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【西武各社関係】

西武グループ

① 書類全般

4881
BROCHURE For Mr. Yasujiro Tsutsumi〔英文ハワイ調査
資料〕

Pritchard Associates
Management Consultants 昭和33年 綴1 刷

4882
HAWAII アラモアナ・デーモン〔ハワイ土地購入・西武
デパート進出の件〕

堤康次郎事務所 昭和34年 綴1
ペン・タ
イプ・刷

4883
昭和32年度多摩川競艇、新宿ゴルフ場 西武百貨店〔売
上報告図表〕

昭和32年度 冊1 ペン

4884
(追加分内訳) 昭和34年10月末以後の分西武(総面積)・
国土・伊豆箱根・近江鉄道

状2 ペン

4885
経営地道路面積 開発土地総面積〔西武鉄道・国土計
画・伊豆箱根鉄道・近江鉄道〕

昭和36年3月末調 綴1 ペン

4886
造成工事一覧表〔ゴルフ場・宅地 箱根・湘南・多摩・
軽井沢・東京〕

会長室 昭和36年5月1日 綴2 刷

4887各ゴルフコースおよび練習場料金表 状1 刷

4888 〔道路面積、開発土地面積算出メモ〕 状1 刷

4889地区別土地分布状況とその時価評価額 状1 刷

4890 〔西武社債募集広告に対して社長のご注意〕 昭和27年4月7日 状2 ペン

4891旅行要項 会長室 綴1 刷・ペン

4892 〔三浦半島大島熱海箱根視察用地図〕 状1 ペン

4893 〔西武・駿豆・近江鉄道会社経営に関するメモ〕 状8 ペン

4894 〔造成地関係メモ〕 綴1・状2 ペン

4895 〔協和銀行本店頭取・常務 氏名・住所・経歴〕 宮内 社長様 状1 ペン

4896祈願祭祝詞〔箱根神社祈願につき〕 堤康次郎(祈願主) 昭和35年8月2日 状1 墨

4897箱根祈願祭要項 会長室 昭和38年 綴1 刷・ペン

4898箱根健康祈願祭 綴1 ペン

4899西武関係会社事業所表 綴1
タイプ・
刷

4900西武事業集―その特徴、現況、将来性― 冊1 刷

4901
Seibu group of enterprises its characteristics, present
conditions, & future prospects 昭和36年11月 冊6 刷

4902 〔西武系企業一覧〕 冊1 タイプ

4903 〔西武系企業役員在任期間・顧問報酬・退職弔慰金一覧〕 状1 刷

4904 〔西武系企業従業員数メモ〕 状3 ペン

4905 〔西武企業各社における人員関係メモ〕 状3 ペン

4906 〔西武系企業従業員数メモ〕 状1 ペン

4907就職希望者一覧表 昭和37年度 綴1 ペン
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4908就職希望者一覧表 昭和38年度 昭和38年度 綴1 ペン

4909電話番号・住所録の一部変更について(連絡47-180号) 総務課長 株式課 昭和47年9月1日 状1 刷

4910人事異動および慶事について(連絡48-48号) 総務課長(所管)人事課 株式課 昭和48年3月22日 綴1 刷

4911 〔総務部総務課一括雑書類〕 袋1 刷

4912回覧綴
西武鉄道株式会社・西武
建設株式会社

昭和40年～同41年 綴1 刷

4913工事概要報告 工務部長 昭和37年1月5日現在 綴1 刷 工務部関係

4914建設機械一覧表 昭和35年4月14日現在 状1 タイプ 工務部関係

4915建設機械配置一覧表(ブルドーザーの部) 昭和35年6月21日現在 綴1 ペン 工務部関係

4916建設機械管理表 昭和39年4月13日 状2 刷 工務部関係

4917続きものプラン 仮題「レジャーのパターン｣ 綴1 刷

4918 〔新宿区南元町〕家賃算出計算書 昭和34年 綴1 ペン・刷

4919新宿コマ劇場新派新年招待会書類 昭和35年 綴1 ペン・刷

4920新橋演舞場観劇要項 昭和39年3月13日 綴1 ペン

4921日生劇場 喜びの琴観劇要項 昭和39年5月 綴1 ペン・刷

4922東京旅行パンフレット 綴1 刷

4923関西、滋賀県、旅行パンフレット 綴1 刷

4924湘南、箱根、熱海、伊豆旅行パンフレット 綴1 刷

4925西武生活〔綴1967 2～1967 8〕 西武生活クラブ 昭和42年2月～同8月 綴1 刷

4926
運輸旬報(特集号)〔｢西武二千の誠意に羽田感激 マ元帥
歓送記｣〕

西武鉄道運輸課 昭和26年5月10日 状1 コピー

② 電話関係書類

4927電話書類〔通知書・印鑑・委任状その他〕 昭和28年9月25日現在 状1 刷

4928電話加入申込権届書 堤康次郎 昭和28年12月12日 綴1 ペン・刷

4929電話加入申込権譲渡承認請求書 多数名
西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎

昭和29年1月21日・同30
年1月31日

状2 刷

4930国土名儀の電話加入申込権について 昭和34年2月26日 綴1 ペン

4931 〔未設電話調査書類〕 昭和34年12月 状9 ペン

4932電話調査の草案 昭和34年 綴1 ペン

4933
〔明治44年度 受付番号・場所・住所・姓名・紹介者・書
類項目表およびメモ 電電公社未設電話届出関係〕

綴8・状1 ペン

4934
明治大正時代電話申込人名簿〔附 明治大正期電話設置
場所変更届・開通申請書・加入申込案内・電話人名簿〕

綴2・袋1 ペン

4935震災前既ニ開通済ノ分 綴1 ペン

4936 〔西武各事業所電話〕割当原案 丹羽さんの原案 綴1 ペン

4937電話書類目録 綴1 刷

4938丸の内分局仮受書 照合済〔電電公社未設電話届出関係〕 綴1・状1 ペン

4939 〔電電公社未設電話届出関係 メモ・断簡〕 状8 ペン
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4940
電報電話新聞 昭和28年9月15日〔｢明治の電話｣受付を開
始 公社有権者の届出を待つ｣〕

昭和28年9月15日 状1 刷

③ レセプション関係

4941
於白金迎賓館 金融関係首脳者招待レセプション〔附 関
係書簡類〕

昭和34年3月13日 綴1
ペン・タ
イプ・刷

4942政・財・金融関係首脳者招待レセプション記帳簿 昭和34年3月13日 冊1 墨

4943会社金融関係招待レセプション準備資料 昭和35年 綴1
ペン・タ
イプ

4944金融関係者招待昼食会 昭和36年4月15日 綴1
ペン・タ
イプ・刷

4945
金融レセプション招待者名簿 36年 とき・4月15日 とこ
ろ・赤坂プリンスホテル 招待者1,597名(出席529名、欠
席550名)

昭和36年4月15日 綴1 タイプ

4946 〔ハワイ経団連歓迎レセプション関係書簡一括〕 安達正之・小島正治郎
堤康次郎・小島正治郎・
安達正之・ラルフ＝ジョ
ンソン

昭和36年7月21日～同10
月19日

状18
ペン・コ
ピー

4947
ハワイ経団連歓迎レセプション関係　足立～西武書翰
〔 ｢ホノルル商工会議所及びハワイ州議会 日本―ハワイ
貿易促進旅行予定表〕

昭和36年 綴1 タイプ

4948 〔白金迎賓館案内図〕 昭和35年 状1 刷

4949駐車整理番号票 昭和35年 状1 刷

④ ブルックリン植物園盆栽寄贈関係

4950 〔ブルックリン植物園への盆栽贈呈関係〕御預証 九霞園 村田久造
西武鉄道株式会社社長室
小島康男

昭和35年12月13日 状1 ペン

4951
PLANTS & GARDENS〔原紙・翻訳(ブルックリン植物園
記録)〕

昭和36年3月 冊1・綴1
タイプ・
刷

4952 〔盆栽について(和文・英文)〕 綴1
ペン・タ
イプ

4953
アサヒ・イヴニング紙 ブルックリン植物園へ〔原紙・
翻訳〕

昭和35年12月13日 状2
タイプ・
刷

4954
ジャパン・タイムス〔原紙・翻訳 ブルックリン植物園
への盆栽贈呈関係〕

昭和35年12月14日 状2
タイプ・
刷

4955英文毎日 盆栽、ブルックリン植物園へ〔原紙・翻訳〕 昭和35年12月14日 状2 ペン

4956
英文読売〔原紙・翻訳 ブルックリン植物園への盆栽贈
呈関係〕

昭和35年12月14日 状2
タイプ・
刷

⑤ スクラップブック

4957 〔西武鉄道・箱根・近江開発・近鉄関係〕 昭和23年～同28年 綴1 刷

4958
27年・28年 西武事業所関連(百貨店、豊島園、ユネスコ
村)

昭和27年～同28年 綴1 刷

4959 27年・31年 百貨店・豊島園・ユネスコ村 昭和27年、同31年 綴1 刷
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4960
31年 西武事業所(百貨店カッパ祭、万座温泉、軽井沢ス
ケートセンター、東急関係)

