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明治前期出版法令抄 
 
◆出版条例 （明治２年） 法令全書 
五月十三日（行政官） 
書籍出版モノ是迄議政官ニ於テ改方相成候処今度学校ニ於テ出版取調所
被設候間向後書籍出版致度者ハ昌平開成両学校之内ヘ願出官許ヲ可受候
依而出版条例書相達候間堅可相守事 
但従来蔵版之図書題号及著述者姓名官許年月等行政官ヘ可届出旨相達置
候処未タ届出サル向ハ東京ハ来ル六月中遠国ハ十月迄之内両学校ヘ可差
出事 
（別紙） 
  出版条例及出版願書雛形 
出版条例 
一出版ノ書ハ必ス著述者出版人売弘所ノ姓名住所等ヲ記載ス可シ〔縱令
ヒ一枚摺ノ品ト雖ドモ亦然リ〕此法ヲ犯ス者ハ罰金ヲ出ス可シ 
一妄ニ教法ヲ説キ人罪ヲ誣告シ政務ノ機密ヲ洩シ或ハ誹謗シ及ヒ淫蕩ヲ
導クコトヲ記載スル者軽重ニ隨テ罪ヲ科ス 
一図書ヲ出版スル者ハ官ヨリ之ヲ保護シテ専売ノ利ヲ収メシム 
保護ノ年限ハ率ネ著述者ノ生涯中ニ限ルト雖ドモ其親属之ヲ保続セント
欲スル者ハ聴ス 
一図書ヲ出版スルニ先タチテ書名著述者出版人ノ姓名住所書中ノ大意等
ヲ具ヘ学校ヘ出シ学校ニテ検印ヲ押シテ彼ニ付ス此レ即チ免許状ナリ此
免許ノ月日ヲ併セ刻スヘシ 
一出版ヲ願フ者ハ書面中幾月後刻成ヲ待テ其書ヲ納ム可キコトヲ記シ若
シ刻成サレハ別ニ期ヲ延フルヲ請フ 
一刻成ルノ後五部ヲ学校ニ納ムヘシ 
此レ各所ノ書庫ニ頒ツ為メナリ 
一官ニ告ケスシテ書ヲ出版スル者并ニ之ヲ売弘スル者アレハ版木及ヒ製
本ヲ没入ス 
但シ之ヲ売テ得ル所ノ金モ亦官ニ入ル 
一官許ヲ受ケスシテ偽テ官許ノ名ヲ冐ス者ハ罰金ヲ出サシム 
但シ未タ発兌セサル者ト雖ドモ亦然リ 
一重版ノ図書ハ版木製本盡ク官ニ没入シ且罰金ヲ出サシム〔是ヲ売弘ム
ルモノ亦同シ〕罰金ノ多少ハ著述者出版人ノ損害ノ多少ニ準ス 
但罰金ハ即チ著述出版ノ本人ヘ付与スル償金トス 
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一凡ソ新タニ舶来ノ図書ヲ翻刻スル者ハ亦専売ノ利ヲ収メシム旧版漫滅
スルヲ見テ再刻ヲ願フ者ハ摩滅ノ度ニ従テ聴ス 
一凡ソ著述及翻刻ノ図書雙方ヨリシテ願ヒ出ルニ於テハ譲リ渡シヲ得テ
出版自在ナル可シ 
一翻訳練兵書類ハ専ラ新式ヲ崇フヲ以テ歳月ノ限アル可カラス且ツ大図
ヲ縮小シ小図ヲ拓大ニシ或ハ旧本ニ標註ヲ加フル等ノ如キ臨時ニ議シテ
本人ニ害ナキ者ハ聴ス 
一凡ソ活字ニテ出版スル者亦此例ニ同シ 
一凡ソ図書肖像戯作等モ亦之ニ準ス 
  出版願書雛形今一例ヲ挙ク 
 二通差出シ一通ハ検印ヲ押シテ願人ニ与フ 
  覚 
一表題 冊数及ヒ製本ノ大小 
  何月迄ニ出版或ハ全部ノ内幾冊出版 
右何々ノ事ヲ記載〔書中ノ大意ヲ記シ之カ提要ヲ示ス明白ナルヲ要ス〕
仕候書ニテ一切御条例ニ背キ候箇条更ニ無之候間私蔵版ニ仕出版仕度此
段奉願候若発兌ノ上御尋ノ儀ハ私共引受可申奉存候以上 
 月 日 
          著述者或ハ翻訳者 身分 姓名 印／住居 
          出版願人或社中ナレハ連名ス 同 姓名 印／同 
若シ翻訳書ナレハ其原書ノ年代人名国名ヲ記スヘシ著述者没後ナレハ其
姓名等ヲ本文ノ中ニ記ス翻刻ノ書ナレハ詳ニ其原本ノ次第及類本有無等
ヲ記スヘシ其他大図ヲ小図ニ為シ旧本ヲ改正増補スル等ノ如キ皆条例ニ
照シ其要ヲ記シテ願出ヘシ 
  附録 （…） 
 
◆出版条例（抄） （第百三十五号 朝野新聞、官令、明治 8-9-5） 
明治五年〔正月〕文部省布達出版条例相廃シ更ニ別冊ノ通相定候条此旨
布告候事 
明治八年九月三日 太政大臣三条実美 
出版条例 
第一条 図書ヲ著作シ又ハ外国ノ図書ヲ翻訳シテ出版セントスル者ハ出
版ノ前ニ内務省ヘ届ケ出ヘシ 
 但シ社則塾則引札ノ類印刷シテ発売セサル者ハ此例ニアラス 
第二条 図書ヲ著作シ又ハ外国ノ図書ヲ翻訳シテ出版スルトキハ三十年
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間専売ノ権ヲ与フヘシ此ノ専売ノ権ヲ板権ト云フ 
 但シ板権ハ願フト願ハサルトハ本人ノ随意トス故ニ板権ヲ願フ者ハ願
書ヲ差出シ免許ヲ請フヘシ其願ハサル者ハ各人一般ニ出版スルヲ許ス 
第三条 出版届版権願トモ草稿ヲ添ルニ及ハスト雖モ時トシテハ草稿ヲ
徴シ検査スルコトアルヘシ 
第四条 草稿又ハ納本ヲ検査シテ世治ニ害アル者ト認ムルトキハ其出版
又ハ販売ヲ禁シ或ハ刻版ヲ毀タシムルコトアルヘシ 
第十四条 他人ノ著訳書ヲ出版スル者ハ必ス著訳者ノ承諾ヲ得ヘシ其板
権願書若クハ出版届書ニハ必ス著訳者ト連印スヘシ 
第十五条 板権ヲ得タル者ハ它人其条章ヲ剽窃スルヲ許サス 
 但シ論弁若クハ証明スルタメニ引用スル者ハ此例ニアラス 
第二十条 図書刻成ノ上ハ製本三部ヲ内務省ヘ納ムヘシ其版権ヲ得ル者
ハ外ニ免許料トシテ製本六部ノ定価ヲ納ムヘシ 
 納本セス及免許料ヲ出サヽル前ハ発売ヲ許サス 
 但シ出版ノ上毎部定価ノ印ヲ押スヘシ 
第二十一条 出版ノ図書ニハ著訳者ノ住所氏名ヲ記ス著訳者ノ主名ヲ知
ルヘカラサル者ハ其由ヲ記スヘシ而シテ何年月日出板或ハ何年月日板権
免許ト記シ板主ノ住所氏名ヲ記スヘシ氏名ヲ記セスシテ別号ヲ記スルコ
トヲ得ス 
 板権ヲ相続シ若クハ売買シ若クハ分板シタルトキハ相続人買主及分板
ヲ受ケタル者ノ住所氏名ニ改ムヘシ 
第二十三条 板権ヲ分テ譲リ若クハ売リ同一図書ヲ各自ニ出板スルコト
妨ケナシ之ヲ分板ト名ク 
 但シ雙方連印シテ届ケ出ルコト前条ノ如シ 
第二十七条 小説歌謡ヲ出板スル者亦此ノ条例ニ従フヘシ 
第二十八条 雕画ノ類ハ出板スル毎ニ届ケ出ルコト第一条ニ依ルヘシ 
 但シ板権ヲ与ヘス 
 
◆納本添書雛形 朝野新聞 明治 9.1.24 
甲第二号 
図書刻成納本之節添書式区々ニテ一定セサルヨリ往々不都合ノ儀少ナカラス
候条別紙雛形ノ書式ニ照準可差出此旨布達候事 
但シ定価ハ毎部巻末ニ捺印シ編ヲ逐ヒ逐次出板スルモノハ毎〔編／冊〕其定価
ヲ捺印可致事 
明治九年一月十二日 内務卿大久保利通 
納本添書式雛形 用紙美濃紙 
 書名 何 誰 〈訳／著〉 全部何冊〔全何冊ノ内何冊〕 
  全部定価何円（漸次出板ノ書ナレハ 何〈編／冊〉何円 
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右ハ何年何月何日出板御届仕〔何年月日板権御免許相成〕〈文部省ノ許可ヲ受
ケシモノハ何年月日以下ニ代ユルニ下文ヲ用ユ〉文部省ノ許可ヲ蒙リ〕候処今
般刻成ニ付三部納本仕候也 
          何〈府／県〉 
             何族籍 
 年 月 日        何 誰 印 
               住所 
    内務卿某殿 
原書冊別ニ送付ノ向ハ 
  追而原書冊ハ通運会社〔郵便〕ニ差出候也 
 
◆出版届版権願書式及ひ版権免許の証 郵便報知新聞 明治 8.11.8～11.9 
第百六十一号 
本年九月第百三十五号を以て及布告候出版条例附録中出版届版権願書式及ひ
版権免許の証雛形共別紙の通改正候条此旨布告候事 
明治八年十一月五日 太政大臣三条実美 
 
○出版届書若くは出版版権願書式 用紙美濃紙 
 出版御届〔版権を願ふときは出版版権御願と記すへし〕 
一書名   何冊 大／小〔絵図なれは大小寸法〕 
  何年何月出版〔或は何年何月より漸次出版〕 
右は 私／何誰／先人誰 著何々の事を 記載／記述〔翻訳なれは私以下に代
るに下文を用ふ 何年何国何氏著何と題し何々の事を 記載／論述 せる原
書を 私／何誰／先人誰 翻訳〕致し一切条例に背き候儀無之候間今度〔他人
の著訳なれは此間に示談の上の四字を加ふ〕出版致度此段御届申上候也〔版権
を願ふときは此段以下に代ふるに下文を用ふ 猶版権免許奉願候也〕 
 何年何月  何 府／県 
         何族籍 
       何 誰 印 
         住 所 
他人の著訳書を出版するに於ては 著／訳 者  同上 何誰印 同 
                出版人 同上 何誰印 同 
 内務卿某殿 
前書の通 届出／願出 候に付進達候也 
何年月日 何 府知事／県令 某 印 
 
○既刻図書版権願書式 用紙美濃紙 
    版権御願 
一書名   何冊 大／小〔絵図なれは大小寸法〕 
右は 私／何誰／先人誰 著何々の事を 記載／記述〔翻訳なれは私以下に代
るに下文を用ふ 何年何国何氏著何と題し何々の事を 記載／論述 せる原
書を 私／何誰／先人誰 翻訳〕致し去る何年何月出版致し候ものにして一切
条例に背き候儀無之候間此度版権免許奉願候也 
 何年何月  何 府／県 
         何族籍 
       何 誰 印 
         住 所 
他人の著訳書を出版するに於ては 著／訳 者  同上 何誰印 同 
                出版人 同上 何誰印 同 
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 内務卿某殿 
前書の通 届出／願出 候に付進達候也 
何年月日 何 府知事／県令 某 印 
 
