり番地入東京市全図 訂正第42版（大正10 便覧社 図1枚 1:20000 T/290.3/5125/1921） 

日本橋を中心としたる大東京市郊外地図 再版（大正10 九段書房 図1枚 1:33000, 1:60000 

 T/290.3/5066/1921） 
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東京府付近地図（大正10 東京府 図1枚 1:150000 DT/92・29/12） 

最新東京市街地図（大正10 駸々堂旅行案内部 図1枚 1:20000 帝国都会地図1 T/290.3/5267/1921） 

番地入改正最新東京市全図（大正11 集画堂 図1枚 1:20000 T/0・290/5040） 

改正番地入東京市全図-里程町名早わかり 訂正37版（大正11 丸善好文館 図1枚 1:20000 

T/290.3/5193/1922） 

早わかり番地入東京市全図 訂正第46版（大正11 便覧社 図1枚 1:20000 T/290.3/5125/1922） 

番地入東京市全図 訂正16版（大正11 九段書房 図1枚 1:20000 T/0・290/3139/1922） 

実用東京案内大地図（大正11 萬朝報社 図1枚 1:20000 「萬朝報」10351号附録 

T/290.3/5155/1922） 

最新式大東京地図－番地入－（大正11 東京日日新聞 図1枚 1:15000－1:100000 

「東京日日新聞」16348号附録 DT/0・290/3132, T/0・290/3132/1922, T/290.3/5251/1922） 

実地踏測番地入東京市街全図（大正11 日下伊兵衛著 和楽路屋 図1枚 1:20000 T/290.3/5183/1922） 

早見東京市全図（大正11 龍王堂 図1枚 1:22000 T/290.3/5147/1922） 

東京郊外及湘南地方図（大正11 九段書房 図1枚 1:35000－1:129600 T/290.3/5205/1922） 

最新東亰市全圖（大正11 本原政吉 図1枚 1:20000 T/290.3/5165/1922） 

東京案内圖（[大正11] 近藤利兵衛商店 図1枚 T/290.3/5481/1922） 

最新模範東京市全図 -大正12年9月1日大震大火地域図- 

（文明堂書店 図1枚 1:20000 T/0・290/7 製本） 

最新東京市全図 -大正大震災被害明細 附横浜市全図-（[192-] 出版者不明 図1枚 T/369.3/5194/X） 

東京近郊地図 訂正54版（大正12 丸善好文館 図1枚 1:75000 T/290.3/5206/1923） 

模範大東京市全圖 6版（大正12 九段書房 図1枚 1:22000 T/290.3/5433/1923） 

番地入東京市全圖 訂正17版（大正12 九段書房 図1枚 1:20000 T/290.3/5337/1923） 

実地踏測番地入東京市街全図（大正13 日下伊兵衛著 和楽路屋 図1枚 1:20000 

T/290.3/5083/1924） 

模範大東京図-詳細番地入 市郡接続 東京附近番地入-（大正13 九段書房 図1枚 

1:20000 T/290.3/5148/1924） 

東京郊外図（大正13 弘文堂書店 図1枚 1:60000 T/290.3/5226/1924） 

早わかり番地入東京市全図 訂正第54版（大正13 便覧社 図1枚 1:20000 T/290.3/5125/1924） 

東京復興地圖 再版（大正13 文光堂 図1枚 1:20000 T/290.3/5361/1924） 

番地入東京市全図（大正14 湊屋書房 図1枚 1:20000 DT/0・290/67 製本） 

番地入東京市全図 10版訂正（大正14 文光堂 図1枚 1:20000 T/290.3/5232/1925） 

改正番地入最新東京郊外地図-交通明細-（大正14 雄文館 図1枚 1:40000 T/290.3/5192/1925） 

最新大東京地図（大正14 出版者不明 図1枚 1:50000 T/0・290/93） 

最新大東京地図（大正14年刊の複製 人文社 図1枚 1:50000 T/290.3/5025/7-8 ホルダー入） 

大東京全圖（大正14 大東京綜覽刊行會 図1枚 1:50000 T/518.8/5612/1925） 

早わかり番地入東京市全図 訂正（大正14 便覧社 図1枚 1:20000 T/0・290/3117/25） 

早わかり番地入東京市全図 第60版, 訂正第61版, 訂正第63版（大正15年2月, 大正15年3月, 

大正15年9月 便覧社 各図1枚 1:20000 T/290.3/5125/1926, 1926(2), 1926(3)） 

番地入東京市全図 14版訂正（大正15年8月 文光堂 図1枚 1:20000 T/290.3/5232/1926） 

改正番地入最新東京市全図-附横浜市 区画整理早わかり- 28版 
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（昭和2 雄文館 図1枚 1:20000, 1:26600 T/290.3/5189/1927） 

東京市全図 第135版, 第139版（昭和2年4月, 昭和2年11月 龍王堂 各図1枚 

1:20000 T/290.3/5195/1927, T/0・290/5003/1927） 

東京市全図（昭和2年刊の複製 人文社 図1枚 1:15500 T/290.3/5025/7-9 ホルダー入） 

模範大東京地図同附近郡部-詳細番地入- 再版（昭和2 九段書房 図1枚 1:22000 

T/290.3/5204/1927） 

改正番地入最新東京郊外地図-交通明細- 第19版（昭和2年11月 雄文館 図1枚 

1:40000 T/290.3/5192/1927(2)） 

改正番地入最新東京郊外地図-交通明細- 第22版（昭和2年12月 雄文館 図1枚 

1:40000 T/290.3/5192/1927） 

東京近郊地図（昭和2 丸善好文館 図1枚 1:75000 DT/0・290/42 製本） 

早わかり番地入東亰市全圖 訂正第64版（昭和2 便覽社 図1枚 1:20000 T/290.3/5125/1927） 

早わかり番地入東亰市全圖 訂正第67版（昭和3 便覽社 図1枚 1:20000 T/290.3/5125/1928） 

東京郊外地図 最新番地入 昭和3年版訂正3版（[昭和3] 便覽社 図1枚 1:50000 T/290.3/5188/1928） 

改正番地入東京市全圖 訂正58版（昭和2 丸善好文館 図1枚 1:20000 T/290.3/5193/1927） 

東京郊外地図-西北部-（昭和3 九段書房 図1枚 1:100000 DT/92・29/5003/2） 

改正番地入東京市全図 昭和3年訂正版（丸善好文館 図1枚 DT/0・290/38 製本） 

大東京市郊外地圖 最新調査番地入交通明細（昭和3 雄文館 図1枚 T/290.3/5477/1928） 

番地入東京市全図－町名早見 最新郊外図付－ 23版訂正（昭和4年3月 文光堂 図1枚 

1:20000 T/290.3/5232/1929） 

番地入東京市全図－町名早見 最新郊外図付－ 25版訂正（昭和4年9月 文光堂 図1枚 

1:20000 T/290.3/5232/1929） 

東京大地図（昭和4 三芳屋書店 図1枚 1:20000 20・23E/5030/1929） 

最新東京大地図（昭和4 三芳屋書店 図1枚 1:20000 T/290.3/5546/1929, 20・23E/5030/1929） 

改正番地入最新東京市全図-附横浜市 区画整理早わかり- 49版（昭和4 春江堂 図1枚 

1:20000, 1:26600 T/290.3/5264/1929） 

模範大東京地図同附近郡部-詳細番地入- 訂正昭和4年度版 第9版（昭和4 九段書房 

図1枚 1:22000 T/290.3/5204/1929） 

改正番地入最新東京郊外地図-交通明細- 第41版（昭和4 雄文館 図1枚 1:40000 

T/290.3/5192/1929） 

東京郊外地図 最新番地入（[昭和5] 便覽社 図1枚 1:50000 T/290.3/5188/1930） 

東京市全図 第156版,158版（昭和5年2月, 昭和5年5月 龍王堂 各図1枚 1:20000 

T/290.3/5195/1930 DT/0・290/5003） 

復興完成記念東京市街地図－昭和5年3月1日現在－（東京日日新聞発行所 図1枚 1:18000 

1:150000 「東京日日新聞」19243号市内版附録 T/0・290/91/1930 DT/0・290/91 製本） 

最新東京全図（昭和5 磯部甲陽堂 図1枚 1:23000 T/290.3/5224/1930） 

早わかり番地入東京市全図-復興完成- 訂正第2版（昭和5 便覧社 図1枚 1:22000 

T/290.3/5191/1930） 

大東京川崎横浜復興大地図（昭和5 時事新報社 図4枚 1:25000 DT/92・29/4 製本） 

新大東京全図（昭和5 文彰堂書店 図1枚 1:22000 DT/0・290/3074/30） 
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東京府全圖 訂正15版（昭和5 金刺製圖部 図1枚 1:200000 T/290.3/5408/1930） 

大東京市郊外地圖 訂正第21版（昭和5 雄文館 図1枚 1:40000 T/290.3/5477/1930） 

大東京地圖 東京市施設物案内（[193-] 東京市 図1枚 T/290.3/5476/X） 

最新東京市全図-区画整理完了- 訂正第21版（昭和6 雄文館 図1枚 1:25000 T/290.3/5176/1931） 

東京近郊地図（昭和6 龍王堂 図1枚 1:75000 DT/0・290/95 製本） 

大東京最新明細地図（昭和7 東京日日新聞 図1枚 1:28000 DT/0・290/84 製本） 

大東京全図-改正新町名入- 東部方面、中央部方面、南部方面、北部方面、西部方面、西南部方面 

（昭和7 報知新聞社 図6枚 1:25000 「報知新聞」附録 T/0・290/3091/1A～6A） 

大東京全図-改正新町名入- 南部方面 

（昭和7 報知新聞社 図1枚 1:25000 「報知新聞」第20092号附録 T/290.3/5285/1932） 

新興大東京市制全図（昭和7 龍王堂 図1枚 1:40000 DT/0・290/41 製本） 

東京市大地図（昭和7 大倉書店 図1枚 1:12000 T/290.3/5247/1932） 

模範新大東京全図（九段書房 昭和7年刊の複製 古地図資料出版 図1枚 1:40000 T/0・290/3095） 

模範新大東京全図（九段書房 昭和7年刊の複製 人文社 図1枚 1:40000 

T/290.3/5025/7-10 ホルダー入） 

最新番地入東京郊外地図-交通明細- 訂正15版（昭和7 便覧社 図1枚 1:50000 T/290.3/5188/1932） 

最新大東京全図（昭和7 川流堂小林又七 図1枚 1:20000 20・23E/3035/32A） 

大東京最新明細地圖（昭和7 東京日日新聞発行所 図1枚 1:28000 DT/290.3/5425/1932） 

東京市分區圖（[昭和7?] 東京市 図1枚 T/290.3/5363/1932） 

新大東京全圗 區劃整理改正町名新番地入（昭和7 文彰堂書店 図1枚 1:22000 T/290.3/5506/1932） 

新興大東京市制全図 改訂9版（昭和8 龍王堂 図1枚 1:40000 T/290.3/5169/1933） 

新興大東京市制全圖 第6版（昭和8 龍王堂本店 図1枚 1:40000 T/290.3/5169/1933(2)） 

新町名番地入最新大東京全図（昭和8 東京動産火災保険 発行:アトラス社 図1枚 

1:35000 T/290.3/5145/1933） 

番地入最新大東京中央市内地圖－鄰接新區界明細 訂正第6版（昭和8 雄文館 図1枚 

1:25000-1:280000 T/290.3/5533/1933） 

新町名番地入最新大東京全図 昭和9年新版（アトラス社 図1枚 1:35000 T/290.3/5145/1934） 

新興大東京市制全図 改訂13版（昭和9 龍王堂 図1枚 1:40000 T/290.3/5169/1934） 

番地入新大東京全図 昭和10年版（昭和9 九段書房 図1枚 1:58000 T/290.3/5233/1935） 

模範新大東京全図 訂正第16版（昭和9 文彰堂 図1枚 1:30000 T/290.3/5185/1934） 

町界丁目界番地入新大東京明細全圖 昭和9年版訂正第11版（文彰堂 図1枚 T/290.3/5376/1934） 

大東京案内地図（昭和10 東京日日新聞発行所 図1枚 1:27000, 1:60000 

「東京日日新聞」市内版21232号附録 T/290.3/5133/1935） 

新町名番地入最新大東京全図（昭和10 アトラス社 図1枚 1:35000 T/0・290/3052） 

東京地図（昭和10 東京市 図1枚 1:30000 DT/0・290/99/G 製本） 

町界丁目界番地入新大東京明細全圖 訂正第17版（昭和10 文彰堂 図1枚 T/290.3/5376/1935） 

模範新大東京全圖－新制二十區編入改正町名番地入 訂正28版 

（昭和11 九段書房 図1枚 1:40000 T/290.3/5519/1936） 

最新大東京市全図－三十五区隣接町名早わかり－（昭和11 龍興館書店 図1枚 

1:25000 T/290.3/5198/1936） 
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大東京市域全図－附:乗合自動車網並交通網－（昭和11 内山模型製図社地図部 図4枚 

※全体を4分割して4枚で構成 1:25000 T/290.3/5156/1936） 

大東京表現地図（昭和11 東京地形社 図1枚 1:40000 DT/0・290/36 製本） 

新東京市中央圖 第3版（昭和11 龍王堂 図1枚 1:30000 T/290.3/5384/1936） 

中央東京市街圖（昭和11 和樂路屋 図1枚 1:20000 T/290.3/5360/1936） 

大東京（昭和11 地人社 図2枚 1:25000 T/290.3/5369/1936） 

大東京新地図（昭和12 龍王堂 図1枚 1:57000 DT/0・290/40 製本） 

番地入新大東京全圖 25版（昭和12 九段書房 図1枚 1:58000 T/290.3/5386/1937） 

番地入新大東京全圖 昭和13年版訂正27版（九段書房 図1枚 1:58000 T/290.3/5386/1938） 

模範新東京中央全圖 訂正第20版（[昭和13] 九段書房 図1枚 1:40000 T/290.3/5335/1938） 

大東京市全図－新制－ 改訂第48版（昭和14 龍王堂本店 図1枚 1:40000 

T/290.3/5314/1939, 20・23E/5075/1939） 

町界丁目界番地入最新大東京明細全図 訂正第60版（昭和14 文彰堂 図1枚 

1:45000 T/290.3/5081/1939） 

最新明細大東京市街地圖（[昭和14] 駸々堂旅行案内部 図1枚 1:45000 T/290.3/5400/1939） 

大東京中央明細図 昭和15年訂正版（九段書房 図1枚 1:33000 T/290.3/5123/1940） 

番地入大東京明細地図（昭和15 山口金栄堂 図1枚 1:57000 T/290.3/5078/1940） 

番地入新大東京全図（九段書房 昭和15年刊の複製 人文社 図1枚 1:58000 

T/290.3/5025/7-11 ホルダー入） 

大判最新大東京明細地圖 昭和15年版（文彰堂 図1枚 1:37000 T/290.3/5552/1940） 

大東京市域全図-最新詳細-（昭和16 内山模型製図社 図1枚 1:25000 T/0・290/5016） 

番地入新大東京全図（昭和16 日本統制地図 図1枚 1:58000 DT/0・290/92 製本） 

模範新東京中央全圖 昭和16年訂正版（九段書房 図1枚 1:33000 T/290.3/5380/1941） 

最新大東京明細地図 町界・丁目界・番町入 6版, 7版（昭和17年2月, 昭和17年3月 

日本統制地図 各図1枚 1:37000 T/290.3/5146/1942 DT/0・290/88 製本） 

大東京案内圖（昭和17 日本統制地圖 図1枚 T/290.3/5432/1942） 

最新大東京案内圖（昭和17 日本統制地圖 図1枚 T/290.3/5290/1942） 

最新大東京案内図－官公署・学校名所遊覧案内町名早わかり三十五区詳細－ 4版 

裏面：東京市町名案内、市營電車運轉系統圖、市營バス運轉系統圖 

（昭和18 日本統制地図 図1枚 T/290.3/5290/1943） 

東京都制地図（昭和18 日下伊兵衛著 日本統制地図 図1枚 1:140000 T/290.3/5227/1943） 

東京都全図（昭和20 日本地図 図1枚 1:180000 T/290.3/5141/1945） 

戦災焼失区域表示帝都近傍図（昭和20 日本地図 図1枚 1:40000, 1:300000 

0920/N689/S, 0920/N689/1945） 

戦災焼失区域表示帝都近傍図（日本地図 昭和21年刊の複製 日地出版 図1枚 DT/0・290/116 製本） 

新生東京詳細地図-道路・緑地配置版-（昭和21 三和出版 図1枚 1:52000 T/518.8/5240/1946） 

戦災焼失区域表示帝都近傍図 増補－新制二十二区－（昭和22 日本地図 図1枚 

1:40000, 1:300000 T/210.7/5061/1947） 

復興新東京全圖（昭和22 日本研究社 図1枚 1:25000-1:240000 T/290.3/5342/1947） 

東京廿三區詳密地圖-新制 町界丁目界番地入- 再版（昭和23 国民地図 図1枚 
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1:37000 T/290.3/5149/1948） 

新制東京全圖（昭和23 日本観光 図1枚 1:52000 T/290.3/5379/1948） 

大東京最新地図（昭和24? 東京日日新聞社 図1枚 1:40000 T/290.3/5297/1949） 

新東京案内図（昭和24 ぶよお堂 図1枚 1:40000-1:55000 T/290.3/5352/1949 ホルダー入） 

東京全図 10版（昭和25 文彰堂 図1枚 1:40000, 1:55000 T/290.3/5186/1950） 

番地入大東京明細地図-新制二十三区-（昭和25 日本地図研究社 図1枚 

1:57000 T/290.3/5082/1950） 

東京全図（昭和26 創文社 図1枚 1:10000 T/290.3/5177/1951） 

東京案内精図 改訂版（昭和27 日地出版 図1枚 1: 55000 T/290.3/5527/1952） 

最新東京精図（昭和29 毎日新聞社 図1枚 1:40000-1:300000 T/290.3/5354/1954） 

首都東京大地圖（昭和29 人文社 図1枚 1:27000 T/290.3/5496/1954） 

大東京精図（[昭和33] 日地出版 図1枚 1:43000 T/290.3/5554/1958） 

大東京精密地図（塔文社 昭和36年刊の複製 「昭和36年の東京と現在の東京」に収録 

図1枚 1:55000 T/290.3/5106/2004） 

大東京精図（昭和41 日地出版 図1枚 1:43500 DT/0・290/110 製本） 

大都市圏図東京通勤圏 東京50km圏図（昭和47 日地出版 図1枚 1:100000 T/290.3/5542/1972） 

最新東京大全図（刊年不明 人文社 図1枚 D/0920/Z280/T4 製本） 

最新分県地図 13 東京都（昭和49 昭文社 1:120000 図1枚 T/0・290/3030 ホルダー入） 

都市地図東京都 東京全図（1991 昭文社 10・23E/5058/1991 ホルダー入） 

内容：東京都23区全図 1:50000（裏面：東京都多摩全図 1:75000） 

東京全図-エリアマップ 都市地図-（2000 昭文社 1:45000 ※裏面は多摩 1:60000 

図１枚 T/0・290/5041 ホルダー入） 

東京23区全図（2004年 塔文社刊『昭和36年の東京と現在の東京』に収録 

図1枚 1:51000 T/290.3/5106/2004） 

東京全図-都市地図-（2007 昭文社 図2枚 T/290.3/5289/2007, 2007-2～3 ホルダー入） 

内容：23区全図 1:45000（裏面：多摩全図 1:60000）、東京中心図 1:7000 

東京都-分県地図-（2011 昭文社 図1枚 1:120000 T/290.3/5390/2011 ホルダー入） 

東京都-分県地図- 7版（2015 昭文社 図1枚 1:120000 T/290.3/5390/2015 ホルダー入） 

東京全図-都市地図- 6版（2014 昭文社 図2枚 T/290.3/5289/2014, 2014-2～3 ホルダー入） 

内容：23区全図 1:45000（裏面：多摩全図 1:60000）、東京中心図 1:8000 

東京全図-都市地図- 6版（2016 昭文社 図2枚 T/290.3/5289/2016, 2016-2～3 ホルダー入） 

内容：23区全図 1:45000（裏面：多摩全図 1:60000）、東京中心図 1:8000～1:10000 

東京全図-都市地図- 7版（2019（2刷）昭文社 図2枚 T/290.3/5289/2019, 2019-2～3 ホルダー入） 

内容：23区全図 1:45000（裏面：多摩全図 1:60000）, 東京中心図 1:8000～1:10000 

 

＜多摩＞ 

東京府三多摩全図（昭和17 武相観光社 図1枚 T/59・290/5025/1942） 

東京都三多摩全図（昭和18 武相観光社 図1枚 T/59・290/5031/1943） 

東京都北多摩郡南多摩郡西多摩郡詳細全図（昭和21 武相観光社 図1枚 T/59・290/5032/1946） 

東京都三多摩精図 改訂新版（昭和38 日地出版 図1枚 1:66500 T/59・290/5064/1963） 



12 

東京都多摩全図-エアリアマップ（1980 日地出版 1:75000 50/23E/1-19A） 

多摩全図 3版（2000 昭文社 図1枚 1:60000 T/59・290/5002/2000） 

多摩全図 4版（2007 昭文社 図1枚 1:60000 T/59・290/5002/2007） 

多摩全図 5版（2014 昭文社 図1枚 1:60000 拡大図1:10000 T/59・290/5002/2014 ホルダー入） 

多摩全図 5版（2016（4刷）昭文社 図1枚 1:60000 拡大図1:10000 

T/59・290/5002/2016, 2016-2 ホルダー入） 

多摩全図 6版（2018 昭文社 図1枚 1:10000, 1:60000 拡大図1:10000 

T/59・290/5002/2018 ホルダー入） 

 

（2）区・市域地図 

①地図帳 

明治東京区分地図（人文社 複製 DR/0920/N6891/M） 

収録図：木板東京大小区分絵図（明治8 6枚）、銅版東京大小区分絵 図（明治7 30枚）、 

東京十五区分地図（明治37 15枚）他 

明治時代東京区分図（槌田満文編 東京堂出版 複製 239p DRT/290.3/5280/1976） 

収録図：東京区分絵図(明治8刻成 6枚）、参謀本部陸軍部測量局地図(明治16-17測量 9枚）、 

東京郵便電信局地図(明治28-30調査 15枚）、東京郊外地図(明治44 博愛館 1枚）、 

付：解題、索引（地名・建物名） 

新撰東京地圖（明治24 博文舘 18枚 T/290.3/5343/1891） 

東京府管内分図－学校用－ 2版（明治31 先進堂 13p, 図12枚 RT/290.3/5112/1898） 

新案東亰地圖（明治33 いろは書房 37p, 図版20枚 ST/290.3/5381/1900） 

東京市十五区々分図 1～3（明治30～35年 東京郵便電信局刊の複製 東京都公文書館 

DT/0・290/6/G1～G3） 

番地入東京市区分地図 最新市区改正 -ポッケット用- （明治39 新美社 図13枚 

1:16000 DT/0・290/3153 製本） 

東京市十五区番地界入地図 明治40年調査（東京郵便局刊の複製 人文社 図16枚 DT/0・290/72） 

携帯番地入東亰區分地圖－全十六枚 第9版（明治42 新美社 図16枚 1:16000 

SRT/290.3/5534/1909 小型本） 

東京市近傍郡部町村番地界入地図（明治44年 東京逓信管理局刊の複製 

人文社 図21枚 DT/0・290/73） 

市区改正番地入東京市区分地図（明治40 博愛館 図10枚 RT/0・290/3122 帙入） 

最新番地入東京市区分図（明治43 高倉嘉夫 図16枚 RT/0・290/3126） 

ポケット用大日本郡分地図－実地踏査 東京府之部－（明治43 雄文館 図8枚 

1:50000-1:350000 SRT/290.3/5202/1910 小型本） 

袖珍東京市区分地図（大正6 雄文館 図11枚 1:20000 ST/0・290/45） 

最新調査番地入東京市區分地圖 訂正117版（大正9 雄文館 図11枚 ST/290.3/5528/1920 小型本） 

東京市及附近地圖 訂正再版（大正14 丸善好文館 図9枚 ST/290.3/5437/1925） 

最新調査大東京市郊外地圖 3版（大正14 雄文館 20p, 図10枚 ST/290.3/5504/1925） 

最新調査大東京市郊外地図 昭和1年, 2年, 3年（雄文館 各冊図10枚 1:20000 

ST/0・290/29/26, 27, 28） 
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最新調査大東京市郊外地圖 番地入交通明細（昭和4年 雄文館 20p, 図10枚 ST/290.3/5504/1929） 