昭和30年～同31年 綴1 刷

4961
31年夏 西武デパートの日米交勧ひな祭と針供養 軽井沢
万座間舗装、碓井峠のう回道路

昭和31年 綴1 刷

4962 32年 国内事業(軽井沢、箱根、増上寺、大磯他) 昭和32年 綴1 刷

4963 32年33年西武事業所(軽井沢、万座、大磯、箱根) 昭和32年～同33年 綴1 刷

4964 32年33年西武デパート・豊島園他 昭和32年～同33年 綴1 刷

4965
33年34年西武事業所関連(池袋駅区画整理)(湯ノ花他ゴ
ルフ、静岡駅前、駒ヶ岳他スケート)

昭和33年～同34年 綴1 刷

4966
33年34年35年 経済・観光関連(ホテル、デパート他いろ
いろ)

昭和33年～同35年 綴1 刷

4967
34年35年 西武事業所(豊島園、池袋スケートセンター、
狭山スキー、ホテル)

昭和34年～同35年 綴1 刷

4968 34年35年湘南、箱根、伊豆方面事業関連 昭和34年～同35年 綴1 刷

4969
36年西武鉄道、西武バス、西武運輸、西武百貨店関連記
事　箱根有料道路早雲山線買収

昭和35年～同36年 綴1 刷

4970
36年西武事業所(芝ゴルフ、池袋スケートセンター、
プール、箱根・芦ノ湖、大磯ロングビーチ、狭山スキー
場)

昭和36年 綴1 刷

4971 36年西武事業所関連(湘南、大磯、芦ノ湖) 昭和36年 綴1 刷

4972 36年西武関連記事(清二会長、義明社長 記事他) 昭和36年 綴1 刷

4973 37年西武事業所(鉄道、百貨店、ホテルプール) 昭和37年 綴1 刷

4974 37年西武事業所関連(百貨店、鉄道他) 昭和37年 綴1 刷

4975
37年西武事業所関連(西武近江鉄道、スキー場、ホテ
ル、芝ゴルフ他)

昭和37年 綴1 刷

4976
38年西武・国土関連(軽井沢線判決、豊島園、軽井沢、
万座、狭山他)

昭和38年 綴1 刷

4977 38年～40年高速道路(38)、西武鉄道、豊島園(40) 昭和38年～同40年 綴1 刷

4978 39年西武関係記事 昭和39年 綴1 刷

4979
39年40年西武事業所(軽井沢スケートセンター、豊島
園、西武園、高輪PH、狭山・苗場スキー場)

昭和39年～同40年 綴1 刷

⑥ 写真類

4980
天皇陛下夫妻 東プリの建設前のさら地 千ヶ滝スケート
センター開場式31.1.7 伊吹山34.8.6 西熱海ホテル

冊1

4981

着工以前の熱海笹良々台31.7 完成間近の西熱海ゴルフ
場37.7 西武系鉄道・ハイヤー・タクシー・運輸汽船、
航空、ケーブル、西武百貨店、工業用品製造工場(ゴ
ム、プラスチック)車輌工場、西武建設(採石工場他)、
自動車専用道路

冊1

4982西武の施設 ホテル・旅館・レストラン 冊1
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4983

西武事業所 西武鉄道、国土計画、西武バス、伊豆箱根
鉄道、沼津自動車、ツバメ自動車、近江鉄道、西武運
輸、西武百貨店(池袋・沼津・鎌倉・軽井沢・ひばりヶ
丘・土浦・新町)、西武市場、東京ゴム、愛知ゴム、所
沢車輌工場、採石所(以下略)

冊1

4984

麻布P.H、白金迎賓館、赤坂P.H、高輪P.H、横浜P.H、ほ
てる八ケイエン、七里ヶ浜ホテル、レストラン滄浪閣、
大磯ホテル、西熱海ホテル、湯ノ花ホテル、千石温泉ホ
テル、ホテル龍宮殿、伊豆ホテル、ミヤコノソ、テンプ
ラ庵、キヨウソウカクイン(以下略）

冊1

4985
西武事業所 鉄道、百貨店、運輸、ゴルフ、スキー、
プール、スケート他多数

冊1

4986西武ホテル、旅館、料亭39ヶ所 冊1

4987

スケートセンター(駒ヶ岳、軽井沢、池袋)、ゴルフ場
(芝、大箱根、湯ノ花、西軽井沢、箱根園、大磯)、プー
ル(高輪、芝、横浜、大磯)、豊島園、西武台、鬼押出
し、スキー場(箱館山、伊吹、苗場、中里、万座)、箱根
園

冊1

4988マッカーサー元帥歓送〔西武動員〕 昭和26年4月16日 状15

4989ホテル関係写真 昭和33年9月 状86

4990金融関係首脳者レセプション 於白金迎賓館 昭和34年3月13日 状67

4991永年勤続表彰記念 昭和35年12月1日 状1

4992ブルックリン植物園への盆栽の贈呈 昭和35年12月13日 状1

4993 〔ブルックリン植物園へ寄贈される盆栽〕 昭和35年12月13日 状5

4994社員大会写真集 昭和36年9月25日 状8

4995竹中工務店・西武幹部会見 於料亭清水 昭和38年11月1日 状3

4996会社関係 状9

4997 〔会社関係 堤康次郎某所視察写真〕 状24

4998都内〔西武経営施設プリンスホテル・プール等〕 状50

4999西武鉄道〔西武全般〕 状103

5000一般事業 状9

5001西武関係 法事 状1

国土計画興業

① 書類全般

5002会社経歴の概要 国土計画興業株式会社 昭和27年7月1日 冊1 刷

5003定款 国土計画興業株式会社 昭和28年12月28日 状1 刷

5004職員名簿 国土計画興業株式会社 昭和29年4月1日 冊1 刷

5005国土ヵ〔社員名簿〕 綴1 ペン

5006第六拾六回報告書 国土計画興業株式会社 昭和29年12月21日 冊1 刷
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5007
営業報告書第85回 昭和45年4月1日から昭和46年3月31日
まで

国土計画株式会社 昭和46年5月14日 冊1 刷

5008室内配置図〔国土計画興業〕 昭和30年4月1日 状1 刷

5009
運輸審議会昭和二十九年第五六八三号事業に関する公聴
会記録〔国土計画興業の国鉄自動車路線群馬県大津廻り
路線乗入出願の件〕

昭和30年4月25日 綴1 タイプ

5010国有林野新規貸付使用申請書
国土計画興業株式会社代
表取締役 中島陟

昭和32年1月16日 綴1 タイプ

5011 〔国立公園道路事業許可状〕 厚生大臣 神田博 国土計画興業株式会社 昭和32年2月20日 綴1 タイプ

5012国立公園関係事業調書 国土計画興業株式会社 昭和32年2月20日現在 綴1 タイプ

5013国土計画興業株式会社社長中島陟氏に対し叙勲奏請の件 堤康次郎 昭和33年2月12日 状2 墨

5014国土計画興業株式会社経営地要覧 昭和34年10月31日現在 冊1 タイプ

5015
MONITORS REPORTS SBCテレビ〔37年6月26日13時30
分放送「長野県新地図」カット集〕

国土計画興業 昭和37年6月26日 綴1 刷

5016会社所有地面積一覧表
国土計画興業株式会社測
量課 清水芳雄

昭和37年7月10日 状2 刷

5017分譲地一覧表 国土計画興業株式会社 昭和37年9月30日現在 冊2 刷

5018 〔大久保作次郎画春霞図受領証〕 川島喜晴 国土計画興業株式会社 昭和40年1月12日 状1 タイプ

5019社員読本 昭和41年度版
国土計画株式会社総務部
人事課

昭和41年度 冊1 刷

5020 〔土地賃貸料改訂通知〕
国土計画株式会社総務部
管財課

富永嗣郎・出沢信弘・岡
本茂平・鈴木淳

昭和42年7月1日付 状4 タイプ

5021国土計画株式会社年表 昭和45年3月25日 綴2 刷

5022取締役経歴書 国土計画興業株式会社 状1 刷

5023昇格試験用テキスト 国土計画株式会社人事課 綴1 刷

5024国土・観光 連絡事項・資料 綴1 刷

5025領収書〔国土計画興業株式会社宛用紙〕 綴1 刷

5026堤康次郎所有株記号番号表〔国土計画株式〕 綴6
ペン・コ
ピー

5027
実業の世界 第五十九巻第十二号〔｢堤康次郎の作戦本
部・国土計画興業｣〕

昭和37年12月1日 冊1 刷

② 写真類

5028国土 状60

5029 〔国土計画興業創立四十周年記念のあいさつ〕 状1

5030会長御写真 於国土計画興業(株) 4月3日 状8

西武鉄道

① 武蔵野鉄道その他
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5031
寄贈書〔多摩湖鉄道株式会社に対し桜樹百六十本寄贈の
件〕