○他人の著訳を続成したる出版届書若くは出版版権願書式 用紙美濃紙 
  出版御届〔版権を願ふときは出版版権御願と記すへし〕 
一書名  何冊 大／小〔絵図なれは大小寸法〕 原何冊 
  何年何月出版〔或は何年何月より漸次出版〕 
右 前編／前何冊 は何誰著何々の事を 記載／記述〔翻訳なれは何誰以下に
代るに下文を用ふ 何年何国何氏著何と題し何々の事を 記載／論述 せる
原書を何誰翻訳〕致し何年何月出版〔版権を得しものは此間に版権の二字を加
ふ〕免許を受け候処右何誰故障ありて 後編／全編 成功の目途なきに因り 
私／何誰 後編／後何冊 を続 著／訳 致し一切条例に背き候儀無之候間
今度示談の上出版致度此段御届申上候也〔版権を願ふときは此段以下に代るに
下文を用ふ 猶版権免許奉願候也〕 
何年何月 
                    何 府／県 
前編／前何冊 版主〔死後なれは相続人〕 何族籍 
                    何 誰 印 
                    住所 
後編／後何冊 著／訳 者   同上 
               何 誰 印 
               同 
〔他人の訳書を出版するに於ては同上版主並著訳者の名を記し加ふるに出版
人の名を以てす〕 
出版人  同上 何 誰 印  同 
 内務卿某殿 
前書の通 届出／願出 候に付進達候也 
何年何月 何 府知事／県令 某 印 
 
○他人の著訳書を校訂し或は節略し或は注解附録絵図等を加へたる出版届書
若くは出版版権願書式 用紙美濃紙 
 出版御届〔版権を願ふときは出版版権御願と記すへし〕 
一書名  何冊 大／小〔絵図なれは大小寸法〕 
  何年何月出版〔或は何年何月より漸次出版〕 
右原書何誰著何々の事を 記載／記述〔翻訳なれは何誰以下に代るに下文を用
ふ 何年何国何氏著何と題し何々の事を 記載／論述 せる原書を何誰翻訳〕
致し何年何月出版〔版権を得しものは此間に版権の二字を加ふ〕免許を受け何
誰所持候処今度 私／何誰 校訂〔節略 注解 附録 絵図〕を加へ一切条例
に背き候儀無之候間今度示談の上出版致度此段御届申上候也〔版権を願ふとき
は此段以下に代るに下文を用ふ 猶版権免許奉願候也〕 
何年何月 
                何 府／県 
原書板主〔死後なれは相続人〕  何族籍 
                何 誰 印 
                  住所 
                同上 
校訂 注解／絵図 附録 者   何 誰 印 
                  同 
〔他人の校訂注解等に係る書を出版するに於ては同上原書版主并校訂注解者
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の名を記し加ふるに出版人の名を以てす〕 
                 同上 
出版人             何 誰 印 
                  同 
内務卿某殿 
前書の通 届出／願出 候に付進達候也 
何年何月  何 府知事／県令  某 印 
 
○版権買受譲受分版届書式 用紙美濃紙 
 版権 買受／譲受／分版 御届 
一書名 何誰 著／訳   何冊 大／小〔絵図なれは大小寸法〕 
右は何年何月版権免許を得て何誰所持候処今度示談の上何誰 買受／譲受／
分版 候に付〔版主死去相続人受継くときは今度以下に代るに下文を用ふ 何
月何日同人死去私版権相続致候に付〕此段御届申上候也 
何年何月          何 府／県 
              何族籍 
売主〔或は譲主股は分版主〕   何 誰 印 
                 住所 
                  同上 
買主〔或は受主又は分版を得たる者〕  何 誰 印 
                     同 
〔版主死去相続人受継く者は独り其者の名を以てす〕 
                    同上 
版権相続人             何 誰 印 
                    同 
内務卿某殿 
前書の通届出候に付進達候也 
何年何月   何 府知事／県令 某 印 
 
○甲既に成訳して出板せる図書を乙又訳して出板する届書若くは出板板権願
書式 用紙美濃紙 
 出板御届〔板権を願ふ時は出板版権御願と記すへし〕 
一書名    何冊 大／小〔絵図なれは大小寸法〕 
  何年何月出版〔或は何年何月より漸次出版〕 
右は既に何誰成訳出版版権免許有之候へ共 私／何誰 今度新訳致し前訳の
誤謬を訂正し〔或は文闕漏を補ひ又は其文意を一層明瞭にし〕一切条例に背き
候儀無之候間御検査の上出版致度此段御届申上候也〔版権を願ふときは此段以
下に代るに下文を用ふ 猶版権免許奉願候也〕 
何年何月       何 府／県 
            何族籍 
            何 誰 印 
             住所 
他人の訳書を出版するに於ては 
 訳者   同上 何 誰 印  同 
 出版人  同上 何 誰 印  同 
内務卿某殿 
前書の通届出候に付進達候也 
何年何月   何 府知事／県令 某 印 
 
○版権免許証書式 
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    第何号 
◎図書頭 
の印      版権免許之証 
 
何誰 著／訳       ◎検査主任印 
書名       何冊 
 
版権免許之証      何 府／県 何族籍  何誰蔵版 
右者明治 年 月 日より向三十年の間版権免許候也 
明治 年 月 日 内務卿某  内務卿某之印 
 
◆出版条例改正 朝野新聞 明治 16.7.1 
○太政官内務省布告第二十一号 
明治八年九月第百三十五号布告出版条例中左ノ通改正ス 
第一条図書ヲ著作シ又ハ外国ノ図書ヲ翻訳シテ出版セントスル者ハ出版ノ日
ヨリ到達日数ヲ除キ十日前ニ内務省ニ出届ツヘシ（但社則塾則引札ノ類印刷シ
テ発売セサル者ハ此例ニ在ラス）○第二十八条彫畫ノ類ヲ出版セントスル者ハ
出版前ニ内務省ヘ届出ツヘシ（但版権ヲ与ヘス） 
○罸則第一条内務省ヘ届ケスシテ図書ヲ出版シ及ヒ版権免許ヲ得スシテ免許
ノ名ヲ冒ス者若クハ納本セス及ヒ免許料ヲ出サスシテ発売スル者又ハ出版発
売ヲ禁止セラレタル図書ヲ出版発売シタル者ハ其刻版印本及ヒ売得金ヲ没収ス 
○同第五条（⋯）○同第六条削除 
右奉 勅旨布告候事 
明治十六年六月二十九日 太政大臣三条実美 内務卿山田顕義 
 
◆出版条例 （明治２０年） 勅令第七十六号 東京日日新聞 明治 20.12.30 
第一条 凡ソ機械舎密其他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス文書図画ヲ印
刷シテ之ヲ発売シ又ハ頒布スルヲ出版ト云ヒ其文書ヲ著述シ又ハ編纂
シ若クハ図画ヲ作為スル者ヲ著作者ト云ヒ発売頒布ヲ担当スル者ヲ発
行者ト云ヒ印刷ヲ担当スル者ヲ印刷者ト云フ 
第三条 文書図画ヲ出版スルトキハ発行ノ日ヨリ到達シ得ヘキ日数ヲ除
キ十日前製本三部ヲ添ヘ内務省ヘ届出ヘシ 
第五条 出版届ハ著作者又ハ其相続者及発行者連印ニテ之ヲ差出スヘシ
但非売品ハ著作者ノミニテ届出ルコトヲ得 
 著作者又ハ其相続者ヲ知ルヘカラサルトキハ其由ヲ記シ発行者ヨリ
差出スヘシ 
第十条 一タヒ出版届ヲ為シタル文書図書ノ再版ハ出版届ヲ要セスト雖
モ若シ改正増減シ又ハ註解附録絵図等ヲ加ヘタルモノハ仍ホ第三条ニ
依ルヘシ 
第十三条 翻訳ハ翻訳者ヲ以テ著作者ト見做スヘシ但翻訳トハ漢文ヲ延
訳スルモノヲモ包含ス 
◆版権条例 （明治２０年） 勅令第七十六号 東京日日新聞 明治 20.12.30 
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第一条 凡ソ文書図画ヲ出版シテ其利益ヲ専有スルノ権ヲ版権ト云ヒ版
権所有者ノ承諾ヲ経スシテ其文書図画ヲ翻刻スルヲ偽版ト云フ 
第二条 出版条例ニ依リ文書図画ヲ出版スル者ハ総テ此条例ニ依リ其版
権ノ保護ヲ受ルコトヲ得 
第三条 版権ノ保護ヲ受ント欲スル者ハ発行前製本六部ノ定価ヲ添ヘ版
権登録ヲ内務省ニ願出ヘシ 
第五条 版権登録ノ文書図画ニハ其保護年限間ハ版権保有ノ四字ヲ記載
スヘシ其記載セサル者ハ登録ノ効ヲ失フモノトス 
第六条 内務省ニ於テハ版権登録簿ヲ備ヘ置キ登録ノ願出アル毎ニ之ヲ
登録シ登録証書ヲ下付スヘシ 

 登録ヲ経タル文書図画ハ内務省ニ於テ時々之ヲ官報ニ掲示スヘシ 
第七条 版権ハ著作者ニ属シ著作者死亡後ニ在テハ其相続者ニ属スルモ
ノトス。（…） 

第十条 版権保護ノ年限ハ著作者ノ終身ニ五年ヲ加ヘタルモノトス若シ
版権登録ノ月ヨリ死亡ノ月マテヲ計算シ之ニ五年ヲ加ヘ仍ホ三十五年
ニ足ラサルトキハ版権登録ノ月ヨリ三十五年トス。（⋯） 

第十五条 新聞紙又ハ雑誌ニ於テ二号以上ニ渉リ記載シタル論説記事又
ハ小説ハ其編輯者ノ承諾ヲ得ルニアラサレハ刊行ノ月ヨリ二年内ニ之
ヲ編纂シテ一部ノ書ト為シ出版スルコトヲ得ス 
 其二年ヲ経ルト雖モ已ニ一部ノ書ト為シ版権登録ヲ経タルモノハ原
文ニ就テ更ニ編纂スルコトヲ得ス 
第二十条 翻訳書ノ版権ハ其翻訳者ニ属スト雖モ其原書ニ就キ別ニ翻訳
スル者ニ向ヒ偽版ノ訴ヲ為スコトヲ得ス但其既ニ出版スル所ノ翻訳ヲ
剽窃シタルコトヲ証明スルモノハ此限ニアラス 

第二十一条 世人ヲ欺瞞スル為メ故ラニ版権所有ノ文書図画ノ題号ヲ冐
シ或ハ模擬シ又ハ氏名社号屋号等ノ類似シタル者ヲ湊合シテ他人ノ版
権ヲ妨害スル者ハ偽版ヲ以テ論ス 

第二十八条 版権ヲ所有セサル文書図画ト雖モ之ヲ改竄シテ著作者ノ意
ヲ害シ又ハ其標題ヲ改メ又ハ著作者ノ氏名ヲ隠匿シ又ハ他人ノ著作ト
訴称シテ翻刻スルヲ得ス（…） 

 
◆出版法 （明治２６年） 法律第十五号 朝野新聞 明治 26.4.16 
第一条 凡ソ機械舎密其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハズ文書図書ヲ
印刷シテ之ヲ発売シ又ハ頒布スルヲ出版ト云ヒ其ノ文書ヲ著述シ又ハ
編纂シ若ハ図画ヲ作為スル者ヲ著作者ト云ヒ発売頒布ヲ担当スル者ヲ



 
 

 

