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資料ID 請求記号 書名 著者名 出版社 出版 出版年（和暦）
800001 F600|||| 旅行用心集 八隅蘆菴 東都書肆 1810 文化7年庚午8月
800003 F600|||| 鉄道院線沿道 遊覧地案内 鉄道院 運輸部 鉄道院 1909 明治42年6月
800023 F600|||| かくして外客を誘致せよ 久保平三郎 江野澤恒 文精社 1930 昭和5年2月
800040 F600|||| 外客誘致の話 国際観光局 国際観光局 ― ―

800050

F600|||| 国際観光事業の経過概況 国際観光局 国際観光局 1934/
1936/
1937/
1939/

昭和9年10月、昭和11年2月、昭
和12年6月、昭和14年12月、昭
和14年1月、昭和16年1月

800058 F600|||| ホテル従業員の心得と簡単な日 帝国ホテル 帝国ホテル 1935 昭和10年12月

800068
F600|||| 創業第5年の成果 国際観光事

業経過概要
国際観光局 国際観光局 1936 昭和11年2月

800071 F600|||| 官報附録 週報第十号 国際観光
事業の一般趨勢

情報委員会 内閣印刷局 1936 昭和11年12月

800101
F600|||| 外客は斯く望む 附 日本旅館に

外人を迎へるには
国際観光局 国際観光局 1938 昭和13年3月

800108 F600|||| 国際観光事業の概況 国際観光局 国際観光局 1939 昭和14年12月
800110 F600|||| 国際観光事業概説 国際観光局 国際観光局 1939 昭和14年3月
800158 F600|||| 野外錬成旅行必携 東亜旅行社 東亜旅行社 1938 明治17年11月

800164
F600|||| 諸外国に於ける外客誘致並に

斡旋機関の概要
松村信雄 編集 財団法人 日本交通公

社
1946 昭和21年5月

800187 F600|||| 観光実務叢書第2集 欧米人の 鈴木壽 編纂 社団法人 全日本観光 1947 昭和22年10月

800204
F600|||| 戦後世界の交通事情と国際観

光事業の概要
全日本観光連盟調査
課 編著

社団法人 全日本観光
連盟

1948 昭和23年8月

800210 F600|||| 外客斡旋の現状 運輸省観光部 運輸省観光部 1949 昭和24年12月
800223 F600|||| 観光と国立公園 日本交通公社 編 三省堂出版株式会社 1949 昭和24年3月
800224 F600|||| 旅新年号別冊附録 日本交通公社 日本交通公社 1950 昭和25年1月
800231 F600|||| 外客斡旋の現況 運輸省観光部 運輸省観光部 1950 昭和25年12月
800238 F600|||| 諸外国に於ける国際観光事業 全日本観光連盟 社団法人 全日本観光 1950 昭和25年3月
800253 F600|||| 狩猟案内 日本交通公社旅行部 日本交通公社 1951 昭和26年6月
800289 F600|||| 修学旅行の手びき 文部省 東洋館出版社 1956 昭和31年9月
800329 F600|||| 世界の観光 川本直水 株式会社 東京 創元社 1959 昭和34年7月
800344 F600|||| 外人接遇関係の心得 日本観光協会 日本観光協会 1961 昭和36年3月
800347 F600|||| 観光のはなし (国際観光の現状) 運輸省観光局 編 大蔵省印刷局 1961 昭和36年12月
800351 F600|||| 国際観光事業論 刘徳明 著、 吴望伋 観光事業研究社 1961 中華民国50年9月
800373 F600|||| 新観光関係法令集  附録 観光法令研究会 東洋法規出版 1964 昭和39年7月