市川仲重郎 昭和8年3月 状1 墨

5032武蔵野電車の沿線御案内〔及び沿線案内図〕 昭和17年6月5日 状1 刷

5033仏子借地明細表
武蔵野鉄道株式会社 疎
開部

昭和19年12月 綴1 ペン

5034
〔武蔵野鉄道・西武鉄道・食糧増産の三社合併許可につ
いて〕

西武鉄道株式会社 社長
堤康次郎

昭和20年10月10日 状1 刷

5035武蔵野鉄道開設由来記 岩松国士太夫〔吉田筆吉〕 昭和丁亥春〔昭和22年〕 綴1 刷

5036 〔新聞切り抜き「武蔵野鉄道増配内定｣〕 状1 刷

5037 〔新聞切り抜き「武蔵野は上期増配か｣〕 状1 刷

② 西武農業鉄道

5038
食糧増産株式処分経過説明書・食糧増産後配株買受申込
一覧表・念書

西武農業鉄道株式会社・
武蔵野西武食糧増産株式
会社社長 堤康次郎

昭和20年8月23日・同10
月3日

綴1 タイプ

5039 〔車輌見積書 注文請書 東芝訴訟関係〕 東芝車輌株式会社 京成電鉄
昭和20年11月14日・同21
年1月30日・同2月8日

状3 ペン・刷

5040陳情書〔附 西武農業鉄道複線計画略図〕 西武農業鉄道株式会社 昭和20年12月29日 綴1 タイプ

5041
〔資材局長通知〕東芝車輌ニ於ケル資材ニ関スル調査表
〔東芝訴訟関係〕

東芝車輌株式会社
西武農業鉄道株式会社取
締役社長 堤康次郎

昭和21年9月11日 綴1 タイプ

5042 50瓲戦災電気機関車修理要項明細書〔東芝訴訟関係〕 昭和21年9月27日 状2 刷

5043上申書〔東芝訴訟関係〕 昭和21年11月20日 綴1 タイプ

5044上申書〔東芝訴訟関係〕
西武農業鉄道株式会社総
務部長 宮内巌

昭和21年11月25日 綴1 タイプ

5045 〔東芝訴訟 武鉄と東芝の交渉経緯 附 見積書〕 綴1 タイプ

③ 西武鉄道全般

5046準備書面〔瑞穂産業による鉄道路線無償返還請求の件〕
西武鉄道株式会社被告訴
訟代理人

東京地方裁判所 昭和28年3月18日 綴1 タイプ

5047西武鉄道株式会社業務組織表 昭和30年2月16日現在 状1 刷

5048未設電話使用一覧表
西武鉄道株式会社 鬼木
魁

川島喜晴 昭和31年11月5日 綴1 ペン

5049
LIST OF SEIBU RAILWAY COMPANY AND
AFFILIATED COMPANIES 昭和34年12月 冊1 タイプ

5050社債発行目論見書 西武鉄道株式会社 冊6 刷

5051西武系車輌現況表 綴1 刷

5052 〔私鉄各社踏切現況調査〕 昭和36年5月～同39年3月 綴1 刷

5053 〔踏切道交通規制関係警視庁書類〕 警視庁 昭和37年 綴1 コピー

5054西武鉄道三九年以降立体交差計画図 昭和39年2月5日受領 状1 刷

5055西武踏切表 各社別踏切表 昭和39年3月1日現在 状1 刷
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5056
営業報告書〔綴 第73、76～78、80～82、84、86、89～
102回〕

西武鉄道株式会社
昭和24年7月1日～昭和39
年3月31日

綴1 刷

5057第七十六回営業報告書 西武鉄道株式会社
昭和25年10月1日～同26
年3月31日

冊6 刷

5058第99回営業報告書 西武鉄道株式会社
昭和37年4月1日～同9月
30日

冊1 刷

5059第100回営業報告書 西武鉄道株式会社
昭和37年10月1日～同38
年3月31日

冊1 刷

5060第101回営業報告書 西武鉄道株式会社
昭和38年4月1日～同9月
30日

冊1 刷

5061有価証券報告書 昭和38年度上期 西武鉄道株式会社 昭和38年 冊1 刷

5062西武鉄道株式会社 会社の現況 西武鉄道株式会社 昭和26年 冊1 刷

5063会社現況 西武鉄道株式会社 昭和26年8月1日 冊1 刷

5064西武鉄道の現況 昭和26年10月 綴6 刷

5065新入社員教育資料 会社の概要 昭和39年度版 西武鉄道株式会社 昭和39年度 冊1 刷

5066 '76-会社要覧 西武鉄道
西武鉄道株式会社総務部
広報課

昭和51年12月 冊1 刷

5067 '80-会社要覧 西武鉄道
西武鉄道株式会社総務部
広報課

昭和55年9月 冊1 刷

5068 '86-会社要覧 西武鉄道
西武鉄道株式会社総務部
広報課

昭和61年度 冊1 刷

5069教育資料 鉄道の概説 第4版 西武鉄道株式会社 冊1 刷

5070西武鉄道現況 西武鉄道株式会社 綴1 刷

5071会社の現況 西武鉄道株式会社 冊5 刷

5072会社の現況 西武鉄道株式会社 冊1 刷

5073西武鉄道の現況 綴1 タイプ

5074西武鉄道株式会社観光施設見学者名簿 綴1 刷

5075 〔不採用通知下書〕 小島正治郎 昭和33年10月 状2 ペン

5076 〔不採用通知見本〕
西武鉄道株式会社総務部
人事課

昭和33年11月 状1 タイプ

5077 〔不採用通知見本〕 小島正治郎 昭和34年10月21日 状1 タイプ

5078組合員の栞 西武鉄道従業員組合 冊1 刷

5079西友 西武鉄道従業員組合機関紙 昭和27年3月15日 状1 刷

5080
西武〔綴 1～40、堤会長欧米旅行特集号、41～53、55～
70〕

西武鉄道株式会社
昭和33年1月1日～同38年
10月15日

綴1 刷

5081西武〔綴 73、77～84、86～90、92、93号〕 西武鉄道株式会社
昭和39年1月1日～同40年
9月10日

綴1 刷

5082西武5月号第77号 西武鉄道株式会社 昭和39年5月15日 状2 刷

5083西武〔社内誌、no.102〕 西武鉄道株式会社 昭和41年6月 冊1 刷
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5084西武〔社内誌綴、no.107～110、112～117〕 西武鉄道株式会社
昭和41年11月～同42年9
月

綴1 刷

5085西武〔社内誌、no.117〕 西武鉄道株式会社 昭和42年9月 冊1 刷

5086西武〔社内誌綴、no.169・170〕
西武百貨店総務課社内報
係

昭和47年1月・2月 綴1 刷

5087西武ニュース〔綴 223～232、235～239号〕 西武鉄道株式会社観光部 昭和39年5月～同40年9月 綴1 刷

5088西武ニュース〔綴 254～262号〕 西武鉄道株式会社観光部
昭和41年11月～同42年8
月

綴1 刷

5089西武ニュース9〔263号〕《秩父》特集
西武鉄道株式会社観光一
部

昭和42年9月1日 冊4 刷

5090西武ニュース10〔264号〕
西武鉄道株式会社観光一
部

昭和42年10月1日 冊3 刷

5091西武ニュース1〔315号〕
西武鉄道株式会社観光部
宣伝課

昭和47年1月1日 冊1 刷

5092西武鉄道略図 状1 刷

5093西武鉄道沿線案内図 状1 刷

5094西武鉄道沿線案内図 縮尺10万分之1 状2 刷

5095沿線案内〔沿線所在学校記入〕 西武鉄道株式会社 状1 刷

5096沿線案内 西武電車〔パンフレット〕 西武鉄道 昭和35年4月 状1 刷

5097沿線案内〔パンフレット〕 西武電車 状9 刷

5098正丸峠〔パンフレット〕 西武電車 状9 刷

5099
交通経済 第十巻第八号〔｢業界展望録 脱皮しつつある
西武鉄道｣〕

交通経済新聞社 昭和32年11月30日 冊1 刷

5100
バス・タクシー研究 第十巻第二号〔｢躍進西武の方向
小島西武鉄道社長と駒津本誌社長の対談｣〕

東京交通経済社 昭和37年3月25日 冊1 刷

5101
〔新交通 記事切り抜き｢西武保谷判決で波紋 会社側直ち
に上告｣〕

昭和40年3月5日 状1 刷

④ 西武新宿駅建設関係

5102新宿 鈴木喜平氏より預ッた図面(三一、三、一) 昭和31年3月1日 状1 ペン

5103新宿駅乗入 立花次郎案 文章図面 西武鉄道案 図面 昭和31年7月 綴1
タイプ・
刷

5104新宿 三光町道口〔地図〕
新宿区役所土木課四谷出
張所

昭和31年8月 状1 刷

5105新宿譯〔駅〕舎〔図面〕 昭和33年4月 綴1 刷

5106
第三回取締役会議議事録〔ステーションビル経営方針の
件〕

昭和34年11月24日 綴1 タイプ

5107西武新宿駅附近平面図 1/300 鈴木 昭和35年2月1日 状1 刷

5108申立書(案)〔新宿駅ビル私的独占の件〕
公正取引委員会委員長
佐藤基

昭和35年10月 綴1 タイプ
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5109 〔新宿民衆駅建設における要望書〕
新宿区商店連合会会長
飯塚正兵衛 他

