
西暦
作成発行
年月日

標　　題 作成者 資料概要 備考

錦帯橋景観 袋有り　８枚（県外）
京都市立　記念動物園 袋有り　１１枚（県外）
白馬岳 袋有り　７枚（県外）
屋島の風光 袋有り　７枚（県外）
お伊勢参り記念 袋有り　８枚（県外）
播州二見名勝 袋有り　６枚（県外）
宇治名勝 袋有り　４枚（県外）
昭憲皇太后御大葬實況 １枚（県外）
目黒不動尊仁王門 １枚（県外）
（妙義奇勝）金洞山釣瓶落し １枚（県外）
中央停車場（南）側面 １枚（県外）？
繪はがき 袋有り　８枚
日光の麗観 袋有り　８枚（県外）
日光の美観 袋有り　８枚（県外）
近江八景 袋有り　６枚（県外）
岡山後樂園 袋有り　４枚（県内）
神戸中央劇場前井上寫真部製 袋有り　３枚（写真）
mignon １枚（写真）
（國寳）写真 袋有り　１０枚
写真 京都タカヤ 袋有り　１枚（写真）
女の子はがき ２枚（写真）
女性はがき ４枚（写真）
花之はがき ３枚
文部省　第十回　美術展覽會出品 １枚
ヨット 袋有り　４枚
ゴンドラの歌 東京九段　つるや画房 袋有り　５枚
女と子供によするエハガキ 竹久夢二 袋有り　４枚
帝國　美術院　第一回　美術展覽會出品 ２０枚

赤い夕陽 袋有り　１枚
海の嘆き 袋有り　４枚
あをしほくさ １枚（その他）
高山植物 ５枚（その他）
Lord　help　us　〜 １枚（その他）
ローレライの歌 山田まがね 袋有り　５枚（その他）
ハイネの詩集 袋有り　５枚（その他）
小学男生 袋有り　２枚
第八回　文部省　美術展覽會出品 美術工藝會 袋有り　１２枚
東京九段　つるや画房 ２枚
日本美術院　第八回　二科美術展覽會出品 袋有り　１３枚（その他）
日本美術院　第八回　美術展覽會出品 １枚
郵便はがきつづり

松浦海水浴場 袋有り　６枚（県外）
旅客機日本航空 袋有り　５枚（県外）
清水寺 袋有り　１５枚（県外）
加藤清正一代記 袋有り　８枚（県外）

1928 昭和３ 　新年のキューピー 石井滴水絵 袋有り　７枚（県外）

1928 昭和３ 　新年の子供 石井滴水絵 袋有り　１２枚（県外）
旅客機日本航空 袋有り　６枚（県外）
高野山霊蹟 袋有り　６枚（県外）
京城名勝 袋有り　１５枚（県外）
京城名勝 袋なし　１７枚（県外）
嚴島（宮島） 袋有り　７枚（県外）
菅公御一式 袋有り　２６枚（県外）
関東●博物館 組
中尾山洞（長門） 袋有り　１０枚（県外）
室積町役場 山口県 袋有り　５枚（県外）
馬賊の唄 袋有り　４枚（県外）
日本火薬製造業（株） 袋有り　２枚（県外）
方言葉書 鹿児島言葉 袋有り　６枚（県外）
日向、青島　風景絵はがき 袋有り　５枚（県外）
上野動物園 袋有り　４枚（県外）
久賀町風景絵はがき 山口県 袋有り　５枚（県外）
日向、青島　珍植物集 袋有り　９枚（県外）
熊本名所 袋有り　８枚（県外）
釜山名所 袋有り　５枚（国外）
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下関名勝 袋有り　１２枚（県外）
近江八景 袋有り　６枚（県外）
長門峡 袋有り　１２枚（県外）
防府名所 袋有り　１０枚（県外）
大国魂神社（東京） 袋有り　５枚（県外）
下関名勝 袋有り　６枚（県外）
最新　大　大阪 袋有り　１６枚（県外）
撫順名所 袋有り　１８枚（県外）
（江ノ島名所）神さびて龍窟内の奥宮 １枚（県外）
（遠州秋葉神社）火防縁起火　著 １枚（県外）
安藝嚴島 ６枚（県外）
春日 ８枚（県外）
伊勢 ４枚（県外）
二見の浦　勝景 ５枚（県外）
御即位御大禮紀念 １４枚（県外）
栗林公園　鳳尾塢 １枚（県外）
栗林公園 ３枚（県外）
讃岐 １０枚（県外）
讃岐 ４枚（県外）
東京大正博覽會 ５枚（県外）
高松 ２枚（県外）
主婦之友　附録 東京 １５枚（県外）
（下關名勝）嚴流島　等 ６枚（県外）
（萩）伊藤博文公舊宅 １枚（県外）
日光三代廟本殿 １枚（県外）
（富山名所）總曲輪十字路 １枚（県外）
（鹿兒島名所）山形屋呉服店 １枚（県外）
（冨士五湖） １枚（県外）
東京・芝 伊勢屋旅館 １５枚（県外）
備後福山城 ２枚（県外）
庭園の一部 １枚（県外）
求道園表玄關　等 ２枚（県外）
神戸布引雄瀧 １枚（県外）
阿弗利加産　教育参考大王 巡廻動物園 河馬繪葉書 袋有り　２枚（県外）

