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守屋壽コレクション資料一覧（その他）
公開 資料番号 資料名 作者 時代・時期

〇 294 伊万里焼日本図円形皿
天保年間 (1830
～1844年)

48.00 cm 9.00 cm

295 伊万里焼日本図円形皿 江戸時代後期 43.00 cm 6.00 cm

296 伊万里焼日本図扇形皿 江戸時代後期 26.00 cm 4.50 cm

297 伊万里焼日本図円形皿 江戸時代後期 48.00 cm 7.30 cm

298 伊万里焼日本図四角皿 江戸時代後期 29.50 cm 33.00 cm

299 伊万里焼九州図円形皿 明治時代 22.00 cm 3.00 cm

300 伊万里焼日本図四角皿 江戸時代後期頃 24.00 cm 29.00 cm

467 引き札（東洋名勝日光陽明門） 近代 21.40 cm 25.80 cm

468
引き札（越中薬業株式会社／富山県上
市）

近代 17.80 cm 36.00 cm

469
引き札（銘酒金剛酒／津端酒肆／中魚沼
郡）

近代 38.60 cm 52.00 cm

470 引き札（伊勢みやげ） 近代 15.90 cm 26.40 cm

471
引き札（海陸物貨運送所／小濵運送店・
馬場出張店／滋賀県大津市）

近代 75.60 cm 52.20 cm

472
引き札（ヘブリン丸／野木快心堂／奈良
県高市郡高取町）

近代 39.50 cm 55.00 cm

473
引き札（諸糸物・組物・結束糸／小島定七
／京都市四条通）

明治31年
(1898)

27.10 cm 40.80 cm

474 引き札（京都みやげ名所図会　弐拾葉） 近代 26.10 cm 16.80 cm

475
引き札（清快丸／高橋盛大堂／大阪市堂
島しじみ橋）

近代 26.70 cm 36.00 cm

476 引き札（呉服／十合／大阪心斎橋） 近代 26.40 cm 37.60 cm

477 引き札（呉服／十合／大阪心斎橋） 近代 26.40 cm 37.60 cm

478 引き札（呉服／十合／大阪心斎橋） 近代 26.40 cm 37.60 cm

479
引き札（陶器売捌所／とき伊店事　岡本
卯三郎／大阪）

近代 37.00 cm 25.30 cm

480
引き札（各国諸荷物廻漕処／石原徳太郎
／大阪天神橋）

近代 37.90 cm 25.20 cm

481
引き札（早船荷物運送処　汽車積荷物運
送処／大阪府）

近代 35.90 cm 25.40 cm

482
引き札（諸石細工所／近江由兵衛／大
阪）

近代 37.60 cm 25.70 cm

483
引き札（諸国　水車／森村伝助／駄売所
高麗橋東詰）

近代 37.50 cm 25.30 cm

484
引き札（酒道具品々　商家卸／松尾弥右
衛門／大阪難波）

近代 37.90 cm 26.20 cm

485
引き札（製薬本舗大取次／安々堂薬局／
大阪今橋）

近代 36.10 cm 25.90 cm

486
引き札（製薬本舗大取次／安々堂薬局／
大阪今橋）

近代 36.10 cm 25.90 cm

487
引き札（製薬本舗大取次／安々堂薬局／
大阪今橋）

近代 36.10 cm 25.90 cm

488
引き札（製薬本舗大取次／安々堂薬局／
大阪今橋）

近代 36.10 cm 25.90 cm

489
引き札（製薬本舗大取次／安々堂薬局／
大阪今橋）

近代 36.10 cm 25.90 cm

490
引き札（製薬本舗大取次／安々堂薬局／
大阪今橋）

近代 36.10 cm 25.90 cm

491
引き札（御実印，見留印，石印金印，版木
類，押切印，帳合判，額看板，摺看板／さ
か井伝兵衛／大阪新町橋）

近代 24.70 cm 16.40 cm

寸法（縦） 寸法（横）
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492
引き札（諸荷物廻漕処／石原徳太郎／大
阪天神橋）