800388
F600|||| 外客誘致に就て 社団法人 ジャパン・

ツーリスト・ビューロー
社団法人 ジャパン・ツー
リスト・ビューロー

― ―

800475

F600|||| 国際観光 運輸省観光課 運輸省観光課 1948/
1949

昭和23年6月、 昭和23年8月、
昭和23年10月、 昭和23年12
月、 昭和24年1月

800476

F600|||| 国際観光 運輸省観光課、 運輸
省観光部 編集

運輸省観光課、 財団法
人 観光事業研究会

1949/
1950

昭和24年3月、 昭和24年7月、
昭和24年8月、 昭和24年11月、
昭和24年12月、 昭和25年1月、
昭和25年3月

800477

F600|||| 国際観光 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研
究会

1951/
1952

昭和26年7月、 昭和26年8月、
昭和26年10月、 昭和26年12
月、 昭和27年1月、 昭和27年3
月、 昭和27年5月

800478

F600|||| 国際観光 運輸省観光部 編集、
運輸省観光部 監修

財団法人 観光事業研
究会

1950/
1951

昭和25年6月、 昭和25年8月、
昭和25年10月、 昭和25年11
月、 昭和26年1月、 昭和26年3
月

800479

F600|||| 国際観光 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研
究会

1952/
1953/
1954

昭和27年9月、 昭和27年11月、
昭和28年1月、 昭和28年3月、
昭和28年5月、 昭和28年9月、
昭和28年10月、 昭和28年12
月、 昭和29年1月、 昭和29年5
月、 昭和29年7月

800480

F600|||| 国際観光 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研
究会

1953/
1954/
1955

昭和28年9月、 昭和28年10月、
昭和28年12月、 昭和29年1月、
昭和29年5月、 昭和29年7月、
昭和29年12月、 昭和30年1月、
昭和30年4月、 昭和30年8月

800481

F600|||| 国際観光 運輸省観光局 監修 財団法人 観光事業研
究会

1955/
1956

昭和30年11月、 昭和31年1月、
昭和31年4月、 昭和31年7月、
昭和31年11月



800482

F600|||| 国際観光 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研
究会

1951/
1952/
1953

昭和26年10月、 昭和26年12
月、 昭和27年1月、 昭和27年3
月、 昭和27年5月、 昭和27年9
月、 昭和27年11月、 昭和28年1
月、 昭和28年3月、 昭和28年5
月

800483

F600|||| 国際観光 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研
究会

1954/
1955/
1956

昭和29年12月、 昭和30年1月、
昭和30年4月、 昭和30年8月、
昭和30年11月、 昭和31年1月、
昭和31年4月、 昭和31年7月

800484 F600|||| 国際観光 .8 第2巻 第2号 運輸省観光部 編集 財団法人 観光事業研 1949 昭和24年8月
800485 F600|||| 国際観光 18 第3巻 第6号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1951 昭和26年3月
800486 F600|||| 国際観光 19 第3巻 第7号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1951 昭和26年7月
800487 F600|||| 国際観光 22 第4巻 第4号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1951 昭和26年12月
800488 F600|||| 国際観光 23 第4巻 第5号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1952 昭和27年1月
800489 F600|||| 国際観光 24 第4巻 第6号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1952 昭和27年3月
800490 F600|||| 国際観光 25 第4巻 第7号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1952 昭和27年5月
800491 F600|||| 国際観光 27 第5巻 第3号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1952 昭和27年11月
800492 F600|||| 国際観光 28 第5巻 第4号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1953 昭和28年1月
800493 F600|||| 国際観光 33 第6巻 第3号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1953 昭和28年12月
800494 F600|||| 国際観光 34 第6巻 第4号 運輸省観光部 監修 財団法人 観光事業研 1954 昭和29年1月
800506 F600|||| 観光情報 1955-57 合本 12-12

月 (N.71-92)
運輸省観光局 運輸省観光局 1957 昭和30年～32年

800507 F600|||| 観光情報 1958 合本 1-12月 運輸省観光局 運輸省観光局 1958 昭和33年
800508 F600|||| 観光情報 運輸省観光局 運輸省観光局 1948 昭和22年～23年
800509 F600|||| 観光要覧 運輸省観光局 運輸省観光局 1960 昭和35年6月
800535 F600|||| 昭和15年度事業報告 国立公園協会 国立公園協会 1941
800536 F600|||| 道府県立自然公園候補地箇所 国立公園協会 国立公園協会 1941 昭和16年11月
800537 F600|||| 国土計画対策委員会次第 国立公園協会 国立公園協会 ―
800562 F600||||196 修学旅行関係綴 日本修学旅行協会 他 全国農協観光協会 1966 昭和32年10月
810018 F601|||| 歴史地理 伊豆半島 日本歴史地理学会 日本歴史地理学会 1913 大正2年5月
810032 F601|||| A wayfarer in unfamiliar Japan Walter, Weston Methuen & co. 1925
810036 F601|||| Japan Walter, Weston A＆C black ltd 1926
810071 F601|||| 山水名光 鉄道省 編 社団法人 ジャパン・ツー