堤康次郎 昭和36年7月18日 状1 タイプ

5110申入書〔新宿駅駅舎独占に関する異議申立〕
新宿民衆駅舎運営協力委
員会

株式会社新宿ステーショ
ンビルディング社長 井
野碩哉

昭和36年7月22日 綴1 刷

5111新宿駅舎建設整備に関する請願書
新宿ステーションビル株
式会社創立事務所

綴1 タイプ

5112方針〔および出店対策要項〕 綴1 刷

5113 〔角筈一丁目―東大久保三丁目―西大久保二丁目間地図〕 状1 刷

5114都バス関係新宿線費用明細 状1 ペン

5115西武新宿駅平面図 1/500 状1 ペン

5116新宿駅前 1/100断面図 状1 刷

5117西武新宿駅前広場配置図1/300 状1 刷

⑤ 秩父延線問題

5118地方鉄道敷設免許申請書〔附 同図面〕〔三鷹―秩父間〕 武州鉄道株式会社発起人 昭和34年1月14日 綴1 刷

5119秩父地方開発のための輸送機関の検討 昭和34年9月 綴1 タイプ

5120
武州鉄道株式会社申請の三鷹市―秩父市間鉄道敷設免許
に対し反対の件(案)

西武鉄道株式会社取締役
社長 小島正治郎

昭和35年1月 綴1 タイプ

5121秩父延長線A案B案比較図 昭和35年3月30日〔原図〕 状1 刷

5122
公述申込書〔西武鉄道飯能―秩父・武州鉄道三鷹―秩父
間敷設免許申請事案〕

運輸審議会会長 中島登
喜治

昭和35年5月11日 綴1 タイプ

5123公述申込書〔武州鉄道三鷹―秩父間敷設免許申請事案〕
運輸審議会会長 中島登
喜治

昭和35年5月11日 綴1 タイプ

5124
公述申込書〔西武鉄道飯能―秩父・武州鉄道三鷹―秩父
間敷設免許申請事案〕

〔西武鉄道関係者〕
運輸審議会会長 中島登
喜治

昭和35年5月11日 綴1 タイプ

5125武州鉄道株式会社に対する反対公述書
西武自動車株式会社代表
取締役 中島忠三郎

運輸審議会会長 中島登
喜治

昭和35年5月11日 冊1 刷

5126
武州鉄道株式会社発起人代表申請事案に対する反対公述
書

西武鉄道株式会社 昭和35年5月16日 冊2 刷

5127
武州鉄道株式会社発起人代表申請事案に対する反対公述
書

西武鉄道株式会社取締役
加藤肇

昭和35年5月16日 綴1 刷

5128
吾野―西武秩父間地方鉄道敷設免許申請事案に関する公
述書

西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎

昭和35年5月16日 冊1 刷

5129
武州鉄道株式会社申請三鷹―秩父間地方鉄道免許に対す
る反対公述書

西武鉄道株式会社運輸部
長 三坂佐吉

昭和35年5月16日 綴1 刷

5130
吾野 西武秩父間地方鉄道敷設免許申請事案公述書添付
書類

西武鉄道株式会社 昭和35年5月16日 冊1 刷

5131
基本協定書 甲 西武鉄道株式会社 乙 三菱セメント株式
会社

西武鉄道株式会社 小島
正治郎・三菱セメント株
式会社取締役社長 山中
正夫

昭和35年6月17日 綴1・状1
コピー・
刷
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5132MITUBISHI CEMENT〔パンフレット〕 三菱セメント株式会社 冊1 刷

5133
西武沿線社有地 西武秩父線延長予定線 武州鉄道申請路
線〔地図〕

昭和36年2月28日受 状1 刷

5134秩父〔地図 秩父線武州鉄道関係〕 状1 刷

5135
交通タイムス 第七八三号〔｢奥秩父に噴火する鉄道建設
戦｣〕

昭和35年6月1日 冊1 刷

⑥ 西武鉄道沿線開発

5136
収用裁決執行停止命令申請〔東京都収用委員会の昭和二
十八年六月三十日附土地収用裁決に対する執行停止命令
申請事件〕

西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎 他

昭和28年10月 綴2 タイプ

5137
陳情書 当社所有の土地 東京都中野区上高田二丁目五百
三十五番地外三十三筆を東京都に於て御買上願ひ度く申
請の件

西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎

東京都知事 安井誠一郎 昭和30年6月2日 状13 ペン

5138
〔陳情書〕当社所有の土地 東京都中野区上高田二丁目五
百三十五番地外三十三筆を東京都に於て御買上願い度く
申請の件

西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎

東京都知事 安井誠一郎 昭和30年6月 状9 ペン

5139総括表 36.5.1現在〔西武沿線不動産・宅地調書〕 昭和36年5月1日 綴1 タイプ

5140西武沿線所有地〔地図〕 昭和36年8月19日 状1 刷

5141中央高速道入沿線全体図 昭和36年10月30日〔原図〕 状1 刷

5142総括表 昭和37.6.27〔西武沿線所有不動産面積調査〕 昭和37年6月27日 綴1 刷

5143武蔵野沿線所有地一覧表 状1 ペン

5144土地調書〔西武沿線〕 綴1 タイプ

5145 〔西武〕沿線社有所在一覧図 状2 ペン

5146東京西南部〔西武事業所記入東京西南部地図〕 状1 刷

5147高田馬場駅設計〔図〕 状1 ペン 高田馬場

5148高田馬場設計図 状1 ペン 高田馬場

5149高田馬場駅広場計画図 縮尺千分ノ一 状2 刷 高田馬場

5150西武拝島駅附近路線図 昭和34年5月調 状1 刷 拝島関係

5151国鉄青梅線拝島駅構内附近図(西武上水線延長関係) 昭和35年8月23日〔受領〕 状1 刷 拝島関係

5152国鉄青梅線拝島駅附近公図 昭和36年12月21日受領 状1 刷 拝島関係

5153拝島駅設計図(西武鉄道乗入関係) 縮尺1/500 状1 刷 拝島関係

5154拝島線延長路線地図(土地買収) 状1 刷 拝島関係

5155西武新宿線拝島延長路線図 状1 刷 拝島関係

5156拝島駅附近(五万分)〔地図〕 状1 刷 拝島関係

5157
東京都上井草野球場運営に関する覚書の解消について
〔附 東京都上井草野球場運営に関する覚書〕

東京都教育委員会
西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎

昭和37年3月27日 綴1 刷 上井草球場関係

5158上井草野球場の件回答
西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎

東京都教育委員会 昭和37年3月30日 綴1 タイプ 上井草球場関係

5159上井草野球場の件 中島案
西武鉄道株式会社代表取
締役 小島正治郎

東京都教育委員会 昭和37年3月30日 綴1 ペン 上井草球場関係
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⑦ 写真類

5160西武線沿線の名所・旧跡・遊園地 昭和20年～同30年頃 昭和20年～同30年頃 冊1

5161西武鉄道 小島社長 状1

5162西武鉄道車両 状1

5163 〔国鉄払下予定電車 附 昭和33年度国鉄払下予定電車表〕 昭和32年12月26日 状5

5164 〔風景写真〕 状3 秩父線関係

5165西武新宿ビル〔想像画〕 状1

5166 〔建築物想像画〕 状1 新宿駅関係

伊豆箱根鉄道

① 書類全般

5167
自昭和三十六年四月一日至昭和三十七年三月三十一日
第八十四回営業報告書

伊豆箱根鉄道株式会社 昭和37年5月11日 冊1 刷

5168有価証券報告書 伊豆箱根鉄道株式会社
昭和37年4月1日～同38年
3月31日

冊1 刷

5169
第八十五回営業報告書 自昭和37年4月1日至昭和38年3月
31日

伊豆箱根鉄道株式会社 昭和38年5月11日 冊1 刷

5170 〔伊豆箱根鉄道営業案内〕 昭和35年9月20日 綴1 刷

5171伊豆箱根鉄道株式会社概要書 伊豆箱根鉄道株式会社
昭和34年4月1日～同35年
3月31日

冊1 刷

5172申請中の路線 状1 ペン

5173 〔人事メモ〕 状2 ペン

5174 〔メモ 駿豆大場金太郎色紙依頼の件〕 状1 ペン

5175箱根と伊豆〔パンフレット〕 伊豆箱根鉄道 昭和32年6月1日 冊1 刷

5176 〔第二くらかけ丸 案内冊子〕 日本鋼管株式会社 昭和39年 綴1 刷

5177
国立公園箱根完全回遊 スカイラインコース〔パンフ
レット〕

伊豆箱根鉄道 状7 刷

5178
TO HAKONE FROM TOKYO SIGHT SEEING BUS 東京箱
根間定期観光バス〔パンフレット〕

伊豆箱根鉄道 状1 刷

5179伊豆半島箱根路線図〔チラシ〕 駿豆鉄道株式会社 状3 刷

5180箱根伊豆御案内〔チラシ〕 駿豆鉄道 状11 刷

5181感謝状〔駿豆鉄道静岡ビル施工につき〕 堤康次郎
新三菱重工業株式会社社
長

昭和30年5月17日 状4 ペン

5182
〔伊豆箱根 創刊号～4,6,7,9～16,18～27,29～36,39,41
号〕

伊豆箱根鉄道株式会社総
務部

昭和36年1月1日～同39年
4月1日

綴1 刷
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5183伊豆箱根〔第42,44,47～53,56号〕
伊豆箱根鉄道株式会社総
務部