番地入電車系統別東京市区分図 市区改正最新調査新版 郊外図横浜図編入 

（昭3年版 便覧社 図版12枚 ST/290.3/5262/1928） 

都市計画路線入大東京市各区別地図（昭和5-7 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/60 旧15区 製本） 

コンサイス大東京地図（昭和9 東京地形社 図24枚 T/0・290/31） 

大東京市地図（昭9 川流堂 図13枚 1:10000他 DT/0・290/55 製本） 

大東京市區分地圖 8版（昭和9 雄文館 RT/290.3/5391/1934） 

新大東京区分地図（昭和10 九段書房 図20枚, 57p SRT/0・290/5011） 

大東京区分図 三十五区 （昭和10-13 東京地形社 図35枚 DT/0・290/46 製本） 

ポケット新大東京全図 昭和11年訂正再版（昭和10 文彰堂 62p, 図12枚 1:45000 

T/290.3/5282/1935） 

大東京市地図（昭和11 小林又七 図14枚 RT/0・290/3108） 

大東京市区分地図 -三十五区番地入明確詳細-（昭和12 雄文館 T/0・290/3144） 

新大東京區分地圖 32版修正改版（昭和12 九段書房 57p, 図版20枚 SRT/290.3/5410/1937） 

コンサイス大東京地図 改修（昭和14 東京地形社 91p, 図版27枚 RT/0・290/31/39） 

大東京区分地図 -新制35区明細-（昭和16 日本統制地図 RT/0・290/3090） 

大東京三十五区区分詳図集成（日本統制地図他 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 DRT/0・290/3043） 

携帯用折畳式大東京地図（昭18 松栄堂 折本 T/0・290/3067 小型本） 

東京都明解区画図帖（昭19 日本地図 32p RT/0・290/3093 小型本） 

東京都35区区分地図帖-戦災焼失区域表示-（昭和21 日本地図 図27枚 0920/N689/T3 小型本） 

コンサイス東京都35区区分地図帖－戦災焼失区域表示－（日本地図 昭和21年刊の複製 

日地出版 RT/0・290/78 小型本） 

東京都区分詳細図 1～2（[昭和22] 日本地図 D/0920/N689/T2-1～2） 

※23区のみ 欠：千代田区、中央区、板橋区、練馬区 

大東京區分地圖帖 再版（昭和22 日本研究社 1:31000-1:100000 T/290.3/5439/1947） 

東京区分図（[昭和22?] 日本交通旅行案内社 T/290.3/5435/1947） 

東京都便覧 昭和21, 26, 28, 31年（全国教育図書 

昭和21年：0903/Z370/T 昭和26, 28, 31年：R/0903/N683/T1-51, 53, 56） 

東京都区分地図－新23区制 新設「練馬区」入－（昭23 日本地勢社 T/290.3/5079/1948） 

精密東京区分地図新制23区（昭24 文彰堂 折本 T/0・290/3066） 

東京都区分図集（昭和26 全国教育図書 図24枚 RD/0920/T72801/T）※23区のみ 

新二十三区東京都区分地図帖（昭和26 日本地勢社 T/0・290/3072 小型本） 

最新東京区分地図 二十三区（昭和27 地図出版 RT/0・290/3048 小型本） 

スタンダード東京都区分地図〔帖〕 昭和27, 昭和38年版（日本地図 

T/0・290/113/52, 10・23E/5064/1974） 

東京都区分地図-二十三区最新町名番地入-（昭和28 地図出版社 T/290.3/5080/1953 折本） 

コンサイス東京都区分地図帖（[195- ] 日本交通旅行案内社 RT/0・290/3127 小型本） 

東京都区分地図－ポケット用大版－（[196- ] 人文社 RT/290.3/5094/X 小型本） 

東京都区別地図大鑑 昭和31～32年度版（人文社 RT/0・290/1/ 年鑑） 

東京都地図地名総覧 昭和36～1999年版（人文社 RT/0・290/1/ 年鑑） 
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最新東京都地図要覧 昭和35～43年度版 欠：昭和38, 42年（国際地学協会 RT/0・290/3/ 年鑑） 

新東京都地図要覧 昭和45～平成5年度版（国際地学協会 RT/0・290/3/ 年鑑） 

東京都区分地図（昭和36 首都高速道路公団 R/0920/S998/T） 

キャピタル最新東京都区分地図帖 昭和38年版（東京地図出版 T/0・290/112） 

東京都交通図東京都区分地図 松屋銀座進出38周年記念 

（[1963] [松屋] 1:25000-1:65000 T/290.3/5259/1963） 

東京都区分地図帖 コンパクト版（昭和42 和楽路屋 RT/0・290/3128） 

東京23区と伊豆七島小笠原諸島硫黄島 1万分の1地形図編 

（昭和46 公共施設地図航空 DT/0・290/8） 

三多摩全域と伊豆七島小笠原諸島硫黄島 1／1万地形図編 

（昭和46 公共施設地図航空 D/0920/S294/S1-71） 

ひと目でわかる東京区分地図（昭和47 人文社 54p T/0・290/111） 

ビジネスマンの東京都内地図（1976 帝国書院 204, 19p T/0・290/28） 

ビジネス1000東京区分地図帳（1977 日地出版 158p T/0・290/22） 

東京都区分地図集 -都下全収録-（1979 昭文社 DRT/0・290/49） 

東京区分市街地図帖（1981 東京地図出版 RT/0・290/52） 

東京都区分地図集 -都下全市収録-（1982 昭文社 DRT/0・290/49/82） 

東京区分地図帖 ビジネス版（1985 東京地図出版 RT/0・290/52/85） 

連続マップ方式東京都内地図（1986 帝国書院 RT/0・290/77, 20・23E/5096/1986） 

連続マップ方式東京都内地図 ４訂版（1989 帝国書院 RT/0・290/77/89） 

東京都区分地図（1987 昭文社 191p RT/0・290/3031/87） 

ビジネス東京-区分地図帳（1988 日地出版 T/0・290/3004） 

ビジネス東京区分地図帖（1990 東京地図出版 RT/0・290/52/90） 

東京区分・都市図 東京23区・都下全市主要町（1990 昭文社 SRT/0・290/5245/1990） 

東京情報図（1990 徳間書店 RT/0・290/3018） 

東京23区（1990 徳間書店 RT/0・290/3019） 

東京23区・多摩情報図（1991 徳間書店 T/0・290/3023） 

東京23区・多摩 都市地図Tokyo（1991 徳間書店 RT/0・290/3020） 

シティング東京 都市情報地図（1992 国際地学協会 T/0・290/3025） 

東京都区分地図（1993年 昭文社 RT/0・290/3031） 

東京都区分地図－東京23区・都下全市町村・都心詳細図（1994 昭文社 RT/290.3/5274/1994） 

シティング首都圏 東京50kmエリア（1995 国際地学協会 1:20000 T/92・29/3007） 

全東京（1996 武揚堂 RT/0・290/3056） 

首都圏－駅周辺図・都心（東京・横浜・大宮・千葉）・関東甲信越－（1998 武揚堂 

RT/92・29/3010） 

東京区分ワイド都市地図集-東京23区・多摩市街図（1998 国際地学協会 RT/0・290/3084） 

東京23区・多摩－主要部拡大134エリア－（1998 国際地学協会 RT/0・290/3101） 

東京都区分地図（1998 昭文社 RT/0・290/3031/98） 

東京23区－主要部拡大81エリア－（1999 国際地学協会 RT/0・290/3147） 

大きな字の地図で東京歩こう－おでかけ東京 1/7000メッシュ詳細市街図－ 
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（2000 人文社 RT/290.3/5270/2000） 

東京23区・多摩－主要部拡大90エリア－（2001 国際地学協会 RT/0・290/3101/2001） 

でっか字まっぷ東京23区（2001 昭文社 RT/0・290/5027） 

でっか字まっぷ東京多摩（2001 昭文社 108, 107p T/59・290/5029/2001） 

東京23区－ゼンリンまっぷ大字展－（2001 ゼンリン 1:3900ほか RT/0・290/5033） 

東京多摩版－ゼンリンまっぷ大字展－（2001 ゼンリン 1:3500ほか RT/60・29/5004） 

おおきな文字マップ東京23区（2002 国際地学協会 RT/290.3/5002/2002） 

おおきな文字マップ東京多摩（2003 国際地学協会 1:5000－1:40000 RT/59・290/5009/2003） 

おおきな文字マップ首都圏の地図（2003 国際地学協会 1:5000ほか T/290.3/5051/2003） 

でっか字東京23区便利情報地図（2003, 2007, 2008 昭文社 1：10000 

RT/290.3/5047/2003, 2007, 2008） 

でっか字全東京便利情報地図（2003, 2007 昭文社 1:10000 RT/290.3/5060/2003, 2007） 

東京－便利情報地図－（2003 武揚堂 RT/290.3/5038/2003） 

全東京－駅周辺図・都心(東京）・関東甲信越－（2003 武揚堂 RT/290.3/5040/2003） 

でっか字まっぷ東京多摩（2004 昭文社 RT/59・290/5029/2004 小型本） 

全東京（2005 武揚堂 RT/290.3/5040/2005） 

携帯東京23区マップ－QRコード対応－（2004 アルプス社 T/290.3/5072/2004 小型本） 

ぼくらの東京－東京ベストエリア55＆23区全域ワイドマップ－（2004 タナック 

T/290.3/5088/2004 小型本） 

東京－便利情報地図－（2005 武揚堂 RT/290.3/5038/2005） 

東京23区（2005 国際地学協会 T/290.3/5220/2005） 

東京23区地図（2005 塔文社 RT/290.3/5130/2005 小型本） 

でっか字まっぷ東京23区 2版（2005 昭文社 RT/290.3/5211/2005 小型本） 

なるほど東京知図帳－知れば知るほどみえてくる！！－（2005 昭文社 RT/290.3/5135/2005） 

なるほど知図帳東京 2006（昭文社 RT/290.3/5269/2006） 

東京都都市地図－東京23区分－ 8版（2007 昭文社 1:4000－1:200000 RT/290.3/5136/2007） 

東京7000－区分地図・東京23区全域－ 2007年版（人文社 1:7000 RT/290.3/5284/2007） 

でっか字東京多摩便利情報地図（2007 昭文社 RT/59・290/5011/2007） 

でっか字東京23区便利情報地図（2008 昭文社 1：10000 RT/290.3/5047/2008） 

でっか字首都圏便利情報地図（2008 昭文社 T/290.3/5307/2008） 

東京超詳細地図 ハンディ版（2008 成美堂出版 1:10000, 1:50000 RT/290.3/5301/2008） 

街っぷる東京23区（2010 昭文社 1:10000 RT/290.3/5357/2010） 

街っぷる首都圏（2010 昭文社 1:30000 RT/290.3/5358/2010） 

全東京便利情報地図（2011 昭文社 1:3500-1:50000 RT/290.3/5378/2011） 

東京超詳細地図 ハンディ版（[2011] 成美堂出版 1:10000, 1:50000 RT/290.3/5301/2011） 

でっか字まっぷ東京23区 3版（2011 昭文社 1:5000-1:32000 RT/290.3/5211/2011） 

でっか字まっぷ東京多摩 2版（2011 昭文社 1:8000-1:32000 RT/59・290/5029/2011） 

文庫地図東京 6版（2011 昭文社 1:3500-1:60000 SRT/290.3/5387/2011） 

東京都市区町村別地図（2012 昭文社 RT/290.3/5396/2012） 
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でっか字東京23区便利情報地図 2版（2012, 2016 昭文社 1:10000 RT/290.3/5047/2012, 2016） 

コンパクト東京多摩便利情報地図 2版（2012 昭文社 1:10000, 1:20000 RT/59・290/5067/2012） 

かるがるマップ東京23区（2013 マイナビ 1:10000, 1:20000 RT/290.3/5426/2013） 

全東京便利情報地図（2013 昭文社 1:3500-1:50000 RT/290.3/5378/2013） 

東京超詳細地図 ハンディ版（2014 成美堂出版 1:10000ほか RT/290.3/5301/2014） 

全東京便利情報地図 2版（2016 昭文社 1:10000 RT/290.3/5378/2016） 

片手で持って歩く地図東京（[2016] 成美堂出版 T/290.9/5961/2016） 

東京多摩便利情報地図 コンパクト 3版（2017 昭文社 1:10000, 1:20000 RT/59・290/5067/2017） 

東京超詳細地図 2017年版（成美堂出版 1:5000-1:50000 RT/290.3/5301/2017） 

首都圏便利情報地図 2版（2017 昭文社 RT/290.3/5307/2017） 

首都圏便利情報地図 2版（2019（3刷） 昭文社 180, 178p 1:10000, 1:25000 

RT/290.3/5307/2019） 

東京多摩便利情報地図 2版（2019（4刷） 昭文社 145, 142p 1:10000 RT/59・290/5011/2019） 

すぐわかる地図東京23区 改訂5版（2019 JTBパブリッシング 158, 157p 1:5000ほか 

T/290.3/5557/2019） 

全東京便利情報地図 2版（2020（5刷） 昭文社 245, 244p 1:10000 RT/290.3/5378/2020） 

 

【CD-ROM】 

東京都ディジタルマッピング地形図-CD-ROM Windows版- 23区版 

（1998 東京都政策報道室 CD-ROM 1枚 PT/0・290/5038/G） 

東京都ディジタルマッピング地形図-CD-ROM Windows版- 多摩西部版 

（2000 東京都政策報道室 CD-ROM 1枚 PT/60・29/5003/G2） 

東京ディジタル３Ｄマップ 1, 2（[2005] ミューエス CD-ROM 2枚 PT/290.3/5235/1, 2） 

 

②一枚もの 

＜23区＞ 

東京都区部 1:25000デジタル標高地形図（2006 日本地図センター 図1枚 T/290.3/5489/2006） 

23区全図（2015 昭文社 1:45000 T/290.3/5214/24-2015 ホルダー入） 

 

足立区 

東京府南足立郡千住町北豊島郡南千住町（逓信協会 明治44年刊の複製 

人文社 1:5000 T/290.3/5024/32） 

番地界入東京府南足立郡千住町北豊島郡南千住町全図（大正14 逓信協会 DT/21・29/3 製本） 

東京府下梅島村全図（大正15 文化地図普及会 1:6000 T/21・29/8） 

南足立郡及南葛飾郡全図 訂正3版（昭和3 丸善好文館 1:36000 T/20・290/5002/1928） 

足立区(南足立郡）旧町村古道図（足立史談会編 足立区郷土博物館 1991 

DT/21・29/3001 1:12000）※昭和7年9月30日現在の町村を表示 

大東京区分図三十五区之内足立区詳細図（昭和12 東京地形社 1:15000 T/21・290/5010/1937） 

足立区全図（昭和16 内山模型製図社 1:8000 DT/21・29/3005） 
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大東京区分図三十五区之内足立区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:15000 DT/21・29/4 製本） 

大東京区分図三十五区之内足立区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

昭和礼文社 1:15000 T/290.3/5018/31） 

足立区全図（昭和21 内山模型製図社 1:10000 41・23E/3001/46A） 

新東京区分図足立区詳細図（昭和22 日本地図 1:16000 DRT/21・29/5） 

東京都区分詳細図足立区（昭和29 日地出版 1:16000 DT/21・29/9） 

足立区（昭和33 日本地図 1:15000 DT/21・29/3004） 

東京都區分圖足立區詳細圖 改訂版（昭和34 日地出版 1:16000 T/21・290/5018/1959） 

足立区全図（昭和48 足立区 DT/21・29/1 製本） 

足立区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:15500 41/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図足立区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

足立区（1984 昭文社 1:14500 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/21） 

足立区（1990 昭文社 1:15000 41/23E ホルダー入） 

足立区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 282p 1:1500 D/41・23E/5/98A ※地図帳） 

足立区（1999 昭文社 1:15000 T/0・290/68/21-99） 

足立区（2005 昭文社 1:15000 T/290.3/5214/21 ホルダー入） 

カラーマップあだち 2010 [本冊]、[付図]（2010 [足立区] 40p 1：10000 

T/21・290/5001/2010, 2010-2） 

付図：足立区交通案内図、足立区主要施設案内図 

足立区（2015 昭文社 1:15000 T/290.3/5214/21-2015 ホルダー入） 

足立区map 平成28年1月1日現在（2016 足立区 1:16000, 1:20000 

T/21・290/5011/2016, 2016(2)） 

 

※新修足立区史 上巻 付録 足立区史要図 昭和42年8月1日現在（1967 足立区 

1：12000 T/21・20/7/1-2 製本） 

 

荒川区 

東京府北豊島郡三河島村尾久村日暮里村（明治44 逓信協会 1:5000 T/41・290/5011/1911） 

東京府北豊島郡三河島村尾久村日暮里村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 

1:5000 T/290.3/5024/31） 

東京府南足立郡千住町北豊島郡南千住町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 

1:5000 T/290.3/5024/32） 

番地界入東京府南足立郡千住町北豊島郡南千住町全図（大正14 逓信協会 DT/21・29/3 製本） 

東京府下三河島町日暮里町全図（文化地図普及会 大正14年刊の複製 荒川区教育委員会 

1:5000 T/41・290/5010/2009） 

番地番界入最近調査東京府下三河島町日暮里町全図（昭和3 文化地図普及会 

1:5000 DT/41・29/1 製本） 

番地入新大東京市三十五区分図之内荒川・滝野川区詳細図（昭和8 坂西慶次郎 1:9000 

T/41・290/5014/1933） 

大東京区分図三十五区之内荒川区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 
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T/41・290/5002/1941 ホルダー入） 

大東京区分図三十五区之内荒川区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:9000 T/290.3/5018/30） 

新東京区分図荒川区詳細図（昭和22 日本地図 1:9500 DRT/41・29/2） 

東京都区分詳細図荒川区（昭和28 日地出版 1:9500 DT/41・29/3） 

荒川区（昭和33 日本地図 1:15000 DT/41・29/3003） 

東京都區分圖荒川區詳細圖 改訂版（昭和33 日地出版 1:9700 T/41・290/5022/1958） 

荒川一丁目案内図（刊年不明 美弘社 T/41・290/5017/X） 

荒川区 東京都区分詳細図（1979 日地出版 図2枚 1:7400 38/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図足立区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

荒川区（1984 昭文社 1:6000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/20） 

荒川区（1990 昭文社 1:7000 38/23E/A ホルダー入） 

荒川区-高密度生活情報地図-（1990 昭文社 1:1500 D/38・23E/5/98A ※地図帳） 

荒川区（1998 昭文社 1:7000 T/0・290/68/20-98） 

あらかわってこんなまち（1998, 1999, 2005, 2007, 2012 荒川区総務企画部広報課 

1:8000 T/41・290/5008/1998, 1999, 2005, 2007, 2012） 

荒川区（2005 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/18 ホルダー入） 

荒川区（2015 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/18-2015 ホルダー入） 

 

※東京都荒川区南千住変遷図集, 変遷第二図集（荒川史談会 1967-68 2冊 DT/41・29/3002/1, 2） 

[江戸～昭和までの南千住付近の地図の、謄写版による縮写、拡大複製] 

 

板橋区 

東京府北豊島郡板橋町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/28） 

番地界入東京府北豊島郡上板橋村全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/44・29/2 製本） 

番地界入東京府北豊島郡板橋町全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/44・29/3 製本） 

板橋区－大日本職業別明細図－（昭和10 東京交通社 DT/44・29/3006） 

板橋区全図（昭和16 内山模型製図社 1:8000 DT/44・29/3005） 

大東京区分図三十五区之内板橋区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:19000 T/290.3/5018/27） 

板橋区全図（昭和21 内山模型製図社 1:10000 39・23E/3002/46A） 

新東京区分図板橋区詳細図（昭和22 日本地図 1:19000 DT/44・29/5） 

東京都区分詳細図板橋区（昭和29 日地出版 1:15000 DT/44・29/7） 

板橋区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/44・29/6） 

板橋区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:12400 39/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図板橋区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

板橋区（1984 昭文社 1:10500 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/17） 

板橋区（1991 昭文社 1:12000 39/23E/A ホルダー入） 

板橋区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/39・23E/5/98A ※地図帳） 

板橋区（1999 昭文社 1:12000 T/0・290/68/17-99） 
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板橋区（2005 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/19 ホルダー入） 

板橋区図（2005 板橋区政策経営部広聴広報課 1:15000 T/44・290/5013/2005） 

板橋区（[2007] 板橋区土木部 1:10000 T/44・290/5014/2007） 

板橋区（[2007] 板橋区土木部 1:15000 T/44・290/5021/2007） 

板橋区（[2007] 板橋区土木部 1:30000 T/44・290/5022/2007） 

板橋区（[2010] 板橋区土木部 1:15000 T/44・290/5021/2010） 

板橋区地域地区図（2011 板橋区都市整備部 1:10000 T/44/518/5032/2011） 

板橋区（[2012] 板橋区土木部 1:10000 T/44・290/5017/2012） 

板橋区（[2012] 板橋区土木部 1:15000 T/44・290/5021/2012） 

板橋区（[2012] 板橋区土木部 1:30000 T/44・290/5022/2012） 

板橋区（[2014] 板橋区土木部 1:10000 T/44・290/5014/2014） 

板橋区（[2014] 板橋区土木部 1:15000 T/44・290/5021/2014） 

板橋区（[2014] 板橋区土木部 1:30000 T/44・290/5022/2014） 

板橋区（[2015] 板橋区土木部 1:10000 T/44・290/5014/2015） 

板橋区（[2015] 板橋区土木部 1:15000 T/44・290/5021/2015） 

板橋区（[2015] 板橋区土木部 1:30000 T/44・290/5022/2015） 

板橋区（2014, 2016 板橋区政策経営部広聴広報課 1:15000 T/44・290/5030/2014, 2016） 

板橋区（2015 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/19-2015 ホルダー入） 

板橋区（[2018] 板橋区土木部 1:10000 T/44・290/5014/2018） 

板橋区（[2018] 板橋区土木部 1:15000 T/44・290/5021/2018） 

 

※板橋の絵図・絵地図（板橋区立郷土資料館 1994 DT/44・29/3001） 

[江戸から明治初期にかけての板橋の地図を地域別に縮写複製したもの。企画展示「板橋の絵

図・絵地図」図録] 

 

江戸川区 

江戸川区全図（[19--] 内山模型製図社 1:8000 T/23・290/5003/X） 

江戸川区全図（昭和16 内山模型製図社 1:8000 DT/23・29/3004） 

大東京区分図三十五区之内江戸川区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:15000 DT/23・29/3 製本） 

大東京区分図三十五区之内江戸川区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:15000 T/290.3/5018/35） 

