
東京スカイツリー完成記念特別展
「ザ・タワー〜都市と塔のものがたり」
出展リスト 展示期間：無印……全期間

　　　　　○……前期（2月21日〜3月25日)
　　　　　●……後期（3月27日〜5月6日）
　　　　　☆……2月21日〜3月18日 ★3月20日〜5月6日
※展示資料・作品は、都合により変更する場合があります。プロローグ

No. 資料・作品名 制作者 発行者 年代 種別名 法量 所蔵先 期間

1 バベルの塔 銅版画 35.8×53.2 フランス国立図書館

2 『バベルの塔』 アタナシウス・キルヒャ
ー著 1679年 洋装本 37.0×26.0×3.8 フランス国立図書館

3 『バベルの塔』 アタナシウス・キルヒャ
ー著 1679年 洋装本 39.0×26.0×4.8 フランス国立図書館

4 ニネヴェの風景 銅版画 31.6×44.5 フランス国立図書館

5 ニネヴェの陥落 ジョン・マーティン画 1829年頃 銅版画 60.7×81.2 フランス国立図書館

6 バビロンの陥落 ジョン・マーティン画 1831年〜1835年 銅版画 59.3×81.0 フランス国立図書館

7 薬師寺東塔水煙（模造） 昭和40年頃（1965） 銅製鋳造鍍金 193.0×48.0 法相宗大本山薬師寺

8 薬師寺三層裳階付大塔雛形 関野貞、土屋純一、藤本民
次郎制作 明治33年頃（1900） 木製着色 80.5×80.5×175.0 東京藝術大学大学美

術館

9 東塔露盤蓋板 天平2年頃（730） 銅製鋳造鍍金 172.2×172.8×8.2×
1.2 法相宗大本山薬師寺

10 東塔伏鉢 天平2年頃（730） 銅製鋳造鍍金 44.7×53.0×1.2 法相宗大本山薬師寺

11 日英博覧会古美術出品図録 日英博覧会事務局編 審美書院発行 明治43年（1910）
4月15日 和装本 26.2×18.7 江戸東京博物館

12 銅経筒 江戸時代 銅製 18.8×12.0 護国山天王寺

13 金銅舎利容器 江戸時代 銅製 12.7×4.3 護国山天王寺

14 谷中天王寺 井上安治画 福田熊次郎版 明治前期 はがき判錦絵 9.5×15.7 江戸東京博物館 ○

15 谷中天王寺 井上安治画 福田熊治郎版 明治前期 はがき判錦絵 9.5×15.7 江戸東京博物館 ●

16 谷中五重塔焼片 昭和32年（1957） 建築部材 14.2×15.0×3.5 江戸東京博物館

17 浅草寺大塔解訳 安政2年(1855） 木版画 36.2×24.4 江戸東京博物館
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18 江戸一目図屏風 鍬形蕙斎画 文化6年(1809) 紙本墨画淡彩 六曲
一隻 176.0×353.0 津山郷土博物館 ☆

19 江戸一目図屏風（複製） 鍬形蕙斎 文化6年 紙本墨画淡彩 六曲
一隻

176.0×353.0（190.8×
359.7） 江戸東京博物館 ★

20 名所江戸百景 両ごく回向院元柳橋 歌川広重画 魚屋栄吉版 安政4年(1857)5月 大判錦絵 36.0×24.5 江戸東京博物館 ○

21 名所江戸百景 馬喰町初音の馬場 歌川広重画 魚屋栄吉版 安政4年(1857)9月 大判錦絵 36.0×24.5 江戸東京博物館 ●

22 名所江戸百景 飛鳥山北の眺望 歌川広重画 魚屋栄吉版 安政3年（1856）5月 大判錦絵 36.0×24.5 江戸東京博物館 ○

23 東京名所四十八景 飛鳥やま 昇斎一景画 蔦屋吉蔵版 明治4年（1871） 大判錦絵 36.1×25.0 江戸東京博物館 ●

24 大日本東亰開化名勝八景之図 歌川国貞(2代）画 大橋堂版 明治初期 大判錦絵3枚続 37.3×74.9 江戸東京博物館 ○

25 東都築地保丁留館 海岸庭前之図 歌川国輝(2代)画 差配所蔵版 明治元年（1868） 大判錦絵3枚続 37.0×76.4 江戸東京博物館 ●

26 東京築地ホテル館 歌川国輝(2代)画 蔦屋吉蔵版 明治2年（1869）7月 大判錦絵3枚続 37.4×75.7 江戸東京博物館 ○

27 新吉原江戸町壱丁目五盛楼五階之図 歌川芳虎画 野田屋太兵衛版 明治3年（1870）2月 大判錦絵3枚続 37.0×75.0 江戸東京博物館 ●

28 東京開華名所図絵之内 駿河町三井銀行 歌川広重(3代)画 三宅半四郎版 明治20年（1887）10月 大判錦絵 37.1×25.0 江戸東京博物館

29 東亰 大日本名勝之内 海運橋第一銀行 第廿五號 勝山英三郎画・宮田銀治
郎刷

美術着色会社製
造

明治24年（1891）9月8
日 石版画 18.3×25.5 江戸東京博物館 ○

30 第一銀行之景 清水市郎版 明治20年（1887）12月 石版画 38.0×49.5 江戸東京博物館 ●

31 東京海運橋兜街三井組為換坐西洋形五階造 武田幾丸画 萬屋孫兵衛版 明治6年（1873） 大判錦絵3枚続 35.7×73.6 江戸東京博物館 ○

32 東亰海運橋第一国立銀行の全図 并近円の市中一
覧の図 孟斎画 武川清吉・永島辰

五郎版 明治9年（1876）5月 大判錦絵3枚続 36.9×74.8 江戸東京博物館 ●

33 東京名所愛宕山公園見晴 楊斎延一画 綱島亀吉版 明治30年（1897） 大判錦絵3枚続 37.0×75.0 江戸東京博物館

34 愛宕山之眺望 北尾政演画 安永7年〜寛政元年
（1778〜1789） 錦絵 21.8×15.0 江戸東京博物館 ○

35 東京名所四十八景 愛宕やま 昇斎一景画 蔦屋吉蔵版 明治4年（1871）8月 大判錦絵 36.1×25.0 江戸東京博物館 ●

36 東京愛宕山上愛宕館之図 玉英画 益川孫兵衛版 明治23年（1890）5月 大判錦絵 36.5×24.9 江戸東京博物館

37 東亰名所 愛宕山 渡辺忠久画 渡辺忠久版 明治23年（1890）7月
24日 石版画 18.6×24.6 江戸東京博物館

38 東京風景 一 愛宕山 織田一磨画 大正5年（1916）1月 石版画 48.7×33.6 江戸東京博物館

39 愛宕山の眺望 明治期 絵葉書 8.5×13.4 江戸東京博物館

40 (東京名所)芝愛宕塔 Atago-tower Tokyo. 磯ヶ谷紫江宛 大正9年（1920)11月
30日 絵葉書 14.1×9.0 江戸東京博物館

41 東京芝愛宕山上ノ塔 View of Atago Tokyo 大正11年（1922）4月
21日 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