（大東京）肉彈三勇士の銅像　軍人會館
鐡道博物舘と広瀬中佐の
銅像 増上寺山門

１枚（県外）

（大阪名所）新世界 ルナパーク １枚（県外）
嵐山 千鳥ヶ淵 １枚（県外）
京都六角堂 １枚（県外）
京都　大佛妙法院 １枚（県外）
成田山景觀 １枚（県外）
京都皇宮　紫宸殿　全景 １枚（県外）
別格　官弊社　湊川神社 正面 １枚（県外）
広島衛戌病院生活 ４枚（県外）
江ノ島名所 ４枚（県外）
備中 天桂峯　等 ３枚（県外）
平和記念東京博覽會 美術館　等 ４枚（県外）
伊勢 二見ヶ浦立石　等 ３枚（県外）
縣立　岡山高等學校 正門　等 ２枚（県内）
日光 神橋　等 ７枚（県外）
門司風景 ５枚（県外）
広島 広島城　等 ６枚（県外）
高野山 ２枚（県外）
越前 ２枚（県外）
安藝　嚴島神社　等 ４枚（県外）
京都　西本願寺 本堂及阿弥陀御門　等 ２枚（県外）
歌舞伎座 １枚（県外）
近江神宮 内拝殿 １枚（県外）
（東京名所）増上寺門 １枚（県外）

（山口縣　萩名所） 白銀日新堂
越ヶ濱笠山頂上より六島
ヲ望ム １枚（県外）

金比羅神社 御別宮（三穂津姫社） １枚（県外）
琴比羅旭社 １枚（県外）
維新勤王志士表彰標 （前田慶寧公像） １枚（県外）
官弊大社 宇佐神宮 １枚（県外）
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城山舘ノ一部藏春閣 １枚（県外）
長堤浮根ノ松 １枚（県外）
伊勢　二見の浦　立石 １枚（県外）
（伊勢　二見） 二見ヶ浦荒浪 １枚（県外）
近江　三井寺 １枚（県外）
近江　石山寺月見亭 １枚（県外）
（出雲）美保關港口より五本松を望む １枚（県外）
明石柿本人丸神社　境内 盲杖櫻 １枚（県外）
壇ノ浦　奈須興市祈石 １枚（県外）
大分縣　商品陳列所 １枚（県外）
帝國　議會議事堂より御還幸の御鹵簿 １枚（県外）