9 

発行者ト云ヒ印刷ヲ担当スル者ヲ印刷者ト云フ 

第二条 新聞又ハ定期ニ発行スル雑誌ヲ除ク外文書図画ノ出版ハ総テ此

ノ法律ニ依ルヘシ但シ専ラ学術、技芸、統計、広告ノ類ヲ記載スル雑

誌ハ此ノ法律ニ依リ出版スルコトヲ得 

第三条 文書図画ヲ出版スルトキハ発行ノ日ヨリ到達スヘキ日数ヲ除キ

三日前ニ製本二部ヲ添ヘ内務省ニ届出ヘシ 

第四条 官庁ニ於テ文書図画ヲ出版スルトキハ其ノ官庁ヨリ発行前ニ製

本二部ヲ内務省ニ送付スヘシ 

第五条 出版届ハ著作者又ハ其ノ相続者及発行者連印ニテ届出ルコトヲ

得 

 版権ノ保護ナキ文書図画ヲ出版スルトキ若ハ著作者又ハ其ノ相続者

ヲ知ルヘカラサルトキハ其ノ由ヲ記シ発行者ヨリ差出スヘシ 

 学校、会社、協会等ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ出版スル文書図画ハ其ノ

学校、会社、協会等ヲ代表スル者発行者ト連印シテ之ヲ届出ヘシ 

第六条 文書図画ノ発行者ハ文書図画ノ販売ヲ以テ営業トスル者ニ限ル

但シ著作者又ハ其ノ相続者ハ発行者ヲ兼ヌルコトヲ得 

第七条 文書図画ノ発行者ハ其ノ氏名、住所及印刷ノ年月日ヲ其ノ文書

図画ノ末尾ニ記載スベシ 

第八条 文書図画ノ印刷者ハ其ノ氏名、住所及印刷ノ年月日ヲ其ノ文書

図画ノ末尾ニ記載シ住所ト印刷所ト同シカラサルトキハ印刷所ヲモ記

載スヘシ 

 印刷所若数人ノ共有ニ係ルトキハ営業上其ノ印刷所ヲ代表スル者ヲ

以テ印刷者トス 

 前二項ノ印刷所ニシテ若営業上慣行ノ名称アルモノハ其ノ名称ヲモ

記載スヘシ 

第九条 書簡、通信、報告、社則、塾則、引札、諸芸ノ番附、諸種ノ用

紙証書ノ類及写真ハ第三条第三条第六条第七条第十八条第十九条第二

十一条第二十六条第二十七条ニ触ルヽ者ハ此ノ法律ニ依テ処分ス 

第十条 文書図画ノ冊号ヲ逐ヒ順次ニ出版スル者ハ其ノ都度第三条ノ手

続ヲ為スヘシ但シ雑誌類ニ在テハ内務大臣ノ許可ヲ経テ其ノ手続ヲ省

略スルコトヲ得 

 此ノ法律ニ依リ出版スル雑誌ニシテ十二箇月間一回ヲモ発行セサル

トキハ廃刊シタルモノト看做スヘシ 

第十一条 一タヒ出版届ヲ為シタル文書図画ノ再版ハ出版届ヲ要セスト

雖若改正増補シ又ハ註解、附録、絵画等ヲ加ヘタルトキハ仍第三条ニ



 

 

10 

依ルヘシ 
第十二条 演説若ハ講義ノ筆記ハ演説者若ハ釈義者ヲ以テ著作者トス但
シ筆記者ニ於テ演説者若ハ講義者ノ承諾ヲ得テ自ラ之ヲ出版スルトキ
ハ筆記者ヲ著作者ト看做スヘシ此ノ場合ニ於テ記載ノ事項第十六条第
十七条第十八条第十九条第二十一条第二十六条第二十七条ニ触ルヽト
キハ演説者若ハ講義者筆記者ト同ク其ノ罪ヲ論ス 
 公開ノ席ニ於テ為シタル演説ヲ新聞紙若ハ雑誌ノ通信者ニ於テ筆記
シ其ノ新聞紙若ハ雑誌ニ記載シタルモノ及総テ演説者講義者ノ承諾ヲ
経スシテ其ノ筆記ヲ出版シタルモノニ関シテハ演説者若ハ講義者ハ著
作ノ責ニ任セス 
 公開ノ席ニ於テ為シタル演説ノ外ハ講義者又ハ演説者ノ許諾ヲ経ル
ニ非サレハ他人ニ於テ其ノ筆記ヲ出版スルコトヲ得ス但シ本項ニ違フ
者ハ版権法ニ據リ其ノ責ニ任セシム 
第十三条 二種以上ノ著作若ハ演説講義ノ筆記ヲ編纂シテ一部ノ書ト為
ストキハ編纂者ヲ著作者ト看做スヘシ 
 前条第一項ノ末段及第二項第三項ハ本条ニ適用スヘシ 
第十四条 翻訳ハ翻訳者ヲ以テ著作者ト看做スヘシ 
第十五条 学校、会社、協会等ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ出版スル文書図
画ハ其ノ出版届ニ署名シタル代表者ヲ以テ著作者ト看做スヘシ 
第十六条 罪犯ヲ〓庇シ又ハ刑事ニ触レタル者若ハ刑事裁判中ノ者ヲ救
護シ若ハ〓恤スルノ文書ヲ出版スルコトヲ得ス 

第十七条 重罪軽罪ノ予審ニ関スル事項ハ公判ニ付セサル以前ニ於テ之
ヲ出版スルコトヲ得ス 
 傍聴ヲ禁シタル訴訟ノ事項ハ之ヲ出版スルコトヲ得ス 
第十八条 外交軍事其ノ他官庁ノ機密ニ関シ公ニセサル官ノ文書及官庁
ノ議事ハ当該官庁ノ許可ヲ得ルニ非サレハ之ヲ出版スルコトヲ得ス 
 法律ニ依リ傍聴ヲ禁シタル公会ノ議事ハ之ヲ出版スルコトヲ得ス 
第十九条 安寧秩序ヲ妨害シ又ハ風俗ヲ壊乱スルモノト認ムル文書図画
ヲ出版シタルトキハ内務大臣ニ於テ其ノ発売頒布ヲ禁シ其ノ刻版及印
本ヲ差押フルコトヲ得 
第二十条 外国ニ於テ印刷シタル文書図画ニシテ安寧秩序ヲ妨害シ又ハ
風俗ヲ壊乱スルモノト認ムルトキハ内務大臣ハ其ノ文書図画ノ発売頒
布ヲ禁シ其ノ印本ヲ差押フルコトヲ得 
第二十一条 軍事ノ機密ニ関スル文書図画ハ当該官庁ノ許可ヲ得ルニ非
サレハ之ヲ出版スルコトヲ得ス 
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明治前期書肆・出版人リスト 
愛善杜   東京京橋区銀座二丁目十二番地芳譚雑誌仮本局 

青木国次郎 文宝堂 日本橋区本石町二丁目十六番地 
青木恒三郎 青木嵩山堂・嵩山堂支店  

    大坂安堂寺町四丁目 
    大阪市南区安堂寺橋通四丁目六十一番地 
    同二百四十番屋敷 
    東京市京橋区南伝馬町二丁目三番地寄留 
    同十四番地寄留 
    東京市日本橋区通一丁目十七番地 
青木輔清 同盟舎 東京日本橋区浜町二丁目十一番地 
青野友三郎  東京京橋区南槙町十四番地 
青柳国松  東京日本橋区浜町二丁目十二番地 
赤川孫兵衛  大阪府下東区北浜二丁目二十七番地 
赤沢政吉 精英堂 府下京橋区南伝馬町一丁目十一番地寄留
  神田佐柄木町二十一番地寄留 
赤志忠七 忠雅堂 大阪東区本珂心斎橋北入十二番地 
  大阪市東区本町四丁目三十一番屋敷 
赤松市太郎  大坂府東区今橋二丁目二十六番地 
秋元房治郎  浅草区橋場町十八番地 
浅井橘治郎  東京府京橋区木挽町一丁目六番地 
浅井重光 万字堂 京橋区木挽町一丁目六番地 
浅井真蔵 万字堂  東京府京橋区木挽町一丁日六番地 
浅井精一郎 精文堂  日本橋区村松町七番地 
朝野文三郎 正文堂  東京京橋区南鞘町十八番地 
東為雄 近事画報杜  東京市京橋区五郎兵衛町二十一番地 
足立庚吉  本郷区下駒込村百六十一番地 
荒木利一郎   大阪厨豊能郡箕面村平尾四九九 
飯井万助   大阪市南区西櫓町十二番屋敷 
飯岡貞 文林堂書店  東京市神田通新石町十番地 
飯田鎮雄   東京市日本橋区箔屋町三番地 
飯田登久 竹天堂  東京神田区錦町一丁目六番地 
池田孝吉   横浜弁天通三丁目 
池部活三 興文杜  東京府下日本橋区馬喰町二丁目一番地 
池村鶴吉   東京市本郷区台町三十二番地 
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井沢菊太郎  芝区愛宕町三丁目五番地 
石尾信太郎 現代杜  東京市芝区西久保巴町五十三番地 
石垣新之助 又新堂  京橋区中橋広小路町四番地 
石川治兵衛   日本橋区馬喰町二丁目一番地 
石川伝吉   京橋区本材木町三丁居七番地 
石塚粂蔵   東京市京橋区銀座三丁目十五番地 
石塚徳次郎 文海堂  東京市麹町区三丁目十九番地 
石原信三郎 東京稗史出版杜 東京京橋区南伝馬町三丁目十三番地 
石渡賢八郎 イーグル書房 東京府神田区佐久間町三丁目十三番地 
和泉屋市兵衛   芝神明前・芝三島町 
和泉屋半兵衛   東京日本橋四日市 
和泉屋吉兵衛   東京芝大神宮前 
伊勢屋金次郎   日本橋通一丁目 
伊藤岩次郎 誠之堂  神田区西福田町一番地 
伊藤倉三 金盛堂  日本橋区蛎殻町三丁目十一番地 
伊東武左衛門   芝区桜田本本郷町三番地 
伊東芳次郎 東亜堂書房  東京市神田区鍛冶町八番地 
稲田政吉 山城屋・奎章閣 東京第一大区八ノ小区銀坐三丁目二十番地 
  京橋区銀坐三丁目六番地 
井ノ口松之助   東京府京橋区南大工町九番地 
伊庭真   下谷区仲徒町一丁目十二番地 
井上定保   第六大区八小区南本所石原町七十五番地 
井上蘇吉 沢屋  東京神田裏神保町一番地 
井ノ口松之助 魁真楼  東京市京橋区南大工町九番地 
   東京府麹町区元園町一丁目十九番地 
今橋巌   麹町区下六番町二十六番地寄留 
今津隆治 如山堂書店  東京市日本橋区上槙町十番地 
井楽甚三郎 鳳城楼  下京区第十三組鍵屋町第十三番戸ノ内二号 
岩城勝蔵 東勝堂  芝区浜松町二丁目二十五番地 
岩崎茂兵衛   埼玉県南埼玉郡北青柳村 
岩瀬鍋太郎 自由堂  日本橋区馬喰町三丁目十四番地 
岩崎好正 巌々堂  神田区薙子町三十二番地 
   東京神田区淡路町一丁目一番地 
上田捨吉   大阪府南区末吉橋通三丁目十五番地寄留 
内沢安次郎   日本橋区西河岸町十二番地 
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内田書三郎 吟松堂  神田区鍛冶町二十二番地 
内田芳兵衛 老鶴園  日本橋区大伝馬町二丁目十六番地 
内山亀太郎 改進堂  下京区第十九組植松町四十九番戸 
梅原亀七 〓〓堂  大坂東区傭後町四丁日十一番地 
梅原忠蔵  図書出版株式会杜 大阪府大阪市東区備後町二丁目百二十一番屋敷 
   大阪市東区北久太郎町四丁目番外一番屋敷 
江島喜兵衛 万笈閣・椀屋 東京本石丁二丁目角 
   東京府下本石町二丁目九番地 
榎本直衛 勧文堂  本所区横綱町一丁目五番地 
恵比寿屋庄七 文昇堂  東京小舟町三丁目 
塩冶芳兵衛 東京改良小説出版会 東京京橋区桶町三十一番地寄留 
大門鉄太郎 松英堂  東京牛込区岩戸町二十番地 
大川屋錠吉   府下浅草区三好町七番地 
大倉孫兵衛 錦栄堂  東京第一大区六小区通一丁目十九番地 
大阪同志出版会杜  大阪東区唐物町四丁目 
大阪毎目新聞杜   大阪市北区堂島二丁目三六 
大角豊治郎 春山堂  東京々橋区采女町二十一番地 
太田権七   西京新京極蛸薬師下 
太田資順 有朋館  東京市麹町区富士見町二丁目三番地 
   本郷区本郷四丁目八番地 
太田信義   東京日本橋区呉服町十一番地 
大渓平兵衛 文渓堂  東京 
大月隆 文学同志会  東京市神田区錦町一丁目十番地 
大辻増五郎 文盛堂  大阪東区南本町三丁目 
大橋佐平 博文館  東京日本橋区本町一丁目十二番地 
大橋新太郎 博文館  日本橋区本町三丁目八番地 
大原武雄   小石川区指ケ谷町百四十番地 
大橋忠孫   東京府下南蔦飾郡小梅村七十七番地寄留 
大庭宗吉 万春堂  芝区桜川町八番地 
大淵濤 駸々堂本店  大阪府南区末吉橋通三丁目十五番地 
   東京市日本橋区上槙町八番地 
   大阪市南区末吉橋通三丁目十九番地 
   同三番邸・↓駸々堂本店 
大淵浪   大坂府南区末吉橋通三丁目十五番地 
大淵渉 駸々堂  大阪市南区末吉橋通四丁目八十六番屋敷 
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小笠原美治 弘令杜  神田区五軒町十八番地 
小川新助 畜善館・政進圃 大阪府南区安堂町二丁目五十八番地 
小川代次   高知市本町筋百四十一番地 
岡島真七 宝文館・宝玉堂 大阪市東区本町四丁目百五十四番屋敷 
   大阪府下東区本町四丁目五十九番地 
岡本仙助 岡本書房・盛業館 大阪東区唐物町四丁目十二番地 
   大阪市東区北久太郎町四丁目百二十八番屋敷 
岡本直蔵   東区北久太郎町二丁目四十四番地 
岡安平九郎 岡安書輔・イーグル書房 