江戸川区全図（昭和21 内山模型製図社 1:10000 DT/43・23E/3001/46A） 

新東京区分図江戸川区詳細図（昭和22 日本地図 1:16000 DRT/23・29/1） 

東京都区分詳細図江戸川区（昭和28 日本地図 1:16000 DT/23・29/5） 

江戸川区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/23・29/2） 

東京都區分圖江戸川區詳細圖 改訂版（昭和34 日地出版 1:16000 T/23・290/5010/1959） 

江戸川区 千葉県浦安町全図入り（昭和50 昭文社 1:13000, 1:20000 裏面：都市計画道路網図 

T/23・290/5011/1975 ホルダー入り） 

江戸川区（1984 昭文社 1:13000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/23） 

江戸川区（1990 昭文社 1:14000 43/23E/A ホルダー入） 
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江戸川区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/43・23E/5/98A ※地図帳） 

江戸川区（1999 昭文社 1:14000 T/0・290/68/23-99） 

江戸川区（2005 昭文社 1:14000 T/290.3/5214/23 ホルダー入） 

江戸川区の地図 2005（江戸川区 1:15000 T/23・290/5002/2005） 

江戸川区の地図 2007, 2009, 2011, 2016（江戸川区 1:14000 

T/23・290/5002/2007, 2009, 2011, 2016） 

江戸川区（2015 昭文社 1:14000 T/290.3/5214/23-2015 ホルダー入） 

 

※江戸川区史 第1巻 付図（江戸川区 ［1976］ DT/23・20/1/1-2 製本） 

内容：御鷹場関係地図（宝暦5－安永6）, 武蔵国葛飾郡第十一大区縮図（明治6－11）,  

市川駅（明治13 1:20000）, 逆井村（明治13 1:20000）,  

東京府南葛飾郡全図（明治38 1:24000）, 江戸川区全図（昭和7 1:8000）,  

江戸川区全図（住居表示実施前 1:15000）,  

江戸川区史跡・名所地図（昭和50年4月 1:15000） 

 

大田区 

東京府荏原郡大森町入新井村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/16） 

東京府下入新井町全図（大正13 文化地図普及会 1:4500 T/52・290/5036/1924） 

東京府下入新井町大森町全図（大正14 文化地図普及会 1:5800 DT/52・29/3006） 

馬込・池上東南部（大正14 遠藤市次 1:3000 DT/52・29/3002） 

蒲田町全図（昭和2 寺西金七 1:4000 T/52・290/5016/1927 青写真） 

大森町政提要 [付図]大森町全図（昭和2 大森町 T/52・318/5021/1927） 

東京府下入新井町大森町全図（昭和3 文化地図普及会 1:5800 T/52・290/5008/1928） 

東京府下馬込町全図（昭和4 文化地図普及会 1:6000 T/52・290/5019/1929） 

東京府蒲田町全図（昭和6 文化地図普及会 1:5000 DT/52・29/3004） 

 

大森区 

東京市大森区全図（刊年不明＜大森区成立は昭和7年＞ 大森区 1:12000 DT/52・29/6 製本） 

大東京区分図三十五区之内大森区詳細図（昭和8 東京地形社 1:12000 DT/52・29/4） 

最新大森区明細地図（昭和10 東京日日新聞 1:14000 T/52・290/5007/1935） 

最新大森区明細図（昭和12 東京日日新聞社 1:12000 T/52・290/5015/1937） 

大東京区分図三十五区之内大森区詳細図（昭和15 東京地形社 1:12000 DT/52・29/4/40） 

大東京区分図三十五区之内大森区詳細図（東京地形社 昭和15年刊の複製 昭和礼文社 

1:12000 T/290.3/5018/17） 

大東京区分図三十五区之内大森区詳細図（昭和17 日本統制地図 1:12000 T/52・29/4/1942） 

大森区全図（昭和21 内山模型製図社 1:10000 31・23E/3001/46A） 

 

蒲田区 

大東京区分図三十五区之内蒲田区詳細図（刊年不明 東京地形社 1:10000 DT/52・29/3） 

最新蒲田区明細地図（昭和13 蘇山閣 1:10000 T/52・290/5009/1938） 
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大東京区分図三十五区之内蒲田区詳細図（東京地形社 昭和15年刊の複製 昭和礼文社 

1:9500 T/290.3/5018/18） 

大東京区分図三十五区之内蒲田区詳細図（昭和15 日本統制地図 DT/52・29/5） 

蒲田区全図（昭和16？ 内山模型製図社 1:8000 DRT/52・29/1） 

蒲田区羽田鈴木町・羽田穴守町・羽田江戸見町居住者概略図 

（登載時期：昭和19～20 鈴納会地図作成委員会 1978 DT/52・29/7 製本） 

蒲田区全図（昭和21 内山模型製図社 1:10000 31・23E/3002/46A） 

 

大田区 

東京都区分詳細図大田区（昭和24 日本地図 1:15000 DT/52・29/8/49） 

東京都区分詳細図大田区（昭和29 日地出版 1:15000 DT/52・29/8） 

大田区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/52・29/2） 

東京都区分詳細図大田区（1979 日地出版 1:10000 DT/52・29/8/79） 

大田区（1984 昭文社 1:13000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/11） 

大田区（1991 昭文社 1:14000 31/23E/A ホルダー入） 

大田区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/31・23E/5/98A ※地図帳） 

大田区（1998 昭文社 1:14000 T/0・290/68/11-98） 

大田区地図帳（1998 大田区 図20枚 RT/52・29/3005 小型本） 

大田区（2005 昭文社 1:15000 T/290.3/5214/11 ホルダー入） 

大田区地図（2005 大田区 1:15600 T/52・290/5013/2005） 

大田区（2015 昭文社 1:15000 T/290.3/5214/11-2015 ホルダー入） 

 

※大田区地図集成（大田区立郷土博物館 1990 DRT/52・29/3001） 

[江戸時代から昭和50年代までの大田区の地図を縮刷して年代順に並べたもの。 

特別展「絵図・地図でみる大田区」図録] 

※地図でみる大田区 1～3（大田区 1988-1990 D/0970/O872/O1-24～26） 

 

葛飾区 

増補葛飾区史年表 付属資料 東京府南葛飾郡全図（明治38年刊の複製 

葛飾区 1:24000 RT/22・20/16/4）※現在の葛飾区・江戸川区・墨田区・江東区を含む 

葛飾区全図（昭和9 内山模型製図社 1:15000 T/22・290/5007/1934） 

葛飾区（戦前？ 内山地図 1:10000 DT/22・29/3001） 

大東京区分図三十五区之内葛飾区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:15000 T/290.3/5018/34） 

葛飾区全図（昭和16 内山模型製図社 1:8000 DT/22・29/3002 ） 

新東京区分図葛飾区詳細図（昭和22 日本地図 1:9500 DRT/22・29/1） 

東京都区分詳細図葛飾区（昭和30 日地出版 1:15000 DT/22・29/3） 

葛飾区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/22・29/2） 

東京都区分図葛飾区詳細図 [改訂版]（昭和35 日地出版 1:11000 T/22・290/5016/1960） 

葛飾区 東京都区分詳細図（1981 日地出版 図2枚 1:11700 42/23E ホルダー入） 
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内容：東京都区分図葛飾区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

葛飾区－エアリアマップ 東京都区分地図（1980 昭文社 1:11000 42/23E 

裏面：都市計画道路網図 ホルダー入） 

葛飾区（1984 昭文社 1:11000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/22） 

葛飾区（1990 昭文社 1:12000 42/23E/A ホルダー入） 

葛飾区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/42・23E/5/98A ※地図帳） 

葛飾区（1998 昭文社 1:12000 T/0・290/68/22-98） 

葛飾区（2005 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/22 ホルダー入） 

葛飾区（2015 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/22-2015 ホルダー入） 

 

北区 

東京府北豊島郡王子町（明治44 逓信協会 1:5000 DT/42・29/3001） 

東京府北豊島郡王子町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/30） 

東京府北豊島郡滝野川村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/29） 

東京府下滝野川町全図（大正13 文化地図普及会 1:6000 DT/42・29/3003） 

王子町全図（大正14 以文堂書房 1:6000 DT/42・29/3004） 

瀧野川町西ヶ原瀧野川事情明細図（昭和2 東京市町事情研究会 1:3000 DT/42・290/5010/1927） 

番地界入東京府北豊島郡王子町全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/44・29/4 製本） 

番地界入東京府北豊島郡岩淵町全図（小林又七著 東京日日新聞赤羽出張所 

昭和6年刊の複製 ［出版者不明］ 1:6000 T/42・290/5007/X） 

 

王子区 

王子区全図（刊年不明 内山模型製図社 1:8000 DRT/42・29/2） 

最新王子区明細地図（昭和10 東京日日新聞社 1:10000 T/42・290/5003/1935） 

最新王子区明細地図（昭和14 東京日日新聞社 1:10000 DT/42・29/1 製本） 

大東京区分図三十五区之内王子区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 D/42・29/5） 

大東京区分図三十五区之内王子区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製  

昭和礼文社 1:9000 T/290.3/5018/28） 

 

滝野川区 

滝野川区全図（刊年不明 内山模型製図社 1:8000 DRT/42・29/3） 

東京市滝野川区全図（昭和8 大正毎日新聞社 1:5000 T/42・290/5011/1933） 

大東京区分図三十五区之内滝野川区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 DT/42・29/6 製本） 

大東京区分図三十五区之内滝野川区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

昭和礼文社 1:7000 T/290.3/5018/29） 

 

北区 

東京都区分図北区詳細図（昭和22 日本地図 1:15000 DRT/42・29/4） 

東京都区分詳細図北区（昭和28 日地出版 1:15000 DT/42・29/7） 

北区（昭和33 日本地図 1:15000 DT/42・29/3002 ） 
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北区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:10500 37/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図北区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）, 白地図 

北区（1984 昭文社 1:9500 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/19） 

北区（1990 昭文社 1:10000 37/23E/A ホルダー入） 

北区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/37・23E/5/98A ※地図帳） 

北区（1999 昭文社 1:10000 T/0・290/68/19-99） 

北区（2005 昭文社 1:10000 T/290.3/5214/17 ホルダー入） 

北区（2015 昭文社 1:10000 T/290.3/5214/17-2015 ホルダー入） 

 

江東区 

東京府南葛飾郡砂村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/34） 

東京府南葛飾郡亀戸町大島町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/35） 

番地界入東京府南葛飾郡砂町全図（大正14 逓信協会 1:5000 DT/25・29/2 製本） 

東京府南葛飾郡亀戸町全図（大正14 黒岩藤太 T/25・290/5020/1925） 

 

深川区 

深川区全図（明治24 竹尾衛◆[ヨシ] 1:9600 T/25・290/5021/1891） 

東京市深川区全図 明治30年11月調査（明治31 東京郵便電信局[著］ 

北畠茂兵衛 1:5000 T/25・290/5012/1898） 

深川区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-15） 

東京市深川区全図（明治40 大倉書店 1:5000 DT/25・29/7 製本） 

東京市深川区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/15） 

番地界入東京市深川区全図（大正10 逓信協会 1:5000 DT/25・29/1 製本） 

東京市深川区 第2版（大正10年5月 東京逓信局編 逓信協会 1:5000 T/25・290/5008/1921） 

深川区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/15） 

大東京区分図三十五区之内深川区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:9000 T/290.3/5018/15） 

深川区全図（[194-] 内山模型製図社 1:5000 T/25・290/5004/X） 

深川区全図（刊年不明 内山模型製図社 1:5000 DRT/25・29/3） 

 

城東区 

城東区全図（刊年不明 内山模型製図社 1:8000 DT/25・29/3003） 

大東京区分図三十五区之内城東区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 DT/25・29/4 製本） 

大東京区分図三十五区之内城東区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:9000 T/290.3/5018/33） 

城東区全図－城東区建物疎開地区図－（昭和19 東京都防衛局建物疎開課 1:8000 

T/25・290/5015/1944） 

城東区全図（昭和21 内山模型製図社 1:8000 28・23E/3002/46A） 

 

江東区 
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東京都区分図江東区詳細図（昭和22 日本地図 1:10000 DRT/25・29/5） 

東京都区分詳細図江東区（昭和28 日地出版 1:10000 DT/25・29/8） 

江東区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/25・29/6） 

牡丹町・古石場全図（昭和40 青磁社 T/25・29/3002） 

牡丹・古石場全図（昭和47 青磁社 T/25・29/3002/2） 

江東区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:10000 28/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図江東区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

江東区（1984 昭文社 1:11000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/8） 

江東区（1991 昭文社 1:13000 28/23E/A ホルダー入） 

江東区全図（1994 Koto City 1:12000‐1:15000 英文併記 T/25・290/5006/1994） 

江東区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/28・23E/5/98A ※地図帳） 

江東区（1999 昭文社 1:13000 T/0・290/68/8-99） 

江東区マップ（2001, 2003 江東区政策経営部広報広聴課 T/25・290/5005/2001, 2003） 

江東区（2005 昭文社 1:14000 T/290.3/5214/8 ホルダー入） 

江東区（2015 昭文社 1:14000 T/290.3/5214/8-2015 ホルダー入） 

 

※江東区史 付図（江東区 1957 T/25・20/1/2） 

内容：江東区地図（昭和32 1：16000） 江東区航空写真全図（昭和32 1：10000） 

大正の地図（大蔵省臨時建築局陸地測量部 大正3） 

明治の地図（参謀本部陸軍測量局 明治19） ほか 

※江東区史 中巻 付属資料（江東区 1997 T/25・20/3009/2） 

内容：実測東京全図（部分 明治12） 大正12年現在深川区全図（大正12 1:10000） 

本所・深川・荒川放水路方面図（部分 昭和5） 城東区詳細図（昭和12） 

※江東区史 下巻 付属資料（江東区 1997 T/25・20/3009/3） 

内容：東京都区分詳細図江東区（昭和22 1:10000）, 江東区地図（昭和32 1:16000）, 

江東区全図（1997） 

 

品川区 

東京府荏原郡大井町平塚村（明治44 逓信協会 1:5000 DT/51・29/3009） 

東京府荏原郡大井町平塚村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/17） 

東京府荏原郡品川町大崎町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/18） 

東京府荏原郡品川町大崎町（大正10 逓信協会 1:5000 DT/51・29/3005/21） 

東京府荏原郡勢要覧 ［裏面］荏原郡全図（大正11 ［東京府荏原郡農会］ T/50・318/5003/1922） 

東京府下大井町全図（大正13 文化地図普及会 1:4500 T/51・29/3003） 

東京府下大崎町全図（大正13 文化地図普及会 1:4500 T/51・290/5007/1924） 

東京府下品川町全図 大正十二年十二月調査（大正13 文化地図普及会 1:4500 

T/51・290/5031/1924） 

東京府下平塚町全図（大正15 文化地図普及会 1:6000 T/51・29/11） 

大崎北部（大正15 遠藤市次 1:3000 DT/51・29/10） 

東京府下大崎町全図 修正再版（大正15 文化地図普及会 1:4700 T/51・290/5007/1926） 
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荏原郡全図（大正15 丸善好文館 1:36000 DT/50・29/3002） 

※現在の品川区・目黒区・大田区・世田谷区を含む 

東京府下荏原町全図（昭和3 文化地図普及会 1:6000 T/51・290/5022/1928） 

荏原郡全図 4版（昭和4 丸善好文館 1:36000 T/50・29/3002/1929） 

番地界入東京府荏原郡荏原町全図（昭和4 小林又七 1:6000 DT/51・29/2 製本） 

番地界入東京府荏原郡大崎町全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/51・29/1 製本） 

東京府荏原郡全図（昭和5 文化地図普及会 1:25000 T/290.3/5402/1930） 

昭和13年頃の美原通り（旧東海道）町並図（[旧東海道アッピール委員会] 1991 DT/51・29/3002） 

 

荏原区 

東京市荏原区全図（昭和6 文化地図普及会 1:6000 DT/51・29/3006） 

東京府荏原町全図（昭和7 荏原町消防組第三部 1:6000 DT/51・29/3008） 

荏原区全図（昭和8 内山模型製図社 1:8000 T/51・290/5008/1933） 

大東京区分図三十五区之内品川荏原区詳細図（昭和8 東京地形社 1:9000 DT/51・29/7） 

番地入新大東京市三十五区分図之内品川・荏原区詳細図（昭和8 坂西慶次郎 

T/51・290/5020/1933） 

東京市荏原区全図（昭和11 東京日日新聞社 1:6000 T/51・290/5033/1936） 

東京市荏原区全図（昭和15 蘇山閣 1:6000 T/51・290/5010/1940） 

大東京区分図三十五区之内荏原区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:6000 DT/51・29/3 製本） 

大東京区分図三十五区之内荏原区詳細図（日本統制地図 昭和16刊の複製 

昭和礼文社 1:6000 T/290.3/5018/19） 

 

品川区（旧三十五区） 

大東京市品川区全図（昭和7 東京交通社 T/51・290/5019/1932） 

東京市品川区全図（昭和8 文化地図普及会 1:10000 T/51・290/5015/1933） 

番地入新大東京市三十五区分図之内品川・荏原区詳細図（昭和8 坂西慶次郎 

T/51・290/5020/1933） 

大東京区分図三十五区之内品川区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:9000 T/290.3/5018/16） 

大東京区分図三十五区之内品川区詳細図（昭和17 日本統制地図 1:9000 DT/51・29/4 製本） 

 

品川区（二十三区） 

東京都区分図品川区詳細図（昭和22 日本地図 1:10000 DRT/51・29/5, DT/51・29/12/47） 

東京都区分詳細図品川区（昭和28 日地出版 1:10000 DT/51・29/12） 

品川区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/51・29/6） 

品川区（1984 昭文社 1:8000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/9） 

品川区（1991 昭文社 1:10000 29/23E/A ホルダー入） 

品川区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/29・23E/5/98A ※地図帳） 

品川区（1999 昭文社 1:10000 T/0・290/68/9-99） 

品川区（2005 昭文社 1:10000 T/290.3/5214/9 ホルダー入） 
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品川区ガイドマップ（2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 品川区 1:10000 

T/51・290/5014/2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013） 

品川区地図（2013 品川区企画部 1:10000 T/51・290/5009/2013） 

品川区（2015 昭文社 1:10000 T/290.3/5214/9-2015 ホルダー入） 

 

渋谷区 

東京府豊多摩郡渋谷町（明治44 逓信協会 1:5000 DT/48・29/5001） 

東京府豊多摩郡渋谷町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/21） 

東京府豊多摩郡代々幡村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/20） 

代々木附近之図 其一（大正5 ［近衛歩兵第三聯隊］ 1:5000 T/48・290/5008/1） 

東京府豊多摩郡渋谷町平面図（大正7 渋谷町報社 1:5000 DRT/48・29/3001） 

東京府豊多摩郡渋谷町平面図 4版（大正10 渋谷町報社 1:5000 T/48・290/5021/1921） 

大日本職業別明細図之内渋谷町（東京交通社 大正14刊の複製 T/48・67/3 製本、 

T/48・67/3004 製本） 

東京府豊多摩郡代々幡町 3版（大正15 逓信協会 1:5000 T/48・290/5005/1926） 

千駄ヶ谷界全図（大正15 豊文舎印刷所 1:5000 DT/48・29/3003） 

番地入渋谷町全図（昭和3 渋谷町報社 1:5500 T/48・290/5007/1928） 

東京府豊多摩郡千駄ヶ谷町全図（昭和5 川流堂 1:6000 T/48・290/5014/1930） 

大東京市澁谷區全圖－旧字新町界新町名番地入－（昭和7 東京交通社 T/48・290/5036/1932） 

大東京区分図三十五区之内渋谷区詳細図（昭和8 東京地形社 1:9000 DT/48・29/4） 

番地入新大東京市三十五区分図之内渋谷区詳細図（昭和8 坂西慶次郎 1:9000 

T/48・290/5019/1933） 

最新渋谷区明細地図（昭和10 東京日日新聞社 1:10000 DRT/48・29/3002） 

大東京区分図三十五区之内渋谷区詳細図（昭和12 東京地形社 1:9000 T/48・290/5015/1937） 

渋谷区第十四部町会区域明細図（昭和13 渋谷区第十四部町会 DT/48・290/5017/1938） 

渋谷区全図（昭和16 内山模型製図社 1:8000 DT/48・29/3004） 

大東京区分図三十五区之内渋谷区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 DT/48・29/3） 

大東京区分図三十五区之内渋谷区詳細図（日本統制地図 昭和17年刊の複製 

昭和礼文社 1:9000 T/290.3/5018/22） 

大東京区分図渋谷区詳細図－復興都市計劃線・戦災消失地帯入－ 

（昭和22 日本地図 1:9000 DRT/48・29/1, T/48・290/5035/1947） 

東京都区分詳細図渋谷区（昭和28 日地出版 1:9000 DT/48・29/5） 

渋谷区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/48・29/2） 

東京都区分図渋谷区詳細図（昭和34 日地出版 1:9500 T/48・290/5004/1959） 

渋谷区（1984 昭文社 1:7000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/13） 

渋谷区（1991 昭文社 1:8000 33/23E/A ホルダー入） 

渋谷区-高密度生活情報地図-（1997 昭文社 1:1500 D/33・23E/5/97A ※地図帳） 

渋谷区（1999 昭文社 1:8000 T/0・290/68/13-99） 

渋谷区（2005 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/13 ホルダー入） 

渋谷区（2015 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/13-2015 ホルダー入） 
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新宿区 

東京府豊多摩郡淀橋町大久保村（明治44 逓信協会 1:5000 DT/36・29/3005） 

東京府豊多摩郡淀橋町大久保村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/23） 

東京府豊多摩郡内藤新宿町千駄ヶ谷町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 

1:5000 T/290.3/5024/22） 

東京府豊多摩郡大久保町地図（大正13 湊屋書店 1:5000 T/36・290/5017/1924） 

東京府下大久保町淀橋町全地図（大正14 文化地図普及会 1:5000 DT/36・29/5002） 

東京府下高田町戸塚町全図（大正14 文化地図普及会 1:5000 DT/36・29/3007） 

下落合事情明細図（大正15 中西三郎 1:3300 DT/36・29/3006） 

戸塚町全図（東京府豊多摩郡戸塚町勢要覧 裏面）（[昭和5] [戸塚町] T/36・318/5019/1930） 

 

四谷区 

東京市四谷区全図 明治28年12月調査（東京郵便電信局[著] 北畠茂兵衛 1:5000  

T/36・290/5022/1896） 

四谷区全図（博益社 明治39年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-8） 

東京市四谷区全図 明治40年1月調査（東京郵便局[著] 大倉書店 1:5000 T/36・290/5024/1907） 

東京市四谷区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/8） 

番地界入東京市四谷区全図（明治44 逓信協会 1:5000 DT/R36・29/8） 

番地界入東京市四谷区全図（大正11 逓信協会 1:5000 DT/36・29/4 製本） 

四谷区全図（[19--] [内山模型製図社] 1:5000 T/36・290/5013/X） 

四谷区全図（[19--] 内山模型製図社 1:5000 T/36・290/5011/X） 

四谷区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/8） 

大東京区分図三十五区之内四谷区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:5000 DT/36・29/5 製本） 

大東京区分図三十五区之内四谷区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

昭和礼文社 1:5000 T/290.3/5018/8） 

 

牛込区 

東京市牛込区全図 明治29年8月調査（東京郵便電信局[著] 北畠茂兵衛 1:5000 

T/36・290/5023/1896） 

牛込区全図（博益社 明治39年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-9） 

東京市牛込区全図（明治40 大倉書店 1:5000 DT/36・29/9 製本） 

東京市牛込区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/9）  

東京市牛込区（明治44 逓信協会 1:5000 DT/36・29/3003） 

牛込区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/9） 

最新番地入牛込区全図（昭和13 読売新聞社 DT/36・29/3008） 

大東京区分図三十五区之内牛込区詳細図（東京地形社 昭和16年刊の複製 

昭和礼文社 1:7000 T/290.3/5018/9） 

大東京区分図三十五区之内牛込区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:7000 DT/36・29/13 製本） 