リスト・ビューロー
1934 昭和9年6月

810076 F601|||| 温泉大鑑 山中忠雄 編纂 社団法人 日本温泉協 1935 昭和10年3月
810104 F601|||| 観光資源資料 国際観光局 国際観光局 1939 昭和14年8月
810133 F601|||| 天然記念物の話 動物編 小林實郎 編集、 鏑木

外岐雄 校閲
財団法人 日本交通公
社

1949 昭和24年9月

810155 F601|||| 日本温泉事典 財団法人 日本交通公 財団法人 日本交通公 1957 昭和32年9月
810157 F601|||| 新日本風土記 株式会社 国民タイム 株式会社 国民タイムズ 1958 昭和33年11月
810159 F601|||| 観光資源要覧 第6編 近代文学 運輸省観光局 運輸省観光局 1959 昭和34年11月
810161 F601|||| 世界の観光 川本直水 株式会社 東京創元社 1959 昭和34年7月
810249 F601|||| 国立公園 国立公園協会 国立公園協会 1930 昭和5年1月、 昭和5年2月、 昭

和5年3月、 昭和5年4月、 昭和5
年5月、 昭和5年6月、 昭和5年8
月、 昭和5年9月、 昭和5年11
月、 昭和5年12月、 昭和5年12
月

810250 F601|||| 国立公園 中越延豊、谷文一 編
輯

国立公園協会 1931 昭和6年1月、 昭和6年1月、 昭
和6年3月、 昭和6年4月、 昭和6
年5月、 昭和6年6月、 昭和6年7
月、 昭和6年8月、 昭和6年9
月、 昭和6年10月、 昭和6年11
月、 昭和6年12月

810251 F601|||| 国立公園 谷文一 編輯 内務省衛生局内 国立
公園協会

1932 昭和7年1月、 昭和7年2月、 昭
和7年3月、 昭和7年5月、 昭和7
年7月、 昭和7年8月、 昭和7年9
月、 昭和7年10月、 昭和7年11
月、 昭和7年12月

810252 F601|||| 国立公園 国立公園協会 国立公園協会 1933 昭和8年1月、 昭和8年2月、 昭
和8年3月、 昭和8年4月、 昭和8
年5月、 昭和8年6月、 昭和8年7
月、 昭和8年8月、 昭和8年9
月、 昭和8年10月、 昭和8年11
月、 昭和8年12月



810253 F601|||| 国立公園 国立公園協会 国立公園協会 1934 昭和9年1月、 昭和9年2月、 昭
和9年3月、 昭和9年4月、 昭和9
年5月、 昭和9年6月、 昭和9年7
月、 昭和9年8月、 昭和9年9
月、 昭和9年10月、 昭和9年11
月、 昭和9年12月、昭和10年2
月、  昭和10年4月、 昭和10年5
月、 昭和10年6月、 昭和10年7
月、 昭和10年8月、 昭和10年9
月、 昭和10年10月、 昭和10年
11月、 昭和10年12月

810254 F601|||| 国立公園 国立公園協会 国立公園協会 1936
，
1937

昭和11年1月、昭和11年2月、昭
和11年3月、昭和11年4月、昭和
11年5月、昭和11年6月、昭和11
年7月、昭和11年8月、昭和11年
9月、昭和11年10月、昭和12年1
月、昭和12年4月、昭和12年7
月、昭和12年10月

810255 F601|||| 国立公園 国立公園協会 国立公園協会 1938
，
1939

昭和13年1月、昭和13年5月、昭
和13年7月、昭和13年9月、昭和
13年11月、昭和14年1月、昭和
14年3月、昭和14年5月、昭和14
年7月、昭和14年9月、昭和14年
11月