   東京神田区佐久間町三丁目十三番地寄留 
   神田区栄町十番地 
落合三雄 文勢堂  神田区猿楽町一丁目六番地 
海田金平   東京神田区新銀町二十一番地 
加賀屋吉兵衛 青盛堂  両国広小路 
覚張栄三郎 明三堂・上田屋 日本橋区本石町二丁目十六番地 
高橋種 鶴鳴堂  東京日本橋区十軒店四番地 
柏原政次郎 柏原書店・与民杜 同府下西区安波堀一丁目五十五番地 
   南区塩町三丁目十九番地 
片岡馨（春水）   芝区芝口一丁目十五番地 
片岡忠三郎   京橋区三十間堀二丁目九番地 
片桐仲蔵 片桐開成杜  高知市種崎町百八十二番地 
片山正義   大阪東区北久太郎町一丁目七番地寄留 
加農勘七   日本橋区矢ノ倉町十四番地 
加藤正七 旭昇堂  日本橋区檜物町八番地 
加藤忠兵衛 犬栄堂  東京人形町通り住吉町一番地 
金尾種次郎 金尾文淵堂  東京市神田区西今川町二番地 
   東京市麹町区平河町五丁目五番地 
金子豊吉   日本橋区元大工町十五番地 
河出亀三郎 成美堂  東京々橋区木挽町九丁目二十三番地寄留 
河出静一郎 成美堂支店  東京市日本橋区本材木町一丁目二十一番地 
菊地辰三 銀花堂  京橋区竹川町十八番地 
木田吉太郎 東雲堂  愛知県名古屋区本町六十八番戸 
   東京々橋区中橋和泉町四番地↓東雲堂 
喜多島喜三郎   東京本郷区本郷一丁目七番地 
木谷博書堂   大阪府下西区北堀江通り四丁目四番地 
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北原九十郎 博文堂書店  東京京橋区三十間堀二丁目一番地 
木村荘二郎 晩青堂書店  神田区同朋町二十二番地 
木村已之吉   下谷区北大門町五番地 
 共同杜  東京南鍋町二丁目十三番地 
 玉養堂  東京蛎売街一丁目水天廟外五番地 
石川治兵衛 錦森堂 

 金鱗堂  東京桜田本郷町 
金田一良三   東京市京橋区三十間堀三丁目十番地 
串本康三   広島県安芸国広島市字播磨屋町二番邸寄留 
鯨井利助   浅草区馬喰町 
久世久 報知杜  日本橋区薬研堀町三十三番地↓報知杜 
国木田哲夫 独歩杜  東京市芝区桜田本郷町十七番地 
粟田松三郎   東京京橋区南槙町七番地 
粟野忠雄 金松堂  東京府芝烏森町一番地 
桑原徳三邸   府下北豊島郡金杉村百二十二番地寄留 
桑原徳勝 由己杜  京橋区加賀町十二番地 
桑原八郎次 由己杜  東京京橋区加賀町十二番地 
小池綸叟 後凋閣  日本橋区通三丁目四番地 
 礫川出版会杜 小石川区掃除町三十三番地 
宏虎童 絵入自由出版杜 京橋区三十間堀一丁目二番地 
神戸甲子二郎 顔玉堂  京橋区弓町十番地 
   東京京橋区南紺屋町七番地 
 紅木堂  伯楽街第四坊 
小島寅三郎   高知市本町筋七十一番地 
児玉永成   芝区芝井町二十五番地 
児玉弥吉   日本橋区馬喰町二丁目十八番地 
小塚義太郎   大阪府東区大川町六十九番地止宿 
後藤仙造   駿州沼津上土町 
後藤忠七 文瑛堂  東京本銀町四丁目 
後藤房太郎   第一大区五小区本銀町四丁目二十一番地 
此村庄助 欽英堂  大坂南区順慶町通四丁目三番地 
此村彦助 蒙光堂  大阪府下東区備後町四丁目七十六番屋敷 
小林喜右衛門 仙鶴堂・〓屋 東京浪花町 
   日本橋区新大坂町十番地 
小林鉄次郎 延寿堂・丸屋 日本橋区通三丁目十三番地 
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小林義則 文学杜  東京日本橋区本町四丁目十六番地 
小林隣三   東京京橋区新栄町一丁目二十三番地 
 今古堂  東京下谷区御徒町一丁目一番地印書館内 
   日本橋区新和泉町一番地 
斎藤家寿家   京橋区木椀町一丁目十一番地 
斎藤福弥   京橋区南伝馬町一丁目一番地 
坂上半七   東京日本橋区呉服町十二番地 
榊原友吉   日本橋区若松町二十一番地 
嵯峨野増太郎 日月堂  日本橋区本石町三丁目十八番地 
   麹町区飯田町二丁目五十六番地 
嵯峨野彦太郎 奎暉閣  日本橋区本石町三丁目十八番地 
坂部安之助   芝区愛宕町一丁目一番地 
坂本嘉治馬 冨山房  東京市神田区裏神保町九番地 
笹川文治郎   東京芝愛宕町二丁目四番地 
佐々木猛   府下南足立郡花又村二百八十九番地 
里村吉蔵   芝区金杉川口町二十二番地 
佐藤乙三郎 成文堂 東京府下日本橋区大伝馬町二丁目十五番地 
 同十六番地 
沢佐与   神田区五軒町十六番地 
佐脇金次郎   府下日本橋区浜町二丁目九番地 
三省杜本部   神奈川県横須賀元町 
塩沢梅 陸軍受験講義録編輯所 東京麹町区下二番町四十二番地 
品川登羅 弘書堂  東京第一大区十二小区馬喰町二丁目十六番地 
芝定四郎 摂陽堂  東京々橋区南伝馬町一丁目十番地寄留 
島田雅太郎   芝区浜松町十五番地寄留 
清水嘉兵衛 清宝堂  東京神田区神田鍋町二番地 
清水市次郎   芝愛宕下町四丁目三番地 
松成伊三郎 松成堂  浅草区茅町二丁目五番地 
赤坂亀次郎 集成杜書店  神田区小川町十番地 
 自由出版会社 東京京橋区竹川町十九番地 
 自由燈出版局 京橋区鎗屋町十四番地見光新聞杜内 
 昇栄堂  京橋区銀座三丁目 
城重源次郎   京橋区弓町十二番地 
 駸々堂本店  京都西京寺町御池下ル 
   大坂心斎橋北詰十五番地 
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   同四番地・同八十六番邸 
 真盛堂  東京琴平町 
 新聞会杜  横浜 
菅谷与吉 日吉堂  神田区元岩井町三十七番地 
   神田区佐久間町一丁目九番地 
杉本要   大阪市東区南渡辺町四十三番地 
杉本七百丸 翰香堂  日本橋区室町三丁目六番地 
   日本橋区大伝馬町二丁目二十四番地 
鈴木喜右衛門 文苑閣  日本橋区薬研堀町四十三番地 
鈴木金次郎 金泉堂  日本橋区元四日市町九番地 
   日本橋区通一丁目一番地 
鈴木金輔 三友舎・金槙堂  京橋区本材木町三丁目二十六番地 
   小石川区柳町二十二番地寄留 
   東京市京橋区南槙町十二番地 
鈴木泰三 耕文杜  東京浅草西鳥越町三番地 
 精文堂  東京日本橋区大伝馬町二丁目九番地 
関謙三郎   長野県北佐久郡西長倉村字追分 
関田倉吉 盛春堂  東京元富士町二番地住 
 績文舎  京橋区南鍋町二丁日十一番地 
瀬山佐吉 順成堂  浅草区黒船町十五番地 
添島又作 八風堂  大分県豊後国大分郡大分町九百二十五番地寄留 
浜島精三郎 存誠閣 

 大黒屋書舗  京都河原町通 
 泰山書房  神田美土代町四丁目五番地 
 太平堂書房  東京湯島三組町三十一番地 
   日本橋区小伝馬町二丁目十二番地 
   東京京橋区元数奇屋町二丁目一番地 
   東京京橋区木挽町二丁目十二番地 
高崎修助   日本橋区浜町二丁目十二番地 
高橋栄二郎 紅葉精舎  東京第八犬区一小区青山北町五丁目四番地 
高橋源吾郎   束京続町区内幸町二丁目一番地 
高橋種 鶴鳴堂  浅章区新福井町五番地 
  日本橋区本石町一丁目二十六番地 
高橘房治 九春堂  東京市続町区有楽町二丁目二番地寄留 
高橋平三郎 精文堂  東京日本橋区村松町七番地 
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   東京京橋区和泉町四番地 
高峰虎治郎   府下西区阿波座中通二丁目五番地 
武川清吉   日本橋区本銀町二丁目十二番地 
武田伝右衛 文永堂・大島屋 京橋区弥左ヱ門町四番地 
   同十二番地・同十三番地 
武田福蔵 博愛書院  大阪東区南久太郎町四丁日四十番地 
武部滝三郎   京橋区南紺屋町三番地 
龍野周一郎   大阪府東区大川町六十九番地止宿 
田中正太郎   東京市日本橋区蛎売町一丁目三番地寄留 
田中太右衛門   大阪府南区安堂寺橋四丁目六十二番地 
田中貞吉 駸々堂本店 京都上京区第三十組下本能寺前町三十六番戸寄留 
田中治兵衛   京都市寺町通四条上ル 
田中福馬 高知杜  東京市芝区今入町二十四番地 
田中万助 光玉堂  大阪府東区高麗橋二丁目二十三番地 
壇上強平   広島県備後国沼隈郡浦崎村百七番邸 
   当時京都府下京区第六組東側町三十七番戸寄留 
千葉茂三郎 共隆杜  東京々橋区南槙町七番地 
   京橋区銀坐二丁目六番地 
 丁卯堂  芝区露月町二十一番地 
丁字屋忠七   東京 
丁字屋善五郎   東京 
 朝陽堂  東京市神田区神田錦町三丁目五番地 
塚原房吉   日本橋区榑正町五番地 
   日本橋区南茅場三十九番地 
辻岡文助 金松堂  日本橋区横山町三丁目二番地 
辻本九兵衛   東京市京橋区南伝馬町一丁目十番地 
辻本治三郎   京橋区銀座三丁目三番地 
辻本秀五郎 尚書堂  東京京橋区南伝馬町二丁目十一番地 
辻本尚書堂   西京三条通柳馬場東 
土屋忠兵衛   東京柴井町 
堤吉兵衛 青盛堂・加賀屋 日本橋区両国吉川町五番地 
   日本橋区米沢町一丁目八番地 
綱島亀吉 島鮮堂  浅草区瓦町十二番地 
常森右左雄 丁新堂  彦根町字土橋町六十三番屋敷 
寺井与三郎 寺井書店  大坂府下南区順慶町三丁目四十番地寄留 
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 天怒閣  東京日本橋区元大工町十五番地 
 東雲堂 名古屋区本町五丁目 
 東雲堂本店  名古屋市本町通六丁目 
 東京堂書店  東京市神田区表神傑町三番地 
東生亀治郎   日本橋区通旅籠町二番地 
東生鉄五郎 明治書房  東京神田区小川町口番地 
   日本橋区通塩町八番地 
東野新三郎 永保堂 