近代 37.80 cm 26.00 cm

493
引き札（菓子製造・卸・小売／小野沢太
郎）

近代 26.50 cm 38.30 cm

494
引き札（モスリン友仙・モスリン絣製造専
業／浜村六郎／年始の挨拶）

近代 39.40 cm 28.20 cm

495
引き札（諸国名葉煙草製造所／柴田芳太
郎／阪府御池橋西詰）

近代 37.70 cm 25.00 cm

496
引き札（茶入弁当／武力細工処／大阪木
綿橋）

近代 36.90 cm 24.80 cm

497
引き札（早船荷物運送処／汽車積荷物運
送所／大阪府）

近代 35.90 cm 25.40 cm

498
引き札（諸石細工所／近江由兵衛／大
阪）

近代 36.40 cm 24.30 cm

499
引き札（問屋　塩魚・干魚・鰹節　並ニ貿易
／雄崎　市太郎／大阪市）

明治23年
(1890)

26.60 cm 38.80 cm

500
引き札（内外・金巾・綛糸・綿花商／竹村
弥平衛／大阪市）

近代 34.40 cm 49.80 cm

501
引き札（おみやげ　美人見立て　京阪神名
所絵図／積善館／大阪）

近代 26.90 cm 16.70 cm

502
引き札（播州龍野・小豆島　上醤油売捌処
駄売・小売／箱尽事　柴田甚吉／大阪）

近代 38.80 cm 26.60 cm

503
引き札（舶来もの並びに和製ガラスもの
／赤松弥七／大阪平野町淀屋橋）

近代 32.00 cm 26.40 cm

504
引き札（旅籠業／小島安兵衛／神戸栄
町）

近代 28.60 cm 35.30 cm

505
引き札（旅籠業／小島安兵衛／神戸栄
町）

近代 28.60 cm 35.30 cm

506 引き札（茶／日埜芳政／神戸） 近代 37.20 cm 25.20 cm

507 引き札（兵庫神戸／毎日早船出帆所）
明治16年
（1883）

38.40 cm 25.00 cm

508 引き札（小寺亀吉）
明治27年
(1894) 頃

26.00 cm 37.70 cm

509 引き札
明治22年
(1889) 頃

37.60 cm 25.50 cm

510
引き札（金銀鼈甲細工所／木谷金三／備
中笠岡）

明治22年
(1889)

37.60 cm 16.90 cm

511
引き札（関東呉服・西陣織物／矢吹修平
／備中総社）

近代 49.80 cm 36.30 cm

512
引き札（呉服商／住山信太郎／備中笠
岡）

近代 25.00 cm 37.20 cm

513
引き札（古道具売買／佐藤栄吉／備中笠
岡町）

近代 37.00 cm 26.00 cm

514
引き札（汽車積貨物　荷為替取扱所／坂
本支店）

明治25年
(1892) 頃

38.30 cm 26.50 cm

515
引き札（舶来雑貨商／今城商店／備中笠
岡）

明治29年
(1896)

25.90 cm 37.70 cm

516
引き札（乾物青物商／池田直次郎／備中
笠岡）

近代 25.90 cm 37.60 cm

517
引き札（精撰牛乳販売所／仁科小太郎／
笠岡町字富岡）

近代 26.00 cm 37.50 cm

518
引き札（舶来雑貨　卸小売商／今城商廛
／備中笠岡）

近代 25.90 cm 37.50 cm

519
引き札（貨物取扱　内国通運株式会社／
笠岡取引廛／藤井好蔵）

明治30年
(1897)

26.00 cm 37.60 cm

520
引き札（諸紙　墨　宇治茶／平田林太郎
／備中笠岡／発行　尾道久保　原田治
助）

明治28年
(1895) 頃

51.50 cm 36.60 cm

521
引き札（石油・陶器・ぬり物・嫁入道具一
切販売所／平商店／玉島）

明治23年
(1890)

27.60 cm 37.30 cm

522
引き札（醤油・清酒　潮卸小売／豊島屋／
玉島港本町）

近代 25.80 cm 37.40 cm

523
引き札（材木問屋／岡　義太郎／備前牛
窓）

明治25年
(1892)