810256 F601|||| 国立公園 国立公園協会 国立公園協会 1942 昭和17年8月
810269 F601|||| 月刊 風景 風景協会 編集 風景協会 1940 昭和15年1月、 昭和15年2月、

昭和15年3月、 昭和15年4月、
昭和15年5月、 昭和15年6月、
昭和15年7月、 昭和15年8月、
昭和15年9月、 昭和15年10月、
昭和15年11月、 昭和15年12月

810270 F601|||| 月刊 風景 風景協会 編集 風景協会 1941 昭和16年1月、 昭和16年2月、
昭和16年3月、 昭和16年4月、
昭和16年6月、 昭和16年7月、
昭和16年8月、昭和16年9月、
昭和16年10月、 昭和16年11
月、 昭和16年12月

810271 F601|||| 月刊 風景 風景協会 編集 風景協会 1942 昭和17年1月、 昭和17年2月、
昭和17年3月、 昭和17年4月、
昭和17年5月、 昭和17年6月、
昭和17年7月、 昭和17年8月、
昭和17年9月、 昭和17年10月、
昭和17年11月、 昭和17年12月

810272 F601|||| 月刊 風景 風景協会 編集 風景協会 1943 昭和18年1月、 昭和18年2月、
昭和18年3月、 昭和18年4月、
昭和18年5月、 昭和18年6月、
昭和18年7月、 昭和18年8月、
昭和18年9月、 昭和18年10月、
昭和18年11月、 昭和18年12月

810279 F601|||| 風土記日本 第1巻 九州・沖縄篇 下中弥三郎 編集 株式会社 平凡社 1957 昭和32年7月
810280 F601|||| 風土記日本 第2巻 中国・四国篇 下中弥三郎 編集 株式会社 平凡社 1957 昭和32年11月
810281 F601|||| 風土記日本 第3巻 近畿篇 下中弥三郎 編集 株式会社 平凡社 1958 昭和33年6月
810282 F601|||| 風土記日本 第5巻 東北・北陸篇 下中邦彦 編集 株式会社 平凡社 1960 昭和47年3月
810283 F601|||| 風土記日本 第6巻 北海道篇 下中邦彦 編集 株式会社 平凡社 1960 昭和47年3月
810284 F601|||| Album 国立公園候補地 伯耆大 大山国立公園協会 大山国立公園協会 ―
810287 F601 北方未来考 全 烈公御 編述 ― ― ―
810288 F601|||| 阿蘇 熊本県 大阿蘇国立公 熊本県 大阿蘇国立公 ―
820002 F602|||| 日用百科全書第十四編 旅行案 博文館 博文館 1896 明治29年7月
820017 F602||||191 Japan formerly the Musashino 矢部八重吉 ジャパン社 1914 大正3年1月
820018 F602|||| Japan formerly the Musashino 矢部八重吉 ジャパン社 1915 大正4年1月
820030 F602|||| 汽車の窓から 東北部 谷口梨花 博文館 1921 大正10年4月
820033 F602|||| 鉄道旅行案内 鉄道省 博文館 1921 大正10年12月
820038 F602|||| Continental handbook SE & CR SE & CR 1922



820043 F602|||| Livret-guide du Japon Chemins de Fer De
L'etat Japoinais

Chemins de Fer De
L'etat Japoinais

1923

820046 F602|||| 東京より紐育へ（附 大西洋航路 Japan tourist bureau Japan tourist bureau 1923 大正12年7月
820060 F602|||| Pocket guide To Japan 1925 Japanese government

railways, Japan tourist
bureau and other

Japanese government
railways

1925

820061 F602||||192
9

Pocket guide To Japan Japanese government
railways

Japanese government
railways

1929

820062 F602||||193
5

Pocket guide To Japan Tourist industry
Japanese government

Tourist industry
Japanese government

1935

820063 F602|||| 湖沼めぐり 田中阿歌麿 博文館 1925 大正14年8月
820064 F602|||| 山水めぐり 大町桂月 博文館 1925 大正14年6月
820070 F602|||| The annual cycle of blossoms in