42 『明治二十一年撮影 全東京展望写真帖』 大塚巧芸社発行 昭和7年（1932） 写真帖 55.3×45.9 江戸東京博物館

43 第二回内国勧業博覧会之図 楊州周延画 小林鉄次郎版 明治14年（1881） 大判錦絵3枚続 37.2×75.4 江戸東京博物館 ○

44 上野公園地 第二内国勧業博覧会一覧図 歌川周重画 堤吉兵衛版 明治14年（1881）4月
25日 大判錦絵3枚続 36.7×73.7 江戸東京博物館 ●
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45 吾妻新橋金龍山真景及ビ木造冨士山縦覧場総而
浅草繁栄之全図 歌川芳盛(2代)画 片田長治郎版 明治20年（1887）11月

28日 大判錦絵3枚続 36.5×71.7 江戸東京博物館

46 東京名所之内浅草公園冨士山之図 矢田部多十郎画 矢田部多十郎発
行

明治21年（1888）9月7
日 大判錦絵 37.3×24.5 江戸東京博物館 ○

47 東京名所之内浅草金龍山 小国政画 明治21（1888）年5月 大判錦絵 37.3×24.8 江戸東京博物館 ●

48 東京浅草公園富士山 玄々堂 松田緑山画 玄々堂 松田緑山
発行 明治20年代 木版刷物 36.8×49.4 江戸東京博物館

49 浅草公園地第六区 冨士山御絵図 歌川芳盛(2代)画 篠田義正版 明治20年（1887）10月 木版刷物 35.9×49.1 江戸東京博物館

50 俳優出世冨士登山寿語六 歌川国貞(3代)画 明治20年（1887） 木版双六 74.4×50.1 江戸東京博物館

51 浅草一覧図 小林幾英画 江川八左エ門版 明治22年（1889） 大判錦絵3枚続 35.9×67.0 江戸東京博物館 ○

52 東京名所吾妻橋鉄橋之全図 年忠画 明治20年(1887）12月 大判錦絵3枚続 36.7×72.0 江戸東京博物館 ●
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54 1889年頃のギュスターヴ・エッフェル肖像画 1889年頃（明治22） 水彩画 46.0×29.0 オルセー美術館

55 ケクランとヌギエによる300メートルの塔の原
案（複製写真）

モーリス・ケクラン、エミ
ール・ヌギエ画 1885年（明治18） 原画はペン画 オルセー美術館

56 ヌギエとケクランによる、1889年のパリ市の
ための「300メートルの塔」の基本構想（複製）

エミール・ヌギエ、モーリ
ス・ケクラン画

1884年（明治17）6月6
日（原図制作年月日） 原画はペン画 80.5×55.5 エッフェル塔開発会

社

57 建築中のエッフェル塔の定点写真（トロカデロ宮
の東塔より） テオフィル・フェオ撮影 1887〜1889年（明治

20〜22） アルバム 24.0×265.0 オルセー美術館

58 ガリア 300メートルの鉄の記念塔
モーリス・ケクラン、エミ
ール・ヌギエ、ステファ
ン・ソーヴェストル画

1884年頃（明治17） ペン画 20.7×12.6 オルセー美術館

59 エッフェルの塔のアーチの構想のエスキース（下
絵）

ステファン・ソーヴェス
トル（推定）画 1884年頃（明治17） ペン画 27.2×41.5 オルセー美術館

60 300メートルの塔 ルイ・シャルル・ボワロー
画 1887年（明治20）5月 水彩画 53.1×25.5 オルセー美術館

61 ブルデ 太陽の塔の習作 ジュール・ブルデ画 1881年（明治14） 紙に鉛筆、黒インク 68.0×41.0 エッフェル塔開発会
社

62 ブルデ 太陽の塔の習作 ジュール・ブルデ画 1881年（明治14） 水彩画 60.2×36.6 オルセー美術館

63 ブルデ 太陽の塔の習作（立面と断面） ジュール・ブルデ画 1881年（明治14） 水彩画 58.5×34.8 オルセー美術館

64 エッフェル塔の模型 エッフェル社制作 1889年頃（明治22） スチール製 57.7×30.5×30.5 オルセー美術館

65 ブルデ 太陽の塔の模型 ジュール・ブルデ作 1886年頃（明治19） 木製・スチール製 59.0×24.5×19.0 オルセー美術館

66 300メートルの塔 設計図面 エッフェル社制作 1888年（明治21） 青いトレーシング
ペーパーにインク 56.5×103.7×0.8 エッフェル塔開発会

社

67 7月14日のパリ祭 エッフェル塔の花火 1888年（明治21） 銅版画 21.6×14.2 フランス国立図書館

68 7月14日のパリ祭 エッフェル塔第二プラット
フォ−ムからの花火 1888年（明治21） 銅版画 26.8×23.4 フランス国立図書館

69 エッフェル塔のサーチライト ジョルジュ・ギャレン画 1889年（明治22） リトグラフ 63.0×45.3 オルセー美術館

70 300行からなる300メートルのエッフェル塔 アルマン・ブルガード画 1889年（明治22） ペン画 80.0×57.0 オルセー美術館

71 『レクスポジジオン・ドゥ・パリ』 1889年（明治22） 洋装本 38.0×29.5 江戸東京博物館 ○

72 『レクスポジジオン・ドゥ・パリ』 1889年（明治22） 洋装本 38.0×29.5×4.0 江戸東京博物館 ●

73 エッフェル塔の小さなタペストリー（ピンク） 1889年（明治22） 絹 39.7×10.7 オルセー美術館

74 エッフェル塔の小さなタペストリー（赤） 1889年（明治22） 絹 39.7×10.7 オルセー美術館

75 エッフェル塔の小さなタペストリー（水色） 1889年（明治22） 絹 39.7×10.7 オルセー美術館

76 気球と、観覧車と、エッフェル塔と。 1900年（明治33） インク、色鉛筆 31.5×24.0 オルセー美術館

77 エッフェル塔をあやつる軽業師たち C.ルイヤール画 1889年頃（明治22） 水彩画 103.0×57.0 オルセー美術館

78 エッフェル塔の組立絵 1889年（明治22） 印刷物 52.0×73.0 オルセー美術館

79 エッフェル塔の双六 1889年（明治22） 銅版画 76.4×49.4 フランス国立図書館

80 エッフェル塔と高さ比べ A.ノルマン画 1889年（明治22） 版画 51.0×66.0 エッフェル塔開発会
社

81 PARIS−La Tour Eiffel 大正13年（1924）10月
2日 絵葉書 8.8×13.9 江戸東京博物館

82 フランス製のエッフェル塔の絵葉書 絵葉書 8.9×14.2 江戸東京博物館

83 閣龍世界博覧会美術品画譜 久保田米僊画・作 大倉書店発行 明治26年（1893）10月
10日 洋装本 25.0×17.0 江戸東京博物館

84 巴里随見録 『京都日報』連載（『京都日報』第101
号〜第200号合本） 久保田米僊画・作 京都日報社発行 明治22年（1889）7月〜

10月 新聞（合本） 53.0×37.0×3.0 東京大学明治新聞雑
誌文庫

85 1900年パリ万国博覧会の全景 G.グリベル画 1900年（明治33） リトグラフ 60.0× 74.5 オルセー美術館

86 1900年万国博覧会に向けて、エッフェル塔の
電力・土木館への改修計画案 アンリ・トゥサン画 1894年（明治27） 水彩画 90.0×1145.0 オルセー美術館