梅原忠蔵 図書出版株式会社 大阪市東区北久太郎町四丁目番外一番屋敷 
戸田為次郎 文事堂  日本橋区横山町二丁目十四番地市川路周方寄留 
戸田直秀   東京芝区西久保城山町八番地 
富田豊次郎   下谷区上野町二丁目六番地 
富田直二郎 明進堂  日本橋区通四丁目七番地 
富田彦次郎 東崖堂  京橋区桶町一番地 
 内外出版協会 東京巣鴨町上駒込二十番地 
内藤加我 金桜堂  日本橋区通四丁目八番地寄留 
   日本橋区通四丁目四番地 
内藤久人 駸々堂本店  京都上京区第三十組下本能寺前町六番戸寄留 
 同三十六番戸 
長尾民蔵   東京神田区外神田松富町五番地 
中川米作   本郷区千駄木町四十番地同居 
中島為一郎 長島本店・盛化堂 埼玉県北足立郡鴻巣宿百十四番地 
長島恭三郎 文昌堂  日本橋区大伝馬町二町目二十二番地 
中島徳兵衛   大阪東区南久太郎町心斎橋筋 
中田清兵衛 中田書店  富山県上新川郡富山東四十物町三十五番地 
中西屋邦太   神田表神保町 
中野雅司 今古堂  日本橋区新和泉町一番地寄留 
中村善兵衛   南区心斎橋筋二丁目十三番地 
中村芳松 鐘美堂  大阪市南区末吉橋通二丁目八十九番屋敷 
名倉亀楠 昭文館  大坂南区清水町中橋筋南へ入東南 
西村富次郎 自由閣・弘文館 京橋区幸町七番地高塚兼太郎方同居 
   京橋区大鋸町四番地 
   東京市京橋区南伝馬町一丁目十四番地 
西村寅二郎 集文館  東京京橋区中橋和泉町四番地 
仁木政信 翠松堂  本所区松坂町二丁目八番地 
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 日新杜  東京府本郷区龍岡町五番地 
 日報杜  銀座町二丁目 
野口幾太郎 万里堂  日本橋区呉服町十番地 
野口竹次郎   日本橋区本町一丁目十二番地 
野村銀次郎 闇花堂  京橋区鎗屋町十四番地 
   東京日本橋区通り三丁目八番地 
法木徳兵衛 漸進堂  日本橋区元大坂町十一番地 
浜本伊三郎 明昇堂  大阪府東区北久宝寺町四丁目三十五番屋敷 
 浜本明昇堂  大阪心斎橋通北久宝寺町北へ入 
 早川書房  東京本郷春木町二丁目 
早瀬清 正札屋  日本橋区通四丁目四番地 
林市平   府下北区中ノ島五丁目十七番地 
林吉蔵 紅英堂・蔦屋 京橋区南伝馬町一丁目二番地 
林竹二郎 玉山堂  大阪府東区北久太郎町四丁目八番地 
早矢仕民治 叢書閣  京橋区南伝馬町一丁目十番地 
原亮三郎 金港堂  東京市日本橋区本町三丁目十七番地 
原田庄左衛門 博文堂  日本橋区久松町十五番地 
   東京市神田区西小川町二丁目五番地 
   京橋区三十間堀二丁日一番地 
花井卯助 共和書店 京橋区大鋸町一番地 
   大坂安土町四丁目十一番地 
 博聞本杜  東京京橋区銀座四丁日一番地 
長谷川忠兵衛   東京神田鍛冶町六番地 
畑金吉 時文大観刊行会 東京市麻布区麻布谷町十番地 
畑野林之助   東京府下本所区小泉町三十二番地 
 万字堂  木挽町一丁目 
 万字屋  麻布区飯倉五丁目一番地 
大庭宗吉 万春堂  芝区桜川町八番地 
樋口徳造 又新舎  第四大区四小区本郷元町二丁目五十八番地 
日野九郎兵衛 日野商店  大阪東区淡路町二丁目十三番地 
日山豊次郎   東京々橋区南損町十四番地寄留 
平井嘉助   浅草区北富坂町二十六番地 
広岡幸助   東京深川区富岡門前東仲町十六番地 
広野仲助 広知舎  浅草区黒船町二番地 
福井源次郎 正宝堂  西京三条通寺町東 
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福字堂   本郷湯島切通坂町十番地 
福島幾太郎   大阪府南区末吉橋通三丁目十五番地寄留 
福田栄造   日本橋区上槙町九番地 
福田熊治郎 具足屋  東京日本橋区長谷川町十九番地 
福永文之助 警醒杜書店  東京市京橋区采女町二十四番地 
藤井孫兵衛 五車楼  西京御幸町姉小路北 
船井政太郎   摂津国神戸区元町五丁日二十五番屋敷 
 葆光舎  大阪中ノ島五丁目百八十三番屋敷 
 報知杜・報知新聞杜 東京日本橋区薬研堀町三十三番地 
星野松蔵 耕文堂  浜町三丁目五番地 大伝馬町三丁目 
細川清助   西京寺町三条上ル 
細川芳之助   東京々橋区銀坐三丁目一番地 
本阿弥己之吉   芝琴平町三番地 
前川源七郎 文栄堂  第一大区七小区北久宝寺町四丁目十八番地 
前田ひさじ   府下下谷区南稲荷町二十六番地 
前川又三郎 梁江堂  東京市京橋区中橋広小路六番地 
牧金之助   浅草区南元町十五番地 
牧野吉兵衛   第二大区三小区芝宇田川町二十五番地 
増田三郎   京橋区南紺屋町二十七番地 
増田繁蔵・増田繁三  神田区神田五軒町十六番地  
  同町二十番地 
町田宗七 扶桑堂  東京市日本橋区新右衛門町十番地 
松井忠兵衛   芝区柴井町十六番地 
 松江堂  神田一ツ橋通一丁目五番地 
松田勝太郎 法木書屋  東京日本橋区箱崎町二丁目十八番地 
松田周平 大成館  東京市日本橋区大伝馬町二丁目二十三番地 
松成伊三郎 松成堂  東京京橋区南伝馬町三丁目九番地 
   同六番地・府下浅草区茅町二丁貝五番地 
松林重太郎   本所区本所千年町一番地 
松村九兵衛 文海堂  大坂南区心斎橋十五番地 
   大坂南区心斎橋筋二丁目四十三番地 
 漫遊会  小石川区指ケ谷町七士二番地 
三浦兼助 其中堂  愛知県名古屋区門前町十七番戸 
三浦定吉 擁万堂書店  静岡県駿河国安倍郡静岡呉服町三丁目十七番地 
三木佐助   大坂心斎橋通北久宝寺町 
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三井新次郎 金桜堂  日本橋区通四丁目四番地寄留 
   日本橋区通三丁目十三番地 
水野幾太郎 栄泉堂  東京麹町区飯田町二丁日五十四番地 
水野幸   日本橋区通油町十八番地 
三嶽寛隆   東京京橋区元数寄屋町三丁目七番地 
箕浦勝人   東京芝区南佐久間町二丁目十四番地 
宮川保全 大日本図書株式会社 東京市京橋区銀座一丁目二十二番地 
宮島儀三郎   日本橋区呉服町十八番地 
宮田伊助 傑永堂  本所亀沢町 
三好守雄 学友館  日本橋区亀井町十七番地寄留 
   日本橋区柳原川岸二号地 
村岡栄助   高知市本町筋三十六番地 
村形吉作 永昌堂  東京府下日本橋区小網町二丁日十二番地 
村上真助 文泉堂  浅草区北富坂町十三番地 
村上奉一 文進杜  浅草小嶋町七十九番地 
 明文館  大阪市南区心斎橋北詰八十六番邸 
目黒甚七   京橋区南伝馬町二丁目五番地 
望月誠 思誠堂・うさぎ屋・兎屋誠 京橋区南鍋町一丁目七番地 
森小三郎 聚成堂  浅草区茅町二丁目四番地 
森仙吉 鶴声杜  東京神田裏神傑町八番地 
   日本橋区横山町二丁目十六番地 
   日本橋区橘町四丁目十一番地 
森田鉄五郎   麹町区麹町八丁目八番地 
森本専助   大阪府東区南久太郎町四丁目 
師岡国   京橋区新肴町十二番地寄留 
間野秀俊   東京本郷区妻恋町二番地 
丸谷新八 九春杜  東京々橋区竹川町十一番地 
丸屋善七 丸善書籍店  東京日本橋区通三丁目十四番地 
丸山幸次郎   京橋区弓町十二番地 
安井兵助 文欽堂  東区南久太良町四丁目二十三番地 
安田官次郎   大阪市南区難波新地三番丁二百二十八番屋敷 
 安田保善杜  東京市麹町区永楽町二丁目十番地 
山内文三朗 栄泉杜  東京々橋区三十間堀二丁目一番地 
山鹿福三郎   上京区第二十八組場之町 
山岸佐吉 尚成堂  本郷区本郷一丁目七番地 
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山口屋藤兵衛   日本橋区馬喰町二丁目 
山崎清七 山静堂  東京小伝馬町三丁目 
   日本橋小伝馬町三丁目十六番地 
山田又次郎   大阪府西区土佐堀二丁目一番地十二番戸 
大和屋喜兵衛 宝集堂  中橋東中通下槙町 
山中市兵衛 甘泉堂・和泉屋 芝三島町 
山中喜太郎   京橋区銀座四丁目三番地 
山中八郎 集英堂  下野国下都賀郡乙女村住 
   同国同郡栃木倭町二丁目寄留 
山本金蔵   東京深川区木場町八番地 
山本常次郎 隆港堂  東京府下浅草区浅草寿四十三番地 
山本平吉   親父橋角 
柳河梅次郎・柳川梅次郎  日本橋区本町二丁目十番地 
柳原喜兵衛   大坂北久太郎町四丁目 
吉岡平助   大阪府下東区備后町四丁目三十七番地 
吉岡保道 聚星館  東京神田区淡路町一丁目一番地 
吉田伊太郎 大華堂  大阪府西区京町堀通二丁目十二番地 
吉田正太郎 秩山堂  神田区小川町十番地大塚祐英方止宿 
吉野喜之助   芝区琴平町二番地 
横田兼太郎 今古堂  神田五軒町二十番地 
   日本橋区新和泉町一番地 
 両文杜・東京絵入新聞発行所 

   東京々橋区尾張町二丁目二十番地 
若菜屋甚五郎   東京南伝馬丁三町目 
若林喜兵衛 玉養堂  東京第一大区十四小区蛎売町一丁目五番地 
   日本橋区通三丁目 
若林茂一郎   西京二条通富小路西へ入 
和田静子 春陽堂  東京市日本橋区通四丁目五番地 
和田庄蔵 文宝堂  東区南久太郎町四丁目二十三番地 
和田辰之助   東京市京橋区木挽町二丁目十三番地 
和田篤太郎 春陽堂・香夢亭 芝区新桜田町十番地 
   東京市日本橋区通四丁目五番地 
   京橋区南伝馬町一丁目十四番地 
渡辺鎌三郎 迎春堂  京橋区銀座二丁目十番地 
 和同開珍社  東京出雲町仮名新聞社中 
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東京書林組合会員名簿  （明治１４年２月） 
 
日本橋区通一-一五 
 千鐘房 北畠茂兵衛 
同区通二-二〇 玉山堂 稲田佐兵衛 
同区同町二-二二 
 嵩山房 小林新兵衛 
同区同町三-二八 若林喜兵衛 
芝区芝口一-六 和泉屋 牧野善兵衛 
同区宇田川町二〇 
 和泉屋 牧野吉兵衛 
麻布区飯倉町二-四 鈴木忠蔵 
日本橋区横山町一-一 出雲寺万次郎 
浅草区茅町二-五 須原屋 北沢伊八 
神田区通新石町二-二一 
 雁金屋 福田仙造 
神田区湯島松住町四 別所平七 
浅草区北清島町九 山崎勝蔵 
日本橋区西河岸町二一 須原鉄次 
同区通三-一四 
 丸善書籍店 太田武之助 
芝区三島町一〇 山中市兵衛 
小石川区大門町二五 
 雁金屋 青山清吉 
日本橋区呉服町一二 
 汎愛堂 坂上半七 
京橋区南伝馬町一-一六 伊藤徳太郎 
同区桶町七 中村熊次郎 
日本橋区通油町九 水野慶次郎 
京橋区中橋広小路町七 
 文明堂 山中市兵衛 
日本橋区新大坂町一〇 
 仙鶴堂 小林喜右衛門 
同区同町同番地小林方 飯塚てる 
浅草区浅草旅篭町五 田中要次郎 
日本橋区通三丁目 鈴木常助 
芝区芝三-一〇 魁文堂 岩本三二 
日本橋区通塩町一一 内藤泰次郎 
京橋区南伝馬町二-六 小林新造 
日本橋区横山町三-七 太田勘右衛門 
同区宝町三-一〇 木村源兵衛 
同区馬喰町二-五 島村利助 
小石川区表町三六 橋瓜貫一 
京橋区南伝馬町一-二二 堀口惣五郎 
日本橋区本町三-一七 
 金港堂 原亮三郎 
同区上槙町 西口忠助 
小石川区小日向水道端一-二二 
 伊藤正方 
日本橋区馬喰町二一六 小林久兵衛 
京橋区銀座三—六 山城屋 稲田政吉 
日本橋区小伝馬町三-一四 吉岡十次郎 
浅草区新福井町 高梨孫三郎 
神田区紺屋町一六 斎藤栄作 
日本橋区田所町二 稲垣武八 
神田区東福田町一 浜島精三郎 
日本橋区本石町四-三三 中山勝次郎 
同区本銀町三丁目 平山武四郎 