Japan
Japanese government
railways

Japanese government
railways

1926

820077 F602|||| Gvidlebreto por Japanlando Japana ministrejo
destat-fervojoj

Japana ministrejo
destat-fervojoj

1927

820079 F602|||| The London education service G.H. Gater The country hall 1927
820084 F602|||| 温泉案内 鉄道省 博文館 1931 昭和6年3月
820090 F602|||| 大和めぐり 大阪鉄道局編纂 日本旅行協会 1928 昭和3年11月
820096 F602|||| 名所案内 門司鉄道局運輸課 江島日進堂 1929 昭和４年6月
820108 F602|||| 景勝の九州 小杉未醒 日本風景協会 1930 昭和5年11月
820155 F602|||| 熊本(陸軍特別大演習記念) （写真）森山繁・清田 熊本県 1931 昭和6年11月
820165 F602|||| 北米経由欧州日本間旅行案内 日本郵船株式会社 日本郵船株式会社 1932 昭和7年10月
820172 F602|||| 日本郷土景観通説 耕崎正男 古今書院 1933 昭和8年3月
820177 F602|||| 新日本大観 朝日新聞社 朝日新聞社 1934 昭和9年6月
820178 F602|||| 大軽井沢の誇り 草津温泉の誉 稲垣虎次郎 稲垣虎次郎 1934 昭和9年7月
820186 F602|||| This is New York Gilbert Seldes William Edwin Rudge 1934
820187 F602|||| クーポン旅館一覧 ジャパン・ツーリスト・

ビューロー（日本旅行
ジャパン・ツーリスト・
ビューロー（日本旅行協

1935 昭和10年4月

820188 F602|||| 旅はクーポン ジャパン・ツーリスト・
ビューロー（日本旅行

ジャパン・ツーリスト・
ビューロー（日本旅行協

1935 昭和10年9月

820189 F602|||| クーポンの栞 Japan tourist bureau Japan tourist bureau ― ―
820209 F602|||| 濠洲航路案内 日本郵船株式会社 日本郵船株式会社 1936 昭和11年5月
820210 F602|||| 欧洲大陸旅行日程 日本郵船株式会社 日本郵船株式会社 1936 昭和11年2月
820211 F602|||| 渡欧案内 日本郵船株式会社 日本郵船株式会社 1936 昭和11年8月
820212 F602|||| ツーリスト案内業書 第七集 九

州地方
ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

1936 昭和11年12月

820213 F602|||| 熊野めぐり 大阪鉄道局 大阪鉄道局 1936 昭和11年
820215 F602|||| ツーリスト案内業書 第三集 大

和案内
ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

1936 昭和11年3月

820224 F602|||| 桑港航路案内 日本郵船株式会社船 日本郵船株式会社船客 1937 昭和12年1月
820225 F602|||| 死都ポンペイを訪ふために 日本郵船株式会社船 日本郵船株式会社船客 1937 昭和12年6月
820232 F602|||| Copenhargen Sigvart Werner J. Frimodt 1937
820234 F602|||| Development of tourist

industory in Japan
Board of tourist
industry，Japanese
government railways

Board of tourist
industry，Japanese
government railways

1937

820245 F602|||| 青年徒歩旅行 ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

鉄道省 1938 昭和13年7月

820246 F602|||| 北海道案内 札幌鉄道局 札幌鉄道局 1938 昭和13年7月
820247 F602|||| 山陰の旅 大阪鉄道局 大阪鉄道局 1938 昭和13年4月
820248 F602|||| 瀬戸内海案内 広島鉄道局 広島鉄道局 1938 昭和13年1月
820249 F602|||| 広島近郊めぐり 広島鉄道局 広島鉄道局 1938
820250 F602|||| 日本人名録並倫敦小案内 昭和 東洋出版 東洋出版 1936 昭和11年
820251 F602|||| 日本人名録並倫敦小案内 昭和 東洋出版 東洋出版 1938 昭和13年
820260 F602|||| 旅行文化業書 第二巻 実地踏査