87 1900年万国博覧会に向けて、エッフェル塔の
電力・土木館への改修計画案（断面図） アンリ・トゥサン画 1894年（明治27） 水彩画 83.5×1224.0 オルセー美術館

88 1900年万国博覧会のための、エッフェル塔エ
レベーター改造案 エッフェル社制作 1895年（明治28） 水彩画 71.0×70.4 オルセー美術館

89 1900年万国博覧会のためのエッフェル塔改修
計画案

ステファン・ソーヴェス
トル画 1896年（明治29） 紙に鉛筆、インク、

水彩 102.0×75.0 エッフェル塔開発会
社

90 1900年万国博覧会のためのエッフェル塔改修
計画:シャン・ド・マルス、会場入口

フランソワ＝グザヴィ
エ・シェルコフ、ウジェー
ヌ・ブートロン画

1895年頃（明治28） 水彩画 84.0×109.0 フランス国立文書館

91 1900年万国博覧会のためのエッフェル塔改修
計画:”政治・芸術・産業の世紀”の宮殿 CA ゴーティエ画 1894年（明治27）12月

14日 水彩画 80.0×88.0 フランス国立文書館

92 エッフェル塔、サンソン山への改修計画図 設計
図と立面図 ジョスト・R・サンソン画 1895年頃（明治28） 水彩画 39.0×47.0 フランス国立文書館
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93 19世紀の円柱 立面図 ミンデロフ画 1896年（明治29） 水彩画 77.0×52.0 フランス国立文書館

94 19世紀の円柱 断面図と立面図 ミンデロフ画 1896年（明治29） 水彩画 65.0×85.0 フランス国立文書館

95 冨嶽三十六景 駿州江尻 葛飾北斎画 天保2〜5年(1831〜
1834） 大判錦絵 25.8×38.0 江戸東京博物館

96 『エッフェル塔三十六景』 アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ画集 23.4×29.3×2.2 日本大学生産工学部
図書館

97 『エッフェル塔三十六景』より 建造中のエッフェ
ル塔、トロカデロからの眺め アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ 18.5×22.5 エッフェル塔開発会

社

98 『エッフェル塔三十六景』より ノートル・ダム寺
院より アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ 22.5×18.5 エッフェル塔開発会

社

99 冨嶽三十六景 東都浅草本願寺 葛飾北斎画 天保2〜5年(1831〜
1834） 大判錦絵 26.0×38.5 江戸東京博物館

100 『エッフェル塔三十六景』より セーヌ川の祭、7
月14日 アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ 22.5×18.5 エッフェル塔開発会

社

101 名所江戸百景 両国花火 歌川広重画 安政5年（1858） 大判錦絵 36.0×24.4 江戸東京博物館

102 『エッフェル塔三十六景』より ベートーヴェン街 アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ 22.5×18.5 エッフェル塔開発会
社

103 名所江戸百景 鉄砲洲稲荷橋湊神社 歌川広重画 安政4年（1857） 大判錦絵 36.0×24.4 江戸東京博物館

104 『エッフェル塔三十六景』より 塔より アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ 18.5×22.5 エッフェル塔開発会
社

105 冨嶽三十六景 御厩川岸より両国橋夕陽見 葛飾北斎画 天保2〜5年(1831〜
1834） 大判錦絵 25.8×38.4 江戸東京博物館

106 『エッフェル塔三十六景』より オーステルリッツ
橋より アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ 18.5×22.5 エッフェル塔開発会

社

107 千ほんくい両国橋 小林清親画 明治13年(1880） 大判錦絵 24.8×36.5 江戸東京博物館

108 『エッフェル塔三十六景』より 桟橋より アンリ・リヴィエール画 1902年（明治35） リトグラフ 18.5×22.5 エッフェル塔開発会
社

109 東京タワーから見た芝浦方面 小林源次郎撮影 昭和35年（1960） スライドフィルム 5×5 江戸東京博物館

110 豊州海岸から見た東京タワー 小林源次郎撮影 昭和35年（1960） スライドフィルム 5×5 江戸東京博物館

111 東京府金龍山浅草寺 五重塔修復之図 歌川国貞(3代)画 柏木定吉版 明治19年（1886）3月
30日 大判錦絵2枚続 74.0×24.8 江戸東京博物館