浅草区浅草瓦町二八 福井友三郎 
同区北松山町二七 伊藤清九郎 
日本橋区本町六日一 
 中外堂 柳川梅次郎 
下谷区池之端仲町二 
 競英堂 蓮沼善兵衛 
日本橋区本石町二-九 江島喜兵衛 
同区本町三-一 岡田文助 
糀町区糀町四-一三 
 磯部屋 磯部太郎兵衛 
浅草区須賀町一九 松崎半造 
同区蔵前片町二 瀬山直次郎 
日本橋区桧物町九 宮島儀三郎 
同区通四-一〇 松田幸助 
芝区染井町二六 中川仁三郎 
同区露月町一九 鏑木七五郎 
同区新桜田町九 佐藤安太郎 
浅草区浅草北東伸町五 吉田久兵衛 
本所区本所横川町八四 杉本要蔵 
芝区源助町一五 木滝清朝 
日本橋区小伝馬町三-一六 山崎清七 
四谷区麹町一二-一 篠村喜八 
本郷区切通坂町四-四 黒川房吉 
神田区淡路町一-一 吉岡保道 
日本橋区吉川町二 松木平吉 
芝区愛宕下町四-一 高木唐六 
日本橋区通四-二 江藤嘉兵衛 
芝区愛宕下町四-一 森半之助 
京橋区南鍋町一-七 望月誠 
神田区五軒町五 高橋治太郎 
神田区薙予町三−四 北川常蔵 
四谷区麹町一三−一一 池田新三郎 
同区同町一一−八 桜井惣四郎 
小石川区江戸川町一 和田茂十郎 
京橋区銀座四−一 博文杜 長尾景弼 
芝区西久保巴町三一 牧村兼吉 
同区日陰町四−一 鈴木源蔵 
四谷区麹町一三−二六 加藤元助 
神田区今川小路一−五 塚田翠蔭 
同 区栄町二 大橋操吉 
糀町区糀町三−一九 
 文海堂 石塚徳次郎 
同区同町八−八 森田鉄五郎 
同区同町九−一〇 中山正好 
日本橋区本銀町二−三 大谷平兵衛 
同区通二−一五 老鶴圃 内田芳兵衛 
同区横出町二− 正栄堂 内田弥兵衛 
同区同町 弥兵衛商店 田中和助 
同区吉川町六 塩島一介 
同区亀井町三 野口幾次郎 
牛込区牛込通幸町四八 山崎栄蔵 
神田区一ツ橋通一七 石黒惣五郎 
浅草区馬路町二-六 鯨井利助 
神囲区表神保町九 西田久吉 
同区今川小路一-一 酒井次郎 
同区表神保町四 小出秀済 
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同区一ツ橋通二一 斎藤藤九郎 
岡区五軒町五 岩田七五郎 
京橋区南伝馬町一-一一 長尾銀次郎 
同区鎗屋町一八 中島清兵衛 
芝区日陰町一-一 柴田未三郎 
同区愛宕下町二-四 斎藤三次郎 
京橋区南伝馬町二-二二 
 有隣堂 穴山篤太郎 
同区同町一-一一 近江屋 吉川半七 
芝区愛宕下町二-四 鈴木忠蔵 
芝区新桜田町一〇 
 春陽堂 和田篤太郎 
神田区平永町四 樋口倹蔵 
芝区愛下町二-五 千葉小二郎 
同区源助町一八 鈴木勘兵衛 
同区田村町二 清水清 
日本橋区通四-一〇 金文堂 野口愛 
同区通一-一九 万屋 大倉孫兵衛 
京橋区弓町二一 域室源次郎 
同区銀座二-六 青木栄次郎 
芝区露月町二〇 明三堂 覚張栄三郎 
日本橋区通旅篭町二 
 万巻楼 東生亀次郎 
同区馬喰町一-一 石川治兵衛 
京橋区南鍋町一-五 西要平 
芝区田村町八 勧文堂 岡部要人 
牛込区牛込肴町八 高木鉄三郎 
芝区柴井町一九 土屋 松井忠兵衛 
同区露月町一五 粟田伝太郎 
同区愛宕町四-二 新妻みよ 
日本橋区通四-六 藤井利八 
同区薬研堀町三二 
 報知杜支店 代理 細野林之助 
芝区日陰町一-一 吉沢常吉一 
日本橋区呉服町一二 
 珍々堂 江島伊兵衛 
京橋区銀座二-一〇 山口福松 
日本橋区桧物町一一 山岸佐吉 
京橋区南佐柄木町二 中川栄吉 
神田区一ツ橋通町七 
 有斐閣 江草斧太郎 
日本橋区桧物町四 加藤正七 
神田区淡路町一-一 斎藤栄三 
同区小川町九 奥吉五郎 
浅草区馬道三-一 児玉弥七 
日本橋区下模町七 篠崎才助 
神田区佐柄木町二一 河井岩五郎 
日本橋区馬喰町二-九 荒川藤兵衛 
神田区旅篭町一-一六 土井勝吉 
同区佐柄木町二一 大場助一 
日本橋区通旅篭町一五 榊原友吉 
本所区横網町一五 榎本直衛 
同区石原町二二 近藤清太郎 
神田区美土代町四-二 飛田伊三郎 
同区小川町八 早乙女要作 
同区裏神保町八 大石良造 
日本橋区通二-一九 稲田源吾 
同区通四-九 中村佐太郎 

浅草区北松山町四三 島田鳥吉 
麻布区飯倉町五-四四 森江佐七 
芝区愛宕下町四-三 鹿又 常 
京橋区南伝馬町一-三 宇田惣兵衛 
同区同町一-四 深沢堅二 
神田区美土代町一-二 関口安太郎 
同区末広町 小堀さと 
日本橋区薬研堀町四三 
 文苑閣 鈴木喜右衛門 
同区本町三-二〇 
 瑞穂屋 清水卯三郎 
下谷区元黒門町七 海野鎗夫 
神田区酉神田町一 伊藤岩次郎 
本郷区元町二-六三 藤田栄次郎 
同区元町一-二 
 博文堂 代理 原田広左衛門 
京橋区三十間堀町二-四 稲田佐吉 
神田区黒門町四 安田恒太郎 
同区表神保町七 福井久兵衛 
本郷区春木町三-二二 高木徳太郎 
同区湯島一-七 角松久次郎 
京橋区銀座四-一〇 西宮松之助 
同区弥左衛門町二一 大島真次郎 
神田区鍛冶町一一 岡田季保 
同区小川町一 酉山義行 
同区一ツ橋通町二 河井源蔵 
芝区日陰町一-一 斎藤栄次郎 
同区愛宕下町二-五 楢崎兼次郎 
本郷区湯島切通坂町五 
 浅倉屋 沢田伝兵衛 
四谷区伝馬町一-一 鈴木治三郎 
赤坂区新町一-一 山口豊助 
神田区小川町一四 山本義俊 
京橋区銀座二-九 
 井関堂 山中孝之助 
同区同町四-三 山中喜太郎 
芝区宇田川町一八 内野弥兵治 
同区三島町二 万勇堂 平川吉兵衛 
日本橋亀井町四 小川伊兵衛 
下谷区南桧物町七 松沢広次郎 
神田区須田町二一 富藤兵衛 
同区表神保町五 酒井清蔵 
深川区富岡門前町七〇 近藤圭蔵 
京橋区南伝馬町一-一〇 村上真助 
神田区美土代町四-五 宮本宣史 
神田区末広町一〇 横尾卯之助 
日本橋区若松町一二 萬木和助 
芝区愛宕下町四-五 河合留吉 
麹町区飯田町一-一〇 内藤多吉 
京橋区弥左衛門町二二 武田伝右衛門 
日本橋区通一-六 河辺雅介 
芝区露月町三三 中村順三郎 
下谷区御徒町三-四四 岡本賢蔵 
牛込区肴町二一 深野弥兵衛 
日本橋区大伝罵町二-三二 扇田豊次郎 
同区新右衛門町二〇 梅田菊松 
下谷区数寄屋町二一 岡村広助 
神田区三崎町二-二一 小坂井久次郎 
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京橋区南大工町二 田中作次郎 
日本橋区通三-五 萬野佐吉 
神田区千代田町二 鈴木伊四郎 

同区通新石町一九 高橋源助 
                    
計二〇六名 
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和暦・干支・西暦対照表 
 
和暦   改元 干支 閏月 西暦 神武紀元 
嘉永 6     癸丑     1853   2513 
安政元 11.27甲寅 7月 1854   2514 
安政 2     乙卯     1855   2515 
安政 3     丙辰     1856   2516 
安政 4     丁巳 5月  1857   2517 
安政 5     戊午     1858   2518 
安政 6     己未     1859   2519 
万延元 3.18 庚申 3月  1860   2520 
文久元 2.19 辛酉      1861  2521 
文久 2     壬戌 8月  1862  2522 
文久 3     癸亥     1863   2523 
元治元 2.20 甲子      1864  2524 
慶応元 4.7  乙丑 5月  1865  2525 
慶応 2     丙寅     1866   2526 
慶応 3     丁卯     1867   2527 
明治元 9.8  戊辰 4月 1868   2528 
明治 2     己巳      1869   2529 
明治 3   庚午 10月 1870 2530 
明治 4     辛未      1871   2531 
明治 5 壬申      1872 2532 

12.3 太陽暦採用 
明治 6 癸酉      1873   2533 
明治 7 甲戌      1874   2534 
明治 8 乙亥      1875   2535 
明治 9 丙子      1876   2536 
明治 10 丁丑      1877   2537 
明治 11 戊寅      1878   2538 
明治 12 己卯      1879   2539 
明治 13 庚辰      1880   2540 
明治 14 辛巳      1881   2541 
明治 15 壬午      1882   2542 
明治 16 癸未      1883   2543 
明治 17 甲申      1884   2544 
明治 18 乙酉      1885   2545 
明治 19 丙戌      1886   2546 
明治 20 丁亥      1887   2547 
明治 21 戊子      1888   2548 
明治 22 己丑      1889   2549 

明治 23     庚寅      1890  2550 
明治 24     辛卯      1891  2551 
明治 25     壬辰      1892  2552 
明治 26     癸巳      1893  2553 
明治 27     甲午      1894  2554 
明治 28     乙未      1895  2555 
明治 39     丙申      1896  2556 
明治 30     丁酉      1897  2557 
明治 31     戊戌      1898  2558 
明治 32     己亥      1899  2559 
明治 33     庚子      1900  2560 
明治 34     辛丑      1901  2561 
明治 35     壬寅      1902  2562 
明治 36     癸卯      1903  2563 
明治 37     甲辰      1904  2564 
明治 38     乙巳      1905  2565 
明治 39     丙午      1906  2566 
明治 40     丁未      1907  2567 
明治 41     戊申      1908  2568 
明治 42     己酉      1909  2569 
明治 43     庚戌      1910  2570 
明治 44     辛亥      1911  2571 
明治 45     壬子      1912  2572 

7.30大正に改元 
大正 2      癸丑      1913 
大正 3      甲寅      1914 
大正 4      乙卯      1915 
大正 5      丙辰      1916 
大正 6      丁巳      1917 
大正 7      戊午      1918 
大正 8      己未      1919 
大正 9      庚申      1920 
大正 10   辛酉      1921 
大正 11   壬戌      1922 
大正 12   癸亥      1923 
大正 13   甲子      1924 
大正 14   乙丑      1925 
大正 15   丙寅      1926 

12.25昭和に改元
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四季月名異称一覧 
 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