記
日本旅行俱楽部 編 社団法人ジャパン・ツー

リスト・ビューロー (日本
1938 昭和13年3月

820267 F602|||| 雲仙 史跡と交通時刻表 栗原紅村 有明ホテル 1939 昭和14年5月
820271 F602|||| 青年徒歩旅行 行路案内 ジャパン・ツーリスト・

ビューロー
ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

1939 昭和14年4月

820283 F602|||| 神武天皇の御聖蹟 ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

1940 昭和15年7月

820295 F602|||| 車窓展望 名古屋鉄道局 東亜旅行社 1941 昭和16年11月
820303 F602|||| 東印度諸島 東亜旅行社 東亜旅行社 1942 昭和17年11月
820306 F602|||| 台湾案内図絵 東亜旅行社台湾支部 東亜旅行社台湾支部 1942 昭和17年2月
820313 F602|||| ラングーン・カルカッタ 浅井得一 目黒書店 1943 昭和18年6月
820316 F602|||| 九州温泉案内 日本交通公社 日本交通公社 1947 昭和22年3月
820317 F602|||| 新スキー北海道 日本交通公社札幌支 日本交通公社札幌支社 1947 昭和22年3月
820318 F602|||| 釣案内 日本交通公社 日本交通公社 1947 昭和22年5月
820323 F602|||| 木曽甲信の旅 日本交通公社名古屋 日本交通公社名古屋支 1948 昭和23年1月
820324 F602|||| 新潟県ハイキングコース 日本交通公社新潟支 日本交通公社 1948 昭和23年6月
820325 F602|||| 東海道の旅 日本交通公社名古屋 日本交通公社 1948 昭和23年4月
820330 F602|||| 新ポケット温泉案内 日本交通公社 日本交通公社 1957 昭和32年3月
820331 F602|||| 新ポケット温泉案内 日本交通公社 日本交通公社 1960 昭和35年5月
820332 F602|||| 新ポケット温泉案内 日本交通公社 日本交通公社 1961 昭和36年5月
820333 F602|||| 新ポケット温泉案内 日本交通公社 日本交通公社 1961 昭和36年9月
820334 F602|||| 新ポケット温泉案内 日本交通公社 日本交通公社 1964 昭和39年12月
820335 F602|||| 上信越・北陸・東北 温泉案内 日本交通公社新潟支 日本交通公社 1949 昭和24年4月



820336 F602|||| 信州 善光寺とその付近 日本交通公社 日本交通公社 1949 昭和24年
820337 F602|||| 旅新年号別冊付録 日本交通公社 日本交通公社 1950 昭和25年1月
820339 F602||||195 Japan 1950年 Japan travel bureau Japan travel bureau 1950
820340 F602||||195 Japan 1951年 Japan travel bureau Japan travel bureau 1951
820341 F602|||| Japan 1951年 Japan travel bureau Japan travel bureau 1951
820342 F602|||| Japan 1951年 Japan travel bureau Japan travel bureau 1951
820344 F602|||| 自然観察 塩原・那須・松島 日本交通公社 日本交通公社 1950 昭和25年12月
820346 F602|||| 東京近傍ハイキング 日本交通公社 日本交通公社 1950 昭和25年8月
820356 F602|||| 「旅」一月号附録 日本交通公社 日本交通公社 1951 昭和26年1月
820358 F602|||| 東京から一二泊 観光地案内図 日本交通公社 日本交通公社 1951 昭和26年10月
820359 F602|||| 南アルプス 夏山案内4 日本交通公社 日本交通公社 1951 昭和26年
820365 F602|||| 新観光案内図 北海道(「旅」7月 日本交通公社 日本交通公社 1952 昭和27年7月
820368 F602|||| 外国旅行案内 日本交通公社 日本交通公社 1955 昭和30年9月
820369 F602|||| 外国旅行案内 日本交通公社 日本交通公社 1957 昭和32年4月
820373 F602|||| 旅行叢書第7集 紀伊・熊野 日本交通公社 日本交通公社 1952 昭和27年11月
820374 F602|||| 旅行叢書第8集 大和めぐり 日本交通公社 日本交通公社 1950 昭和25年3月
820375 F602|||| 旅行叢書第10集 九州地方 日本交通公社 日本交通公社 1953 昭和28年6月
820377 F602|||| 旅行叢書第15集 山陰地方 日本交通公社 日本交通公社 1954 昭和29年10月
820378 F602|||| 旅行叢書第16集 北陸・高山地 日本交通公社 日本交通公社 1953 昭和28年9月
820379 F602|||| 旅行叢書第18集  温泉案内(方 日本交通公社 日本交通公社 1952 昭和27年7月
820417 F602|||| 目で見る 日本の温泉 日本温泉協会 日本交通公社 1954 昭和29年3月
820431 F602|||| 改正 鉄道旅客運賃表 大阪 日本交通公社関西支 日本交通公社関西支社 1954 昭和29年4月
820434 F602|||| 関西からの旅程と費用 モデル