昭和39年5月1日～同40年
6月1日

綴1 刷

5184
38年伊豆箱根鉄道関係〔含 日刊交通特報 昭和29年4月
19日・スクラップブック〕

昭和38年 綴1 刷

5185
バス研究第四巻第三号〔｢湯本から石垣山附近 駿豆鉄道
野坂八重子｣〕

バス研究社 昭和32年3月1日 冊1 刷

5186
バス研究第四巻第六号〔｢箱根に生きる人 伊豆箱根鉄道
株式会社社長大場金太郎｣「バス界風雲録｣〕

昭和32年8月30日 冊1 刷

② 新幹線用地問題

5187
〔伊豆箱根鉄道所有長泉村下土狩〕新幹線用地の譲受け
について

日本国有鉄道静岡幹線工
事局長 坂本貞雄

伊豆箱根鉄道株式会社社
長 大場金太郎

昭和37年3月30日 綴1 刷

5188国鉄新幹線の下土狩線横断について〔要望事項メモ〕 昭和38年4月5日 状1 ペン

5189下土狩線建設費概算 状1 ペン

5190新幹線(下土狩線)経緯について 綴1 刷

5191土狩線と新幹線との取合関係図〔メモ〕 状1 ペン

5192
小田原駅の改札口を統合ホーム上に移転、検札業務をな
した場合の利点について

大雄山運輸事務所 田中
貞太郎

状1 タイプ

5193
岩原停留場と塚原駅を統合列車交換設備及駅舎新設の御
願い

大雄山運輸事務所 田中
貞太郎

状1 タイプ

5194大雄山線月別収入増減表
大雄山運輸事務所 田中
貞太郎

状1 ペン

5195長泉3〔地図〕 中庭測量株式会社 昭和34年11月測図 状1 刷

5196
〔岩原駅塚原駅統合・わだがはら～山北申請準備中バス
路線関係地図〕

状1 刷

5197
東海道幹線熱海附近 九三K九二〇Mから九六K六〇〇Mま
で線路平面図 縮尺二千五百分の一

状1 刷

5198土狩線附近平面図 縮尺二万五千分の一 昭和35年10月 状1 刷

5199伊豆箱根下土狩 新幹線 立体交叉関係〔断面図〕 状1 ペン

5200 〔下土狩線を横断する新幹線関係の断面図〕 状1 刷

5201 〔下土狩線略図・縦断面図〕 状1 刷

③ 写真類

5202 〔十国ケーブルカー開放〕 昭和30年10月 状3

5203台風22号伊豆箱根駿豆線災害状況写真 昭和33年9月26日 状17

5204 〔くらかけ丸関係〕
昭和36年7月18日・同10
月1日

状6

5205 〔伊豆箱根鉄道株式会社にて〕
伊豆箱根鉄道株式会社総
務部庶務課

堤事務所 昭和38年4月1日 状11

5206伊豆箱根丸 伊豆箱根鉄道 状1

5207伊豆箱根〔伊豆箱根鉄道の諸施設・乗物〕 状72
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5208来の宮 鉄道用地資料 状13

5209国鉄新幹線 下土狩線 大雄山線関係 状10

5210 〔伊豆箱根自動車道〕 状1

近江鉄道

① 書類全般

5211おうみ 1965 近江鉄道株式会社［'65新年号～'65/9］ 近江鉄道株式会社 昭和40年1月～同9月 綴1 刷

5212昭和36年度 第129回営業報告書 近江鉄道株式会社 昭和37年5月 冊2 刷

5213昭和37年度 第130回営業報告書 近江鉄道株式会社 昭和38年5月 冊2 刷

5214
西武事業集資料〔近江鉄道株式会社概要及び営業の状
況〕

近江鉄道株式会社 昭和36年2月作成 綴1 刷

5215近江鉄道株式会社沿革 冊1 刷

5216近江鉄道傍系会社一覧表 昭和39年3月17日現在 状2 刷

5217滋賀県内所有地及借地一覧表 近江鉄道株式会社工務課 昭和36年5月30日 綴1 刷

5218滋賀県下当社関係買収地概要 昭和36年8月1日調査 状1 刷

5219譲渡契約証書〔水口自動車買収の件〕

水口自動車有限会社代表
役員 伴野第三・近江鉄
道株式会社代表取締役
山本広治

昭和34年12月23日 綴1 タイプ

5220彦根・貴生川間近江鉄道線貨物通過連絡に関する請願書 昭和38年 綴1 刷

5221鑑定書 犬上ダム地帯共有林の件 中村弁護士鑑定書
弁護士 中村弥三次・同
中島忠三郎

昭和31年1月12日 冊1 タイプ

5222契約書〔滋賀県高島郡マキノ町土地売買の件〕 昭和34年9月 綴1 タイプ

5223 〔高島町開拓地図及び同地域面積表〕 昭和39年1月28日 状2 刷

5224浜大津利用計画図 状1 刷

5225大瀧村外五箇町村山林組合資料 冊1 タイプ

5226海津大崎附近図 状1 刷

5227電車時刻表 近江鉄道 昭和35年6月1日改正 状1 刷

5228近江鉄道株式会社〔パンフレット〕 状1 刷

5229伸びゆく 近江鉄道〔パンフレット〕 近江鉄道株式会社 冊2 刷

5230飛躍する近江鉄道〔パンフレット〕 状1 刷

5231近江鉄道沿線観光案内〔パンフレット〕 状1 刷

5232沿線案内〔近江鉄道パンフレット〕 近江鉄道 状2 刷

5233沿線案内〔近江鉄道パンフレット〕 近江鉄道 冊1 刷

5234近鉄友の会〔パンフレット〕 状1 刷

5235比叡登山自動車道路建設概要図 綴1 刷

5236比叡山ドライブ・ウェイ(自動車道)〔地図記入〕 状1 刷

5237比叡山ドライブウェイ〔パンフレット〕 比叡山自動車株式会社 状1 刷
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5238近江路めぐり〔パンフレット〕
彦根米原多賀観光連絡協
議会

冊1 刷

5239近江路へ〔パンフレット〕 状1 刷

5240琵琶湖随一の絶景 賤ヶ岳〔パンフレット〕 近江鉄道 状2 刷

5241びわ湖へ 賤ヶ岳へ 御案内〔パンフレット〕 彦根港 橋本汽船 状1 刷

5242賤ヶ岳〔パンフレット〕 近江鉄道 状1 刷

5243賤ヶ岳〔パンフレット〕 近江鉄道 状1 刷

5244多賀大社〔パンフレット〕 近江鉄道 状1 刷

5245多賀大社〔パンフレット〕 近江鉄道 状2 刷

5246永源寺〔パンフレット〕 近江鉄道 状1 刷

5247永源寺〔パンフレット〕 近江鉄道 状2 刷

5248虹鱒おどる 醒ヶ井養鱒場〔パンフレット〕 近江鉄道 状1 刷

5249虹鱒おどる 醒ヶ井養鱒場〔パンフレット〕 近江鉄道 状1 刷

5250
周遊券指定観光地 醒ヶ井養殖場、多賀大社、永源寺
〔パンフレット〕

近江鉄道 状1 刷

5251観光の近江八幡〔パンフレット〕 状1 刷

5252八幡山ロープウェイ〔パンフレット〕 近江鉄道 状1 刷

5253箱館山〔パンフレット〕 状1 刷

5254箱館山スキー場〔パンフレット〕 状2 刷

5255
楽しい旅は日帰りのできる秋の近江鉄道沿線へ！〔チラ
シ〕

状1 刷

5256秋の野山へ……一家揃ってハイキング!!〔チラシ〕 近江鉄道 状2 刷

5257秋の行楽は!! 近江鉄道沿線へ!!〔チラシ〕 近江鉄道株式会社 状4 刷

5258
秋は紅葉を追って 紅鱒おどる醒ヶ井養鱒場 紅葉の名所
永源寺〔チラシ〕

近江鉄道 状2 刷

5259
36年近江鉄道関係 ドライブウェイ・バス他〔スクラッ
プブック〕

昭和36年 綴1 刷

5260 38年近江鉄道関係〔スクラップブック〕 昭和38年 綴1 刷

5261
近鉄関係 昭和三十九年〔紙名不明「近江鉄道森田代表
初記者会見」新聞切り抜き〕

昭和39年 綴1 刷

5262
交通タイムス第八三五号〔｢近江鉄道、事業分野の拡張
に意欲｣〕

昭和39年10月1日 冊1 刷

② 新幹線建設問題

5263 〔近江鉄道・国鉄間新幹線建設問題関係書類綴〕 昭和35年～同36年 綴1 刷

5264東海道新幹線を貴社線と並行し建設することについて
日本国有鉄道大阪幹線工
事局長 高橋好郎

近江鉄道株式会社代表取
締役 山本広治

昭和36年7月12日 綴2 刷

5265
陳情書〔近江鉄道に密接して新幹線を建設しないよう陳
情の件〕

近江鉄道株式会社 昭和36年7月17日 綴2 刷

5266契約書〔近江鉄道・国鉄間新幹線建設問題関係契約書〕 近江鉄道・国鉄 昭和36年12月15日 状1 刷
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5267
昭和37年12月15日付契約書附属覚書〔近江鉄道・国鉄間
新幹線建設問題関係覚書〕