112 凌雲閣の絵暦 田口米作画 金井千別編・発行 明治23年（1890）12月
15日 大判錦絵 37.6×25.9 江戸東京博物館

113 日本之高塔凌雲閣 明治24年（1891） 大判錦絵 34.1×24.4 江戸東京博物館

114 大日本凌雲閣之図 拾弐階直立弐百弐拾尺 杉崎帰四之助画 杉崎帰四之助発
行

明治23年（1890）12月
再版 銅版画 54.7×37.7 江戸東京博物館 ○

115 大日本凌雲閣之図 拾弐階直立弐百弐拾尺 杉崎帰四之助画 杉崎帰四之助発
行 明治23年（1890） 銅版画 50.6×36.2 江戸東京博物館 ●

116 凌雲閣機絵双六 歌川国貞(3代)画 井上吉次郎版 明治23年（1890)11月 木版双六 73.1×24.8 江戸東京博物館 ○

117 凌雲閣機絵双六 歌川国貞(3代)画 井上吉次郎版 明治23年（1890)11月 木版双六 73.1×24.8 江戸東京博物館 ●

118 浅草公園凌雲閣之図 楊斎延一画 永松作五郎版 明治25年（1892）3月 大判錦絵 35.3×24.5 江戸東京博物館 ○

119 東都真景名所 浅草金龍山並ニ凌雲閣 楊斎延一画 武川卯之吉版 明治23年頃（1890） 大判錦絵 37.6×24.8 江戸東京博物館 ●

120 浅草公園 凌雲閣之図 田口米作画 金井千別編・発行 明治23年（1890）11月
1日 大判錦絵 37.7×26.0 江戸東京博物館

121 浅草凌雲閣 栗生麟太郎版 明治24年（1891）2月9
日 石版画 30.4×38.7 江戸東京博物館

122 東亰名所 浅草公園凌雲閣ノ真景 有山定次郎画 有山定次郎版 明治26年（1893）5月9
日 石版画 19.0×25.8 江戸東京博物館 ○

123 浅草従観音望凌雲閣図 熊沢喜太郎画 熊沢喜太郎発行 明治24年（1891）2月5
日 石版画 36.0×47.7 江戸東京博物館 ●

124 浅草公園之景 太田節次画 太田節次発行 明治25年（1892）1月7
日 石版画 32.9×44.0 江戸東京博物館 ○

125 東京名所 浅草公園十二階附近之真景 綱島亀吉画 綱島亀吉発行 大正10年（1921）4月5
日 石版画 27.4×39.7 江戸東京博物館 ●

126 浅草公園遊覧之図 楊州周延画 森本順三郎版 明治24年(1891）4月 大判錦絵3枚続 37.8×75.9 江戸東京博物館 ○

127 浅草金龍山観世音之図 楊斎延一画 堤吉兵衛版 明治36年（1903） 大判錦絵3枚続 36.8×70.8 江戸東京博物館 ●

128 浅草公園地内凌雲閣出店に関する書簡 水野伊兵衛差出 明治23年（1890）10月
17日 書簡 24.2×32.1 江戸東京博物館

129 券證切符帖 明治42年（1909） 貼込帖 22.0×14.5 江戸東京博物館

130 チラシ「必ず凌雲閣に登れ」 凌雲閣発行 明治23年（1890）11月 刷物 18.6×25.5 江戸東京博物館

131 （東京名所）浅草公園凌雲閣 明治23年頃（1890） 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

132 浅草観世音本堂より十二階を望む 絵葉書 8.7×13.7 江戸東京博物館

133 （東京名所）浅草公園十二階 The“Junikai”
Pagida, Asakusa 明治23年頃（1890） 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

134 凌雲閣 伊藤晴雨画 紙本淡彩 色紙 36.2×6.1 江戸東京博物館

135 内国第三回勧業博覧会東京漫遊日録 靖音舎守文筆 明治23年（1890） 日記帖 15.9×12.8 江戸東京博物館

136 陶製コースター 十二階・浅草寺 陶器 8.8×1.8 江戸東京博物館

137 凌雲閣絵付 ミニチュア火鉢 陶器 10.7×9.2 江戸東京博物館

138 『帝都図絵』より 浅草凌雲閣 北条玉洞画 紙本淡彩 画帖 23.2×29.5 江戸東京博物館

139 東京名所浅草公園 観世音真景 小林幾英画 福田熊次郎版 明治25年（1892）2月 大判錦絵3枚続 36.1×70.8 江戸東京博物館 ○

140 東京名所之内金龍山浅草寺真景 歌川国貞(3代)画 木屋宗次郎版 明治24年（1891）2月 大判錦絵3枚続 36.8×70.8 江戸東京博物館 ●

141 駿河臺岩崎家庭園より眺望の図 明治期 木版画 25.7×40.4 江戸東京博物館 ○

142 駿河臺岩崎家庭園より眺望之図 明治期 木版画 24.8×36.8 江戸東京博物館 ●
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143 風舩昇遥図 歌川芳虎画 明治5年（1872）11月 大判錦絵3枚続 37.0×75.0 江戸東京博物館 ○