38.20 cm 26.50 cm

524
引き札（タンク石油　ライジングサン石油
株式会社輸入タンク石油特約／岡山油槽
石油商会／岡山駅前大通り）

近代 37.20 cm 51.30 cm

525
引き札（油槽石油一手販売　並に空缶買
入／岡山油槽石油合資会社／岡山駅前）

明治30年
(1897) 頃

37.50 cm 52.00 cm
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526 引き札（鞆の浦の景観と帆船） 近代 16.20 cm 24.70 cm

527
引き札（国旗類／高尾房吉店／尾道市東
勧商場）

近代 29.50 cm 37.60 cm

528
引き札（畳表・呉座商／増田清次郎／福
山船町）

近代 18.90 cm 27.00 cm

529
引き札（福山運業合資会社／備後福山胡
町，福山停車場構内，福山船町）

明治27年
(1894) 頃

37.50 cm 52.00 cm

530
引き札（尾道日船／岡田運送店／備後松
永西町）

近代 25.30 cm 37.00 cm

531
引き札（尾道日船／岡田運送店／備後松
永西町）

近代 25.20 cm 37.00 cm

532
引き札（内外砂糖・乾物・素麺・種・石油・
蝋燭商／古谷保兵衛／備后尾道）

明治28年
（1895）

25.60 cm 37.60 cm

533
引き札（和洋紙　並に帳簿各種／尾道市
土堂町　桑原紙店）

近代 26.30 cm 37.90 cm

534
引き札（きぬ木綿表染物処／古島屋常治
／府中南下市）

明治25年
（1892）

37.00 cm 25.00 cm

535
引き札（物品問屋／福田七蔵／山口県赤
間関市）

明治22年
(1889)～明治
25年(1902)

27.00 cm 37.00 cm

536
引き札（酒類売捌所／讃岐屋事　秋田久
太郎／大阪）

近代 37.30 cm 25.20 cm

537 引き札（開運厄除　星祭／立江寺／阿波） 昭和4年(1929) 54.00 cm 39.70 cm

538 引き札（開運厄除　星祭／立江寺／阿波） 近代 54.00 cm 39.70 cm

539
引き札（あぶらや薬（整腸薬）／薬剤師村
上三郎製／伊予国桜井駅）

近代 39.40 cm 27.00 cm

540 引き札（ＮＭＫＫ） 近代 22.00 cm 24.70 cm

541 引き札（乱表　三味線） 近代 25.50 cm 34.20 cm

542 引き札（諸石処／花岡七兵衛）
明治15年
（1882）

39.60 cm 24.90 cm

543
引き札（鮮魚仲買・おろし・小売り・酒類着
物販売／黒崎屋事　原田重太郎）

近代 25.60 cm 37.80 cm

544 引き札（ＮＭＫＫ） 近代 22.00 cm 24.70 cm

545
引き札（諸国陶器売捌所／とき伊店事
岡本卯三郎）

近代 37.30 cm 25.60 cm

546
引き札（万履物商併足袋販売／平岡政吉
／野原井戸坂）

近代 25.90 cm 37.50 cm

547
引き札（女太夫　大寄／東西南北　明友
中）

近代 26.10 cm 34.70 cm

548 引き札（中将湯／津村順天堂）
明治39年
(1906)

26.10 cm 38.40 cm

549 引き札（中将湯／津村順天堂）
明治39年
(1906)

26.10 cm 38.40 cm

550 引き札（中将湯／津村順天堂）
明治39年
(1906)

26.10 cm 38.40 cm

551 引き札（中将湯／津村順天堂）
明治39年
(1906)