牛込区全図（昭和16 内山模型製図社 1:5000 T/36・290/5014/1941） 
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淀橋区 

番地入新大東京市三十五区分図之内淀橋区詳細図（昭和8 坂西慶次郎 

1:9000 T/36・290/5040/1933） 

大東京区分図三十五区之内淀橋区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 DT/36・29/11） 

大東京区分図三十五区之内淀橋区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

昭和礼文社 1:9000 T/290.3/5018/23） 

 

新宿区 

東京都区分図新宿区詳細図（昭和22 日本地図 1:10000 DRT/36・29/6） 

新宿区全図（昭和23 内山模型製図社 1:10000 DT/36・29/3004） 

東京都区分図新宿区詳細図（昭和26 日地出版 1:10000 DT/36・29/12） 

復興新宿区全図（昭和28 毎日新聞社 1:9500 DT/36・29/10） 

東京都区分詳細図新宿区（昭和29 日地出版 1:10000 DT/36・29/14） 

新宿区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/36・29/7） 

東京都区分図新宿區詳細圖（昭和33 日地出版 1:10000 T/36・290/5006/1958） 

新宿区百人町4丁目詳細図 1965年度版（大東宏永社 DT/36・29/5001） 

新宿区上落合1・2丁目詳細図 下落合3丁目一部ヲ含ム（19-- 永興社 T/36・290/5031/X） 

新宿区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:8600 24/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図新宿区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）, 白地図 

新宿区（1984 昭文社 1:8000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/4） 

新宿区（1991 昭文社 1:8000 24/23E/A ホルダー入） 

新宿区-高密度生活情報地図-（1997 昭文社 1:1500 D/24・23E/5/97A ※地図帳） 

新宿区（1999 昭文社 1:8000 T/0・290/68/4-99） 

新宿区（2005 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/4 ホルダー入） 

新宿区地図（2003, 2009, 2014 新宿区企画部広報課 1:10000 

T/36・290/5016/2003, 2009, 2014） 

新宿盛り場地図（2005 新宿区立新宿歴史博物館 1:800 T/36・290/5015/2005） 

新宿まちづくりマップ（2009 新宿区都市計画部 1：15000 DT/36・518/5008/2009） 

新宿区（2015 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/4-2015 ホルダー入） 

 

※地図で見る新宿区の移り変わり 牛込編、四谷編、淀橋・大久保編、戸塚・落合編、 

索引編（全５冊）（新宿区教育委員会 DRT/36・29/3/1～5） 

[新宿区を数地域に分け、それぞれの地域の変遷を縮刷された各時代の地図でたどったもの] 

※新宿区地図集－地図で見る新宿区の移り変わり－（新宿区教育委員会 DRT/36・29/2） 

[江戸の文化2年(1805）から昭和53年までの新宿区全体の変遷を縮写複製された地図で 

たどったもの、上記の全区版] 

※あの日の新宿［付図］あの日の新宿 (ぶよう堂 図1枚＜表裏＞ 1:1500 

T/36・210/5077/2008-2） 

[火災保険特殊地図（戦後分）から作成したもの、昭和25～30年] 
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杉並区 

東京府豊多摩郡和田堀内村全図（[19--] 中田実農留 1:2400 T/47・290/5013/X） 

東京府豊多摩郡井萩村地図［1］大字下井草之部（[19--]［中田実農留］1:3000 T/47・290/5011/1） 

東京府豊多摩郡井萩村地図［2］大字上井草之部（[19--]［中田実農留］1:3000 T/47・290/5011/2） 

井萩村地図［3］大字下荻窪上荻窪之部（[19--] ［中田実農留］ 1:3000 T/47・290/5011/3） 

杉並南部・和田堀内西北部・和田堀内西部（大正14 遠藤市次 1:3000 DT/47・29/3002） 

番地界入東京府豊多摩郡杉並町全図（昭和4 小林又七 1:6000 DT/47・29/1 製本） 

番地界入東京府豊多摩郡井荻町全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/47・29/2 製本） 

番地界入東京府豐多摩郡髙井戸町全圖－小林編纂部實測－ 

（昭和5 小林又七 1:6000, 1:25000 T/47・290/5021/1930） 

番地入最新杉並町全図（昭和6 秋山不二男著 日本地理付図研究所 1:7200T/47・290/5007/1931） 

大東京区分図三十五区之内杉並区詳細図（[19--] 東京地形社 1:12000 T/47・290/5004/X） 

大東京区分図三十五区之内杉並区詳細図（昭和9 東京地形社 1:12000 DT/47・29/3004） 

最新杉並区明細地図（昭和11 東京日日新聞社 1:14000 T/47・290/5002/1936） 

杉並区詳細図（昭和11 読売新聞 1:10000 DT/47・29/3007） 

読売新聞大東京市内四十万完成記念奉仕杉並区詳細図（昭和11 読売新聞 1:10000 DT/47・29/3007） 

大東京区分図三十五区之内杉並区詳細図（昭和11 教学館 1:28000 DT/47・29/3006） 

大東京区分図三十五区之内杉並区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:12000 T/290.3/5018/25） 

大東京区分図杉並区詳細図（昭和22 日本地図 1:11500 DRT/47・29/3） 

最新杉並区明細地図（刊年不明 井荻町土地区割整理組合 1:14000 DT/47・29/3005） 

東京都区分詳細図杉並区（昭和26 日地出版 1:10000 DT/47・29/5/51） 

杉並区全図（[昭和28] 復興土地住宅協会 1:11000 T/47・290/5005/1953） 

東京都区分詳細図杉並区（昭和29 日地出版 1:10000 DT/47・29/5） 

杉並区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/47・29/4） 

東京都区分図杉並区詳細図（昭和33 日地出版 1:10000 DT/47・29/3008, T/47・290/5012/1958） 

東京都區分圖杉並區詳細圖 改訂版（昭和35 日地出版 1:10000 T/47・290/5012/1960） 

杉並区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:10000 35/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図杉並区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）, 白地図 

杉並区（1984 昭文社 1:10000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/15） 

杉並区（1991 昭文社 1:12000 35/23E/A ホルダー入） 

杉並区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/35・23E/5/98A ※地図帳） 

杉並区（1999 昭文社 1:12000 T/0・290/68/15-99） 

杉並区（2005 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/15 ホルダー入） 

すぎなみガイドマップ 平成19年4月現在, 平成23年7月現在（杉並区 1:12000 

T/47・290/5006/2007, 2011） 

杉並区（2015 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/15-2015 ホルダー入） 

 

※杉並資料集録 杉並近世絵図（杉並区教育委員会 1993 DT/47・29/3001） 
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[杉並区の村絵図を地域別に縮写複製したもの] 

※杉並の地図をよむ（杉並区立郷土博物館 2002 T/47・290/5001/2002） 

[明治13年から昭和30年代までの杉並区の地図を収録] 

 

墨田区 

東京府南葛飾郡隅田村寺島村吾妻村（明治44 逓信協会 1:5000 DT/24・29/3004） 

東京府南葛飾郡隅田村寺島村吾嬬村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 

1:5000 T/290.3/5024/33） 

 

本所区 

東京市本所区全図 明治30年調査（東京郵便電信局刊の複製 1:5000 DT/24・29/3001） 

本所区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-14） 

東京市本所区全図（明治40 大倉書店 1:5000 T/24・290/5008/1907） 

東京市本所区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/14） 

番地界入東京市本所区全図（明治44 逓信協会 1:5000 DRT/24・29/6） 

東京市本所区 第2版（大正10 東京逓信局編 逓信協会 1:5000 DT/24・29/2 製本 

T/24・290/5007/1921） 

本所区横網町一丁目二十三番地実測図（大正10 日本測量社 1:100 ST/24・29/3007） 

本所区復興図（東京市本所区勢要覧 裏面）（昭和5 本所区 DT/24・31/12） 

本所区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/14） 

本所区史 附録 対照本所区全図（昭和6 本所区 1:5000 DT/24・26/1/2 製本） 

大東京区分図三十五区之内本所区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:8000 DT/24・29/7） 

大東京区分図三十五区之内本所区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

昭和礼文社 1:8000 T/290.3/5018/14） 

本所区全図（昭和16 内山模型製図社 1:5000 DT/24・29/3005） 

本所区全図（昭和17 内山模型製図社 1:5000 T/24・290/5002/1942） 

本所区全図（昭和21 内山模型製図社 1:5000 27・23E/3001/46A） 

 

向島区 

最新向島区並に本所向島一円地番入明細全図（昭和8 時龍堂 1:5000 T/24・290/5003/1933） 

大東京区分図三十五区之内向島区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 DT/24・29/3 製本） 

大東京区分図三十五区之内向島区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:9000 T/290.3/5018/32） 

向島区全図（[昭和16？] 内山模型製図社 1:8000 DT/24・29/3006） 

 

墨田区 

東京都区分図墨田区詳細図（昭和22 日本地図 1:10000 DRT/24・29/4） 

墨田区全図（[19--] [出版者不明] 1:8000 T/24・290/5001/X） 

東京都区分詳細図墨田区（昭和28 日地出版 1:10000 DT/24・29/8） 

墨田区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/24・29/5） 
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墨田区 東京都区分詳細図（1979 日地出版 図2枚 1:8500 27/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図墨田区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）, 白地図 

墨田区（1984 昭文社 1:7000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/7） 

墨田区（1991 昭文社 1:8000 27/23E/A ホルダー入） 

墨田区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/27・23E/5/98A ※地図帳） 

すみだガイドマップ 第5版（1996 墨田区 1:10000 27・23E/3003/96A） 

墨田区（1999 昭文社 1:8000 T/0・290/68/7-99） 

すみだガイドマップ 第6版（1999 墨田区 1:10000 T/24・290/5006/1999） 

すみだガイドマップ 第7版（2001 墨田区 1:10000 27・23E/5001/2001A） 

墨田区（2005 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/7 ホルダー入） 

すみだガイドマップ 第9版, 第10版（2007, 2010 墨田区 1:10000 T/24・290/5005/2007, 2010） 

墨田区（2015 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/7-2015 ホルダー入） 

 

※墨田の地図（墨田区立緑図書館 1979 DT/24・29/1） 

[江戸の宝永3年(1706）から昭和12年までの墨田区の地図を収録] 

※墨田の地図 その２（墨田区立緑図書館 1987 DT/24・29/1/2） 

内容：本所区地籍地図（大正元） 本所区（昭和3 東京商工会議所） 

本所区六ケ町町名改正地番明細図（昭和6） 最新向島区番地入明細全図（昭和8） 

 

世田谷区 

駒沢村全図（明治40年、駒沢丈量団作成の複製 秋山元治 1:5000 D/0923/K758/K 製本） 

駒澤附近之図（大正5 ［近衛歩兵第三聯隊］ 1:5000 T/53・290/5012/1916） 

東京府下松沢村全図（昭和5 文化地図普及会 1:6000 T/54・29/5） 

番地界入東京府荏原郡世田谷町全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/54・29/3005） 

東京府北多摩郡千歳村全図（昭和6 野口秀昌 1:5000 T/54・290/5014/1931） 

東京府北多摩郡砧村全図 昭和6年11月現在（市町村全図発行社 1:3000 DT/54・29/3003） 

東京府北多摩郡砧村全図 昭和7年11月現在（市町村全図発行社 1:3000 T/54・290/5012/1932） 

大東京市郡併合紀念〔玉川村地図〕（昭和7 玉川村 1:8000 DT/54・29/3004） 

大東京区分図三十五区之内世田谷区詳細図（昭和9 東京地形社 1:13000 DT/54・29/4/34） 

大東京区分図三十五区之内世田谷区詳細図（刊年不明 東京地形社 1:13000 DT/54・29/4） 

世田谷区全図（[19--] 内山模型製図社 1:8000 T/54・290/5013/X） 

世田谷区全図（世田谷区々勢一班 裏面）昭和9, 昭和11年（世田谷区 T/54・318/5005/1934, 1936） 

世田谷區（[193-] 内山模型製図社 1:12500 T/54・290/5031/X） 

最新世田谷区明細地図（昭和12 東京日日新聞社 1:19000 T/54・290/5006/1937） 

代田二丁目全図（昭和13 世田谷区代田二丁目町会 1:3000 T/54・290/5011/1938） 

大東京区分図三十五区之内世田谷区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:19000 DT/54・29/4/41） 

大東京区分図三十五区之内世田谷区詳細図（日本統制地図, 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:19000 T/290.3/5018/21） 

新東京区分図世田谷区詳細図（昭和22 日本地図 1:13000 DRT/54・29/2） 

東京都区分詳細図世田谷区（昭和29 日地出版 1:15000 DT/54・29/6） 
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用賀－昭和29年11月航空写真測図－（東京都建設局 1:3000 DT/54・29/3002） 

世田谷区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/54・29/3） 

世田谷区 住居表示式の新町名入（昭和39 日地出版 1:14000 T/54・290/5043/1964） 

内容：東京都区分図世田谷区詳細図（裏面：東京都区分図世田谷区詳細図 (旧町名番地図)） 

世田谷区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:14000 32/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図世田谷区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

世田谷区（1984 昭文社 1:15000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/12） 

世田谷区（1991 昭文社 1:15000 32/23E/A ホルダー入） 

世田谷区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/32・23E/5/98A ※地図帳） 

世田谷区（1999 昭文社 1:15000 T/0・290/68/12-99） 

世田谷区（2005 昭文社 1:15000 T/290.3/5214/12 ホルダー入） 

世田谷区（2015 昭文社 1:15000 T/290.3/5214/12-2015 ホルダー入） 

 

台東区 

浅草区 

東京市浅草区全図 明治30年2月調査 再版（明治31 東京郵便電信局[著］ 

北畠茂兵衛 1:5000 T/31・290/5033/1898） 

浅草区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-13） 

東京市浅草区全図（明治40 大倉書店 1:5000 DT/31・29/3 製本） 

東京市浅草区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/13） 

東京市浅草区 第2版（大正6年 東京逓信局編 逓信協会 1:5000 T/31・290/5041/1917） 

浅草公園及附近観世音由来吉原遊郭一覧 （大正 10 共榮堂 図 1 枚 T/31・290/5053/1921） 

※浅草公園付近の飲食店、映画館、劇場等を詳しく表示した地図。 

浅草区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/13） 

最新浅草下谷大地図 其ノ 1～3（昭和11 読売新聞社 図3枚 1:1000 DT/31・29/3002/1～3） 

大東京区分図三十五区之内浅草区詳細図（昭和15 東京地形社  

DT/31・29/5001, T/31・290/5011/1940） 

大東京区分図三十五区之内浅草区詳細図（東京地形社 昭和15年刊の複製 昭和礼文社 

1:8000 T/290.3/5018/13） 

大東京区分図三十五区之内浅草・下谷区詳細図（日本統制地図 昭和15年刊の複製 

1:8000 人文社刊「台東区の今昔」に収録 T/290.3/5087/6） 

※日本統制地図社刊の2枚の地図を合成して作成したもの。 

浅草区全図（昭和16年5月 内山模型製図社 1:5000 T/31・290/5019/1941） 

浅草区全図（昭和16年8月 内山模型製図社 1:5000 T/31・290/5017/1941） 

 

下谷区 

下谷区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-12） 

東京市下谷区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/12） 

番地界入東京市下谷区全図（大正10 逓信協会 1:5000 T/31・29/4） 

下谷区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/12） 
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東京衣類新報附録 問屋案内地図（昭和5 東京衣類新報社 DT/31・67/5002） 

下谷（昭和7 遠藤市次 1:3000 DT/30・29/3003） 

最新浅草下谷大地図 其ノ 1～3（昭和11 読売新聞社 図3枚 1:1000 DT/31・29/3002/1～3） 

大東京区分図三十五区之内下谷区詳細図（東京地形社 昭和12年刊の複製 昭和礼文社 

1:5000 T/290.3/5018/12） 

大東京区分図三十五区之内浅草・下谷区詳細図（日本統制地図 昭和12年刊の複製 

1:8000 人文社刊「台東区の今昔」に収録 T/290.3/5087/6） 

※日本統制地図社刊の2枚の地図を合成して作成したもの。 

下谷区全図（[194-] 内山模型製図社 1:5000 T/31・290/5018/X） 

大東京区分図三十五区之内下谷区詳細図（昭和16 日本統制地図 

1:6000 T/31・290/5011/1941 ホルダー入） 

 

台東区 

東京都区分図台東区詳細図（昭和22 日本地図 1:7500 DRT/31・29/1） 

台東区全図（昭和28 内山地図 1:8000 DT/31・29/3003） 

東京都区分詳細図台東区（昭和28 日地出版 1:7500 DT/31・29/5） 

東京都區分圖台東區詳細圖 改訂版（昭和33 日地出版 1:7500 T/31・290/5075/1958） 

東京都台東区全図（[昭和48?] 国際地学協会 1:7100 T/31・290/5076/1973） 

台東区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:7000 26/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図台東区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

台東区（1984 昭文社 1:6600 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/6） 

台東区（1991 昭文社 1:7000 26/23E/A ホルダー入） 

台東区-高密度生活情報地図-（1997 昭文社 1:1500 D/26・23E/5/97A ※地図帳） 

台東区（1999 昭文社 1:7000 T/0・290/68/6-99） 

台東区（2000 昭文社 1:7000 26・23E/3003/2000A ホルダー入） 

台東区全図（2004 人文社刊「台東区の今昔」に収録 1:8000 T/290.3/5087/6） 

台東区（2005 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/6 ホルダー入） 

台東区町会区域図（2006 台東区区民部区民課 1:6000 T/31・318/5032/2006） 

山谷地域マップ（2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 城北労働・福祉センター 

T/31・290/5029/2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020） 

台東区（2015 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/6-2015 ホルダー入） 

 

※台東区百年の歩み 附録 明治・大正・昭和三代地図集（0922/T046/T6-2） 

内容：明治東京全図の内第五大区図（明治9）、参謀本部陸軍部測量局東京北東部図（明治20）、 

東京市下谷区全図（明治29）、東京市浅草区全図（明治41）、下谷区全図（昭和8）、 

浅草区全図（昭和 8）他 全７枚 複製 

※浅草区－下谷共集組合, 通学区内住宅図復刻図－1, 2（新堀小学校同窓会事務局 

図2枚 T/31・290/5002/1, 2） 

[火災保険特殊地図（戦前分）を編集複製したもの] 

※旧町名マップ（台東区区民部区民課 図7枚 1:15000 DT/31・318/5064/2018） 
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内容：江戸後期（万延元年頃（1860年頃））（オーバーレイ）,  

明治初期（明治13頃）（オーバーレイ）, 明治後期（明治41頃）（オーバーレイ）, 

昭和初期（昭和16頃）（オーバーレイ）, 昭和中期（昭和31頃）（オーバーレイ）, 

現在（2018）, 町会区域（2018） 

 

中央区 

京橋区 

東京京橋区全図（明治14 山中市兵衛 T/33・290/5049/1881） 

東京市京橋区全図 明治30年11月調査 改正3版（東京郵便電信局[著］ 

北畠茂兵衛 図1枚 1:5000 T/33・290/5020/1900） 

東京市京橋区全図 明治30年11月調査 改正3版（東京郵便電信局 明治33年刊の複製  

出版者、出版年不明 1:5000 T/33・290/5006/X） 

京橋区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-4） 

東京市京橋区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/4） 

東京市京橋区 第2版（大正8 東京逓信局編 逓信協会 1:5000  

袋のタイトル：番地界入東京市京橋区全図 DT/33・29/1 製本, T/33・290/5032/1919） 

番地界入東京市京橋区全図（大正8  逓信協会 1:5000 DT/33・29/1 製本） 

京橋区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/4） 

番地界入新大東京市三十五區分圖之内京橋區詳細圖 （昭和7 坂西慶次郎 1:5000 

T/33・290/5073/1932） 

京橋区全図（昭和16 内山模型製図社 1:5000 DT/33・29/3008, T/33・290/5010/1941） 

大東京区分図三十五区之内京橋区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:6000 DT/33・29/6） 

大東京区分図三十五区之内京橋区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

昭和礼文社 1:6000 T/290.3/5018/4） 

大東京区分図三十五区之内日本橋区・京橋区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

1:8000 人文社刊「中央区の今昔」に収録 T/290.3/5087/2） 

※日本統制地図社刊の2枚の地図を合成して作成したもの。 

京橋区全図（昭和19 東京都防衛局建物疎開課 1:5000 

別図名：京橋区建物疎開地区図 DT/33・20/32/G 製本） 

 

※「郷土室だより」付録地図 旧京橋区の部（中央区立京橋図書館 1995 1:5000 

T/33・29/5001/1） 

内容：番地界入東京市京橋区全図（東京逓信管理局 明治44年刊の複製） 

東京市京橋区全図（内山模型製図社 昭和7年頃刊の複製）、現況図（平成7）他 

 

日本橋区 

東京市日本橋区全図（明治28 東京郵便電信局 1:5000 DT/33・29/3006） 

東京市日本橋区全図 -明治28年7月調査- 3版（東京郵便電信局[編] 北畠茂兵衛 

図1枚 1:5000 T/33・290/5018/1900） 

日本橋区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-3） 
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東京市日本橋区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/3） 

日本橋区全図（明治45 博文館 1：5500 ホルダーのタイトル［東京市街地図 

日本橋区新図番地入］T/33・290/5022/1912） 

番地界入東京市日本橋区全図（大正9 逓信協会 1:5000 DT/33・29/2 製本） 

東京市日本橋区 2版（大正9 東京逓信局編 逓信協会 1:5000 

袋のタイトル：番地界入東京市日本橋区全図 DT/33・29/2 製本, T/33・290/5035/1920） 

大正時代（1920年頃）日本橋地区之図（東京史実研究会 1：2000－2：5000 

『東京史実・日本橋民話』の別冊 T/33・290/5040/1970） 

日本橋区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/3） 

大東京市日本橋区本町室町本石町小舟町町名地番変更実地踏査地図（昭和7 薬日新報社 

「薬日新報」第3298号附録 T/33・290/5001/1932 袋入） 

日本橋区全図（昭和16年8月 内山模型製図社 1:5000 DT/33・29/3007） 

日本橋区全図（昭和16年9月 内山模型製図社 1:5000 T/33・290/5009/1941） 

大東京区分図三十五区之内日本橋区詳細図（昭和16 日本統制地図 

1:5000 T/33・290/5005/1941 ホルダー入） 

大東京区分図三十五区之内日本橋区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:5000 T/290.3/5018/3） 

大東京区分図三十五区之内日本橋区・京橋区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

1:8000 人文社 「中央区の今昔」に収録 T/290.3/5087/2） 

※日本統制地図社刊の2枚の地図を合成して作成したもの。 

 

※「郷土室だより」付録地図 旧日本橋区の部（中央区立京橋図書館 1995 1:5000 

T/33・29/5001/2） 

内容：番地界入東京市日本橋区全図（東京逓信管理局 明治44年刊の複製） 

日本橋区全図（内山模型製図社 昭和12年頃刊の複製）、現況図（平成7）他 

 