144 軽気球之図 蜂須賀国明画 荒川藤兵衛版 明治10年（1877）5月
25日 大判錦絵3枚続 35.6×72.0 江戸東京博物館 ●

145 上野公園風舩之図 永島春暁画 長谷川常二郎版 明治23年（1890）12月 大判錦絵 36.9×24.5 江戸東京博物館

146 浅草公園凌雲閣登覧寿語六 歌川国貞(3代)画 明治23年(1890）11月 木版双六 96.3×36.9 江戸東京博物館 ○

147 浅草公園凌雲閣登覧寿語六 歌川国貞(3代)画 明治23年（1890)11月 木版双六 97.0×37.2 江戸東京博物館 ●

148 浅草公園凌雲閣之図 坂井金三郎発行 明治24年(1891）1月 大判錦絵 36.4×25.1 江戸東京博物館 ○

149 しん板 十二階図 みの忠版 明治23年頃（1890） 錦絵 36.8×24.6 江戸東京博物館 ●

150 風船乗評判高楼 歌川国貞(3代)画 長谷川園吉版 明治24年（1891）1月9
日 大判錦絵3枚続 37.0×75.0 江戸東京博物館

151 『軽気球天覧録 式部職 明治23年』 明治23年(1890） 簿冊 27.7×18.7×1.8 宮内庁宮内公文書館

152 『軽気球天覧録 式部職 明治23年』より スペン
サーのポスター 銅版画 34.3×50.8 宮内庁宮内公文書館

153 凌雲閣美人 新橋おゑん 藪崎芳次郎版 明治24年（1891）8月
26日 石版画 26.6×19.9 江戸東京博物館 ○

154 東都百美人 新橋おゑん 勝山繁太郎画 勝山繁太郎版 明治24年（1891）10月
18日 石版画 18.3×13.7 江戸東京博物館 ●

155 凌雲閣美人 葭町繁松 藪崎芳次郎画 藪崎芳次郎版 明治24年（1891）8月
26日 石版画 26.7×19.8 江戸東京博物館 ○

156 東京名所浅草公園 吉原芸妓冨次 有山定次郎画 有山定次郎版 明治24年（1891）3月
25日 石版画 51.5×37.3 江戸東京博物館 ●

157 凌雲閣百美人の写真帖 小川一眞撮影 明治24年頃（1891） 写真帖 34.5×27.2×3.7 江戸東京博物館 ○

158 凌雲閣百美人の写真帖 小川一眞撮影 明治24年頃（1891） 写真帖 34.5×27.2×3.7 江戸東京博物館 ●

159 凌雲閣のチラシ 浅草十二階発行 大正元年（1912）12月 刷物 17.3×25.0 江戸東京博物館

160 東京風景 二 十二階 織田一磨画 大正5年（1916） 石版画 48.5×34.0 江戸東京博物館 ○

161 東京風景 二 十二階 織田一磨画 大正5年（1916） 石版画 48.5×34.0 江戸東京博物館 ●

162 浅草の裏路 小泉癸巳男画 大正10年（1921） 木版画 25.5×18.5 江戸東京博物館 ○

163 浅草の裏路 小泉癸巳男画 大正10年（1921） 木版画 25.5×18.5 江戸東京博物館 ●

164 凌雲閣の夜景 伊藤晴雨画 大正期 石版画 20.7×14.6 江戸東京博物館

165 震災図会 凌雲閣 素洲画 荒木重三郎版 大正12年（1923）11月
8日 木版画 36.2×24.8 江戸東京博物館

166 中央新聞号外 中央新聞社発行 大正12年（1923）9月2
日 新聞 35.0×26.5 江戸東京博物館

167 （帝都大震災画報其一） 浅草公園十二階及花屋敷
附近延焼之状況

土屋傳・宇田川安
高発行

大正12年（1923）9月
30日 石版画 40.0×54.8 江戸東京博物館 ○

168 （帝都大震災画報） 浅草公園花屋敷及十二階之真
景 浦野銀次郎画 浦野銀次郎発行 大正13年（1924）5月5

日 石版画 40.0×54.8 江戸東京博物館 ●

169 関東大地震画より 十二階の焼失 山田みのる画 大正12年以降 水彩画 29.3×40.7 江戸東京博物館 ○

170 関東大地震画より 浅草観音と十二階 池田永治画 大正12年以降 水彩画 29.4×40.7 江戸東京博物館 ●

171 煉瓦片 大正12年（1923） 5.5×12.5×9.8 江戸東京博物館

172 煉瓦片 大正12年（1923） 7.0×14.5×11.3 江戸東京博物館

173 木製滑車焼片 大正12年（1923） 5.0×10.0×7.0 江戸東京博物館

174 関東大震災写真 陸軍工兵による凌雲閣の爆破 大正12年（1923） 写真 15.4×10.8 江戸東京博物館

175 関東大震災写真 浅草凌雲閣（通称十二階）附近 
浅草区 大正12年（1923） 写真 19.4×28.2 江戸東京博物館

176 関東大震災写真 浅草公園十二階ノ倒壊 大正12年（1923） 写真 15.4×10.8 江戸東京博物館

177 大正大震災双六 月の屋案 山村耕花画 大正13年（1924） 木版双六 74.0×93.0 江戸東京博物館

178 （大阪名勝）新世界ルナパーク ロープウェー（空
中船） 明治45年頃（1912） 絵葉書 9.1×14.1 橋爪紳也

179 （大阪名勝）新世界通天閣エレベータ 明治45年頃（1912） 絵葉書 9.1×14.1 橋爪紳也

180 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
袋 明治45年頃（1912） 絵葉書 15.0×9.7 橋爪紳也

181 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ一） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

182 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ二） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

183 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ三） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

184 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ四） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

185 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ五） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

186 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ六） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

187 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ七） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

188 （大阪新世界）通天閣上ヨリ見タル大阪市街全景 
（其ノ八） 明治45年頃（1912） 絵葉書 14.1×9.1 橋爪紳也

189 (東)陵雲閣ヨリ向島及ビ本所方面ヲ望ム EAST 
HOPE AT RIYOUNKAKU 篠田発行 明治期 絵葉書 9.1×14.1 江戸東京博物館

190 (南)陵雲閣ヨリ浅草公園及ビ蔵前方面ヲ望ム 
SOUTH HOPE AT RIYOUNKAKU 篠田発行 明治期 絵葉書 9.1×14.1 江戸東京博物館

191 (西)陵雲閣ヨリ上野ノ山及ビ王子方面ヲ望ム 
WEST HOPE AT RIYOUNKAKU 篠田発行 明治期 絵葉書 9.1×14.1 江戸東京博物館
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192 (北)陵雲閣ヨリ新吉原及ビ千住方面ヲ望ム 
NORTH HOPE AT RIYOUNKAKU 篠田発行 明治期 絵葉書 9.1×14.1 江戸東京博物館

194 浅草公園十二階各活動常設館附近ヨリ千束町方
面 伊藤飛行機研究所撮影 大正期 絵葉書 9.1×14.1 江戸東京博物館

195 有宝地眺望閣之図 宣建社発行 明治21年（1888） 木版画 28.4×39.0 江戸東京博物館 ○

196 凌雲閣之図
戸田梅太郎発行・
若林弥七銅版部
印刷

明治22年（1889）3月
23日 銅版画 36.5×51.3 個人蔵 ●

198 北野村凌雲閣 大仕掛け浮人形 興行案内状 凌雲閣内遊楽舎事務所作 明治22年（1889）11月 印刷物 28.0×39.9 江戸東京博物館 ●

199 第五回内国勧業博覧会場全景図 大阪毎日新聞社
発行

明治35年（1902）2月
11日 印刷物 39.2×26.2 江戸東京博物館 ○

200 第五回内国勧業博覧会明細図 来田甚太郎発行 明治36年（1903）4月5
日 印刷物 39.7×54.7 江戸東京博物館 ●

201 第五回内国勧業博覧会真図 第五回内国勧業博覧会事
務局認可

広正堂鹿島長寿
発行

明治36年（1903）3月6
日 印刷物 39.6×54.5 江戸東京博物館 ○

202 第五回内国勧業博覧会俯瞰図 中菅藤太郎画・発行 明治36年（1903）2月
22日 石版画 39.5×54.7 江戸東京博物館 ●

203 第五回内国勧業博覧会 正門表面之図 大阪毎日新聞発
行

明治36年（1903）1月1
日 印刷物 59.0×84.5 江戸東京博物館

204 第五回内国勧業博覧会写真帖 明治36年（1903） 和装本 26.4×37.2 江戸東京博物館

205 第五回内国勧業博覧会紀念写真帖 鳴戸源之助著 玉鳴館発行 明治36年（1903）11月 和装本 24.0×34.6×2.0 大阪歴史博物館

206 第五回内国勧業博覧会 英字新聞の記事（『イラス
トレイテッド・ロンドン・ニュース』）

1903年（明治36）7月
18日 新聞 41.0×28.0 江戸東京博物館

207 第五回内国勧業博覧会図会 上編 風俗画報 第
269号 (臨時増刊) 東陽堂発行 明治36年（1903）6月

10日 雑誌 26.0×18.7 江戸東京博物館

208 第五回内国勧業博覧会図会 下編 風俗画報 第
275号 (臨時増刊) 東陽堂発行 明治36年（1903）9月

25日 雑誌 26.0×18.7 江戸東京博物館

209 第五回博覧会不思議館 明治36年（1903） 絵葉書 8.9×14.0 江戸東京博物館

210 堺水族館図解 第五回内国勧業博覧会堺
水族館事務所編 金港堂発行 明治36年（1903) パンフレット 22.5×15.2 江戸東京博物館

211 博覧会余興 ウヲーターシユート舩すべり 広田米七発行 明治36年（1903）3月
20日 興行チラシ 27.1×39.6 江戸東京博物館

212 第五回内国勧業博覧会記念 株式会社村井兄弟商
会売店高塔 明治36年（1903） 絵葉書 9.0×14.0 江戸東京博物館

213 第五回内国勧業博覧会紀念,OSAKA.
TENGINBASHI. 明治36年（1903） 絵葉書 13.9×9.0 江戸東京博物館

214 第五回内国勧業博覧会紀念,OSAKA MINT 
OFFIOE造弊局 明治36年（1903） 絵葉書 13.9×9.0 江戸東京博物館

215 第五回内国勧業博覧会紀念,OSAKA NABOUR 
CONOLRUOTION,大阪築港 明治36年（1903） 絵葉書 13.9×17.9 江戸東京博物館