春 夏 秋 冬 

青陽・青帝・陽中・蒼天・

発生・東皇・東君・天端 

朱明・昊天・槐序・炎序・

炎節・祝融・蕃秀・長贏 

白蔵・収成・金商・素商・

高商・精陽・尊収・旻天 

元英・上天・安寧・厳節・

元冬・元序・玄冥・閉蔵 

正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

睦月 著更衣 弥生 卯月 早月 水月 文月 葉月 長月 神無月 霜月 師走 

元月 如月 花月 余月 皐月 旦月 親月 荘月 玄月 陽月 暢月 極月 

眤月 令月 嘉月 陰月 橘月 季月 相月 桂月 菊月 良月 辜月 厳月 

端月 麗月 櫻月 乏月 梅月 伏月 蘭月 素月 祝月 拾月 達月 臘月 

初月 雪消月 称月 乾月 姤月 遯月 凉月 胠月 詠月 大月 葭月 﨟月 

嘉月 梅見月 禊月 鎮月 啓月 焦月 冷月 観月 朽月 吉月 復月 蜡月 

泰月 初花月 蠢月 卯花月 悪月 水無月 桐月 木染月 剥月 坤月 霜降月 弟月 

征月 梅津月 桃月 花残月 鶉月 凉暮月 否月 秋風月 菊開月 雷無月 霜見月 茶月 

陬月 大荘月 宿月 夏初月 雨月 松風月 文披月 月見月 紅葉月 神去月 雪待月 除月 

正陽月 小草生月 寎月 清和月 授雲月 風待月 七夜月 紅梁月 竹酔月 鎮祭月 雪見月 窮月 

年初月 仲春 病月 木葉採月 多草月 鳴雷月 七夕月 雁来月 寝覚月 鏡祭月 神帰月 氷月 

初春月 酣春 夬月 得鳥羽月 吹喜月 弥凉暮月 秋初月 燕去月 青女月 時雨月 神楽月 涂月 

暮新月 仲陽 花見月 初夏 浴蘭月 季夏 愛逢月 草津月 色取月 初霜月 天正月 𣱿月 

初空月 陽中 春惜月 首夏 稲苗月 晩夏 女郎花月 ささはなさ月 小田刈月 正陰月 龍潜月 親子月

霞初月 仲鐘 花津月 孟夏 早苗月 長夏 初秋 仲秋 季秋 初冬 建子月 春待月

太郎月 夾鐘 夢見月 始夏 早稲月 常夏 孟秋 秋半 暮秋 孟冬 露隠端月 暮古月

三微月 仲序 建辰月 維夏 賤男染月 陽炎 新秋 竹春 末秋 上冬 仲冬 梅初月

早緑月 橘如 早花咲月 新夏 月不見月 積陽 首秋 橘春 杪秋 開冬 盛冬 三冬月

初春 為如 晩春 立夏 仲夏 陽水 上秋 迎寒 窮秋 新冬 冬半 年よ積月

孟春 令節 暮春 槐夏 梅夏 極暑 肇秋 寒旦 残秋 立冬 広寒 季冬 

上春 降入 季春 麦秋 梅天 小暑 早秋 南呂 晩秋 早冬 陽復 暮冬 

開春 華朝 杪春 正陽 啓明 林鐘 桐秋 大章 高秋 方冬 朔易 杪冬 

発春 美景 末春 純陽 開明 則旦 蘭秋 仲商 勁秋 亥冬 短至 晩冬 

獻春 恵風 殿春 六陽 薫風 長列 夷則 長王 霜辰 小春 三至 窮冬 

首歳 星鳥 暮陽 六気 鳴蜩 鶉火 大晋 天岡 粛霜 小陽春 六呂 残冬 

初歳  五陽 仲呂 鳴鵙  窒相 白露 季白 極陽 天泉 黄冬 

肇歳  載陽 圉余 蕤賓  流火  季商 始冰 周正 冬索 

開歳  姑洗 跡踵 厲草  享菽  暮商 應章 黄鐘 小歳 

方歳  末垂 純乾 長至  処暑  杪商 大素 畢辜 暮歳 

華歳  暮律 乾梅 芒積  瓜時  歳晏 玄英  暮節 

芳歳  修禊 修景 茂林    無射   凋年 

発歳  修寎 小満 小刑    終玄   窮紀 

獻歳  青章  星火    天雎   窮稔 

主月歳  花老  東井    授衣   四極 

年初  華節         三餘 

甫年  桃緑         清祀 

青陽  桃浪         嘉平 

孟陽  清明         大呂 

正陽  穀雨         橘涂 

初陽  中和         天皓 

孟陬  花飛          

履端  竹秋          

大簇            

始和            

解凍            

月正            

                                          『讀史備要』より抜粋 
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篆書の例 
（堀川貴司「蔵書印の見方・読み方―書物の伝来―」日本古典籍講習会テキストより） 

参考文献 

中野三敏『近代蔵書印譜』 全 5 冊（日本書誌学大系 41、1984～2007 年） 

渡辺守邦・後藤憲二『増訂 新編蔵書印譜』 全 3 冊（日本書誌学大系 103、 2013～2014 年） 他 
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幕末明治画工名 別号一覧（仮） 

附・歌川一門別号等早見 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

凡例 

○ 認定著者名は、「近代文献情報データベース」の人物情報として規定したもので、一般的な表

記・著者名と異なる場合があります。 

○ 著者名表記に記載されているものは、文献資料調査によって採録された情報を基にしていま

す。 

○ 備考欄の西暦及び元号は、特記ない限り、作画時期を表しています。 

○ 「別号一覧」は、随時追加・更新いたします。 

○ 「別号等早見」のマーカー色替えで示した改名時期は、目安としてご利用ください。 

 

参考文献 

日本浮世絵協会編『原色浮世絵大百科事典』（大修館書店 1982 年） 他 

 