中央区 

東京都区分図中央区詳細図（昭和22 日本地図 1:7500 DRT/33・29/3） 

東京都区分図中央区詳細図（昭和26 日地出版 1:7500 DT/33・29/3/51） 

東京都土地要覧 地籍図編, 台帳編 中央区（昭和28 不動産調査会 

D/0934/H745/T2-1～2  ※解説は [2]住宅地図等(4）にあり） 

東京都区分詳細図中央区（昭和29 日地出版 1:7500 DT/33・29/7） 

中央区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/33・29/4） 

東京都區分圖中央區詳細圖 改訂版（昭和33 日地出版 1:7500 T/33・290/5016/1958） 

東京都区分地図シリーズ 2 中央区（昭和46 昭文社 1:6000 T/0・290/68/71-2） 

東京都区分詳細図中央区（昭和48 日地出版 1:6500 DT/33・29/7/73） 

ゼンリンのシティ中央区－ビル・アパート・マンション案内記載― 

（昭和48 日地出版 1:6500 DT/33・29/7/73）  

中央区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:6500 22/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図中央区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 
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中央区（1984 昭文社 1:6000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/2） 

中央区（1991 昭文社 1:7000 22/23E/A ホルダー入） 

中央区-高密度生活情報地図-（1997 昭文社 1:1500 D/22・23E/5/97A ※地図帳） 

中央区（1999 昭文社 1:7000 T/0・290/68/2-99） 

中央区全図（2004 中央区企画部広報課 1:7500 T/33・290/5014/2004） 

中央区全図（2004 人文社刊「中央区の今昔」に収録 1:8000 T/290.3/5087/2） 

中央区（2005 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/2 ホルダー入） 

中央区（2015 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/2-2015 ホルダー入） 

中央区全図（2017 中央区企画部広報課刊「中央区わたしの便利帳」に収録 

T/33・318/5005/2017-2） 

 

※中央区沿革図集 月島編, 日本橋編, 京橋編（1994-1996 中央区立京橋図書館 

DT/33・20/3015/1～3） 

 

千代田区 

麹町区 

東京市麹町区全図―明治28年7月調査― 改正3版（東京郵便電信局  

1:5000 T/34・290/5009/1900） 

麹町区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-1） 

東京市麹町区全図（明治40 大倉書店 1:5000 DT/34・29/5 製本） 

東京市麹町区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/1） 

東京市麹町区 ［第3版］（大正12 東京逓信局編 逓信協会 1:5000 

袋のタイトル：番地界入東京市麹町区全図 DT/34・29/2 製本, T/34・290/5037/1923） 

麹町区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/1） 

丸之内案内図 昭和12年版（丸之内新聞社 T/34・290/5038/1937） 

大東京区分図三十五区之内麹町区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:8500 T/34・290/5005/1941） 

大東京区分図三十五区之内麹町区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:8500 T/290.3/5018/1） 

大東京区分図三十五区之内麹町・神田区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

1:8000 人文社刊「千代田区の今昔」に収録 T/290.3/5087/1） 

※日本統制地図社刊の2枚の地図を合成して作成したもの。 

麹町区全図（昭和16 内山模型製図社 1:5000 T/34・290/5007/1941, T/34・290/5012/1941） 

 

神田区 

神田区（明治12 西川光穂 1:2400 T/34・29/3005） 

東京市神田区全図 -明治28年7月調査- 3版（東京郵便電信局[編] 北畠茂兵衛 

明治33 1:5000 T/34・290/5028/1900） 

東京市神田区全図 -明治28年7月調査-（東京郵便電信局 明治33年刊の複製 

[出版者不明] 1:5000 T/34・290/5017/X） 

神田区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-2） 
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東京市神田区全図（明治40 大倉書店 1:5000 DT/34・29/6 製本） 

東京市神田区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/2） 

東京市神田区 第2版（大正9 東京逓信局編 逓信協会 1:5000 

袋のタイトル：番地界入東京市神田区全図 DT/34・29/1 製本, T/34・290/5036/1920） 

神田区旭町拾九番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/34・29/3014） 

神田区岩本町弐拾壱番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/34・29/3011） 

神田区小川町六拾八番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/34・29/3008） 

神田区雉子町参拾番地壱号, 参拾参, 参拾四, 参拾五番地実測図 

（大正13 日本測量社 1:300 ST/34・29/3010） 

神田区田代町拾弐番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/34・29/3013） 

神田区通新石町七番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/34・29/3009） 

神田区花房町拾五番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/34・29/3012） 

神田区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/2） 

岩本町居住者案内図（昭和9 岩本町町会 T/34・290/5016/1934） 

神田区全図（昭和16 内山模型製図社 DT/34・29/3006） 

大東京区分図三十五区之内神田区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:7000 T/34・290/5006/1941） 

大東京区分図三十五区之内神田区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

 昭和礼文社 1:7000 T/290.3/5018/2） 

大東京区分図三十五区之内麹町・神田区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 

1:8000 人文社刊「千代田区の今昔」に収録 T/290.3/5087/1） 

※日本統制地図社刊の2枚の地図を合成して作成したもの。 

神田区全図（昭和17 内山模型製図社 1:5000 T/34・290/5013/1942） 

 

千代田区 

東京都区分図千代田区詳細図（昭和22 日本地図 1:7500 DRT/34・29/3） 

東京都区分詳細図千代田区（昭和29 日地出版 1:7500 DT/34・29/7） 

東京都商店住宅地図(千代田区）（昭和32 東京出版 DRT/34・29/3003） 

千代田区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/34・29/4） 

東京都区分図千代田区詳細図 改訂版（昭和38 日地出版 1:7500 T/34・290/5029/1963） 

千代田区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:6500 21/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図千代田区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

千代田区（1984 昭文社 1:5500 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/1） 

千代田区 東京都区分地図（1991 昭文社 1:7000 21/23E/A ホルダー入） 

千代田区-高密度生活情報地図-（1997 昭文社 1:1500 D/21・23E/5/97A ※地図帳） 

千代田区（1998 昭文社 1:7000 T/0・290/68/1-98） 

千代田区全図（2004 人文社刊「千代田区の今昔」に収録 1:8000 T/290.3/5087/1） 

千代田区（2005 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/1 ホルダー入） 

神田神保町界隈案内図（2005 第一通信社 T/34・290/5022/2005） 

千代田区（2015 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/1-2015 ホルダー入） 
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※大江戸透絵図 千代田から江戸が見える 付:「CD-ROM] 江戸東京重ね地図・千代田版 

（2003 江戸開府400年記念事業実行委員会 T/34・210/5003/2003-2） 

※神田まちなみ沿革図集（久保工務店 1996 90p DT/34・29/3004） 

〔第1章 江戸・東京の中の神田 －地図で見る移り変わり－ 

第2章 神田思い出地図 －昭和10年頃のまちなみ－〕 

※古図より見たる丸ノ内（三菱合資会社地所部 昭和4 56p 0921/M542/K） 

〔丸ノ内の変遷を、江戸の長禄、慶長年間から昭和3年までの地図でたどる〕 

※あの日の神田・神保町［付図］あの日の神保町、あの日の神田（ぶよう堂 図1枚＜表裏＞ 

1:1500 T/34・210/5021/2008-2） 

[火災保険特殊地図（戦後分）から作成したもの、昭和25～30年] 

 

豊島区 

東京府北豊島郡長崎村豊多摩郡落合村（明治44 逓信協会 1:5000 DT/40・29/3003） 

東京府北豊島郡長崎村豊多摩郡落合村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 

1:5000 T/290.3/5024/25） 

東京府北豊島郡高田村豊多摩郡戸塚村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 

1:5000 T/290.3/5024/26） 

東京府北豊島郡巣鴨町巣鴨村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/27） 

東京府北豊島郡巣鴨町及西巣鴨町全図（大正13 弘文堂書店 1:5000 DT/43・29/3005） 

東京府下巣鴨界・西巣鴨界全図（大正13 文化地図普及会 1:6000 DT/43・29/3003） 

番地界入東京府北豊島郡長崎町全図（昭和4 小林又七 1:6000 DT/43・29/1 製本） 

番地界入東京府北豊島郡巣鴨町西巣鴨町全図（昭和4 小林又七 1:6000 DT/43・29/8 製本） 

東京府北豊島郡高田町全図 昭和5年現在（高田町 1:4000 T/43・290/5006/1930） 

長崎町全図（昭和5 帝国在郷軍人会長崎町分会 1:6000 DT/43・29/5001） 

西巣鴨（昭和8 遠藤市次 1:3000 DT/43・29/3002） 

番地入新大東京市三十五区分図之内豊島区詳細図（昭和8 坂西慶次郎 1:9000 

T/43・290/5010/1933） 

大東京区分図三十五区之内豊島区詳細図 改訂3版（昭和11 東京地形社 1:9000 T/43・29/4/1936） 

大東京区分図三十五区之内豊島区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:10000 

DT/43・29/4, T/43・290/5005/1941） 

大東京区分図三十五区之内豊島区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:10000 T/290.3/5018/26） 

豊島区全図（昭和16 内山模型製図社 1:8000 DT/43・29/3004） 

大東京区分図豊島区詳細図（昭和22 日本地図 1:10000 DRT/43・29/2） 

東京都区分詳細図豊島区（昭和29 日地出版 1:10000 DT/43・29/6） 

東京都区分図豊島区詳細図（昭和31 日地出版 1:10000 DT/43・29/5） 

豊島区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/43・29/3） 

東京都区分図豊島区詳細図（昭38 日地出版 1:10000 T/43・290/5013/1963） 

豊島区－エアリアマップ 東京都区分地図（1980 昭文社 1:7000 36/23E 

裏面：都市計画道路網図 ホルダー入） 
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豊島区（1984 昭文社 1:7000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/16） 

豊島区（1991 昭文社 1:8000 36/23E/A ホルダー入） 

豊島区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/36・23E/5/98A ※地図帳） 

豊島区（1998 昭文社 1:8000 T/0・290/68/16-98） 

豊島区（2005 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/16 ホルダー入） 

豊島区（2015 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/16-2015 ホルダー入） 

 

※豊島区史 地図編 上、下 （昭和49 豊島区 DT/43・20/2/3-1～2） 

[豊島区の地図を、上（江戸時代）と下（明治以降）に分け、縮刷して収録] 

※豊島区地域地図 第１～7集（豊島区教育委員会 T/43・29/7/1～7 複製） 

１ 近代後期（町全図・区全図）編 … 東京府下高田町戸塚町全図（大正14）など４枚 

２ 近代後期（事情明細図）編 西巣鴨町東部事情明細図（昭和2）など５枚 

３ 近世（江戸切絵図）編 音羽・目白 雑司ヶ谷辺絵図（嘉永4年）など5枚 

４ 東京近傍１万分１地形図 明治42測図、大正5修正、大正10修正、昭和4修正、 

昭和12修正、昭和20、昭和31～32修正など７枚 

５ 近世（村絵図1） 武蔵国豊島郡下高田村絵図など4枚 

６ 未所蔵［※近代（千川上水路図）編］ 

７ 近世（村絵図2）武蔵国豊島郡池袋村絵図、武蔵国豊島郡巣鴨村絵図（享和元年）など4枚 

 

中野区 

東京府豊多摩郡中野町（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/24） 

下練馬南部・中新井・野方（大正14 遠藤市次 1:3000 3枚を貼りあわせたもの DT/46・29/3001） 

中野町全図 昭和2年3月現在調査（中野町報社 1:3000 T/46・290/5008/1927） 

最新交通指導地図豊多摩郡中野町（昭和3 鉄道講習会 1:12000 T/46・290/5002/1928） 

東京府豊多摩郡中野町全図（中野町勢一覧 裏面）（昭和4 中野町 T/318.2/5218/1929） 

番地界入東京府豊多摩郡中野町全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/46・29/1 製本） 

東京府豊多摩郡中野町全図（昭和6 金原銀行 1:7500 DT/46・29/3003） 

東京府豊多摩郡野方町全図 昭和6年9月現在（[野方町] 1:6000 T/46・290/5005/1931） 

番地入新大東京市三十五区分図之内中野区詳細図（昭和8 坂西慶次郎 1:9000 

T/46・290/5009/1933） 

中野区勢概要 昭和9年10月［付図］東京市中野区全図（中野区 1:30000 T/46・318/5021/1934） 

大東京区分図三十五区之内中野区詳細図（[19--] 東京地形社 1:7500 T/46・290/5004/X） 

最新中野区明細地図（昭和14 東京日日新聞社 1:9000 T/46・290/5003/1939） 

大東京区分図三十五区之内中野区詳細図（東京地形社 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:9000 T/290.3/5018/24） 

大東京区分図三十五区之内中野区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 DT/46・29/4） 

中野区全図（[昭和18？] 内山模型製図社 1:8000 DT/46・29/5001） 

大東京区分図中野区詳細図（昭和22 日本地図 1:9000 DRT/46・29/2） 

中野区詳図（[195-] 地図出版 DT/46・29/3004） 

東京都区分詳細図中野区（昭和26 日地出版 1:9000 DT/46・29/6/54） 
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東京都区分詳細図中野区（昭和29 日地出版 1:9000 DT/46・29/6） 

中野区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/46・29/3） 

東京都区分図中野区詳細図（昭和43 日地出版 1:10000 T/46・290/5010/1968） 

中野区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:8600 34/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図中野区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

中野区（1984 昭文社 1:8000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/14） 

中野区（1991 昭文社 1:8000 34/23E/A ホルダー入） 

中野区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/34・23E/5/98A ※地図帳） 

中野区（1998 昭文社 1:8000 T/0・290/68/14-98） 

中野区（2005 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/14 ホルダー入） 

中野区（2015 昭文社 1:8000 T/290.3/5214/14-2015 ホルダー入） 

 

練馬区 

下練馬南部・中新井・野方（大正14 遠藤市次 1:3000 3枚を貼りあわせたもの DT/46・29/3001） 

上練馬西部 大正14年測図（遠藤市次 1:3000 DT/45・29/2） 

東京都区分詳細図練馬区（昭和29 日地出版 1:15000 DT/45・29/3） 

練馬区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/45・29/1） 

東京都區分圖練馬區詳細圖 [改訂版]（昭和34 日地出版 1:15000 T/45・290/5012/1959） 

練馬区－エアリアマップ 東京都区分地図（1980 昭文社 1:12000 40/23E 

裏面：都市計画道路網図 ホルダー入） 

練馬区（1984 昭文社 1:12000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/18） 

練馬区（1991 昭文社 1:12000 40/23E/A ホルダー入） 

練馬区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/40・23E/5/98A ※地図帳） 

練馬区（1998 昭文社 1:12000 T/0・290/68/18-98） 

練馬区全図（2003 練馬区区長室広聴広報課 1:15000 T/45・290/5002/2003） 

練馬区（2005 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/20 ホルダー入） 

練馬区（2015 昭文社 1:12000 T/290.3/5214/20-2015 ホルダー入） 

 

※練馬区史 現勢編 付属資料（練馬区 1981 T/45・20/10/2） 

内容：街道変遷図－川越街道、千川通り（清戸道）、青梅街道 

※練馬村の変遷図集－絵図と地図－（山之内光治 作図・編集, 刊 2008 DT/45・210/5014/2008） 

［編者が練馬村の絵図や地形図を、地番抜きでわかりやすく描き直したもの］ 

※光が丘 昭和時代の地図帳（山之内光治 作成, 刊 2008 DT/45・210/5013/2008） 

［編者が光が丘の絵図や地形図を2枚の地図を合成するなどして、わかりやすく表現したもの］ 

※光が丘の地歴図集（山之内光治 作成, 刊 2007 DT/45・210/5011/2007） 

 

文京区 

小石川区 

東亰市小石川區全圖 明治28年12月調査（明治31 東京郵便電信局 1:5000 DT/32・29/7 製本） 

小石川の寺院・上巻［付図］ 東京市小石川区全図（東京郵便電信局 明治29年刊の複製 
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小石川仏教会 T/32・185/5001/1-2） 

東京市小石川区全図（明治31 東京郵便電信局 1:5000 DT/32・29/7 製本） 

小石川區全圖（明治37 博益社 T/32・290/5037/1904） 

小石川区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-10） 

東京市小石川区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/10） 

小石川区全図（大正2 田村書店 DT/32・29/3001） 

小石川区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/10） 

大東京区分図三十五区之内小石川区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:8000 DT/32・29/3） 

大東京区分図三十五区之内小石川区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:8000 T/290.3/5018/10） 

小石川区全図（昭和16 内山模型製図社 1:5000 T/32・290/5010/1941） 

 

本郷区 

本郷区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-11） 

東京市本郷区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/11） 

東京市本郷区 第2版（大正11 東京逓信局編 逓信協会 1:5000 T/32・290/5012/1922） 

本郷区金助町弐拾七番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/32・29/3004） 

本郷区本郷六丁目五番地実測図（大正13 日本測量社 1:100 ST/32・29/3005） 

本郷区湯島新花町参拾九番地壱号実測図（大正13 日本測量社 1:200 ST/32・29/3003） 

本郷区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/11） 

復興完成記念本郷区全図（[193-] [出版者不明] 1:5000 T/32・290/5006/X） 

大東京区分図三十五区之内本郷区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:8500 

T/32・290/5004/1941 ホルダー入） 

大東京区分図三十五区之内本郷区詳細図（東京地形社 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:6000 T/290.3/5018/11） 

本郷区全図（昭和16 内山模型製図社 1:5000 T/32・290/5011/1941） 

 

文京区 

東京都区分図文京区詳細図（昭和22 日本地図 1:7500 DRT/32・29/1） 

東京都区分詳細図文京区（昭和28 日地出版 1:7500 DT/32・29/8, T/32・290/5009/1953） 

文京区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/32・29/2） 

東京都區分圖文京區詳細圖 改訂版（昭和33 日地出版 1:7500 T/32・290/5009/1958） 

文京区 第2版（昭和44 日地出版 1:7500 T/32・290/5009/1969） 

文京区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:6400 25/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図文京区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

文京区－エアリアマップ 東京都区分地図（1980 昭文社 1:6000 25/23E 

裏面：都市計画道路網図 ホルダー入） 

文京区（1984 昭文社 1:6000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/5） 

文京区（1991 昭文社 1:7000 25/23E/A ホルダー入） 

文京区-高密度生活情報地図-（1997 昭文社 1:1500 D/25・23E/5/97A ※地図帳） 
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文京区（1999 昭文社 1:7000 T/0・290/68/5-99） 

文京区（2005 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/5 ホルダー入） 

文京区（2015 昭文社 1:7000 T/290.3/5214/5-2015 ホルダー入） 

 

港区 

芝区 

東京市芝区全図―明治29年12月調査―（東京郵便電信局 1:5000, 1:20000 T/35・290/5005/1896） 

東京市区分番地入図芝及麻布区之部（明治33頃 中根竹次郎 1:10000 T/35・290/5038/X） 

芝區全圖（明治37 博益社 T/35・290/5054/1904） 

芝区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-5） 

東京市芝区全図（明治40 大倉書店 1:5000 DT/35・29/12 製本） 

東京市芝区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/5） 

番地界入東京市芝区全図（明治44 逓信協会 1:5000 DRT/35・29/8） 

芝区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/35・29/3 製本） 

芝区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/5）※上部欠けあり 

芝区改正新番地入図（昭和8 大東京区分番地入地図出版社 1:5000 T/35・290/5026/1933） 

芝区全図（刊年不明 内山模型製図社 1:5000 DRT/35・29/9） 

芝南部（戦前 出版者不明 1:3000 DT/35・29/14） 

大東京區分圖三十五區之内芝麻布區詳細圖 昭和十二年新版 

（昭和11 教學館 1:21000 T/35・290/5059/1936） 

芝区全図（昭和16 内山模型製図社 1:5000 T/35・290/5006/1941） 

大東京区分図三十五区之内芝区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:10000 DT/35・29/7 製本） 

大東京区分図三十五区之内芝区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:10000 T/290.3/5018/5） 

 

麻布区 

麻布区（[明治12] 西川光穂 1:2400 T/35・290/5015/1879） 

東京市麻布区全図 明治29年1月調査（東京郵便電信局[著］ 

北畠茂兵衛 1:5000 T/35・290/5016/1896） 

東京市区分番地入図芝及麻布区之部（明治33頃 中根竹次郎 1:10000 T/35・290/5038/X） 

麻布区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-6） 

東京市麻布区全図 明治40年1月調査（東京郵便局[著] 大倉書店 1:5000 T/35・290/5019/1907） 

東京市麻布区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/6） 

東京市麻布区（明治44 逓信協会 1:5000 DT/35・29/3005） 

番地界入東京市麻布区全図（大正13 逓信協会 1:5000 DT/35・29/1 製本） 

麻布詳細図（[19--] 永興社 T/35/290/5024/X） 

麻布区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/0・290/106/6） 

大東京區分圖三十五區之内芝麻布區詳細圖 昭和十二年新版 

（昭和11 教學館 1:21000 T/35・290/5059/1936）※再掲 

最新赤坂区麻布区明細全図（昭和12 東京日日新聞社 1:7000 T/35・290/5023/1937） 
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麻布区全図（[194-] 内山模型製図社 1:5000 T/35・290/5007/X） 

大東京区分図三十五区之内麻布区詳細図（東京地形社 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:5000 T/290.3/5018/6） 

大東京区分図三十五区之内麻布区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:6500 DT/35・29/5 製本） 

 

赤坂区 

東京市赤坂区全図 明治28年12月調査（東京郵便電信局[著] 

北畠茂兵衛 1:5000 T/35・290/5017/1896） 

赤坂区全図（博益社 明治37年刊の複製 人文社 T/290.3/5025/6-7） 

東京市赤坂区全図 明治40年1月調査（大倉書店 1:5000 T/35・290/5010/1907） 

東京市赤坂区全図（大倉書店 明治40年刊の複製 人文社 1:5000  T/290.3/5024/7） 

番地界入東京市赤坂区全図（大正10 逓信協会 1:5000 DT/35・29/2 製本） 

赤坂区全図（昭和5 内山模型製図社 1:5000 DT/35・29/6 製本, DT/0・290/106/7） 

最新赤坂区麻布区明細全図（昭和12 東京日日新聞社 1:7000 T/35・290/5023/1937） 

赤坂区全図（昭和16年7月 内山模型製図社 1:5000 T/35・290/5008/1941） 

赤坂区全図（昭和16年9月 内山模型製図社 1:5000 DT/35・29/6/41） 

大東京区分図三十五区之内赤坂区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:6500 DT/35・29/4 製本） 

大東京区分図三十五区之内赤坂区詳細図（日本統制地図 昭和16年刊の複製昭和礼文社 

1:6500 T/290.3/5018/7） 

 

港区 

東京都区分図港区詳細図（昭和22 日本地図 1:10000 DRT/35・29/10） 

港区詳細図（昭和29 読売新聞社 1:10000 DT/35・29/13） 

東京都区分詳細図港区（昭和29 日地出版 1:10000 DT/35・29/15） 

港区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/35・29/11） 

東京都區分圖港區詳細圖 改訂版（昭和34 日地出版 1:10000 T/35・290/5043/1959） 

東京都港區麻布霞町詳細図（[196-] 新都心社 T/35・290/5037/X） 

港区－エアリアマップ 東京都区分地図（1980 昭文社 1:8500 23/23E 

裏面：都市計画道路網図 ホルダー入） 

港区（1984 昭文社 1:8500 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/3） 

港区（1991 昭文社 1:9000 23/23E/A ホルダー入） 

港区-高密度生活情報地図-（1997 昭文社 1:1500 D/23・23E/5/97A ※地図帳） 

港区（1999 昭文社 1:9000 T/0・290/68/3-99） 

港区（2005 昭文社 1:9000 T/290.3/5214/3 ホルダー入） 

港区（2015 昭文社 1:9000 T/290.3/5214/3-2015 ホルダー入） 

 

※東京都港区近代沿革図集[１～６], 別冊1～3（港区立三田図書館 

T/35・26/1/1～6, DT/35・26/1/7-1～3 製本） 

[1]赤坂・青山 [2]芝・三田・芝浦 [3]高輪・白金・港南 

[4]新橋・芝公園・芝大門・浜松町・海岸 [5]麻布・六本木 [6]総索引・付補遺 
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別冊 1～2 安永・昭和対照図 別冊 3 延宝年間図 