近江鉄道・国鉄 昭和36年12月15日 状1 刷

5268土地代金請求書〔金額記載なし〕 状1 刷

5269補償金請求書〔金額記載なし〕 状1 刷

5270
東海道新幹線 大阪幹線工事局管内線路平面図(その一)
縮尺二万五千分ノ一

状1 刷

5271 〔性格不明 設計図〕 状1 刷

5272
運輸ジャーナル 127号〔｢政商に蝕まれる国鉄新幹線 会
計検査院も驚く｣〕

交通政策調査会 昭和38年2月10日 状1 刷

5273
毎日新聞 昭和38年3月13日〔｢“車窓のながめ”に補償―
東海道新幹線で社党追及―｣〕

毎日新聞社〔東京〕 昭和38年3月13日 状1 刷

5274
日本経済新聞 昭和38年3月13日〔｢景色代に一億円補償
衆院運輸委 東海道新幹線で追及｣〕

日本経済新聞東京本社 昭和38年3月13日 状1 刷

5275
毎日新聞 昭和38年3月14日〔｢“車窓のながめ”に補償
野党国会で追及 新幹線で近江鉄道に｣〕

昭和38年3月14日 状1 刷

5276
朝日新聞 昭和38年3月14日〔｢国鉄が“景色補償”新幹
線で近江鉄道へ｣〕

朝日新聞東京本社 昭和38年3月14日 状1 刷

5277
朝日新聞 昭和38年3月14日〔｢“景色の損料”に補償1億
円 新幹線が並行に走る近江鉄道へ｣〕

朝日新聞大阪支社 昭和38年3月14日 状1 刷

5278
中部日本新聞 昭和38年3月14日〔｢不当なら返還求める
近江鉄道の景色補償｣〕

中部日本新聞社 昭和38年3月14日 状1 刷

5279近江鉄道の緊急問題に就て 会長 堤康次郎 昭和38年3月19日 綴6・状13 ペン・刷

5280
交通経済情報 283号〔｢交通革命が生んだ一私鉄の悲劇
―国鉄、近江鉄道をめぐる補償問題を探る―｣〕

交通経済社 昭和38年3月22日 綴1 刷

5281
交通経済情報 284号〔｢交通革命が生んだ一私鉄の悲劇
―国鉄の近江鉄道に対する補償問題を探る―｣〕

交通経済社 昭和38年3月26日 綴1 刷

5282
サンデー毎日 3月31日号〔｢この景色1億円ナリ？(国鉄
のヘンな新幹線補償)｣〕

毎日新聞社 昭和38年3月31日 冊1 刷

③ 琵琶湖観光開発

5283長浜―竹生島―今津定期航路申請概要 昭和33年10月2日 状1 ペン

5284契約書〔中村遊船株式買収の件〕
中村岡造、近江鉄道株式
会社代表取締役 山本広
治

昭和34年11月7日 冊1 タイプ

5285
浜大津埋立地丈量図 大津市三保ヶ崎町地先 S=1/600
〔中村遊船関係〕

状1 刷

5286びわ湖へ サークラインコース〔パンフレット〕 浜大津港 中村遊船 状1 刷

5287びわ湖へ〔パンフレット〕 浜大津港 中村遊船 状1 刷

5288琵琶湖 ビーチコース周遊バス〔パンフレット〕 近江鉄道 冊1 刷

5289びわ湖へ 楽しい船旅! 湖南航路〔パンフレット〕 状2 刷
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5290びわ湖めぐり 遊覧船の御案内〔パンフレット〕
彦根市彦根港 橋本汽船
株式会社

状1 刷

5291びわ湖めぐり〔チラシ〕
彦根市彦根港 橋本汽船
株式会社

状1 刷

④ 近江鉄道バス

5292 〔近江鉄道バス路線延長免許申請関係書類綴〕 昭和34年 綴1 刷

5293京滋急行線免許申請概要 近江鉄道株式会社 昭和34年3月 冊1 刷

5294近江バス京都乗入申請線略図 近江鉄道株式会社 状1 刷

5295
近江鉄道申請・定期バス京都市内乗入線の免許促進かた
懇請の要旨

近江鉄道株式会社 昭和35年 綴1
タイプ・
刷

5296
陳情書 近江鉄道株式会社申請の大津―京都間バス路線
の設定を即時免許され沿線住民の熱望に応えられたく陳
情の件

大津市長 上原茂次 運輸大臣 樽橋渡 昭和34年12月 冊1 タイプ

5297陳情書 近江鉄道バス京都乗入の件 近江鉄道株式会社
運輸大臣 小暮武太夫・
運輸審議会々長 青柳一
郎

昭和36年2月 冊1 刷

5298
陳情書 当社申請にかかる定期バス京都市内乗入れ案件
の免許促進について再々度緊急懇請の件

近江鉄道株式会社
運輸審議会々長 青柳一
郎

昭和36年4月3日 冊1 刷

5299
陳情書 近江鉄道申請の滋賀県下―京都市内間定期バス
の御免許促進かた陳情の件

滋賀県六市々長会
運輸審議会会長 青柳一
郎

昭和36年6月15日 冊2 刷

5300
陳情書 当社申請にかかる大津～京都間路線延長免許申
請に関し、当社の最終的決意を披瀝し早急免許の御勇断
を仰ぎたく緊急具申の件

近江鉄道株式会社 運輸大臣 小暮武太夫 昭和36年6月15日 冊1 刷

5301陳情書〔大津・京都間バス路線免許陳情関係書類綴〕 近江鉄道株式会社 昭和36年 綴1 刷

5302
近江鉄道バス・京都乗入お願いの要点 近江鉄道申請・
定期バス京都市内乗入線の免許促進かた緊急懇請の要旨

近江鉄道株式会社 昭和36年 綴2 タイプ

5303近鉄・バス路線図 昭和32年8月 状1 刷

5304バス路線図 近江鉄道株式会社 状1 刷

5305 〔近江鉄道〕バス路線図 状1 刷

5306名神高速道路インターチェンジ・バスストップ図 自動車道課 昭和37年9月3日 状1 刷 名神高速関係

5307名神高速自動車道免許申請の概要 近江鉄道株式会社 冊1 刷 名神高速関係

5308
一般乗合旅客自動車運送事業運賃及び料金設定認可申請
書

近江鉄道株式会社 昭和38年1月10日 冊1 刷 名神高速関係

5309一般乗合旅客自動車運送事業(路線変更)経営免許申請書 近江鉄道株式会社 昭和38年1月10日 冊1 刷 名神高速関係

5310ハイウェー時代と近江鉄道高速バス〔パンフレット〕 近江鉄道株式会社 冊2 刷

5311京都大阪奈良 近江鉄道観光バス〔パンフレット〕 状2 刷

5312きんき 観光の栞 近江鉄道観光バス〔パンフレット〕 状1 刷

5313
近鉄特報!! 10月1日より国道急行バス時刻改正 増回運
転〔チラシ〕

状3 刷
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5314
5月22日運転開始近江今津―米原間直通バス開通〔チラ
シ〕

近江鉄道 状3 刷

⑤ 愛知川事業所

5315愛知川砂利線平面図 昭和28年10月21日現在 状1 刷

5316愛知川事業場平面略図〔砂利採取用図〕 昭和33年7月10日調 状1 刷

5317愛知川事業所ブロック工場平面図 M. Bando 昭和34年7月 状1 刷

5318
御幸橋上流実測平面図(五千分ノ一）断面図(二千及二百
分ノ一）

近江鉄道株式会社工務課 昭和34年9月23日 状1 刷

5319愛知川春日橋上下流平面図(三千分ノ一) 昭和35年2月 状1 刷

5320砂利採取許可証〔愛知川〕 滋賀県知事 谷口久次郎 近江鉄道株式会社 昭和35年5月12日 綴1 刷

5321愛知川事業所砕石生産工程〔図面〕 愛知川事業所 昭和35年6月8日現 状1 刷

5322愛知川事業所第二プラント綜合組立図 昭和35年11月 状1 刷

5323
昭和三十五年度 愛知川に於ける砂利組合採取区域表(一
般)