旅行100プラン
日本交通公社関西支
社

日本交通公社関西支社 1955 昭和30年4月

820435 F602|||| 関西からの旅程と費用 モデル
旅行100プラン

日本交通公社関西支
社

日本交通公社関西支社 1955 昭和30年5月

820436 F602|||| 関西からの旅程と費用 モデル
旅行100プラン

日本交通公社関西支
社

日本交通公社関西支社 1957 昭和32年11月

820438 F602|||| ハイキングがいど 日本交通公社関西支 日本交通公社関西支社 1955 昭和30年4月
820450 F602|||| Peking The Peking ｐress The Peking ｐress 1956
820453 F602|||| 新観光地図 八幡平・田沢湖 日本交通公社 日本交通公社 1956 昭和31年3月
820455 F602|||| 関西四季の行楽がいど 日本交通公社 日本交通公社関西支店 1956 昭和31年4月
820456 F602|||| 新温泉案内 関東 日本交通公社 日本交通公社 1956 昭和31年6月
820461 F602|||| Yokohama Yokohama City Office Yokohama City Office 1957
820463 F602|||| おおいた 大分県 大分県 1957 昭和32年3月
820465 F602|||| サイクリングブック関東 日本サイクリング協会 日本交通公社 1957 昭和32年7月
820467 F602|||| 北京遊覧手冊 北京出版社 北京出版社 1957
820469 F602|||| 楽しいスキーを 信越・東北ス

キー場案内
日本交通公社 全日本
スキー連盟 ほか著

日本交通公社 1957 昭和32年12月

820474 F602|||| アメリカ旅行の手引き アメリカ教育審議会 アメリカ大使館・ＵＳＩＳ 1958
820478 F602|||| 東京から一二泊 温泉案内図 日本交通公社 日本交通公社 1958 昭和33年3月
820482 F602|||| Ｓhow me Japan  英文日本写真 日本交通公社 日本交通公社 1960 昭和35年8月
820483 F602|||| Ｓhow me Japan  英文日本写真 日本交通公社 日本交通公社 1961 昭和36年9月
820486 F602|||| Tell me about Japan 英文日本

旅行・話の種
日本交通公社 日本交通公社 1960 昭和35年11月

820487 F602|||| Tell me about Japan 英文日本
旅行・話の種

日本交通公社 日本交通公社 1962 昭和37年7月

820527 F602|||| 周遊券の手引き 日本交通公社営業部 日本交通公社 1962 昭和37年7月
820546 F602|||| 奈良県サイクリングコース 日本サイクリング協会 日本サイクリング協会 1973 昭和48年3月
820547 F602|||| 徳島県サイクリングコース 日本サイクリング協会 日本サイクリング協会 1973 昭和48年3月
820551 F602|||| アメリカ案内 日本交通公社 日本交通公社 ―
820552 F602|||| 印度佛跡めぐり 印度国有鉄道 ジャパン・ツーリスト・