※港区近代沿革図集 増補（港区立港郷土資料館 2006－2011 

T/35・290/5014/1～5, RT/35・290/5014/6） 

[1]赤坂・青山 [2]芝・三田・芝浦 [3]高輪・白金・港南・台場 

[4]新橋・愛宕・虎ノ門・芝公園・芝大門・浜松町・海岸 [5]麻布・六本木 [6]総索引 

※新修港区史 付図（港区 1979 1:8000 DT/35・20/10/2 製本） 

内容：港区太平洋戦争中の空襲による焼失及び建物疎開区域図, 昭和35年の港区, 

昭和53年現在の港区 他 

 

目黒区 

一等大路第三類第七目黒村（刊年不明 出版者不明 1:600 T/53・518/5014/X） 

東京府荏原郡目黒村（明治44 逓信協会 1:5000 DT/51・29/3007） 

東京府荏原郡目黒村（逓信協会 明治44年刊の複製 人文社 1:5000 T/290.3/5024/19） 

駒澤附近之図（大正5 ［近衛歩兵第三聯隊］ 1:5000 T/53・290/5012/1916） 

東京府荏原郡目黒町（大正13 須田文喜堂 1:5000 DT/53・29/3004） 

東京府下碑衾町全図（昭和4 碑衾町 1:6000 T/53・290/5009/1929） 

番地界入東京府荏原郡目黒町全図（昭和5 小林又七 1:6000 DT/53・29/1 製本） 

大東京編入地区明細図 番地坪数入 第２輯 目黒町之部 

（昭和7 帝国在郷軍人会目黒町分会 DT/53・29/3001 地図帳） 

大東京区分図三十五区之内目黒区詳細図（昭和 8 東京地形社 1:9000 DT/53・29/4/33） 

自由ケ丘全図（昭和9 衾西部耕地整理組合 1:600 T/53・29/3002） 

最新目黑區明細地圖（昭和10 東京日日新聞社 1:10000 T/53・290/5005/1935） 

最新目黒区明細地図（昭和11 東京日日新聞社 T/53・290/5005/1936） 

大東京区分図三十五区之内目黒区詳細図（刊年不明 東京地形社 1:9000 RT/53・29/4）  

大東京区分図三十五区之内目黒区詳細図（東京地形社 昭和16年刊の複製 昭和礼文社 

1:9000 T/290.3/5018/20 ※RT/53・29/4とは別版） 

大東京区分図三十五区之内目黒区詳細図（昭和16 日本統制地図 1:9000 DT/53・29/7） 

復興目黒区詳細図（昭和22 東京地図研究社 1:12000  DT/53・29/3003） 

新東京区分図目黒区詳細図（昭和22 日本地図 1:9000 DRT/53・29/2） 

東京都区分詳細図目黒区（昭和28 日地出版 1:10000 DT/53・29/8） 

目黒区全図（[昭和28] 目黒区内朝日新聞販売所 1:10000 T/53・290/5006/1953） 

東京都区分図目黒区詳細図（昭和31 日地出版 1:10000 DT/53・29/6） 

目黒区（昭和33 日本地図 1:15000 DRT/53・29/3） 

目黒区 東京都区分詳細図（1980 日地出版 図2枚 1:8500 30/23E ホルダー入） 

内容：東京都区分図目黒区詳細図（裏面：23区電車案内 1:57000）、白地図 

目黒区－エアリアマップ 東京都区分地図（1980 昭文社 1:8000 30/23E 

裏面：都市計画道路網図 ホルダー入） 

目黒区（1984 昭文社 1:8000 裏面：都市計画道路網図 T/0・290/68/10） 

目黒区（1991 昭文社 1:9000 30/23E/A ホルダー入） 

目黒区-高密度生活情報地図-（1998 昭文社 1:1500 D/30・23E/5/98A ※地図帳） 
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目黒区（1998 昭文社 1:9000 T/0・290/68/10-98） 

目黒区（2005 昭文社 1:9000 T/290.3/5214/10 ホルダー入） 

目黒区（2015 昭文社 1:9000 T/290.3/5214/10-2015 ホルダー入） 

 

※目黒区史 資料編 付録（[昭和45] 目黒区 DT/53・20/1/2-2 製本） 

内容：目黒六カ村絵図－目黒筋御場絵図部分（文化2） 

目黒地域地図－内藤新宿・二子村（明治13 1:20000） 

目黒区地図（昭和37 1:8000） 

 

＜市町村＞ 

昭島市 

精密地番入昭島市街図（昭和46 塔文社 1:10000 61・23E/3001/71A 秩入） 

立川・昭島市（1991 昭文社 1:12000 50/23E/1-2A ホルダー入） 

立川・昭島市（2000 昭文社 1:12000 50・23E/1/2-2000A ホルダー入） 

立川・昭島市 4版（2004 昭文社 1:7000, 1:12000 T/59・290/5027/2 ホルダー入） 

立川・昭島市 4版（2007 昭文社 1:7000, 1:12000 T/59・290/5044/2 ホルダー入） 

立川・昭島市 5版（2012 昭文社 1:5000,1:12000 T/59・290/5044/2-2012 ホルダー入） 

立川・昭島市 5版（2016 昭文社 1:5000,1:12000 T/59・290/5044/2-2016 ホルダー入） 

 

あきる野市 

東京都西多摩郡五日市町全図（昭和25 [出版者不明] 1:15000 T/92・290/5001/1950） 

ショウコウマップ五日市（[1977] 商工通信 34p 92/23E ※住宅地図帳） 

ITUKAICHI [裏面] 五日市町ふるさとマップ（[1990序] 五日市町 

T/91・318/5011/1990, 92・31C/1990） 

あきる野市・日の出町（2000 昭文社 1:10000, 1:16000 50・23E/1/13-2000A ホルダー入） 

あきる野市・日の出町 2版（2004 昭文社 1:10000, 1:16000 T/59・290/5027/17 ホルダー入） 

あきる野市・日の出町 2版（2007 昭文社 1:10000, 1:16000 T/59・290/5044/17 ホルダー入） 

あきる野市・日の出町 2版（2012 昭文社 1:16000 T/59・290/5044/17-2012 ホルダー入） 

あきる野市・日の出町 3版（2016 昭文社 1:10000, 1:20000 T/59・290/5044/17-2016 ホルダー入） 

 

稲城市 

稲城市史 下巻［付図］東京府南多摩郡稲城村全図 昭和3（1:3000の原図を縮小複製 稲城市 

T/71・20/3001/2） 

稲城市街図－エアリアマップ 都市地図シリーズ（昭和49 昭文社 1:10000 81/23E） 

多摩市・稲城市・多摩ニュータウン（1991 昭文社 1:13000 50/23E/1-18A ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン（2000 昭文社 1:13000 50・23E/1/18-2000A ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン 3版（2004 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5027/16 ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン 3版（2007 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5044/16 ホルダー入） 
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多摩・稲城市・多摩ニュータウン 4版（2013 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5044/16-2013 ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン 4版（2016 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5044/16-2016 ホルダー入） 

 

青梅市 

調布村勢一覧 大正15年（調布村 1:12000 T/75・20/3027/26） 

青梅市街図（昭和49 昭文社 1:10000 93・23E/5003/1974 ホルダー入） 

青梅市 最新版（1982 昭文社 1:10000 93・23E/5006/1982 ホルダー入） 

青梅市（1982 昭文社 1:18000 93・23E/5005/1982 ホルダー入） 

青梅市（1991 昭文社 1:18000 50/23E/1-4A ホルダー入） 

青梅市（2000 昭文社 1:18000 50・23E/1/4-2000A ホルダー入） 

青梅市 4版（2004 昭文社 1:10000,1:20000 T/59・290/5027/4 ホルダー入） 

青梅市 4版（2007 昭文社 1:10000,1:20000 T/59・290/5044/4 ホルダー入） 

青梅市 4版（2013 昭文社 1:20000 T/59・290/5044/4-2013 ホルダー入） 

青梅市 4版（2014 昭文社 1:20000 T/59・290/5044/4-2014 ホルダー入） 

青梅市 5版（2015 昭文社 1:10000, 1:20000 T/59・290/5044/4-2015 ホルダー入） 

 

清瀬市 

清瀬・東久留米市（1980 昭文社 1:10000 60・23E/5005/1980 ホルダー入） 

清瀬市・東久留米市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-17A ホルダー入） 

清瀬市・東久留米市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/17-2000A ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 3版（2005 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/15 ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 3版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15 ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 3版（2012 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15-2012 ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 4版（2014 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15-2014 ホルダー入） 

清瀬市ガイドマップ 2版（2012 清瀬市 1:11500 T/65/291/5001/2012） 

清瀬市 東久留米市 4版（2016 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15-2016 ホルダー入） 

 

国立市 

東京府北多摩郡谷保村全圖 昭和五年十二月一日現在（[谷保村] 1:3000 図1枚 

T/63・290/5003/1930） 

国立市街図－首都圏都市地図シリーズ（1968 昭文社 1:10000 63/23E/A 

裏面：都市計画街路網図ほか） 

国立市街図－エアリアマップ 都市地図（昭和48 昭文社 1:10000 63/23E） 

国分寺・国立市 最新版（1979 昭文社 1:10000 60・23E/5003/1979 ホルダー入） 

国分寺市・国立市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-12A ホルダー入） 

国分寺・国立市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/12-2000A ホルダー入） 

国分寺・国立市 4版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/12 ホルダー入） 

国分寺・国立市 4版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/12 ホルダー入） 
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国分寺・国立市 5版（2013 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/12-2013 ホルダー入） 

国分寺・国立市 5版（2016 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/12-2016 ホルダー入） 

 

※国立市史 中巻［付図］（国立市 1989 T/67・20/26/2） 

内容：武州多摩郡府中領谷保村絵図、谷保村全図（大正10）他 

※国立市史 下巻［付図］（国立市 1990 T/67・20/26/3） 

内容：国立市街図（1989）、国立大学町分譲地区画図 他 

 

小金井市 

東京府北多摩郡小金井村全圖（[19--] [出版者不明] 1:3000 T/64・290/5013/X） 

北多摩郡小金井町全図（昭和26 小金井町総務課 1:9660 T/64・290/5006/1951） 

精密地番入小金井市街図（昭和46 塔文社 1:10000 64・23E/3002/71A 秩入） 

小金井市（1985 昭文社 1:8000 T/66・29/3001/85 ホルダー入） 

小金井市（1991 昭文社 1:8000 50/23E/1-8A ホルダー入） 

小金井市（2000 昭文社 1:8000 50・23E/1/8-2000A ホルダー入） 

小金井市 4版（2004 昭文社 1:8000 T/59・290/5027/8 ホルダー入） 

小金井市 4版（2007 昭文社 1:8000 T/59・290/5044/8 ホルダー入） 

小金井市 4版（2013 昭文社 1:8000 T/59・290/5044/8-2013 ホルダー入） 

小金井市 5版（2015 昭文社 1:8000 T/59・290/5044/8-2015 ホルダー入） 

 

※小金井市誌 第１ 地理編［付図］（小金井市 1968? T/66・20/5/1-1 製本） 

内容：明治10年代の小金井付近、大正時代の小金井付近・昭和10年代の小金井付近・ 

現代の小金井付近（各1:25000）小金井の土地利用変遷図 

※小金井市誌 第５ 地名編［付図］（小金井市 1978 DT/66・20/5/5-2 製本） 

内容：小金井村絵図（明治2） 

東京都北多摩郡小金井町全図（小金井農業協同組合 昭和30 1:6000） 

※小金井市史 通史編［付図］（小金井市 T/64・210/5005/2-2, 2-3, 2-4） 

内容：小金井村絵図（明治2）、神奈川県第11大区2小区貫井村全図坂下（明治8）、 

神奈川県第11大区2小区貫井村全図坂上（明治8） 

 

国分寺市 

北多摩郡国分寺町全図（昭和29 国分寺町土木課 1:5400 DT/66・29/3002） 

精密地番入国分寺・国立市街図（昭和45, 46 塔文社 1:10000 60・23E/3004/70A, 71Ａ 秩入） 

国分寺・国立市 最新版（1979 昭文社 1:10000 60・23E/5003/1979 ホルダー入） 

国分寺市・国立市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-12A ホルダー入） 

国分寺・国立市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/12-2000A ホルダー入） 

国分寺・国立市 4版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/12 ホルダー入） 

国分寺・国立市 4版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/12 ホルダー入） 

国分寺・国立市 5版（2013 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/12-2013 ホルダー入） 

国分寺・国立市 5版（2016 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/12-2016 ホルダー入） 
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※国分寺市史 中巻［付図］国分寺市域内旧村区分図（1:10000 国分寺市 1990 T/66・20/29/2） 

※国分寺市史 下巻［付図］ 国分寺駅北口町並み図（大正11年頃と昭和11年頃） 

（国分寺市 1991 T/66・20/29/3） 

 

小平市 

小平町全図（[昭和30] [小平新報社] T/66・290/5007/1955） 

小平町地理図－昭和30年7月調査－ 補整再版（昭和35 小平町 1:15000 T/66・290/5006/1960） 

小平市街図（昭和49 昭文社 1:10000 66・23E/5002/1974） 

小平市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-9A ホルダー入） 

小平市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/9-2000A ホルダー入） 

小平市 4版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/9 ホルダー入） 

小平市 4版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/9 ホルダー入） 

小平市 4版（2012 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/9-2012 ホルダー入） 

小平市 5版（2014 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/9-2014 ホルダー入） 

小平市 5版（2016 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/9-2016 ホルダー入） 

 

狛江市 

調布狛江市街図－エアリアマップ 都市地図シリーズ（昭和48 1:10000 昭文社 70/23E） 

調布市・狛江市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-6A ホルダー入） 

調布・狛江市（2000 昭文社 1:10000,1:4000 50・23E/1/6-2000A ホルダー入） 

調布・狛江市 4版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/6 ホルダー入） 

調布・狛江市 4版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/6 ホルダー入） 

調布・狛江市 5版（2013 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/6-2013 ホルダー入） 

調布・狛江市 5版（2016 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/6-2016 ホルダー入） 

 

立川市 

立川町勢一覧（昭和11 立川町 図1枚 1:6000 T/68・318/5026/1936） 

再建立川八王子市街詳細地図（昭和23 観光の日本社 T/68・290/5006/1948） 

内容：立川市全図（1:6000）、八王子市全図（1:10000） 

立川市全図（[195-] 日本地図株式会社 図1枚 1:6000 T/68・290/5016/X） 

立川・昭島市（1991 昭文社 1:12000 50/23E/1-2A ホルダー入） 

立川・昭島市（2000 昭文社 1:12000 50・23E/1/2-2000A ホルダー入） 

立川・昭島市 4版（2004 昭文社 1:7000, 1:12000 T/59・290/5027/2 ホルダー入） 

立川・昭島市 4版（2007 昭文社 1:7000, 1:12000 T/59・290/5044/2 ホルダー入） 

立川・昭島市 5版（2012 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/2-2012 ホルダー入） 

立川・昭島市 5版（2016 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/2-2016 ホルダー入） 

 

※立川変遷地図集（立川市教育委員会 1978 135p DRT/69・29/1） 
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多摩市 

多摩市街図（昭和49 昭文社 1:10000 裏面：多摩ニュータウン基本構想図 

82・23E/5001/1974 ホルダー入） 

多摩市街図（1979 昭文社 1:10000 裏面：多摩ニュータウン基本構想図 

82・23E/5002/1979 ホルダー入） 

多摩市・稲城市・多摩ニュータウン（1991 昭文社 1:13000 50/23E/1-18A ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン（2000 昭文社 1:13000 50・23E/1/18-2000A ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン 3版（2004 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5027/16 ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン 3版（2007 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5044/16 ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン 4版（2013 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5044/16-2013 ホルダー入） 

多摩・稲城市・多摩ニュータウン 4版（2016 昭文社 1:6000, 1:14000 

T/59・290/5044/16-2016 ホルダー入） 

 

調布市 

調布狛江市街図－エアリアマップ 都市地図シリーズ（昭和48 昭文社 1:10000 70/23E） 

調布市・狛江市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-6A ホルダー入） 

調布・狛江市（2000 昭文社 1:10000,1:4000 50・23E/1/6-2000A ホルダー入） 

調布・狛江市 4版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/6 ホルダー入） 

調布・狛江市 4版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/6 ホルダー入） 

調布・狛江市 5版（2013 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/6-2013 ホルダー入） 

調布・狛江市 5版（2016 昭文社 1:5000,1:10000 T/59・290/5044/6-2016 ホルダー入） 

調布まっぷ（2016 調布市行政経営部広報課 1:10000 DT/70・290/5019/2016） 

調布市マップ（2018 調布市行政経営部広報課 1:10000 T/70・290/5027/2018） 

 

西東京市 

田無・保谷市（1991 昭文社 1:8000 50/23E/1-14A ホルダー入） 

田無・保谷市（2000 昭文社 1:8000 50・23E/1/14-2000A ホルダー入） 

西東京市 3版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/18 ホルダー入） 

西東京市 3版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/18 ホルダー入） 

西東京市 3版（2012 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/18-2012 ホルダー入） 

西東京市 4版（2015 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/18-2015 ホルダー入） 

 

八王子市 

大日本職業別明細図之内八王子市（昭和2 東京交通社 T/74・67/6 製本） 

八王子市全図（昭和16 武相観光社 1:6000 T/83・290/5013/1941） 

再建立川八王子市街詳細地図（昭和23 観光の日本社 T/68・290/5006/1948） 

内容：立川市全図（1:6000）、八王子市全図（1:10000） 
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八王子市街図－首都圏都市地図シリーズ（昭和43 昭文社 1:10000 83・23E/5001/1968） 

裏面：都市計画街路網図ほか 

精密地番入八王子市街図（昭和46, 昭和49 塔文社 1:10000 83・23E/3004/71A, 74A 秩入） 

八王子市（1980 昭文社 1:15000 83・23E/ 5004/1980A ホルダー入） 

八王子市（1991 昭文社 1:15000 50・23E/1-1A ホルダー入） 

八王子市（2000 昭文社 1:15000 50・23E/1/1-2000A ホルダー入） 

八王子市 4版（2004 昭文社 1:8000,1:15000 T/59・290/5027/1 ホルダー入） 

八王子市 4版（2007 昭文社 1:8000,1:15000 T/59・290/5044/1 ホルダー入） 

八王子市 5版（2012 昭文社 1:8000-1:25000 T/59・290/5044/1-2012 ホルダー入） 

八王子市 5版（2016 昭文社 1:8000-1:25000 T/59・290/5044/1-2016 ホルダー入） 

 

羽村市 

福生・羽村市・瑞穂町（2001 昭文社 1:12000 50・23E/1/15-2001A ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町 3版（2004 昭文社 1:12000 T/59・290/5027/13 ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町－Fussa/Hamura city Mizuho town－ 3版 

（2007 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13 英文併記 ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町 3版（2012 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13-2012 ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町 4版（2015 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13-2015 ホルダー入） 

 

東久留米市 

清瀬・東久留米市（1980 昭文社 1:10000 60・23E/5005/1980 ホルダー入） 

清瀬市・東久留米市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-17A ホルダー入） 

清瀬市・東久留米市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/17-2000A ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 3版（2005 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/15 ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 3版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15 ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 3版（2012 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15-2012 ホルダー入） 

清瀬・東久留米市 4版（2014 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15-2014 ホルダー入） 

清瀬市東久留米市 4版（2016 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/15-2016 ホルダー入） 

 

東村山市 

東村山市街図-首都圏都市地図シリーズ（昭和43 昭文社 1:10000 72・23E/5004/1968） 

裏面：都市計画街路網図ほか 

東村山市街図（昭和49 昭文社 1:10000 72・23E/5001/1974 ホルダー入） 

東村山市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-11A ホルダー入） 

東村山市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/11-2000A ホルダー入） 

東村山市 4版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/11 ホルダー入） 

東村山市 4版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/11 ホルダー入） 

東村山市 4版（2012 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/11-2012 ホルダー入） 

東村山市 5版（2015 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/11-2015 ホルダー入） 
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東大和市 

武蔵村山市・東大和市（1990 昭文社 1:10000 50/23E/1-16A ホルダー入） 

武蔵村山市・東大和市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/16-2000A ホルダー入） 

東大和・武蔵村山市 3版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/14 ホルダー入） 

東大和・武蔵村山市 3版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/14 ホルダー入） 

東大和・武蔵村山市 3版（2013 昭文社 1:10000  T/59・290/5044/14-2013 ホルダー入） 

東大和市 武蔵村山市 4版（2016 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/14-2016 ホルダー入） 

 

日野市 

七生村全図（昭和14 武相観光社 1:15500 T/84・290/5011/1939） 

東京府南多摩郡最新日野町明細全図（昭和15 日野町 1:6000 T/73・29/3001） 

日野市街図（昭和49 昭文社 1:12000 84・23E/5003/1974） 

日野市 最新版（1980 昭文社 1:10000 84・23E/5005/1980A ホルダー入） 

日野市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-10A ホルダー入） 

日野市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/10-2000A ホルダー入） 

日野市 4版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/10 ホルダー入） 

日野市 4版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/10 ホルダー入） 

日野市 4版（2012 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/10-2012 ホルダー入） 

日野市 5版（2014 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/10-2014 ホルダー入） 

日野市 5版（2015 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/10-2015 ホルダー入） 

 

府中市 

東京府北多摩郡府中町之圖（[19--] [出版者不明] 1:3000 T/74・290/5017/X） 

府中市街図 改訂新版（昭和49 昭文社 1:10000 T/74・290/5009/1974 ホルダー入） 

府中市（1980 昭文社 1:10000 74・23E/5002/1980A ホルダー入） 

府中市（1991 昭文社 1:10000 50/23E/1-5A ホルダー入） 

府中市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/5-2000A ホルダー入） 

府中市 4版（2004 昭文社 1:7000, 1:10000 T/59・290/5027/5 ホルダー入） 

府中市 4版（2007 昭文社 1:7000, 1:10000 T/59・290/5044/5 ホルダー入） 

府中市 5版（2013 昭文社 1:5000, 1:10000 T/59・290/5044/5-2013 ホルダー入） 

府中市 5版（2016 昭文社 1:5000, 1:10000 T/59・290/5044/5-2016 ホルダー入） 

 

福生市 

東京府西多摩郡福生村熊川村全圖（昭和3 市町村全圖發行社 1:3000 T/98・290/5006/1928） 

福生市全図（1981 福生市 1:10000 T/98・290/5005/1981） 

福生・羽村市・瑞穂町（2001 昭文社 1:12000 50・23E/1/15-2001A ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町 3版（2004 昭文社 1:12000 T/59・290/5027/13 ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町－Fussa/Hamura city Mizuho town－ 3版 

（2007 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13 英文併記 ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町 3版（2012 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13-2012 ホルダー入） 
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福生・羽村市・瑞穂町 4版（2015 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13-2015 ホルダー入） 

 

町田市 

町田・相模原－エアリアマップ 大判都市地図（1980 昭文社 1:20000 

85・23E/5003/1980 ホルダー入） 

町田市（1981 昭文社 1:13000 85・23E/5005/1981A ホルダー入） 

まちだガイド［裏面］町田市全図（1989, 2001, 2008 町田市 1:20000‐1:27500 

T/85・290/5012/1989, 2001, 2008） 

町田市（1991 昭文社 1:13000 50/23E/1-7A ホルダー入） 

町田市（2000 昭文社 1:13000 50・23E/1/7-2000A ホルダー入） 

町田市（2005 昭文社 1:15000 T/59・290/5027/7 ホルダー入） 

町田市（2007 昭文社 1:15000 T/59・290/5044/7 ホルダー入） 

 

