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000008
江戸趣味 : 花柳演藝雑誌
[出版地不明] : [出版者不明]
所蔵巻次 1(5)
所蔵年次 1919-1919
Z/384/E24

000001
江戸趣味
1 (大5.7)-12 (大6.6) ; 2巻1号 (大6.7)東京 : 江戸趣味會 , 1916所蔵巻次 1-12
所蔵年次 1916-1917
Z/051/E24

000009
風俗往來
1册 (昭5.5)東京 : 花街風俗研究會 , 1930所蔵巻次 1-3
所蔵年次 1930-1930
Z/384/F97

000002
江戸と東京
創刊號 (昭10.10)-3巻9號 (昭12.9)
東京 : 江戸と東京社
継続後誌:新文化
所蔵巻次 1-2
所蔵年次 1935-1935
Z/051/E24

000010
月刊鳶
20巻1号 (昭60.1)- = 通巻204号 (昭60.1)東京 : 日本鳶工業連合会 , 1985所蔵巻次 20
所蔵年次 1985-1985
Z/384/G32

000003
江戸讀本 / 江戸讀本社
1卷1號 (昭13.6)東京 : 江戸讀本社
所蔵巻次 1-2
所蔵年次 1938-1939
Z/051/E24

000011
季刊江戸から東京へ
創刊[1]号 (昭43.3)東京 : 江戸から東京への会 , 1968所蔵巻次 1-8
所蔵年次 1968-1970
Z/384/Ki21

000004
江戸紫 / 近世庶民文化研究所
1号 (昭43.6)-21号 (昭48.6)
鎌倉 : 近世庶民文化研究所 , 1968-1973
継続前誌:近世庶民文化 / 近世庶民文化研究所 [編]
所蔵巻次 1-21
所蔵年次 1968-1973
Z/051/E24

000012
稀書 / 第一組合稀覯文献研究會編
1册 (昭27.1)浦和 : 芋小屋山房 , 1952所蔵巻次 1-10
所蔵年次 1952-1953
Z/384/Ki59

000005
江戸っ子
1号 (1974)-62号 (1989)
東京 : 江戸っ子編集室 , 1974-1989
所蔵巻次 3,6-10,25,30,39-40
所蔵年次 1975-1983
Z/051/E24

000013
淺草寺
東京 : 浅草寺教化部
所蔵巻次 24-35
所蔵年次 1955-1955
Z/384/Se73

000006
我楽多文庫 / 硯友社
複刻版
1号 (明21.5)-16号 (明22.2)
東京 : 文芸市場社
所蔵巻次 1-16
所蔵年次 1888-1889
Z/051/G21

000014
季刊浮世絵
5巻2号 (昭41.春)-23巻4号 (1985.冬/春) = [通巻]25号
(昭41.春)-100号 (1985.冬/春)
東京 : 画文堂 , 1966-1985
継続前誌:月刊浮世絵 / 浮世絵保護研究会 [編集]
所蔵巻次 25-99
所蔵年次 1966-1984
Z/721/U59

000007
聖潮
東京 : 淺草寺出版部
所蔵巻次 2(10)
所蔵年次 1925-1925
Z/051/Se17
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000015
季刊浮世絵 / 浮世絵保護研究会 [編集]
1冊 (昭37.5)-11冊 (昭39.9)
東京 : 緑園書房 , 1962-1964
継続後誌:月刊浮世絵 / 浮世絵保護研究会 [編集]
所蔵巻次 1-5,7-11
所蔵年次 1962-1964
Z/721/U59
000016
季刊浮世絵. 別冊
[1977年版] (1977)東京 : 画文堂 , 1977所蔵巻次 1977-1986
所蔵年次 1977-1986
Z/721/U59
000017
月刊浮世絵 / 浮世絵保護研究会 [編集]
4巻1号 (1965)-5巻1号 (1966) = [通巻]12号 (1965)-24
号 (1966)
東京 : 緑園書房 , 1965-1966
継続前誌:季刊浮世絵 / 浮世絵保護研究会 [編集]
継続前誌:浮世絵
継続後誌:季刊浮世絵
所蔵巻次 12-24
所蔵年次 1965-1966
Z/721/U59
000018
江戸春秋 / 未刊江戸文学刊行会
1号 (昭51.7)横須賀 : 未刊江戸文学刊行会
所蔵巻次 1-21
所蔵年次 1976-1987
Z/910/E24
000019
會本研究
創刊号 (昭53. 12)横須賀 : 未刊江戸文学刊行会 , 1978所蔵巻次 1-20
所蔵年次 1978-1985
Z/910/E35
000020
あかほんや
1號 (昭5.1)東京 : 阿伽梵書屋 , 1930所蔵巻次 1-4
所蔵年次 1930-1931
Z/913.5/A29
000021
風俗草紙
東京 : 日本特集出版社
所蔵巻次 2(1)
所蔵年次 1953-1953
Z/913.6/F97
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