216 第五回内国勧業博覧会紀念 大阪城 OSAKA 
CASTLE 明治36年（1903） 絵葉書（2枚続） 13.8×17.9 江戸東京博物館

217 第五回内国勧業博覧会紀念 明治36年（1903） 絵葉書（3枚続） 13.8×27.0 江戸東京博物館

218 第五回内国勧業博覧会紀念,OSAKA NMIOA 
SUTESHIYON,梅田駅 明治36年（1903） 絵葉書 13.8×9.0 江戸東京博物館

219 第五回内国勧業博覧会紀念 SAKAI.
AGUARIUM. 明治36年（1903） 絵葉書 13.8×9.0 江戸東京博物館

220 第五回内国勧業博覧会紀念 住吉神社 
SUMIYOSHITEMPLE, 明治36年（1903） 絵葉書 13.8×9.0 江戸東京博物館

222 少年未来旅行双六 川端龍子画 有本芳水案 実業之日本社発
行 大正7年（1918） 双六 54.6×77.7

学習院大学史料館寄
託 小西四郎収集双
六資料

223 大阪新名所 新世界写真帖 傍土定治編 大阪土地建物株
式会社発行

大正2年（1913）6月20
日 和装本 25.6×35.4×2.0 大阪歴史博物館

224 大阪名所遊覧 乗合自動車絵葉書 大阪乗合自動車
株式会社発行 昭和初期 絵葉書 袋17.2×9.7 絵葉書3点 

14.1×8.9 江戸東京博物館

226 絵葉書 大阪名所 （袋） 明治45年頃（1912） 絵葉書 15.0×9.8 江戸東京博物館

227 大阪新世界 The Shinsekai Osaka 大正初期 絵葉書 9.1×14.1 江戸東京博物館

228 新世界ルナパーク瀑布絵葉書 大正初期 絵葉書 14.3×9.1 江戸東京博物館

229 新世界(ルナパーク) 大正初期 絵葉書 14.1×9.2 江戸東京博物館

230 新世界案内図 大正期 絵葉書 9.1×14.0 江戸東京博物館

231 (大阪名所) 新世界ルナパークより通天閣を望む 明治45年（1912）7月3
日 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

232 天王寺新世界(イルミネーション) 大正初期 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

233 (大阪名勝)新世界恵美須通 明治45年（1912）7月3
日 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

234 (大阪名勝)新世界ルナパーク白塔側面 明治45年（1912）7月3
日 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

235 The View of Great Osaka ①通天閣より見た
る新世界附近②大阪新世界活動写真街 大正期 絵葉書 9.1×14.1 江戸東京博物館

236 大阪 通天閣 TSUTENKAKU TOWER OSAKA 昭和20年以降 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

237 (大阪名所)新世界通天閣 Tsutenkaku at 
Shinsekai 大正〜昭和初期 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

238 東京勧業博覧会全図 杉崎秀明画 小川福太郎発行 明治40年（1907）2月
25日 印刷物 38.4×53.3 江戸東京博物館

239 東京勧業博覧会第弐会場イルミネーション之光
景 綱島亀吉画 綱島亀吉発行 明治40年（1907）5月5

日 石版画 31.8×47.1 江戸東京博物館 ○
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240 東京勧業博覧会第壹会場イルミネーション之光
景 綱嶋亀吉画 綱島亀吉発行 明治40年（1907）5月5

日 石版画 32.2×47.3 江戸東京博物館 ●

241 凱旋図会 上編 風俗画報 第328号 （臨時増刊） 東陽堂発行 明治38年（1905）11月
10日 雑誌 26.0×18.7 江戸東京博物館

242 東京大正博覧会大噴水塔イルミネーション 
ILLUMINATION AT ARTIFICIAL FOUNTAIN 大正3年（1914） 絵葉書 9.2×14.2 江戸東京博物館

243 少女倶楽部夜光絵葉書（電気博覧会） 風船、観覧
車、ウォーターシュート、ボート 大正7年（1918） 絵葉書 9.2×13.7 江戸東京博物館

244 少女倶楽部夜光絵葉書（電気博覧会） 飛行船、帆
かけ船、噴水、吊橋 大正7年（1918） 絵葉書 9.2×13.7 江戸東京博物館

245 少女倶楽部夜光絵葉書（電気博覧会） 平和の女
神、飛行機、不忍の池、弁天堂、台湾館 大正7年（1918） 絵葉書 9.2×13.7 江戸東京博物館

246 少女倶楽部夜光絵葉書（電気博覧会） 探照灯、電
車、五重塔、ゴンドラ 大正7年（1918） 絵葉書 9.2×13.7 江戸東京博物館

247 火災で炎上する通天閣 昭和18年（1943） 画像データ 大阪歴史博物館

249 解体前の通天閣 昭和18年（1943） 画像データ 大阪歴史博物館

250 通天閣の解体式 昭和18年（1943） 画像データ 大阪歴史博物館

251 解体中の通天閣 昭和18年（1943） 画像データ 大阪歴史博物館

252 解体中の通天閣 昭和18年（1943） 画像データ 大阪歴史博物館

253 解体後の跡地 昭和18年（1943） 画像データ 大阪歴史博物館

第三章

No. 資料・作品名 制作者 発行者 年代 種別名 法量 所蔵先 期間

254 東京タワー完成予想パース図 写真 日本電波塔株式会社
写真提供

255 Tokyo Tower 日本電波塔（施工記念アルバム） 竹中工務店発行 昭和33年（1958） アルバム 34.0×27.7×3.0 早稲田大学内藤多仲
博士記念館

256 東京タワー物語 前田久吉著 東京書房発行 昭和34年（1959）4月
10日 洋装本 21.2×18.5×1.1 個人蔵

257 東京タワー建設構造図一式 内藤多仲設計 日建設計工務株
式会社製図

昭和32年〜33年
（1957〜1958） 青焼設計図面 57.0×44.0×4.0 早稲田大学内藤多仲

博士記念館

258 Tokyo TowerとEiffel塔 内藤多仲筆 昭和34年（1959）9月
29日 文書 29.5×20.5 早稲田大学内藤多仲

博士記念館

259 東京展望図 株式会社 和楽路
屋発行 昭和33年頃（1958） 地図 77.2×76.7 江戸東京博物館 ○

260 円形展開東京タワー展望絵図 株式会社サング
リーン発行 昭和33年（1958）12月 地図 35.8×37.3 江戸東京博物館 ●

261 東京タワーから見た五反田方面 小林源次郎撮影 昭和35年（1960） スライドフィルム 5×5 江戸東京博物館

262 東京タワーから見た北西部、目黒方面 小林源次郎撮影 昭和35年(1960) スライドフィルム 5×5 江戸東京博物館

263 東京タワー 笠松紫浪画 芸艸堂版 昭和34年（1959） 木版画 40.8×27.5 江戸東京博物館

264 山下清のオリンピックスケッチその22<東京タ
ワー> 山下清作

スポーツニッポ
ン新聞東京本社
発行

昭和39年（1964）7月
30日 新聞 54.5×41.0 江戸東京博物館

265 映画「たそがれの東京タワー」ポスター 大映株式会社発
行 昭和34年（1959） ポスター 72.6×51.1 江戸東京博物館

267 東京タワー 袋 日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 11.7×15.8 江戸東京博物館