※明治時代町田市域各村縮図集（昭和47 町田市史編纂委員会 69p T/72・29/1） 

［南多摩郡各町村縮図（明治19 1:6000～1:12000）の町田市域分の縮刷複製］ 

 

三鷹市 

東京府北多摩郡三鷹村之圖 東之部（[19--] [出版者不明] T/76・290/5009/1） 

三鷹市全図（昭和26 三鷹市 1:10000 DT/61・29/3003） 

武蔵野市・三鷹市（昭和46 昭文社 1:12000 60・23E/3005/71A ホルダー入） 

武蔵野三鷹市街図－エアリアマップ 都市地図（昭和49 昭文社 1:12000 77/23E） 

三鷹（1990 三鷹市 T/76・290/5010/1990） 

武蔵野市・三鷹市（1991 昭文社 1:12000 50/23E/1-3A ホルダー入） 

武蔵野・三鷹市 4版（2004 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5027/3 ホルダー入） 

武蔵野・三鷹市 4版（2007 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/3 ホルダー入） 

武蔵野・三鷹市 5版（2012 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/3-2012 ホルダー入） 

武蔵野・三鷹市 5版（2016 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/3-2016 ホルダー入） 

 

武蔵野市 

武蔵野市百年史 資料編 １ 下［付図］（武蔵野市 1994 T/61・20/3006/2-1-2） 

内容：武蔵野村地番図－吉祥寺全図（大正14）, 西窪及び関前全図（大正14）, 境全図（大正14） 

武蔵野村之圖（[19--] 中田實農留 1:2400 T/77・290/5012/1） 

内容：大字西窪及關前之部 

武蔵野村之圖（[19--] 中田實農留 1:2400 T/77・290/5012/2） 

内容：大字吉祥寺之部 

武蔵野村之圖（[19--] 中田實農留 1:2400 T/77・290/5012/3） 

内容：大字境之部 

吉祥寺全図（昭和3 影山広重 1:3000 DT/61・29/3004） 

武蔵野町図（東京府北多摩郡武蔵野町勢一覧 裏面）（昭和3 武蔵野町 T/77・318/5022/1928） 

最新調査武蔵野町三鷹村番地入明細図（昭和14 光陽館書店 1:10900 
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DT/61・29/3002, T/61・29/3002/1939） 

武蔵野三鷹小金井詳細大地図（[195- ] 毎日新聞社 1:10000 T/77・290/5002/X） 

武蔵野市町名整理図（［昭和37］ 武蔵野市 1:8500 T/77・290/5006/1962） 

武蔵野市・三鷹市（昭和46 昭文社 1:12000 60・23E/3005/71A ホルダー入） 

武蔵野三鷹市街図－エアリアマップ 都市地図（昭和49 昭文社 1:12000 77/23E） 

Midtown map 吉祥寺（1988 K.C.C 図1枚, 37p DT/61・29/3001） 

武蔵野市・三鷹市（1991 昭文社 1:12000 50/23E/1-3A ホルダー入） 

武蔵野市全図（1999 武蔵野市 1:7000 T/77・290/5004/1999 ホルダー入） 

裏面：武蔵野市全図市立小・中学校区域図 

武蔵野市全図（2000 武蔵野市 1:7000 T/77・290/5004/2000 ホルダー入） 

裏面：武蔵野市全図市立小・中学校区域図 

武蔵野・三鷹市 4版（2004 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5027/3 ホルダー入） 

武蔵野・三鷹市 4版（2007 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/3 ホルダー入） 

武蔵野・三鷹市 5版（2012 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/3-2012 ホルダー入） 

武蔵野・三鷹市 5版（2016 昭文社 1:5000, 1:12000 T/59・290/5044/3-2016 ホルダー入） 

 

武蔵村山市 

東京府北多摩郡村山村全図 昭和2年6月現在（ムサシ測量工務所 1:4800 T/78・290/5005/1927） 

武蔵村山・東大和市全図－エアリアマップ 都市地図（昭和49 昭文社 1:10000 78/23E） 

武蔵村山市緑が丘区域図（昭和62 東京マップ 1:1500 DT/68・29/3001 製本） 

武蔵村山市・東大和市（1990 昭文社 1:10000 50/23E/1-16A ホルダー入） 

武蔵村山市・東大和市（2000 昭文社 1:10000 50・23E/1/16-2000A ホルダー入） 

東大和・武蔵村山市 3版（2004 昭文社 1:10000 T/59・290/5027/14 ホルダー入） 

東大和・武蔵村山市 3版（2007 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/14 ホルダー入） 

東大和・武蔵村山市 3版（2013 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/14-2013 ホルダー入） 

東大和市 武蔵村山市 4版（2016 昭文社 1:10000 T/59・290/5044/14-2016 ホルダー入） 

 

日の出町 

あきる野市・日の出町 2版（2004 昭文社 1:10000, 1:16000 T/59・290/5027/17 ホルダー入） 

あきる野市・日の出町 2版（2007 昭文社 1:10000, 1:16000 T/59・290/5044/17 ホルダー入） 

あきる野市・日の出町 2版（2012 昭文社 1:16000 T/59・290/5044/17-2012 ホルダー入） 

あきる野市・日の出町 3版（2016 昭文社 1:10000, 1:20000 T/59・290/5044/17-2016 ホルダー入） 

 

瑞穂町 

心・ふれあい・瑞穂 瑞穂町案内図（1987 瑞穂町 1：10000 99/23E/A） 

福生・羽村市・瑞穂町（2001 昭文社 1:12000 50・23E/1/15-2001A ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町 3版（2004 昭文社 1:12000 T/59・290/5027/13 ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町－Fussa/Hamura city Mizuho town－ 3版 

（2007 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13 英文併記 ホルダー入） 

福生・羽村市・瑞穂町 3版（2012 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13-2012 ホルダー入） 
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福生・羽村市・瑞穂町 4版（2015 昭文社 1:12000 T/59・290/5044/13-2015 ホルダー入） 

 

檜原村 

東京都西多摩郡檜原村全図（昭和46 檜原村 1:50000 97・23E/5002/1971B） 

桧原村全図（1981 桧原村 1:50000 97/23E/A） 

 

島しょ 

小笠原群島之図（明治16 地理局測量課編 国文社 1:100000 DT/88・29/3003 帙入） 

小笠原島列島図及勧業統計 大正10年統計（大正11 東京製本合資会社 T/19・290/5008/1922） 

大島全図 昭和2年末現在（大島支庁 DT/81・29/3001/G, T/11・290/5004/1927） 

大島御案内（昭和5 三原舘 T/11・290/5012/1930） 

青ヶ島村地形図 昭和56年（青ヶ島村教育委員会編 アジア航測 1:5000 DT/87・29/3001/84） 

 

※小笠原嶋図絵（[小花作之助] 小笠原村教育委員会 T/19・290/5016/2009） 

内容：文久2年から文久3年にかけての小笠原島の調査によって作成された絵図。 

地形・経緯度・地名と由来・風光・外国人の居住分布と家屋図・植物や近海の魚介類が 

記された地誌図譜。 

 

（3）神奈川県 

①地図帳 

神奈川県都市地図集－ワイドアトラス 2（1980 昭文社 D/03/23E/A） 

神奈川県－トクマップ都市地図 4（1991 徳間書店 03/23E/A） 

神奈川県 Ｍ版 トクマップ都市地図 Ｍ4（1991 徳間書店 03/23E/A） 

神奈川県都市地図－ニューエスト 64（1991 昭文社 03/23E/A） 

神奈川県横浜・川崎詳細図（1991 昭文社 1：10000 03/23E/A） 

 

②一枚もの 

神奈川県－エアリアマップ （1980 昭文社 1：100000 図1枚 03/23E/ ） 

裏面：神奈川記入用白地図 横浜市街図入り 

神奈川県－分県地図 14（1990 昭文社 図1枚 1:120000 03/23E/A） 

神奈川県－大判分県地図 14（1991 昭文社 図2枚 1:100000 03/23E/A） 

 

鎌倉市 

鎌倉 カラーフォトタウンマップ（1984 日本地図センター 1:5000 図5枚 03/23E/ ※航空写真地図） 

 

（4）埼玉県 

①一枚もの 

埼玉県－エアリアマップ分県地図（1980 昭文社 1:125000 図1枚 05・23E/5011/1980） 

裏面：埼玉記入用白地図 大宮・浦和市街図入り 

埼玉県大地図－エアリアマップ分県大地図（1980 昭文社 1:100000 図1枚 05・23E/5019/1980） 



55 

 

[2]住宅地図その他 

（1）地籍地図 

 

①明治12年刊 

明治初期東京地籍図集成 A～C（科学書院 霞ヶ関出版発売 3冊 DRT/290.3/5026/1～3 製本） 

※「実測東京全図」(内務省地理局校補）及び「大日本改正東京全図 1-15号, 附録」 

(西川光通編 西川光穂刊）の複製 

A… 麹町区・神田区・日本橋区・京橋区・芝区 

B… 麻布区・赤坂区・四谷区・牛込区・小石川区 

C… 本郷区・下谷区・浅草区・本所区・深川区, 朱引内百坪相当等級地価表 

 

②明治45～大正元年刊（東京市区調査会） 

地籍台帳・地籍地図「東京」 第１～７巻, 別冊（柏書房 DRT/0・345/40/1～8） 

※「東京市及接続郡部地籍台帳」及び「東京市及接続郡部地籍地図」の複製 

１…台帳編①－ 総目次、名寄索引他 

２…台帳編②－, ５－地図編①－ 

麹町区・神田区・日本橋区・京橋区・芝区・麻布区・赤坂区・四谷区 

３…台帳編③－, ６－地図編②－ 

牛込区・小石川区・本郷区・下谷区・浅草区・本所区・深川区 

４…台帳編④－, ７－地図編③－ 

荏原郡・豊多摩郡・北豊島郡・南葛飾郡 

東京市及接続郡部地籍台帳（DRT/0・345/39） 

〔旧15区、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南葛飾郡 ※神田区の1部欠〕 

東京市及接続郡部地籍地図 上・下巻（DT/290.3/5237/1, 2） 

地籍地図附地籍台帳 荏原郡品川町・大崎町・大井町・入新井町・大森町（DT/50・34/1） 

地籍地図附地籍台帳 麹町区（DT/34・34/3001） 

地籍地図附地籍台帳 麻布区（DT/35・34/4） 

地籍地図附地籍台帳 赤坂区（DT/35・34/5, DT/35・345/5001/5） 

地籍地図附地籍台帳 芝区（DT/35・34/3006） 

 

③昭和６～10年刊（内山模型製図社） 

東京市○○区地籍台帳＋東京市○○区地籍図 ※（地籍図はＤ本） 

本所区  （T/24・34/1, 1/2） 麹町区（T/34・34/1, 1/2） 

深川区  （T/25・34/1, 1/2） 神田区（T/34・34/2, 2/2） 

地籍地図とは…… 

登記所、役場などに備えつけられている地籍図、公図などと土地台帳とを合体させ、編集した地図帳。 

土地の一筆ごとの地番・地目・等級・地積・所有者名などを表示し、現在の住宅地図のように使える 

場合もある。 
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浅草区  （T/31・34/1, 1/2） 麻布区（T/35・34/1, 1/2） 

下谷区  （T/31・34/2, 2/2） 芝区  （T/35・34/2, 2/2） 

本郷区  （T/32・34/1, 1/2）  赤坂区（T/35・34/3, 3/2） 

小石川区（T/32・34/2, 2/2） 牛込区（T/36・34/1, 1/2） 

日本橋区（T/33・34/1, 1/2） 四谷区（T/36・34/2, 2/2） 

京橋区  （T/33・34/2, 2/2） 渋谷区（T/48・34/1, 1/2） 

 

③-２ 昭和6～10年刊（内山模型製図社刊の複製 不二出版） 

東京地籍図 

地籍図 

墨田区編 本所区（DT/24・345/5001/1） 

江東区編 深川区（DT/25・345/5001/1） 

台東区編 下谷区、浅草区（DT/31・345/5001/1） 

文京区編 小石川区、本郷区（DT/32・345/5002/1） 

中央区編 日本橋区、京橋区（DT/33・345/5001/1） 

千代田区編 麹町区、神田区（DT/34・345/5002/1） 

港区編 芝区、麻布区、赤坂区（DT/35・345/5003/1） 

新宿区編 四谷区、牛込区（DT/36・345/5002/1） 

渋谷区編 渋谷区（DT/48・345/5001/1） 

地籍台帳 

墨田区編 本所区（DT/24・345/5001/1-2）※CD-ROM版 

本所区（T/24・345/5001/2） 

江東区編 深川区（DT/25・345/5001/1-2）※CD-ROM版 

深川区（T/25・345/5001/2） 

台東区編 下谷区、浅草区（DT/31・345/5001/1-2）※CD-ROM版 

下谷区（T/31・345/5001/2） 

浅草区（T/31・345/5001/3） 

文京区編 小石川区、本郷区（DT/32・345/5002/1-2）※CD-ROM版 

小石川区（T/32・345/5002/2） 

本郷区（T/32・345/5002/3） 

中央区編 日本橋区、京橋区（DT/33・345/5001/1-2）※CD-ROM版 

日本橋区（T/33・345/5001/2） 

京橋区（T/33・345/5001/3） 

千代田区編 麹町区、神田区（DT/34・345/5002/1-2）※CD-ROM版 

麹町区（T/34・345/5002/2） 

神田区（T/34・345/5002/3） 

港区編 芝区、麻布区、赤坂区（DT/35・345/5003/1-2）※CD-ROM版 

芝区（T/35・345/5003/2） 

麻布区（T/35・345/5003/3） 

赤坂区（T/35・345/5003/4） 
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新宿区編 四谷区、牛込区（DT/36・345/5002/1-2）※CD-ROM版 

四谷区（T/36・345/5002/2） 

牛込区（T/36・345/5002/3） 

渋谷区編 渋谷区（DT/48・345/5001/1-2）※CD-ROM版 

渋谷区 上巻（T/48・345/5001/2）、下巻（T/48・345/5001/3） 

 

（2）土地宝典 

 

東京市土地宝典（明治42～大正4調査 金洪舎刊）  欠：下谷区、本郷区 

四ツ谷区（DT/36・34/4）  京橋区 （DT/33・34/3001） 

日本橋区（DT/33・34/3002） 神田区 （DT/34・34/3004） 

赤坂区 （DT/35・34/3002） 本所区 （DT/24・34/3001） 

浅草区 （DT/31・34/3001） 芝区  （DT/35・34/3003） 

麻布区 （DT/35・34/3004） 小石川区（DT/32・34/3001） 

牛込区 （DT/36・34/3002） 深川区 （DT/25・34/3001） 

麹町区 （DT/34・34/3006） 本郷区 （DT/32・345/5001/1911） 

東京都北多摩郡狛江村土地宝典－地番地積地目賃貸価格等級入図－ 

（昭和16 帝国市町村地図刊行会 図10枚 DT/62・34/3001） 

東京都北多摩郡保谷町土地宝典－地番地積地目入図－ 

（昭和40 帝国地図 図8枚 1:2400 DT/65・34/3001） 

東京都昭島市土地宝典－地番地積地目入図－ 

（昭43 帝国地図 図13枚 1:2400-1:10000 DT/61・290/5006/1968） 

 

（3）火災保険特殊地図（都市整図社 複製）   ( ）内は資料コード 

 

①戦前分（旧 35 区）昭和 7 年～15 年刊 

赤坂区 [1934-1937]  DRT/0・339/2/1 （1123363559） 

浅草区 [1933-1940]  DRT/0・339/2/2 （1123363568） 

麻布区 [1937-1942]  DRT/0・339/2/3 （1123363577） 

土地宝典とは…… 

地籍地図とほとんど同じもの。下記の金洪舎刊のものを例にあげると、切図中に町名・地番・地目・ 

等級・坪数・地価・間口の一覧表が掲載され、地籍図と地籍台帳を合体させた、 

利用しやすい形式となっている。ただし、この版には土地の所有者名は記載されていない。 

火災保険特殊地図とは…… 

火災保険の評価に使われた、住宅の地番・居住者名のはいった詳細な地域図。 

火災保険会社の委託により、都市整図社の先代、沼尻長治氏が作成したもの。 

戦前から昭和35年頃までの町並みを知る貴重な資料。 

現在の住宅地図の前身として非常に利用価値が高い。 
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足立区 [1934]   DRT/0・339/2/4 （1123363586） 

荒川区 [1939]   DRT/0・339/2/5 （1123363595） 

板橋区 [1934-1935]  DRT/0・339/2/6 （1123363601） 

牛込区 [1937]   DRT/0・339/2/7 （1123363610） 

大森区 上 [1938]   DRT/0・339/2/11-1 （1123363620） 

大森区 下 [1938]   DRT/0・339/2/11-2 （1123363639） 

葛飾区 [1936]   DRT/0・339/2/12 （1123363648） 

蒲田区 [1935-1940]  DRT/0・339/2/13 （1123363657） 

神田区 [1935-1939]  DRT/0・339/2/14 （1123363666） 

京橋区 [1933]   DRT/0・339/2/15 （1123363675） 

麹町区 上 [1934-1938]  DRT/0・339/2/16-1 （1123363684） 

麹町区 下 [1934-1938]  DRT/0・339/2/16-2 （1123363693） 

小石川区 上 [1937]  DRT/0・339/2/17-1 （1123363700） 

小石川区 下 [1936-1937]  DRT/0・339/2/17-2 （1123363719） 

下谷区 上 [1935]   DRT/0・339/2/18-1 （1123363728） 

下谷区 下 [1935-1940]  DRT/0・339/2/18-2 （1123363737） 

品川区 上 [1936-1937]  DRT/0・339/2/19-1 （1123363746） 

品川区 下 [1936-1938]  DRT/0・339/2/19-2 （1123363755） 

芝区 上 [1932-1940]  DRT/0・339/2/20-1 （1123363764） 

芝区 中 [1935-1937]  DRT/0・339/2/20-2 （1123363773） 

芝区 下 [1936-1937]  DRT/0・339/2/20-3 （1123363782） 

渋谷区 [1937]   DRT/0・339/2/21 （1123363791） 

杉並区 上 [1936-1940]  DRT/0・339/2/23-1 （1123363808） 

杉並区 下 [1939-1940]  DRT/0・339/2/23-2 （1123363817） 

世田谷区 [1933]   DRT/0・339/2/24 （1123363844） 

豊島区 上 [1935-1937]  DRT/0・339/2/26-1 （1123363826） 

豊島区 下 [1936-1937]  DRT/0・339/2/26-2 （1123363835） 

中野区 [1933]   DRT/0・339/2/27 （1123363862） 

日本橋区 [1932-1936]  DRT/0・339/2/28 （1123363871） 

深川区 上 [1934-1936]  DRT/0・339/2/29-1 （1123363880） 

深川区 下 [1936-1940]  DRT/0・339/2/29-2 （1123363890） 

本郷区 [1934-1939]  DRT/0・339/2/30 （1123363906） 

本所区・向島区 [1933-1935] DRT/0・339/2/31, 32（1123363915）※向島区は図 1 枚のみ 

目黒区 上 [1935-1940]  DRT/0・339/2/33-1 （1123363924） 

目黒区 下 [1935]   DRT/0・339/2/33-2 （1123363933） 

四谷区 [1936-1940]  DRT/0・339/2/34 （1123363942） 

淀橋区 上 [1933-1939]  DRT/0・339/2/35-1 （1123363951） 

淀橋区 下 [1938]   DRT/0・339/2/35-2 （1123363960） 
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武蔵野市 上 [1936-1937]  DRT/0・339/2/36-1 （1123363970） 

武蔵野市 下 [1936]  DRT/0・339/2/36-2 （1123363989） 

[火災保険特殊地図索引] [戦前分] DRT/0・339/2/37 （1124539450） 

[火災保険特殊地図旧 35 区戦前の分 付武蔵野町, 付表地図明細] 

DRT/0・339/2/37 （1123363853） 

※江戸川区、荏原区、王子区、城東区、滝野川区については、原図が現存していない。 

 

②戦後分 

港区 [1] 全体図・方面図 [1948-1953] DRT/0・339/3003/1-1 （1128760524） 

港区 [2] 新橋方面 [1948-1953]  DRT/0・339/3003/1-2 （1128760533） 

港区 [3] 愛宕町方面 [1948-1953] DRT/0・339/3003/1-3 （1128760542） 

港区 [4] 浜松町方面 [1948-1953] DRT/0・339/3003/1-4 （1128760551） 

港区 [5] 東京港方面 [1948-1953] DRT/0・339/3003/1-5 （1128760560） 

港区 [6] 芝金杉方面・三田四国町方面 [1948-1953] DRT/0・339/3003/1-6 （1128760570） 

港区 [7] 二本榎方面・泉岳寺方面 [1948-1953]  DRT/0・339/3003/1-7 （1128760589） 

港区 [8] 麻布十番方面・溜池方面 [1948-1953]  DRT/0・339/3003/1-8 （1128760598） 

港区 [9] 赤坂見附方面 [1948-1953] DRT/0・339/3003/1-9 （1128760604） 

港区 [10] 青山御所方面・青山通り方面 [1948-1953] DRT/0・339/3003/1-10 （1128760613） 

新宿区 [1] 全体図・方面図  DRT/0・339/3003/2-1 （5000681154） 

新宿区 [2] 歌舞伎町方面 1 1951 年 DRT/0・339/3003/2-2 （5000681181） 

新宿区 [3] 歌舞伎町方面 2 1954～58 年 DRT/0・339/3003/2-3 （5000681225） 

新宿区 [4] 新宿通方面 1 1951 年 DRT/0・339/3003/2-4 （5000681299） 

新宿区 [5] 新宿通方面 2 1958 年 DRT/0・339/3003/2-5 （5000717284） 

新宿区 [6] 新宿駅附近 1949 年  DRT/0・339/3003/2-6 （5000717300） 

新宿区 [7] 愛住町方面 1954 年  DRT/0・339/3003/2-7 （5000717346） 

新宿区 [8] 内藤町方面 1954 年  DRT/0・339/3003/2-8 （5000717471） 

新宿区 [9] 信濃町方面 1954 年  DRT/0・339/3003/2-9 （5000717613） 

新宿区 [10] 四谷見附方面 1954 年 DRT/0・339/3003/2-10 （5000717669） 

新宿区 [11] 神楽坂方面 1952 年  DRT/0・339/3003/2-11 （5000717687） 

新宿区 [12] 早稲田方面 1954 年  DRT/0・339/3003/2-12 （5000717702） 

新宿区 [13] 市ケ谷台町・市ケ谷富久町・余丁町・高田馬場方面 1954～56 年 

DRT/0・339/3003/2-13 （5000717720） 

新宿区 [14] 成子坂下方面 1954～58 年 DRT/0・339/3003/2-14 （5000717810） 

新宿区 [15] 新宿西口方面 1958 年 DRT/0・339/3003/2-15 （5000717909） 

新宿区 [16] 十二社方面 1954～58 年 DRT/0・339/3003/2-16 （5000718002） 

千代田区 [1] 全体図・方面図  DRT/0・339/3003/3-1 （5000678800） 

千代田区 [2] 大手町方面・丸之内方面 1955 年  DRT/0・339/3003/3-2 （5000679049） 
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千代田区 [3] 有楽町方面・有楽町駅附近 1951～55 年 DRT/0・339/3003/3-3 （5000679067） 