スペシャルサンクス 

文献資料調査員の方々 



認定著者名 著者名表記 備考

安達吟光 安達吟光、吟光、松雪斎吟光、松亭吟光、松斎吟光

池田桂鳳 桂鳳 1958〜

稲野年恒 年恒、稲野年恒、仙斎年恒

歌川国明（一世） 一鳳斎、鳳斎 1852ごろ〜1860ごろ

歌川国明（二世） 蜂須賀国明、一鳳斎、鳳斎 1860ごろ〜1888ごろ

歌川国貞
豊国、二代目豊国、七十八歳豊国、英一螮、五渡亭、香蝶
楼、一雄斎、琴雷舎、北梅戸、富望山人、富望庵、桃樹園、
月波楼、喜翁、浮世又平、不器用又平

1794ごろ〜1844（国貞）、併
せて1830〜（英一螮）、1844
〜1865（豊国）

歌川国貞（三世）
国政、国貞、梅堂、香朝楼、一寿斎、梅堂豊斎、芳斎、香蝶
楼、豊斎

1858〜1889（国政）、1889〜
1920（国貞）

歌川国郷 立川斎、竪川斎、立川、一寿斎、一曜斎 1843ごろ〜1858

歌川国孝 一玉斎、一柳斎、柳蝶楼 1854ごろ？〜1868ごろ？

歌川国綱 国綱 1818ごろ〜1864ごろ

歌川国輝
貞重、国彦、五蝶亭、新貞亭、独酔舎、一雄斎、雄斎、一泉
斎、一心斎

文政年間？〜1847ごろ（貞
重）、1847ごろ〜1855ごろ（国
輝）、1855ごろ〜？（国彦また
は二代目国彦）

歌川国輝（二世） 国満？、国綱、一雄斎、一曜斎、曜斎、春蝶楼、一蘭斎

〜文久ごろ？（国満？）、文
久ごろ〜1865ごろ（国綱また
は二代目国綱）、1865ごろ〜
1874（国輝）

歌川国輝（三世） 国光？、豊原国輝、一雄斎、昇旭斎、旭斎
1874〜1890（国輝または三代
目国輝）、1890〜？（豊原国
輝）

歌川国年 国とし、一笠斎、笠斎、小笠原玉記 明治期？

歌川国利 梅寿、梅翁、楳樹、邦年 1874〜1899



認定著者名 著者名表記 備考

歌川国直
一鳳斎、一楊斎、浮世庵、独酔舎、柳烟楼、柳烟亭、後素
園、写楽翁、写楽斎、東雲亭

1804〜1844

歌川国信 一陽斎、一礼斎、陽岳舎、堰埭楼、志満山人 1814〜天保年間

歌川国春（二世） 国春 明治初期

歌川国久（二世） 一陽斎、一雲斎、立蝶楼 嘉永ごろ〜1891

歌川国英 国英、一峰斎、一法斎 1818〜1854ごろ

歌川国秀
不詳。典拠『実説曽我物語』
（国文研：ハ4　260）

歌川国政 一寿斎 1796〜1806

歌川国松
一龍斎、一応斎、一松斎、福堂、玩舟、二代歌川豊重、一
龍斎豊重、福堂国松、五代目歌川豊国

1868ごろ〜1944（没）

歌川国麿（一世）
房広、国麿、一円斎、松蝶楼、喜楽斎、麿丸、麿丸淫人、又
平門人麿丸

1840ごろ？〜明治初期？

歌川国麿（二世） 国麿、一円斎、菊哉
参考情報。1878ごろ〜1888ご
ろ？

歌川国満 国満、国光、一翁斎
享和年間（1801ー1804）〜文
政年間（1818ー1830）

歌川国峰 国峰、梅蝶楼 明治期

歌川国宗（二世） 二世歌川国政、一寿斎、長文斎、杉嶺
1821〜天保ごろ（国政）、天
保ごろ〜1857（国宗）

歌川国盛（二世）
春升、胡蝶園、胡蝶庵、国盛、一宝斎、一龍斎、一麗斎、春
暁斎

弘化初年（1844）ごろ（春
升）、弘化初年以降（国盛）

歌川国保 治明、国保、石斎、石斎国保 明治期



認定著者名 著者名表記 備考

歌川国芳
一勇斎、朝桜楼、採芳舎、一妙開程芳、由古野、烏有山
人、台西堂主人、雪谷

1814〜1861（没）

歌川貞虎 五風亭貞虎 1823ごろ〜1844ごろ

歌川貞秀
五雲亭、五雲斎、玉蘭、玉蘭斎、玉蘭斎貞秀、玉蘭主人、
一玉斎、玉翁、橋本兼次郎、橋本兼治郎、橋本貞秀、橋本
玉蘭斎、橋本玉蘭、橋本玉翁

1821または1826ごろ〜1875ご
ろ。橋本兼次郎、橋本兼治郎
は合巻作者として。

歌川豊国 一陽斎 1786〜1824

歌川豊国（二世） 国重、豊重、一陽斎、一暎斎、後素亭、満穂庵
1818ごろ〜1824（国重または
豊重）、1825〜1834（豊国）

歌川豊国（四世）
三代目国政、梅堂国政、一寿斎国政、国政改二世国貞、一
寿斎国貞、梅蝶楼国貞、宝来舎国貞、三代目豊国、香蝶楼
豊国、一陽斎豊国、宝来舎豊国

1850〜1852（国政）、1852〜
1870（国貞）、1870〜1880（豊
国）

歌川豊宣 香蝶豊宣、香蝶楼、一陽斎 1859〜1886（生没年）

歌川豊春（初世） 一竜斎、潜竜斎、松爾楼
参考情報。1768〜1814（生没
年）

歌川豊春（二世） 歌川豊春
文化年間（1804〜1814）ご
ろ？

歌川直政 一揚斎、一容斎、容斎 1857ごろ

歌川宣秀 歌川宣秀 不詳

歌川広重 一幽斎、一立斎、一遊斎、立斎 参考情報。1812〜1858

歌川広重（二世） 重宣、立斎、立祥、喜斎
1826ごろ〜1857（重宣）、
1858〜1865（広重）、1866〜
（喜斎立祥）

歌川広重（三世） 重政、一立斎、二代目広重
1861ごろ〜1867ごろ（重政）、
1867〜1894（広重、または二
代目広重）

歌川房種 桜斎、一笑斎、一瓢斎、安斎
安斎、要確認。1854ごろ〜
1881ごろ？



認定著者名 著者名表記 備考

歌川政久 政久 不詳

歌川松貞 歌川松貞
不詳。典拠『義経千本桜前
編』（国文研：ナ4 478 1）

歌川芳景 芳景、豊斎 明治初期？

歌川芳員 一寿斎、春斎、一川、一川斎 1848ごろ〜1870ごろ

歌川芳重 南遊斎、一要斎 1830ごろ〜1860ごろ

歌川芳富
芳富、一芸斎芳富、一芸斎芳冨、芳冨、芳州、萩原芳州、
真斎

嘉永（1848-55）ごろ〜1880ご
ろ

歌川芳虎 一孟斎、孟斎、錦朝楼、永嶋孟斎、永島孟斎 1830ごろ？〜1887ごろ

歌川芳鳥女 一燕斎、国芳娘登里、登里女 1854〜1860

歌川芳直 一盛斎、一光斎、井草芳直 1848〜1860ごろ

歌川芳信 一慶斎、一礼斎 文久年間（1861〜1864）

歌川芳春
一物斎芳晴、生田芳春、一松斎、一峰斎、一梅斎、梅斎、
一橘斎、朝香楼、香朝楼

1848ごろ？〜1888

歌川芳藤 よし藤、一鵬斎、一鵬斎藤よし 1848ごろ〜1887（没）

歌川芳峰 旭亭、玉亭、一梅斎、胡蝶楼 1858〜1877

歌川芳宗 一松斎 1835ごろ〜1858ごろ？

歌川芳宗（二世） 年雪、松斎、一松斎
1875〜1881（年雪）、1881〜
（芳宗）



認定著者名 著者名表記 備考

歌川芳盛
一光斎芳盛、芳盛、光斎、一好斎、好斎、さくら坊、酒盛、桜
ん坊、三木光斎

1847ごろ？〜1880（芳盛）、
1880〜（光斎）

歌川芳盛（二世） 盛政、芳盛斎国晴、芳盛、一光斎
1854〜1866（？）、1866〜
1880（盛政）、1880〜（芳盛）

小川耕一 耕一 1875ごろ？〜1896ごろ？

尾崎冨五郎 五葉舎万寿老人、佐野屋冨五郎、尾崎冨俉老 横浜の書肆、戯作者か

快雪 快雪 不詳。若林快雪？

笠井鳳斎 笠井鳳斎、鳳斎

梶田半古 梶田半古、半古、英州 1883〜1917

葛飾為斎 葛飾為斎、酔桜軒、酔桜楼 1848ごろ？〜1880

川北霞峰 霞峰

河鍋暁斎 尭斎、暁斎、惺々坊、猩々暁斎

国正 浮世庵国正
不詳。典拠『於歳玉毬唄絵
解』（国文研：ナ4 666）

久保田金僊 久保田金僊、久保田金仙

久保田米斎 久保田米斎

久保田米僊 久保田米僊、久保田米仙

熊耳耕年 耕年、抱光、大然堂



認定著者名 著者名表記 備考

渓斎英泉
渓斎、英泉、国春楼、北亭、小泉、涇斎、一筆庵、旡名翁、
楓川市隠、可候

光盛舎作丸 光盛舎作丸、光盛舎さく丸
不詳。都々逸作者か。典拠
『都々逸』（上田市立図書館・
花月文庫：音楽379）

幸野楳嶺 幸埜楳嶺、幸野梅嶺、鶯夢、長安堂、青龍館、六柳北圃

呉春
呉春、月溪、可転、允白、存允白、孫石、百昌堂、蕉雨亭、
松村月渓

後藤芳景 1858〜1922（生没年）

小林幾英 幾英、飛幾亭、箴飛亭

古山太郎兵衛 古山太郎兵衛、故人古山太郎兵衛

佐竹永海 永海

佐竹永湖 永湖

山東京伝 北尾政演

高田敬輔 竹隠斎、敬甫、眉間毫翁、梅桃老人

高橋松亭 高橋松亭、松亭、弘明、佳恵

田口年信 歌川国梅、国梅改国善、鮮中舎、修斎国泰、年信

武内桂舟 桂舟、鋠平

谷口香嶠 香■（山扁に喬）



認定著者名 著者名表記 備考

月岡耕漁 年久、耕漁、湖畔
月岡芳年、尾形月耕、松本楓
湖の弟子。1887〜（年久）、
1889〜（耕漁、湖畔）

月岡芳年
一魁斎、魁斎、玉桜楼、咀華亭、子英、大蘇芳年、月岡米
次郎

筒井年峰 年峰、年峯、つ〃ゐ 1888ごろ〜？

永島春暁 永島孟斎、孟斎、虎重、麗斎、竹林斎 歌川芳虎の子か。1882〜

中村玉桂 玉桂、玉桂女史

鍋田玉英 玉英、延春、楊堂 1877〜1902ごろ

林基春 公斎、基春

速水春暁斎（二世） 春眠、暁雲斎、春暁斎、二代目春暁斎 〜1867

松本楓湖 洋峨、永峨、楓湖

右田年英 〓斎年英、梧斎、晩翠楼、一穎斎

宮川春汀 宮川春汀

宮崎友禅斎 扇工友禅

守川周重 守川周重、歌川周重

山崎年信 年信、仙斎、南斎、呉園、扶桑園、呑海

結城素明 結城素明



認定著者名 著者名表記 備考

楊洲周延
楊洲周延、揚洲周延、揚洲斎周延、楊洲斎周延、橋本周
延、一鶴斎、守川周延

吉本康方 吉本康方、康方

Bernard Howell
Leach

バーナード,リーチ、リーチ

Bigot,Georges 仏国画師チヨロシウー、ビゴー氏

Colton, G. Woolworth G. Woolworth Colton

J. Macwhirter, R. A. J. Macwhirter, R. A.

Pasternak,Leonid
Osipovich

パステルッナク、Pastelnak



1868(明治元)

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

別号等 一鳳斎、鳳斎

別号等 蜂須賀国明、一鳳斎、鳳斎

別号等 豊国、二代目豊国、七十八歳豊国、英一螮、五渡亭、香蝶楼、一雄斎、琴雷舎、北梅戸、富望山人、富望庵、桃樹園、月波楼、喜翁、浮世又平、不器用又平

別号等 国政、国貞、梅堂、香朝楼、一寿斎、梅堂豊斎、芳斎、香蝶楼、豊斎

別号等 立川斎、竪川斎、立川、一寿斎、一曜斎

別号等 一玉斎、一柳斎、柳蝶楼

別号等

別号等 貞重、国彦、五蝶亭、新貞亭、独酔舎、一雄斎、雄斎、一泉斎、一心斎

別号等 国満？、国綱、一雄斎、一曜斎、曜斎、春蝶楼、一蘭斎

別号等 国光？、豊原国輝、一雄斎、昇旭斎、旭斎

別号等 国とし、一笠斎、笠斎、小笠原玉記

別号等 梅寿、梅翁、楳樹、邦年

別号等 一鳳斎、一楊斎、浮世庵、独酔舎、柳烟楼、柳烟亭、後素園、写楽翁、写楽斎、東雲亭

別号等 一陽斎、一礼斎、陽岳舎、堰埭楼、志満山人

別号等

別号等 一陽斎、一雲斎、立蝶楼

別号等 国英、一峰斎、一法斎

別号等

別号等 一寿斎

別号等 一龍斎、一応斎、一松斎、福堂、玩舟、二代歌川豊重、一龍斎豊重、福堂国松、五代目歌川豊国

別号等 房広、国麿、一円斎、松蝶楼、喜楽斎、麿丸、麿丸淫人、又平門人麿丸

別号等 国麿、一円斎、菊哉

別号等 国満、国光、一翁斎

別号等 国峰、梅蝶楼

別号等 二世歌川国政、一寿斎、長文斎、杉嶺

別号等 春升、胡蝶園、胡蝶庵、国盛、一宝斎、一龍斎、一麗斎、春暁斎

別号等 治明、国保、石斎、石斎国保

別号等 一勇斎、朝桜楼、採芳舎、一妙開程芳、由古野、烏有山人、台西堂主人、雪谷

別号等 五風亭貞虎

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

認定著者名

歌川国政

歌川国松

歌川国麿（一世）

歌川国麿（二世）

歌川国満

歌川国峰

歌川国宗（二世）

歌川国盛（二世）

歌川国保

歌川国芳

歌川貞虎

歌川国秀

歌川国綱

歌川国輝

歌川国輝（二世）

歌川国輝（三世）

歌川国年

歌川国利

歌川国直

歌川国信

歌川国春（二世）

歌川国久（二世）

歌川国英

歌川国孝

歌川国明（一世）

歌川国明（二世）

歌川国貞

歌川国貞（三世）

歌川国郷

国明	

国明	

国貞	 豊国	

国政	 国貞	

国郷	

国孝	

国綱	

国輝	貞重	 国彦	

国
綱	国満？	 国輝	

国輝	 豊原	  
　国輝	

国利	

国直	

国信	

国久	

国英	

国政	

国松	

国麿	

国麿	

国満	

国峰	

国宗	国政	

春升	 国盛	

国保	

国芳	

貞虎	



1868(明治元)

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

別号等 五雲亭、五雲斎、玉蘭、玉蘭斎、玉蘭斎貞秀、玉蘭主人、一玉斎、玉翁、橋本兼次郎、橋本兼治郎、橋本貞秀、橋本玉蘭斎、橋本玉蘭、橋本玉翁

別号等 一陽斎

別号等 国重、豊重、一陽斎、一暎斎、後素亭、満穂庵

別号等 三代目国政、梅堂国政、一寿斎国政、国政改二世国貞、一寿斎国貞、梅蝶楼国貞、宝来舎国貞、三代目豊国、香蝶楼豊国、一陽斎豊国、宝来舎豊国

別号等 香蝶豊宣、香蝶楼、一陽斎

別号等 一竜斎、潜竜斎、松爾楼

別号等

別号等 一揚斎、一容斎、容斎

別号等

別号等 一幽斎、一立斎、一遊斎、立斎

別号等 重宣、立斎、立祥、喜斎

別号等 重政、一立斎、二代目広重

別号等 桜斎、一笑斎、一瓢斎、安斎

別号等

別号等

別号等 芳景、豊斎

別号等 一寿斎、春斎、一川、一川斎

別号等 南遊斎、一要斎

別号等 芳富、一芸斎芳富、一芸斎芳冨、芳冨、芳州、萩原芳州、真斎

別号等 一孟斎、孟斎、錦朝楼、永嶋孟斎、永島孟斎

別号等 一燕斎、国芳娘登里、登里女

別号等 一盛斎、一光斎、井草芳直

別号等 一慶斎、一礼斎

別号等 一物斎芳晴、生田芳春、一松斎、一峰斎、一梅斎、梅斎、一橘斎、朝香楼、香朝楼

別号等 よし藤、一鵬斎、一鵬斎藤よし

別号等 旭亭、玉亭、一梅斎、胡蝶楼

別号等 一松斎

別号等 年雪、松斎、一松斎

別号等 一光斎芳盛、芳盛、光斎、一好斎、好斎、さくら坊、酒盛、桜ん坊、三木光斎

別号等 盛政、芳盛斎国晴、芳盛、一光斎

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

歌川芳峰

歌川芳宗

歌川芳宗（二世）

歌川芳盛

歌川芳盛（二世）

歌川芳虎

歌川芳鳥女

歌川芳直

歌川芳信

歌川芳春

歌川芳藤

歌川政久

歌川松貞

歌川芳景

歌川芳員

歌川芳重

歌川芳富

歌川房種

歌川豊国

歌川豊国（二世）

歌川豊国（四世）

歌川豊宣

歌川豊春（初世）

歌川豊春（二世）

歌川直政

歌川宣秀

歌川広重

歌川広重（二世）

歌川広重（三世）

歌川貞秀

認定著者名

貞秀	

豊国	

豊国	国重/豊重	

豊国	国政(1850-‐52)/国貞	

豊宣	

豊春	

直政	

広重	

広重	重宣	
喜斎
立祥	

重政	 広重	

房種	

芳員	

芳重	

芳富	

芳虎	

芳鳥女	

芳直	

芳
信	

芳春	

芳藤	

芳峰	

芳宗	

芳宗	年雪	

芳盛	 光斎	

芳盛	盛政（1854-‐66は不明）	



1868(明治元)

1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

別号等

別号等 永島孟斎、孟斎、虎重、麗斎、竹林斎

別号等 楊洲周延、揚洲周延、揚洲斎周延、楊洲斎周延、橋本周延、一鶴斎、守川周延

認定著者名 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

認定著者名

永島春暁

楊洲周延

後藤芳景

春暁	  虎重	

芳景	

周延	



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

… Note … 
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