状1 刷

5324近江鉄道愛知川事業所工場施設全般図 状1 刷

5325愛知川事業所平面図〔砂利採取用〕 状1 刷

5326愛知川事業所平面略図(土地所有) 状1 刷

5327愛知川事業所一般配置図 状1 刷

5328砂利採取位置図 状1 刷

⑥ 真珠養殖事業

5329
滋賀県高島町近江鉄道真珠養殖所 乙女ヶ池実測図 縮尺
六百分之一

状1 刷

5330乙女池真珠養殖事業計画 綴1 刷

5331 〔琵琶湖に面した民家間取図〕 状1 刷

5332高島真珠養所 乙女ヶ池〔地図記入〕 状1 刷

5333大溝町乙女池図面 状3 刷

5334 〔工場・寄宿舎図〕 綴1 刷

5335漁場見取図〔江若鉄道大溝駅近辺〕 状1 刷

⑦ 都乃荘

5336京都 都之荘什器備品調書 京都 都乃荘 昭和35年8月 綴1 ペン

5337京都 都乃荘平面図 近江鉄道工務部 昭和38年2月25日 状1 刷

5338料理旅館都乃荘配置図 縮尺参百分之一 状1 刷

5339京都「都乃荘」物件目録 綴5
タイプ・
刷

5340都の荘土地建物について 状2 刷

5341 〔都の荘周辺土地一覧〕 綴1 刷

5342割烹旅館都乃荘〔パンフレット〕 状1 刷

⑧ 写真類
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5343
近江鉄道〔箱館山ロープウェイ・スキー場・伊吹山・バ
ス・電車・賤ヶ岳・タクシー・高島真珠・橋本汽船・浜
大津中村遊船〕

状89

5344箱館山スキーリフト 状6

西武化学工業

① 尼崎肥料関係

5345
国産ノ低品位燐鉱ヲ原料トスル燐酸アンモニア(燐安)ノ
製造並二ソノ使用ニ依ル靭皮繊維ノ精練ト廃液ノ肥料化

西武農業鉄道株式会社
堤康次郎

昭和20年11月11日 綴1 刷

5346歎願書
尼崎肥料株式会社常務取
締役 川島喜晴

通商産業大臣 稲垣平太
郎

昭和25年1月25日 綴2 タイプ

5347歎願書
尼崎肥料株式会社常務取
締役 川島喜晴

通商産業大臣 横尾龍 昭和25年11月 綴3 タイプ

5348
肥料用燐安の使用による桑皮の精練と高度化学肥料の製
造について

綴2
ペン・タ
イプ

5349
肥料用燐安で桑皮を処理し強い繊維を採ると共に使用後
の液から高度の化学肥料をつくる方法に就て

綴3 タイプ

5350会長殿伝記収集資料〔大阪工場の件〕 綴1 刷

5351硫化鉄鉱及燐鉱石関係 同和鉱業〔メモ類〕 状2 ペン

5352罹災証明願(四部)
尼崎肥料株式会社 常務
取締役 川島喜晴

尼崎市長 六島誠之助 昭和25年9月 状6 刷 台風罹災関係

5353颱風被害燐鉱石問題顛末書 尼崎肥料株式会社 綴3 タイプ 台風罹災関係

5354
〔ジェーン台風により罹災した肥料配給公団所有尼ヶ崎
肥料会社工場預り保管中の過燐酸石灰の問題について〕

綴1 タイプ 台風罹災関係

5355大蔵省管財局長 内田常雄氏への説明材料 状4 ペン 台風罹災関係

5356和解の条件 国・尼崎肥料株式会社 状4 刷 台風罹災関係

② 朝日化学肥料関係

5357
日本ニッケル社員諸君に告ぐ〔中江副社長復職運動の
件〕

堤康次郎 昭和22年11月28日 状1 刷

5358鉱山ニ関スル引継書 朝日化学肥料株式会社 昭和26年6月14日現在 綴1 刷

5359 〔不採用通知見本〕
朝日化学肥料株式会社代
表取締役 森田重郎

昭和34年10月21日 状1 タイプ

5360
朝日化学肥料株式会社埼玉工場・日本ニッケル株式会社
埼玉工場建物配置図 縮尺六百分之壱

昭和30年3月10日 状1 刷

5361
朝日化学肥料株式会社埼玉工場・日本ニッケル株式会社
埼玉工場建物配置図 縮尺六百分之壱

製造部生産課工作係 昭和31年9月18日 状1 刷

5362工場配置図
朝日化学肥料株式会社埼
玉工場

昭和33年4月22日 状1 刷

5363速日鉱山〔地形図〕 状1 刷
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③ 西武化学工業関係

5364
第27期 営業報告書 昭和38年1月1日から昭和38年6月30
日まで

西武化学工業株式会社 昭和38年8月 冊1 刷

5365本社業務分掌規定 西武化学工業株式会社 昭和35年9月1日 綴1 刷

5366西武化学工業の近況(36.1.10) 昭和36年1月10日 綴9 刷

5367製紙工場建設計画書 〔西武化学工業〕 昭和36年1月20日 綴2 刷

5368西武化学工業株式会社長期(5ヶ年)事業計画の概要 昭和36年3月1日 綴10 刷

5369西武化学工業株式会社総括職制表 昭和39年3月2日現在 状1 刷

5370西武化学工業株式会社職制表 昭和39年3月2日現在 綴1 刷

5371西武化学ニュース〔No.4～7，10，11〕 昭和39年6月～同40年9月 綴1 刷

5372西武化学ニュース〔綴 No.18～22〕 西武化学工業株式会社
昭和42年1月10日～同8月
25日

綴1 刷

5373西武化学ニュース 目標達成運動特集号 No.22 西武化学工業株式会社 昭和42年8月25日 冊1 刷

5374西武化学ニュース No.23 西武化学工業株式会社 昭和42年9月30日 冊2 刷

5375会社ご案内〔パンフレット〕 西武化学工業株式会社 冊8 刷

5376会社ご案内〔パンフレット〕 西武化学工業株式会社 冊2 刷

5377ニホンパイル〔パンフレット〕 西武化学工業株式会社 冊2 刷

5378ニホンパイル〔パンフレット〕 西武化学工業株式会社 冊7 刷

5379ミガキ棒鋼用鋼材〔パンフレット〕 西武化学工業株式会社 冊8 刷

5380鋼材と線材〔パンフレット〕 西武化学工業株式会社 冊1 刷

5381
米国産白色レグホーン ハンセンのご紹介〔パンフレッ
ト〕

西武養鶏場 冊2 刷

5382会社概要書 三笠飲料株式会社 昭和38年5月 冊1 刷

5383 Coca-Cola〔パンフレット〕 三笠飲料株式会社 状1 刷

5384
実業界 第一七二号〔｢異色的な総合経営めざす西武化学
工業｣〕

実業通信社 昭和36年2月1日 冊1 刷

④ 多田山開発その他

5385多田グリーンランド(仮称)建設 目論見書 昭和36年1月 冊4 刷

5386川西市多田院新田の合計表 昭和35年6月16日 綴1 刷

5387登記簿抄本〔及び多田神社責任役員一覧〕 神戸地方法務局伊丹支局 昭和35年6月25日 綴1 刷

5388 Inagawa Valley NATURAL PARK〔パンフレット〕 猪名川渓谷自然公園協会 状3 刷

5389多田山林調査図〔多田山公図〕
大阪工場不動産係 木下
登

昭和35年6月作製 状2 刷

5390多田院附近略図(公図)
大阪工場不動産係 木下
登

昭和35年9月1日 状1 刷

5391多田附近図 1/50000 昭和35年10月30日〔原図〕 状1 刷

5392多田山林相図 昭和36年7月10日現在 状1 ペン

5393多田山地形図 昭和36年7月27日受 状1 刷
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5394多田山公図(コンター入り) 昭和37年5月2日受 状1 刷