拜殿破風下雲龍 出雲大社社務所
出雲大社八足門　葡萄ニ
栗● １枚（県外）

姫路高等女學校　正門 中井三成堂 １枚（県外）
奈良　東大寺大鐘 １枚（県外）
湊川神社　正門 １枚（県外）
朝鮮館 協賛會 共進會全景 １枚（県外）
肥後　本好寺 袋有り　９枚（県外）
長内峡 袋有り　１０枚（県外）
別府　入湯 袋有り　８枚（県外）
東大寺　第２ 袋有り　５枚（県外）
東大寺　第３ 袋有り　５枚（県外）
萩みやげ 袋有り　１５枚（県外）
鹿児島名所 袋有り　６枚（県外）
東京 ３２号景 袋有り　８枚（県外）
鹿児島名所 袋有り　７枚（県外）
伊藤公誕生生地としての絵はがき 袋有り　４枚（県外）
長門、秋吉、瀧穴実景 袋有り　８枚（県外）
流静けき鴨緑江畔 安東の月 袋有り　８枚（国外）
福博名所 福岡県博） 袋有り　１６枚（県外）
大佛殿 袋有り　５枚（県外）
仙境みやげ 熊毛郡八千代村 袋有り　６枚（県外）
十和田湖 １６景 袋有り　１６枚（県外）
奉天東陵の景勝 中国 袋有り　１０枚（国外）
東大寺の絵はがき 第一 袋有り　５枚（県外）
徳山 袋有り　１２枚（県外）
楠公●祥地 袋有り　１１枚（県外）
楠乃木寳庫蔵 袋有り　７枚（県外）
熊本国産共進会 三大事業記念 袋有り　８枚（県外）
鴨緑江みやげ 袋有り　８枚（国外）
国産共進会 袋有り　２枚（県外）
乃木神社 京都（桃山御陵） 袋有り　６６枚（県外）
山色連天 笠井鳳斉 袋有り　３枚（県外）
日向、青島 袋有り　７枚（県外）
別府名勝 袋有り　１８枚（県外）
宮崎神宮 袋有り　１０枚（県外）
下松名勝 山口 袋有り　５枚（県外）
奉天新市街 袋有り　１０枚（国外）
岩国公園 袋有り　４枚（県外）
豊栄、野田雨神社 山口 袋有り　２枚（県外）
懸社和気神社 組
和氣神社宛 藤野芳嵐園　十二景 ９枚（県内）
岡山名勝 袋有り　１２枚（県内）
作楽神社 袋有り　５枚（県内）
錦泉ろう（奥津温泉） 袋有り　５枚（県内）　２部
岡山高女学校 袋なし　７枚（県内）
高松農学校菊花壇 袋有り　５枚（県内）
久世町名所 袋有り　８枚（県内）
西大寺ノ遠望 １枚（県内）
宇野港棧橋 １枚（県内）
美作勝山名勝 袋有り　５枚（県内）
岡山市大颱風水慘禍 袋有り　１６枚（県内）
（備後）福山名物　左義長 ２枚（県外）
備中　玉島圓通寺公園 ７枚（県内）
湯原温泉 袋有り　５枚（県内）
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備前　香登 ３枚（県内・備前市）

片上八景
袋有り １１枚（県内・備
前市）

片上　恵美須宮 片上八景
袋有り １０枚（県内・備
前市）

牛窓海岸 １枚（県内）
閑谷十二景 ４枚（県内・備前市）
軍旗拜受記念式 １枚（軍事）
主力艦隊 袋有り　１２枚（軍事）
旅順記念みやげ 袋有り　４枚（軍事）
軍馬と兵士 袋なし　１枚（軍事）
入営カラ除隊マデ　軍隊生活 袋有り　３２枚（軍事）
軍馬をいたはる 袋なし　１枚（軍事）
年賀状 １枚（軍事）
旅順えはがき 袋有り　８枚（軍事）
軍艦山城 袋有り　３枚（軍事）
横須賀海軍航空隊 袋有り　４枚（軍事）
北京新華門 １枚（海外）
（北京）西太后が謁臣聽政の太殿たりし〜 ７枚（海外）
江戸城の面影を偲ぶ　史蹟櫻田門 ２枚（県外）
伊勢山田徴古館と二見興玉神社と夫婦岩 １枚（県外）
月の囁き ３枚（県外）
第十一回　文部省　美術展覧會出品 ２枚（県外）
太宰府都府樓趾 ６枚（県外）
平安 ６枚（県外）
義民宗吾　繪物語 袋有り　１６枚（県外）
日本航空 １枚（県外）
大廟内宮　他 １枚（県外）
鶴 １枚（県外）
年賀状 １枚（県外）
幼卒倶樂部 ４枚（県外）
讃岐　金比羅　御本宮 １枚（県外）
最新ポケット用　旅の友 地図

1942
昭和
17.9.30

国立公園　日光案内 輪王寺 地図
實地踏測 大阪市街図 地図
新日本　旅行案内図 日本地図株式会社 地図
比叡山風景 １３枚（県外）
國立公園日本アルプス　山の王者　槍ヶ岳　雄観 ７枚（県外）
日光山　参拝みやげ 輪王寺 ８枚（県外）しおり（４枚）
日本アルプス　乗鞍岳の壮観 乗鞍岳保勝會 ８枚（県外）
播州赤穂史蹟名所と御崎の風光 １６枚（県外）
長崎　第一集 袋有り　８枚（県外）
鬼怒川温泉名所　中岩の絶勝 １枚（県外）
松竹演藝寫眞部 １枚（県外）
鞆の浦　阿伏兎岬の観音閣 １枚（県外）
鞆の浦　仙●島御前山と小垣浦 １枚（県外）
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