268 東京タワー 国宝増上寺楼粗門の朱もさびて正に
歴史的対照の妙を醸す 近代科学の粋

日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.4×14.3 江戸東京博物館

269 東京タワー 寒月を背に大東京の夜空に輝く東京
タワーを麻布の高台より仰ぐ

日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.3×14.3 江戸東京博物館 ○

270 郵便はがき(第1種郵便)寒月を背に大東京の夜空
に輝く東京タワーを麻布の高台より仰ぐ 日本交通出版K・K/版 日本電波塔株式

会社 [昭和39年] 絵葉書 21.8×15.1 江戸東京博物館 ●

271 東京タワー 緑したる皇居外苑より東京タワーを
望む

日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.4×14.3 江戸東京博物館 ○

272 東京タワー 三田の高台よリ東京タワーを望む 日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.3×14.2 江戸東京博物館 ●

273 東京タワー 上空より東京タワーを中心に遠く東
京湾・房総方面を俯瞰する

日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.4×14.3 江戸東京博物館

274 東京タワー 欝蒼たる芝公園の樹海を脚下に敷い
て吃立する東京タワー

日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.3×14.3 江戸東京博物館 ○

275 東京タワー 青空にその偉容を誇る世界一の東京
タワー

日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.3×14.3 江戸東京博物館 ●

276 東京タワー 夜の東京タワーを眼下に冴えた月光
と輝きを競う東京タワー

日本電波塔株式
会社発行 昭和33〜40年代 絵葉書 10.3×14.3 江戸東京博物館

277 趣味の絵はがき Tokyo Tower 袋 日本電波塔株式会社監修 
株式会社福田芳文堂製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 17.7×11.9 江戸東京博物館 ○

278 趣味の絵はがき Tokyo Tower 森の中から望む
東京タワー

日本電波塔株式会社監修 
株式会社福田芳文堂製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 14.0×9.6 江戸東京博物館 ○

279 趣味の絵はがき Tokyo Tower 昼の東京タワー 日本電波塔株式会社監修 
株式会社福田芳文堂製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 14.0×9.5 江戸東京博物館 ○

280 趣味の絵はがき Tokyo Tower 夜の東京タワー
(富士山遠景)

日本電波塔株式会社監修 
株式会社福田芳文堂製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 9.6×14.1 江戸東京博物館 ○

281 趣味の絵はがき Tokyo Tower 東京港より望む
東京タワー

日本電波塔株式会社監修 
株式会社福田芳文堂製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 9.6×14.0 江戸東京博物館 ○

282 333メートル東京タワースケッチ TOKYO 
TOWER Sketch 袋

Seki画 日本電波塔株式
会社監修

東京観光物産株
式会社製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 17.5×11.5 江戸東京博物館 ●
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283
333メートル東京タワースケッチ TOKYO 
TOWER Sketch 夜の東京タワー Tokyo 
Tower

Seki画 日本電波塔株式
会社監修

東京観光物産株
式会社製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 14.0×10.3 江戸東京博物館 ●

284
333メートル東京タワースケッチ TOKYO 
TOWER Sketch 近代科学の粋 東京タワー 
Tokyo Tower

Seki画 日本電波塔株式
会社監修

東京観光物産株
式会社製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 14.2×10.1 江戸東京博物館 ●

285
333メートル東京タワースケッチ TOKYO 
TOWER Sketch 東京タワーの勇姿 Tokyo 
Tower

Seki画 日本電波塔株式
会社監修

東京観光物産株
式会社製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 14.1×10.2 江戸東京博物館 ●

286
333メートル東京タワースケッチ TOKYO 
TOWER Sketch 飛行機から見たる東京タワー
の偉容 Tokyo Tower

Seki画 日本電波塔株式
会社監修

東京観光物産株
式会社製作 昭和39年頃（1964） 絵葉書 10.2×14.1 江戸東京博物館 ●

287 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和38年（1963）9月1
日 パンフレット 26.0×18.5 江戸東京博物館 ○

288 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和38年（1963）11月
1日 パンフレット 25.7×18.3 江戸東京博物館 ○

289 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和43年（1968）1月1
日 パンフレット 25.7×18.3 江戸東京博物館 ○

290 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和37年（1962）5月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ○

291 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和37年（1962）7月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ○

292 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和38年（1963）7月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

293 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和40年（1965）10月
1日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ○

294 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和41年（1966）1月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ○

295 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和45年（1970）11月
1日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ○

296 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和46年（1971）5月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

297 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和46年（1971）8月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

298 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和46年（1971）9月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

299 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和47年（1972）2月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

300 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和47年（1972）3月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

301 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和47年（1972）11月
1日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

302 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和48年（1973）1月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

303 月刊東京タワー 株式会社東京タ
ワー出版社発行

昭和48年（1973）8月1
日 パンフレット 25.7×18.3 個人蔵 ●

304 東京タワー展望券 日本電波塔株式
会社発行 昭和38年（1963）9月 入場券 13.5×6.2 江戸東京博物館

305 東京タワー展望券 日本電波塔株式
会社発行 昭和38年（1963）9月 入場券 13.5×6.2 江戸東京博物館

306 東京タワー展望券 日本電波塔株式
会社発行 昭和38年（1963） 入場券 13.5×6.2 江戸東京博物館

309 子ども2人とバスとタワー(東京タワー展望券 半
券) [昭和42年] 入場券 13.4×6.2 江戸東京博物館 ●

310 バックがきみどりのタワー(東京タワー展望券 
半券) [昭和42年] 入場券 6.2×13.2 江戸東京博物館 ●

311 東京タワー展望券 日本電波塔株式
会社発行 昭和40年代 入場券 13.2×6.3 江戸東京博物館

312 東京タワー展望券 日本電波塔株式
会社発行 昭和35年（1960) 入場券 13.0×6.0 江戸東京博物館

313 世界一を誇る東京タワー 日本電波塔株式
会社発行 昭和33年（1958） パンフレット 15.0×21.0 江戸東京博物館 ○

314 東京タワーパンフレット 日本電波塔株式
会社発行 パンフレット 15.0×20.0 江戸東京博物館 ●

315 世界一の東京タワー 日本電波塔株式
会社発行 昭和40年頃 パンフレット 14.8×21.0 江戸東京博物館 ○

316 世界一の東京タワー 日本電波塔株式
会社発行

昭和48年（1973）1月1
日 パンフレット 14.8×21.0 個人蔵 ●

317 東京タワー展望台より見たる東京湾（1） 昭和40年代 絵葉書 8.9×14.0 江戸東京博物館

318 東京タワー展望台より見たる東京湾（2） 昭和40年代 絵葉書 8.9×14.0 江戸東京博物館

319 東京タワー展望台より浜離宮・東京湾を望む 昭和33年（1958）12月
27日 絵葉書 10.5×18.0 江戸東京博物館

320 東京タワー展望台より愛宕山・日比谷方面を望む 昭和33年（1958）12月
27日 絵葉書 10.5×18.0 江戸東京博物館

321 崎陽軒 東京タワー営業所メニュー 崎陽軒東京タワ
ー内営業所発行 昭和40年代 パンフレット 21.3×13.6 江戸東京博物館

322 東京タワー Tokyo Tower 栞(袋) 日本電波塔株式会社監修 東京観光写真株
式会社撮影 昭和39年頃（1964） 栞 15.5×5.7 江戸東京博物館