26.10 cm 38.40 cm

552 引き札（諸石処　花岡七兵衛）
明治14年
（1881）

37.10 cm 17.30 cm

553 引き札（諸石処　花岡七兵衛）
明治16年
（1883）

37.10 cm 17.30 cm

554 商業広告（大阪　村岡角蔵） 近代 24.20 cm 11.10 cm

555 商業広告（大阪　村岡角蔵） 近代 24.20 cm 11.10 cm

556 商業広告（大阪　村岡角蔵） 近代 24.20 cm 11.10 cm

557 商業広告（大阪　村岡角蔵） 近代 24.20 cm 11.10 cm

558 商業広告（大阪　村岡角蔵） 近代 24.20 cm 11.10 cm

559 商業広告（大阪　村岡角蔵） 近代 24.20 cm 11.10 cm

560 商業広告（大阪　村岡角蔵） 近代 24.20 cm 11.10 cm

561 商業広告（備中笠岡港海岸　小寺亀吉） 近代 31.00 cm 87.80 cm
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562
懸賞ポスター（発売10周年記念　編み物
コンクール／ニチボー毛糸）

昭和（戦後） 57.00 cm 42.10 cm

563 鹿児島大観
大正15年
(1926)

18.50 cm 78.50 cm

564 国立公園　瀬戸内海　鞆の浦 昭和（戦前） cm cm

565 鞆の浦 吉田初三郎 昭和（戦前） cm cm

566 鞆の浦 吉田初三郎 昭和（戦前） cm cm

567 日東第一形勝　鞆の浦 吉田初三郎 昭和5年(1930) 12.00 cm 30.00 cm

568 日東第一形勝　鞆の浦 吉田初三郎 昭和5年(1930) 12.00 cm 30.00 cm

569 鞆鉄道沿線案内 昭和2年(1937) 12.00 cm 30.00 cm

570 広島県交通略図 吉田初三郎 昭和（戦前） 19.50 cm 23.60 cm

571 広島県鳥瞰図 吉田初三郎 昭和5年(1930) 17.80 cm 77.00 cm

572 尾道市鳥瞰図 吉田初三郎 昭和8年(1933) 17.80 cm 78.00 cm

573 瀬戸内海航路図絵　大阪商船
大正15年
(1926)

17.50 cm 72.00 cm

574 瀬戸内海・名所巡り
大正15年
(1926)

18.00 cm 78.00 cm

575 瀬戸内海・大阪商船 昭和（戦前） 17.80 cm 73.00 cm

576 瀬戸内海図絵　大阪商船 昭和3年(1928) 17.50 cm 72.00 cm

577 瀬戸内海図絵　大阪商船株式会社 昭和4年(1929) 17.50 cm 72.00 cm

578 備南名所御案内 吉田初三郎 昭和（戦前） 19.00 cm 34.00 cm

579 備南名所御案内（鳥瞰図） 吉田初三郎 昭和5年(1930) 18.00 cm 77.50 cm

580 備南名所御案内（表紙） 吉田初三郎 昭和（戦前） 19.00 cm 24.00 cm

581 びぜん牛窓 吉田初三郎 昭和9年(1934) 17.80 cm 78.00 cm

582 瀬戸内海国立公園の粋　鞆の美観 昭和（戦前） 14.00 cm 8.80 cm

583 日本二十五勝隋一　鞆の浦十六景 昭和（戦前） 14.00 cm 8.70 cm

584
日東第一形勝　瀬戸内の仙境
鞆の浦

昭和（戦前） 9.00 cm 14.30 cm

585 鞆乃浦 昭和（戦前） 28.00 cm 38.00 cm

586 仙酔島・鞆　古写真 明治初年か。 26.00 cm 34.00 cm

587 尾道　古写真 明治初年か。 26.00 cm 33.60 cm

588 鞆　古写真 明治初年か。 26.00 cm 34.00 cm

589 宮島　古写真 明治初年か。 26.00 cm 34.00 cm

590 鞆乃浦 昭和2年(1927) 28.00 cm 38.00 cm

〇 658 蘭人饗宴之図版木 江戸時代 30.80 cm 45.50 cm

669 函館パノラマ古写真 近代 18.20 cm 106.20 cm

670 写真集・日本の生活習慣
高島捨太文／小川
一眞　撮影

明治19年
(1896)

36.20 cm 26.00 cm

728 アイヌ民族衣装（復元） 昭和（戦後）
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