千代田区 [4] 内幸町方面・虎の門方面・平河町方面・紀尾井町方面 1953～55 年 

DRT/0・339/3003/3-4 （5000679290） 

千代田区 [5] 半蔵門方面・番町方面 1953 年  DRT/0・339/3003/3-5 （5000679352） 

千代田区 [6] 九段坂上方面・靖国神社方面 1954 年 DRT/0・339/3003/3-6 （5000679399） 

千代田区 [7] 飯田町方面 1952 年 DRT/0・339/3003/3-7 （5000679521） 

千代田区 [8] 一ツ橋方面 1 1951 年 DRT/0・339/3003/3-8 （5000679540） 

千代田区 [9] 一ツ橋方面 2 1954～59 年 DRT/0・339/3003/3-9 （5000679610） 

千代田区 [10] 三崎町方面 1948～54 年 DRT/0・339/3003/3-10 （5000679675） 

千代田区 [11] 駿河台方面 1 1951 年 DRT/0・339/3003/3-11 （5000679719） 

千代田区 [12] 駿河台方面 2 1954 DRT/0・339/3003/3-12 （5000679844） 

千代田区 [13] 須田町方面 1 1950 年 DRT/0・339/3003/3-13 （5000678963） 

千代田区 [14] 須田町方面 2 1959 年 DRT/0・339/3003/3-14 （5000679933） 

千代田区 [15] 岩本町方面 1 1950～53 年  DRT/0・339/3003/3-15 （5000680148） 

千代田区 [16] 岩本町方面 2 1954 年 DRT/0・339/3003/3-16 （5000680184） 

千代田区 [17] 和泉町方面・秋葉原方面 1954 年  DRT/0・339/3003/3-17 （5000680237） 

中央区 [1] 日本橋方面 1949～55 年 DRT/0・339/3003/4-1 （5002259310） 

中央区 [2] 室町方面 1950 年, 1958 年 DRT/0・339/3003/4-2 （5002259446） 

中央区 [3] 小伝馬町方面 1947～50 年, 1955～56 年 DRT/0・339/3003/4-3 （5002259437） 

中央区 [4] 馬喰町方面 1953～58 年, 両国方面 1950 年, 浜町方面 1953 年 

DRT/0・339/3003/4-4 （5002259419） 

中央区 [5] 蛎殻町方面 1947 年, 1958 年 DRT/0・339/3003/4-5 （5002259400） 

中央区 [6] 茅場町方面 1953 年～55 年 DRT/0・339/3003/4-6 （5002259393） 

中央区 [7] 京橋方面 1950 年～55 年 DRT/0・339/3003/4-7 （5002259384） 

中央区 [8] 銀座八丁方面 1950 年～53 年  DRT/0・339/3003/4-8 （5002259375） 

中央区 [9] 銀座八丁方面 1958 年 DRT/0・339/3003/4-9 （5002259301） 

中央区 [10] 銀座四丁方面 1950～58 年 DRT/0・339/3003/4-10 （5002259286） 

中央区 [11] 魚市場方面 1947 年 築地方面 1949～55 年 明石町方面 1950 年 

DRT/0・339/3003/4-11 （5002259268） 

中央区 [12] 新富町方面 1950 年, 越前堀方面 1953 年 DRT/0・339/3003/4-12 （5002259320） 

中央区 [13] 佃島方面 1951 年, 月島方面 1950 年  DRT/0・339/3003/4-13 （5002259339） 

中央区 [14] 勝鬨橋方面 1950 年  DRT/0・339/3003/4-14 （5002259348） 

中央区 [15] 八重洲・日本橋通・日本橋江戸橋 1960 年  DRT/0・339/3003/4-15 （5002259357） 

中央区 [16] 京橋・日本橋本石町・日本橋室町・日本橋本町・日本橋横山町・ 

日本橋馬喰町 1960 年  DRT/0・339/3003/4-16 （5002259366） 

文京区 [1] 全体図・方面図  DRT/0・339/3003/5-1 （5003127352） 

文京区 [2] 戸崎町方面 1953 年 西片町方面 1952 年 DRT/0・339/3003/5-2 （5003127405） 
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文京区 [3] 東片町方面 1953 年 駒込林町方面 1954 年 DRT/0・339/3003/5-3 （5003127432） 

文京区 [4] 駒込曙町方面 1954年 八重垣町方面 1953年 DRT/0・339/3003/5-4 （5003127479） 

文京区 [5] 千駄木方面 1954 年 元町方面 1951 年 DRT/0・339/3003/5-5 （5003127497） 

文京区 [6] 大塚窪町方面 1954 年 春日町方面 1954 年 DRT/0・339/3003/5-6 （5003127503） 

文京区 [7] 湯島方面 1951 年  DRT/0・339/3003/5-7 （5003127521） 

墨田区 [1] 全体図・方面図  DRT/0・339/3003/6-1 （5003127568） 

墨田区 [2] 石原町方面 1953 年  DRT/0・339/3003/6-2 （5003127577） 

墨田区 [3] 吾妻橋方面 1953 年  DRT/0・339/3003/6-3 （5003127586） 

墨田区 [4] 緑町方面 1953 年 横網町方面 1953 年 DRT/0・339/3003/6-4 （5003127595） 

墨田区 [5] 東両国方面 1952 年 堅川方面 1953 年 DRT/0・339/3003/6-5 （5003127620） 

墨田区 [6] 錦糸町方面 1952 年  DRT/0・339/3003/6-6 （5003127648） 

墨田区 [7] 太平町方面 1953 年 業平橋方面 1953 年 DRT/0・339/3003/6-7 （5003127719） 

墨田区 [8] 向島方面 1952 年  DRT/0・339/3003/6-8 （5003127728） 

墨田区 [9] 鳩ノ町方面 1952 年  DRT/0・339/3003/6-9 （5003127755） 

墨田区 [10] 曳舟方面 1953 年  DRT/0・339/3003/6-10 （5003127782） 

墨田区 [11] 吾嬬西四方面 1952 年 玉ノ井方面 1953 年 DRT/0・339/3003/6-11 （5003127791） 

台東区 [1] 全体図・広小路方面 [1947-1958]  DRT/0・339/3003/7-1 （5005755420） 

台東区 [2] 上野駅前方面 [1950 年-1953 年]  DRT/0・339/3003/7-2 （5005755608） 

台東区 [3] 佐竹通方面 [1947-1953] DRT/0・339/3003/7-3 （5005755617） 

台東区 [4] 浅草橋方面 [1947 年-1955 年]  DRT/0・339/3003/7-4 （5005755626） 

台東区 [5] 三筋町方面 [1947 年-1953 年]  DRT/0・339/3003/7-5 （5005755635） 

台東区 [6] 駒形橋方面 [1955 年]  DRT/0・339/3003/7-6 （5005755644） 

台東区 [7] 浅草公園方面 [1947 年-1958 年]  DRT/0・339/3003/7-7 （5005755653） 

台東区 [8] 松葉町方面 [1947 年-1953 年]  DRT/0・339/3003/7-8 （5005755662） 

台東区 [9] 車坂方面 [1947 年-1953 年]   DRT/0・339/3003/7-9 （5005755671） 

台東区 [10] 龍泉寺方面 [1947 年-1951 年]  DRT/0・339/3003/7-10 （5005755680） 

台東区 [11] 新吉原方面 [1947 年-1953 年]  DRT/0・339/3003/7-11 （5005755690） 

台東区 [12] 象潟方面 [1947 年-1953 年]   DRT/0・339/3003/7-12 （5005755706） 

台東区 [13] 今戸町方面 [1947 年-1953 年]  DRT/0・339/3003/7-13 （5005755715） 

台東区 [14] 橋場方面 [1947 年-1953 年]   DRT/0・339/3003/7-14 （5005755724） 

台東区 [15] 日本堤方面 [1947 年-1953 年]  DRT/0・339/3003/7-15 （5005755733） 

台東区 [16] 金杉方面 [1947 年-1952 年]   DRT/0・339/3003/7-16 （5005755742） 

台東区 [17] 根岸町方面 [1947 年-1952 年]  DRT/0・339/3003/7-17 （5005755751） 

台東区 [18・19・20] 竹ノ台・上野公園・池ノ端方面 [1947 年-1952 年] 

DRT/0・339/3003/7-18, 19, 20 （5005755760） 

台東区 [21・22] 初音町・谷中墓地方面 [1947 年-1952 年] 

DRT/0・339/3003/7-21, 22 （5005755770） 
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台東区 [23] 二長町方面 [1947 年-1955 年]  DRT/0・339/3003/7-23 （5005755789） 

江東区 [1] 全体図・新大橋方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-1 （5005755798） 

江東区 [2] 高橋方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-2 （5005755804） 

江東区 [3] 住吉町方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-3 （5005755813） 

江東区 [4] 猿江町方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-4 （5005755822） 

江東区 [5] 扇橋方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-5 （5005755831） 

江東区 [6] 千石町方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-6 （5005755840） 

江東区 [7] 平野町方面 [1952 年]  DRT/0・339/3003/8-7 （5005755850） 

江東区 [8] 白河町方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-8 （5005755869） 

江東区 [9] 清澄町方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-9 （5005755878） 

江東区 [10] 永代方面 [1952 年]  DRT/0・339/3003/8-10 （5005755887） 

江東区 [11] 富岡町方面 [1952-1953 年] DRT/0・339/3003/8-11 （5005755896） 

江東区 [12] 木場方面 [1951 年]  DRT/0・339/3003/8-12 （5005755920） 

江東区 [13] 東陽町方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/8-13 （5005755930） 

江東区 [14] 東陽公園方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/8-14 （5005755949） 

江東区 [17] 洲崎方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/8-17 （5005756015） 

江東区 [18] 牡丹町方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/8-18 （5005756285） 

江東区 [19] 越中島方面 [1955 年] DRT/0・339/3003/8-19 （5005756418） 

江東区 [25] 亀戸天神方面 [1953-1959 年]  DRT/0・339/3003/8-25 （5005756427） 

江東区 [33] 大島三丁目方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/8-33 （5005756436） 

江東区 [34] 羅漢通方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/8-34 （5005756445） 

品川区 [1]全体図・北品川宿方面 [1953 年-1959 年] DRT/0・339/3003/9-1 （5008619216） 

品川区 [2]品川三業地方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/9-2 （5008619261） 

品川区 [3]南品川宿方面・青物横丁方面・大井鈴ヶ森方面 [1953-1955 年] 

DRT/0・339/3003/9-3 （5008619299） 

品川区 [4]品川銀座方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/9-4 （5008619314） 

品川区 [5]大井駅方面 [1952 年]  DRT/0・339/3003/9-5 （5008619323） 

品川区 [6]大井西口方面 1 [1954 年] DRT/0・339/3003/9-6 （5008619332） 

品川区 [7]大井西口方面 2 [1959 年] DRT/0・339/3003/9-7 （5008619341） 

品川区 [8]武蔵小山方面 1 [1953 年] DRT/0・339/3003/9-8 （5008619350） 

品川区 [9]武蔵小山方面 2 [1959 年] DRT/0・339/3003/9-9 （5008619360） 

品川区 [10]五反田方面 1 [1951 年] DRT/0・339/3003/9-10 （5008619379） 

品川区 [11]五反田方面 2・五反田駅東方面 [1959 年] DRT/0・339/3003/9-11 （5008619388） 

大田区 [1]全体図・大森駅南口方面・大森方面 1 [1952-1959 年] 

DRT/0・339/3003/10-1 （5008619397） 

大田区 [2]大森方面 2 [1952-1959 年] DRT/0・339/3003/10-2 （5008619412） 

大田区 [3]梅屋敷方面・キネマ通方面 DRT/0・339/3003/10-3 （5008619421） 
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大田区 [4]蒲田方面 [1952 年]  DRT/0・339/3003/10-4 （5008619430） 

大田区 [5]蒲田駅方面 [1959 年]  DRT/0・339/3003/10-5 （5008619440） 

大田区 [6]蓮沼方面・矢口渡方面  DRT/0・339/3003/10-6 （5008619459） 

大田区 [7]武蔵新田方面・仲六郷方面 DRT/0・339/3003/10-7 （5008619477） 

大田区 [8]大鳥居方面・糀谷方面  DRT/0・339/3003/10-8 （5008619486） 

大田区 [9]羽田方面   DRT/0・339/3003/10-9 （5008619495） 

大田区 [10] [蒲田町方面]   DRT/0・339/3003/10-10 （5008619501） 

渋谷区 [1]渋谷駅付近 1 [1951 年] DRT/0・339/3003/11-1 （5008619510） 

渋谷区 [2]渋谷駅付近 2 [1949 年] DRT/0・339/3003/11-2 （5008619520） 

渋谷区 [3]道玄坂方面 [1955-58 年] DRT/0・339/3003/11-3 （5008619539） 

渋谷区 [4]宮益坂方面 [1955 年]  DRT/0・339/3003/11-4 （5008619548） 

目黒区 [1]全体図・自由ヶ丘方面 1 [1952 年]  DRT/0・339/3003/12-1 （5008619557） 

目黒区 [2]自由ヶ丘方面 2 [1959 年] DRT/0・339/3003/12-2 （5008619566） 

杉並区 [1]全体図・荻窪北口方面(1） [1954 年]  DRT/0・339/3003/13-1 （5009687355） 

杉並区 [2]荻窪北口方面(2） [1954 年] DRT/0・339/3003/13-2 （5009687417） 

杉並区 [3]荻窪南口方面 [1954 年] DRT/0・339/3003/13-3 （5009687444） 

杉並区 [4]西荻窪方面 [1959 年]  DRT/0・339/3003/13-4 （5009687471） 

杉並区 [5]高円寺附近方面 [1949-52 年] DRT/0・339/3003/13-5 （5009688307） 

杉並区 [6]高円寺方面 [1959 年]  DRT/0・339/3003/13-6 （5009688316） 

杉並区 [7]阿佐ヶ谷北口方面 [1954 年] DRT/0・339/3003/13-7 （5009688361） 

杉並区 [8]阿佐ヶ谷南口方面 [1953 年] DRT/0・339/3003/13-8 （5009688370） 

豊島区 [1]全体図・池袋西口方面(1952 年）・池袋西口方面(1958 年）(1） 

DRT/0・339/3003/14-1 （5009688399） 

豊島区 [2]池袋西口方面(1958 年）(2） DRT/0・339/3003/14-2 （5009688423） 

豊島区 [3]池袋東口方面(1953 年）・池袋東口方面(1958 年） 

DRT/0・339/3003/14-3 （5009688488） 

豊島区 [4]西巣鴨公園方面  DRT/ 0・339/3003/14-4 （5009688512） 

豊島区 [5]高田南町・巣鴨地蔵通方面 DRT/0・339/3003/14-5 （5009688951） 

北区  [1]全体図・王子方面  DRT/0・339/3003/15-1 （5009689000） 

北区  [2]十條方面 [1951-52 年]  DRT/0・339/3003/15-2 （5009689064） 

北区  [3]赤羽方面 [1953 年]  DRT/0・339/3003/15-3 （5009689091） 

荒川区 [1]全体図・日暮里一丁方面 [1952 年]  DRT/0・339/3003/16-1 （5009689135） 

荒川区 [2]鴬谷方面 [1952 年]  DRT/0・339/3003/16-2 （5009689144） 

荒川区 [3]日暮里駅前方面 [1952 年] DRT/0・339/3003/16-3 （5009689153） 

荒川区 [4]新三河島方面 [1952 年] DRT/0・339/3003/16-4 （5009689180） 

荒川区 [5]荒川中央方面(1） [1952 年] DRT/0・339/3003/16-5 （5009689215） 
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荒川区 [6]荒川中央方面(2） [1952 年] DRT/0・339/3003/16-6 （5009689233） 

荒川区 [7]三ノ輪橋方面   DRT/0・339/3003/16-7 （5009689242） 

荒川区 [8]千住小塚方面・南千住駅方面 DRT/0・339/3003/16-8 （5009689402） 

 

（4）土地要覧 昭和28年刊 

東京都土地要覧 中央区 地籍図編, 台帳編（不動産調査会 D/0934/H745/T2-1～2） 

※台帳編には、地番・地目・地積・住所・所有者名等が一覧である。 

地籍図編は、詳細図に主要な建物の名称が記載されている。 

中央区以外は、発行が確認されていない。 

 

（5）住宅地図 ※詳しくはE. 住宅地図編をご覧ください。 

①昭和32年刊 

東京都商店住宅地図（山田見清 DRT/34・29/3003） 

〔千代田区のみ〕 

②刊年不明（昭和33年頃） 

東京都全住宅案内図帳（住宅協会 R/0920/Z996/T1- ） 

〔千代田区、港区、新宿区、渋谷区、中野区、豊島区のみ〕 

③昭和37年？刊 

東京都全住宅案内図帳（住宅協会 R/0920/Z996/T2- ） 

〔欠：品川区、中野区、多摩地区の大部分〕 

④昭和37年？刊 

三多摩地区商工住宅名鑑（住宅協会 R/0920/Z996/S1- ） 

〔立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、 

国立市、田無市、東大和市、武蔵村山市のみ〕 

⑤昭和44～45年刊 

全住宅案内地図帳（公共施設地図航空 R/0920/K7491/Z1- ） 

〔欠：中野区〕 

⑥昭和47～48年刊 

全航空住宅地図（公共施設地図航空 DRT/0・290/5/73- ） 

⑦昭和51年刊 

東京都航空地図帳（公共施設地図航空 DRT/0・290/5/76- ） 

⑧ゼンリンの住宅地図 

（ⅰ）昭和48年刊（ゼンリン DRT/0・290/35/3- ） 

（ⅱ）昭和53～55年刊（ゼンリン DRT/0・290/35/1- ） 

以後毎年～３年おきに所蔵 

⑨東京の住宅地図（セイコー社 RT/0・290/71/ ） 小型判 

昭和61～平成8年刊 23区、府中市、小金井市、武蔵野市、町田市、三鷹市、調布市、狛江市のみ 
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⑩東京の住宅地図はい・まっぷ（セイコー社） 小型判 

1986～1991年刊  23区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、町田市のみ（RT/0・290/3021/ ） 

1994～1997年刊  23区、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、府中市、小金井市のみ 

（RT/0・290/3021/ ） 

2000～2002年刊  23区のみ（RT/290.3/5030/ ） 

⑪ブルー・マップ／住居表示・地番対照地図（1:1500 民事法情報センター刊 ゼンリン発売） 

（ⅰ）1991年刊 54冊（DRT/0・290/105/91- ） 23区、市町分ともあり 

（ⅱ）1996～1997年刊 5冊（DRT/0・290/105/ ）港区、千代田区、新宿区、中央区、渋谷区のみ 

（ⅲ）2000年刊 ～ （DRT/290.3/5058/ ）23区、市町分ともあり 

⑫航空住宅地図（公共施設地図 DRT/0・290/3003/ ） 

1988～89年刊 23区のみ 

⑬マプタス東京（ゼンリン DRT/0・290/3027/1～23） 

1991～1996年刊 23区のみ 

⑭歩きメデス（徳間書店 / /23E/A） 

1992年刊 23区のみ 

その他の住宅地図 

山手線駅前マップ 超ミニ-全290駅駅前情報- (1988 セイコー社 ST/0・290/3002/1） 

中央線駅前マップ 超ミニ-八王子～東京間駅前情報- (1989 セイコー社 ST/0・290/3002/2） 

小田急線駅前マップ 超ミニ-町田～新宿間駅前情報- (1989 セイコー社 ST/0・290/3002/3） 

【CD-ROM】 

マップウェア住宅地図プロVer1.0 東京23区最新版 

（c2000 マップウェア CD-ROM1枚 PT/290.3/5017/2000） 

 

[3]変遷図集 

5千分の1江戸-東京市街地図集成－1657(明暦3)年～1895(明治28)年－（柏書房 DRT/0・290/103） 

〔江戸大絵図（明暦3頃）、新板江戸大絵図（寛文10－13）、分間江戸大絵図（安永8）、 

分間江戸大絵図（安政6）、明治東京全図（明治9）、東京実測全図（明治19－21）、 

東京実測全図（明治28）を加工し、5千分1の縮尺にして収録〕 

5千分の1江戸-東京市街地図集成 2－1887(明治20)年～1959(昭和34)年－ 

（柏書房 DRT/0・290/103/2） 

〔東京全図（明治20）、番地界入東京全図（明治44）、番地界入東京全図（大正8－11）、 

大東京市各区別地図（昭和5－7）、東京都五千分之一地形形図（昭和26）、 

東京三千分の一図（昭和31－34）を加工し、５千分１の縮尺にして収録〕 

明治前期・昭和前期東京都市地図 １～４（柏書房 DRT/0・290/3054/1～4） 

〔2万分1迅速測図（明治13～15）、2万5千分1地形図（昭和7、昭和40～41）、 

1万分1地形図（明治39～42、昭和12～15、昭和20＜日本地形社＞、昭和26～33） 

以上を加工し収録〕 
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明治・大正・昭和東京1万分1地形図集成 （柏書房 複製 DRT/0・290/62/1） 

〔収録図：明治42年測図、大正14年部分修正、昭和12年測図〕 

戦災復興期東京１万分１地形図集成 （柏書房 複製 DRT/0・290/104） 

〔日本地形社刊の１万分１地形図（昭和22）・・・ 区部と多摩の一部を含む 

復興土地住宅協会刊の１万分１地形図（昭和32）・・・ 区部のみ 

付：GHQ, 昭和23年刊行5千分1地図 丸ノ内 1～4〕 

日本図誌大系 関東１ 東京都、神奈川県、埼玉県 （朝倉書店 DT/290.3/5004/1977） 

〔東京都を39の地域に分割して、地形図で明治から昭和への変遷をたどれるようにしたもの 

（明治13年～昭和45年）。多摩地域、島しょを含む。 

収録図 …… 五千分一東京図、一万分一地形図、二万分一迅速測図、 

二万分一地形図、二万五千分一地形図、五万分一地形図〕 

地図で見る東京の変遷（日本地図センター 図4枚 DT/0・290/86 製本） 

〔明30年頃（2万分1）、大10年頃、昭30年頃、昭56年頃の5万分1地形図を 

それぞれ1枚に集成したもの〕 

地図で見る多摩の変遷（日本地図センター 図5枚 DT/60・29/3002 製本） 

〔明40、大12、昭26、昭47、平2年頃の5万分1地形図｢青梅｣｢八王子｣｢五日市｣｢上野原｣を 

それぞれ1枚に集成したもの〕 

明治大正昭和東京近代地図集成（人文社地図センター DRT/0・290/3013/1） 

収録図：実測東京全図（明治12 内務省地理局版） 

改正明細東京御絵図（明治16 深瀬亀次郎版） 

名勝改正東京新図（明治24 井上勝五郎版）東京全図（明治32 金暉閣版） 

都会交通機関東京市街新設鉄道敷設線路図（明治37 先進堂版） 

東京市十五区全図（明治40 東京市役所版） 

最新番地入東京市全図 最新電車案内図（明治45 忠誠堂版） 

早わかり番地入東京市全図 東京遊覧三日案内（大正10 便覧社版） 

帝都復興東京市全図（昭和4 東京市復興局原図縮図） 

明治大正昭和東京近代地図集成 続（人文社地図センター DRT/0・290/3013/2） 

収録図：実測東京府下改正区画郡区町村明細図（明治11 清水忠之助版） 

改正増補東京区分新図（明治12 大須賀竜潭編） 東京市区改正全図（明治23 官報版） 

改正東京全図（明治28 嵯峨野彦太郎版） 

東京名家名物入電車案内双六（明治43 旭通信社版） 東京市全図（大正7 安藤力之助版） 

職業別番地入東京商業地図 電車路線図明治神宮境内図丸ノ内地図（大正10 九十九商会版） 

最新東京大地図（大正12 大淵善吉版） 東京復興計画一般図（東京市役所版） 

帝都急行汽船運転系統図（昭和初期 帝都急行汽船版） 

東京港一覧図（昭和11 東京市役所版） 模範新大東京全図（昭和13 九段書房版） 