323 東京タワー Tokyo Tower 栞 夜の東京タワー 日本電波塔株式会社監修 東京観光写真株
式会社撮影 昭和39年頃（1964） 栞 14.4×4.5 江戸東京博物館
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324 東京タワー Tokyo Tower 栞 上空より俯瞰する
東京タワー 日本電波塔株式会社監修 東京観光写真株

式会社撮影 昭和39年頃（1964） 栞 14.4×4.5 江戸東京博物館

325 東京タワー Tokyo Tower 栞 東京湾より望む東
京タワー 日本電波塔株式会社監修 東京観光写真株

式会社撮影 昭和39年頃（1964） 栞 14.4×4.6 江戸東京博物館

326 東京タワー Tokyo Tower 栞 御成街道より仰ぐ
東京タワー 日本電波塔株式会社監修 東京観光写真株

式会社撮影 昭和39年頃（1964） 栞 14.4×4.6 江戸東京博物館

328 通天閣模型 山根工務店模型部製作 昭和30年頃（1955） 石膏模型 60.5×47.5×114.5 早稲田大学内藤多仲
博士記念館

329 茶壷と、納められていた二つの巻子 昭和31年（1956） 巻子・壷
高さ42.0×直径32.0 再建
由来記巻子30.0×8750 
感謝記巻子27.0×4660

通天閣観光株式会社

330 通天閣建設構造図一式 内藤多仲設計 昭和30年頃（1955） 青焼設計図面 57.0×44.0×4.0 早稲田大学内藤多仲
博士記念館

332 塔上から落下傘付きでまかれる福豆 通天閣観光株式会社
提供

333 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 袋 昭和31年〜40年代 絵葉書 15.5×9.8 江戸東京博物館

334 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 天王寺公園より
望む 昭和31年〜40年代 絵葉書 8.7×14.0 江戸東京博物館

335 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 動物園から見る 昭和31年〜40年代 絵葉書 14.0×8.7 江戸東京博物館

336 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 鉄骨が作る摩天
楼の構成 昭和31年〜40年代 絵葉書 14.0×8.7 江戸東京博物館

337 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 入口 昭和31年〜40年代 絵葉書 14.0×8.7 江戸東京博物館

338 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 三階屋上展望ロ
ビー 三階食堂 昭和31年〜40年代 絵葉書 14.0×8.7 江戸東京博物館

339 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 展望台 昭和31年〜40年代 絵葉書 8.7×14.0 江戸東京博物館

340 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 脚下に見る大阪
市街 昭和31年〜40年代 絵葉書 8.7×14.0 江戸東京博物館

341 大阪名所 通天閣 観光絵はがき 夜空に浮んだ閃
光電飾の通天閣 ,階上名品店街 昭和31年〜40年代 絵葉書 8.7×14.0 江戸東京博物館

342 大阪通天閣 袋 昭和31年〜40年代 絵葉書 15.1×10.0 江戸東京博物館

343 大阪通天閣 南大阪に高々と聳え立つ摩天楼の雄
姿 昭和31年〜40年代 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

344 大阪通天閣 世界で一番大きい120尺マンモス
寒暖計 昭和31年〜40年代 絵葉書 14.1×9.1 江戸東京博物館

345 大阪通天閣 展望台より（北） 千日前及び大阪球
場を望む 昭和31年〜40年代 絵葉書 9.0×14.1 江戸東京博物館

346 大阪通天閣 展望台 昭和31年〜40年代 絵葉書 9.0×14.1 江戸東京博物館

347 大阪通天閣 三階展望食堂 昭和31年〜40年代 絵葉書 9.0×14.1 江戸東京博物館

348 大阪通天閣 二階売店 昭和31年〜40年代 絵葉書 9.0×14.1 江戸東京博物館

349 大阪通天閣 地上91米の展望台への入り口 昭和31年〜40年代 絵葉書 9.0×14.1 江戸東京博物館

350 通天閣展望券 通天閣観光株式
会社発行 昭和37年（1962）6月 入場券 4.2×6.6 江戸東京博物館

351 通天閣展望券 通天閣観光株式
会社発行 昭和31年〜40年代 入場券 8.2×6.0 江戸東京博物館

352 通天閣展望券 通天閣観光株式
会社発行 昭和31年〜40年代 入場券 8.2×6.0 江戸東京博物館

353 通天閣 体重測定カード 大西計器株式会社製作 昭和41年（1966）3月3
日 カード 5.4×3.0 江戸東京博物館

354 ビリケン像の絵葉書 絵葉書 14.1×9.0 江戸東京博物館

355 ビリケン像 陶器 3.0×3.4×6.0 江戸東京博物館

356 浅草観音劇場 興行チラシ 
常盤興行株式会
社（観音劇場）発
行

大正7年(1918）10月 興行チラシ 19.3×26.3 江戸東京博物館

357 浅草公園 日本館 興行チラシ 旭興業部（日本
館）発行

大正6年（1917）11月8
日 興行チラシ 17.9×24.0 江戸東京博物館

358 平成のビリケンさん 木製 76.0×43.6×48.8 通天閣観光株式会社

359 第一回ビリケン祭り 昭和55年（1980）3月
30日 写真 通天閣観光株式会社

提供

エピローグ

No. 資料・作品名 制作者 発行者 年代 種別名 法量 所蔵先 期間

360 東叡山寛永寺五重塔絵図 小林政吉作図 明治30年（1897）3月 紙本墨画一幅 175.8×76.5 江戸東京博物館

361 江戸名所之絵 鍬形蕙斎画 享和3年（1803） 木版画 41.7×55.6 江戸東京博物館 ○

362 江戸鳥瞰図 一宝斎国盛 錦絵 38.1×51.5 江戸東京博物館 ●

363 東京スカイツリー1/500模型 フィアロ社製作 樹脂（立体造形） 25.0×25.0×130.0 株式会社日建設計

364 東京スカイツリー 設計図書 日建設計 洋装本 株式会社日建設計

365 太刀 銘 景光 室町時代（15世紀） 太刀一口 身長63.2 江戸東京博物館

367 助六所縁江戸桜 助六 揚巻 白酒 歌川国貞(初代）画 錦昇堂版 安政4年(1857)2月 大判錦絵3枚続 35.7×75.0 江戸東京博物館

368 五節句之内 文月 河鍋暁翆画 武川清吉版 明治27年（1894） 大判錦絵3枚続 37.5×75.0 江戸東京博物館
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