ビューロー
―

820728 F602|||| ツーリスト案内業書 第1集 北海
道・樺太地方

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

1937 昭和12年11月

820730 F602|||| ツーリスト案内叢書 第1集 北海
道地方

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

1941 昭和16年2月

820731 F602|||| ツーリスト案内叢書 第2集 四国
地方

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

1938 昭和13年11月

820732 F602|||| ツーリスト案内叢書 第2集 四国
地方

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

1941 昭和16年5月

820735 F602|||| ツーリスト案内叢書 第4集 湘
南・箱根・伊豆案内

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

1936 昭和11年6月

820736 F602|||| ツーリスト案内叢書 第5集  日
光・塩原・那須・上越地方

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

― ―

820743 F602|||| ツーリスト案内叢書 第10集 「中
部山岳地方」

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

1937 昭和12年7月

820746 F602|||| ツーリスト案内叢書 第13集  紀
伊・熊野地方

日本旅行協会 編纂 社団法人ジャパン・ツー
リスト・ビューロー (日本

1938 昭和13年9月

820748 F602|||| Travel in Japan 1938/No.1 Board of tourist Board of tourist 1938
820751 F602|||| Travel in Japan 1941/No1 Board of tourist Board of tourist 1941
820752 F602|||| Travel in Japan 1941/No2 Board of tourist Board of tourist 1941
820753 F602|||| Sunrise 1942/No2 Board of tourist Board of tourist 1942
820754 F602|||| Sunrise 1942/No3 Board of tourist

industry of Nippon
Board of tourist
industry of Nippon

1943

820755 F602|||| Sunrise 1942/No4 Board of tourist
industry of Nippon

Board of tourist
industry of Nippon

1943



820756 F602|||| Sunrise 1944/No1 Toa kotu kosya Toa kotu kosya 1944
820757 F602|||| Sunrise 1944/No2 Toa kotu kosya Toa kotu kosya 1944
820763 F602|||| How to see Kyoto&Nara Japan tourist Japan tourist ―
820815 F602|||| ぴくとりある★しりいず 北海道の

温泉 (ぴくとりある★しりいず)
日本交通公社 日本交通公社 1959 昭和34年6月

820816 F602|||| ぴくとりある★しりいず 北陸の温
泉 (ぴくとりある★しりいず)

日本交通公社 日本交通公社 1955 昭和30年4月

820819 F602|||| ぴくとりある★しりいず 日光周辺 日本交通公社 日本交通公社 1955 昭和30年10月
820820 F602|||| ぴくとりある★しりいず 上信越の

温泉 (ぴくとりある★しりいず)
日本交通公社 日本交通公社 1956 昭和31年2月

820822 F602|||| ぴくとりある★しりいず 伊豆の温 日本交通公社 日本交通公社 1958 昭和33年7月
820823 F602|||| ぴくとりある★しりいず 箱根の温

泉 (ぴくとりある★しりいず)
日本交通公社 日本交通公社 1957 昭和32年9月

820824 F602|||| ぴくとりある★しりいず アルプス
をめぐる温泉

日本交通公社 日本交通公社 1959 昭和34年3月

820825 F602|||| ぴくとりある★しりいず 関西の温
泉 (ぴくとりある★しりいず)

日本交通公社 日本交通公社 1956 昭和31年5月

820827 F602|||| ぴくとりある★しりいず 民謡のふ
るさと (ぴくとりある★しりいず)

日本交通公社 日本交通公社 1958 昭和33年2月

820828 F602|||| ぴくとりある★しりいず サイクリ
ングモデルコース 関東 (ぴくとり

日本交通公社 日本交通公社 1958 昭和33年4月

820829 F602|||| ぴくとりある★しりいず 日曜日の
レクリエーション 東京

日本交通公社 日本交通公社 1957 昭和32年4月

820830 F602|||| ぴくとりある★しりいず 九州のモ
デル旅行

日本交通公社 日本交通公社 1958 昭和33年10月

830026 F603||||192 New York central railroad time New York central New York central lines 1925
830028 F603||||193 日満連絡船案内 大阪商船株式会社 大阪商船株式会社 1933 昭和8年4月
830079 F603|||| 北米航路案内 日本郵船株式会社 日本郵船株式会社 ―
830080 F603|||| 渡欧案内 日本郵船 日本郵船 ―
840029 F604||||192 埃及見物 日本郵船株式会社 日本郵船株式会社 1929 昭和4年12月