5395多田山公図
西武化学工業(株)大阪工
場

昭和37年5月2日受 状1 刷

5396多田山航空図面 西武化学工業株式会社 昭和37年10月25日 状1 刷

5397
尼崎都市計画事業 尼崎市災害復興土地区画整理一般確
定図 縮尺壱千五百分之〔一〕

昭和32年6月7日現在 状1 刷

5398朝日化学肥料株式会社大阪工場図面(ゴルフ場) 昭和32年12月1日作成 状1 刷

5399尼ヶ崎市初島地区全図 縮尺壱千弍百分之壱 昭和32年12月1日作成 状1 刷

5400宝塚伊丹市所在池および沼地の図面説明書 昭和35年4月8日 状4
刷・タイ
プ

5401 〔川西・宝塚・伊丹市辺 事業地記入地図〕
大阪工場業務部事業課不
動産係 木下

昭和35年6月16日 状1 刷

5402宝塚宅地造成計画図 朝日化学肥料株式会社 昭和33年9月25日 状1 刷

5403 〔川西市周辺地図複写版〕 状1 コピー

5404大阪地区全体図 昭和31年6月30日〔原図〕 状1 刷

⑤ 写真類

5405宮崎県東臼杵郡北郷村尼崎肥料株式会社速日鉱業所 状1

5406ジェーン台風被害状況写真 尼崎肥料株式会社 昭和25年9月3日 状9

5407ジェーン台風ニ依ル被害状況写真 尼崎肥料株式会社 昭和25年9月12日 状19

5408ジェーン台風 西武化学 状25

5409朝日化学会長 朝日化学ゴルフ場
昭和34年3月30日～4月1
日

状6

5410西武化学工業大阪工場 昭和36年4月8日 状5

西武百貨店

① 書類全般

5411第37期 営業報告書 株式会社西武百貨店 昭和33年9月17日 冊1 刷

5412第38期 営業報告書 株式会社西武百貨店 昭和34年3月17日 冊1 刷

5413第39期 営業報告書 西武百貨店 昭和34年9月18日 冊1 刷

5414第42期 営業報告書 西武百貨店 昭和36年3月22日 冊1 刷

5415第45期 営業報告書 西武百貨店 昭和37年9月7日 冊1 刷

5416第46期 営業報告書 西武百貨店 昭和38年3月8日 冊1 刷

5417第47期 営業報告書 西武百貨店 昭和38年9月10日 冊1 刷

5418第4期 営業報告書 西武ストアー 昭和35年5月16日 冊1 刷

5419西武コーポレーション設立計画書
西武鉄道株式会社(株)西
武百貨店

昭和34年8月10日 冊1 刷

5420 TELEX Seibu. Corp. 昭和34年～同35年 綴1 タイプ

5421都内各店坪数、従業員一覧表(3月末日現在) 昭和32年4月16日調 状2 ペン
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5422 (社外秘)西武百貨店 並びに関係会社一覧表 昭和38年3月25日現在 綴1 刷

5423西武流通グループ各社規模一覧表 西武系企業一覧表 西武百貨店 昭和39年4月11日・12日 状4・綴1
タイプ・
コピー

5424投資計画一覧表〔メモ書〕 昭和38年9月13日 状1 ペン

5425 (株)西武百貨店組織図 昭和44年3月1日付 状1 刷

5426社員名簿、百貨店組織図(45年2月期) 綴1
刷・タイ
プ

5427西興会会員名簿 状22 刷

5428関西地区顧客名簿 株式会社西武百貨店 昭和36年1月1日 冊1 刷

5429経歴書 株式会社西武百貨店 冊1 刷

5430農林年金法一部改正に関する報告書 百貨店・三島 山本常務 綴1 ペン

5431 〔飲料水試験結果〕
株式会社西武百貨店商品
管理課商品検査係

綴2 ペン・刷

5432 〔西武百貨店 東京プリンスホテルとの取引意見書〕 綴1 刷

5433百貨店位置図 縮尺六千分之一 状1 刷

5434西武百貨店第7期工事〔平面図〕 状1 刷

5435西武百貨店第全期工事設計図 西武鉄道株式会社工務課 昭和31年6月・7月 状6 刷

5436百貨店売上〔西武池袋店・三越池袋店・西部沼津店〕 統計管理課長 安藤太郎
昭和32年10月1日～同11
月19日

状2 ペン

5437 〔百貨店売上高調査書〕 昭和38年12月～39年1月 綴1 ペン

5438 〔西武、白木屋売上高メモ〕 状1 ペン

5439 〔各百貨店5月売上実績〕 状1 刷

5440都内百貨店6月売上実績 状1 ペン

5441 C百貨店〔｢高宮先生の本より」林順一執筆分〕 昭和36年3月18日 綴1 コピー

5442 〔名簿 西武百貨店〕
状10・綴
47

ペン

5443
'64西武に新風を送る  西武百貨店西武ストアー新入社
員一覧

西武百貨店 西武スト
アー

昭和39年 冊1 刷

5444
〔西武百貨店社員募集書類一式 要項・志願書・はがき・
パンフレット〕

〔西武百貨店〕 昭和42年 冊1・状3 刷

5445社員ハンドブック 西武百貨店 綴1 刷

5446入社を希望される皆さまへ 西武百貨店のしおり 冊13 刷

5447労働協約(付属諸規定)
株式会社西武百貨店 西
武百貨店従業員組合

冊1 刷

5448 〔西武百貨店不採用通知見本〕 堤清二 昭和34年10月21日 状1 タイプ

5449誓約書 履歴書用紙〔西武百貨店就職用書類〕 状17 刷

5450 〔西武鉄道株式会社宛〕人物推せん調書用紙 綴16 刷

5451 〔就職関係書類綴〕 三好喬平 昭和41年 綴2・状1 ペン・刷

5452
西武百貨店流通グループのすべて 1964.2〔パンフレッ
ト〕

西武百貨店 総務部 かた
ばみ編集室

昭和39年3月1日 冊1 刷
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5453コアラ＝(100万円住宅)発売の主旨 綴1 刷

5454
三井信託と西武がおくる夢のハウジング・プランNo.2
土地と住宅の分譲〔パンフレット〕

冊1 刷

5455
住まいのビジョンがきまった100万円ハウス＝コアラ誕
生！〔パンフレット〕

状1 刷

5456
SEIBU DEPARTMENT STORE, LTD. TOKYO/JAPAN〔パ
ンフレット〕

冊2 刷

5457
Sears シアーズ カタログセールスカウンター オープン
特別号

西武百貨店人事部 西友
ストアー企画室

昭和48年9月7日 状1 刷

② 火災関係

5458西武百貨店火災による見舞品概要 西武鉄道株式会社 昭和38年8月26日 状1 ペン

5459見舞品受付簿  西武化学工業扱分 昭和38年8月27日 綴1 刷

5460出火御見舞名簿 38.8.22〔附 御見舞名刺〕 会長室 昭和38年8月22日 冊1 ペン

5461西武百貨店出火見舞名簿 国土計画興業株式会社 綴1 コピー

5462来訪者No.1八月二十八日鉄道総務課にて礼状発信済の分 綴1 刷

5463 No.2来訪者 礼状発信済の分 綴1 刷

5464 〔署名簿〕 冊1 墨

5465 〔電話・来訪者・見舞状別百貨店火災見舞者名簿〕 状24・綴2 ペン

5466見舞状〔名簿・住所綴〕 綴1 刷

5467 〔見舞企業・見舞品メモ〕 状2 コピー

③ ロサンゼルス支店

5468ロス西武着工以前(A) 百貨店ロス進出に関する準備 綴1
刷・タイ
プ

5469ロス西武着工以前(B) ロス土地購入の件 堤康次郎事務所 昭和34年 綴1
刷・タイ
プ

5470
ロス西武着工後 ①新聞スクラップその他 ②決議 ③現
況報告

綴1
刷・タイ
プ

5471ロスアンゼルス支店の営業方針について 昭和39年1月25日 綴1 コピー

5472謹賀新年 昭和三十八年元旦〔署名簿〕
米国西武百貨店従業員一
同

堤会長 昭和38年1月1日 冊1 ペン、墨

5473輸出理由書〔ロス市長贈呈 阿弥陀如来像〕
西武鉄道株式会社 会長
室

横浜税関長 崎谷武男 〔昭和37年〕2月1日 状4 タイプ

5474古美術品輸出鑑査証明について(申請) 堤康次郎 代行川口国彦
文化財保護委員会事務局
長 清水康平

昭和37年2月3日 綴1 コピー

5475輸出承認申請書〔阿弥陀如来像〕
西武鉄道株式会社 会長
室

横浜税関長 崎谷武男 昭和37年2月19日 状1・綴1 タイプ

5476 〔阿弥陀如来像 ロス市長贈呈 輸送関係書類〕 昭和37年3月1日 状4 タイプ

5477阿弥陀如来像(彫刻としての解説)〔日本文・英文〕 状9・綴2
ペン・タ
イプ
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5478阿弥陀如来〔についての概説〕 状3 ペン

5479
実業界 第一七七号〔｢ロサンゼルス支店開設に思う 西
武百貨店代表取締役 堤清二｣〕

昭和36年7月1日 冊1 刷

5480週刊公論 7月10日号〔｢アメリカに殴り込む西武｣〕 昭和36年7月10日 冊1 刷

5481
財界 第十巻第三号〔｢西武ロサンゼルス店を開く堤清
二｣〕

昭和37年2月15日 冊1 刷

5482
経済新論 第七巻第五号〔｢ロス市の「カギ」を贈られた
堤康次郎氏｣〕

昭和37年5月1日 冊1 刷

5483財界 第十巻第九号〔｢日本ブームに乗る西武ロス店｣〕 昭和37年5月15日 冊1 刷

5484
週刊新潮 5月21日号〔｢米人に選ばせた日本商品 西武ロ
ス店二ヵ月の成功｣〕

昭和37年5月21日 冊1 刷

5485
経済新論 第七巻第十二号〔｢独立独歩の経営者たち｣｢順
調な歩みを続ける西武ロス店｣｢佐藤栄作氏の帰国歓迎会
開かる｣〕

昭和37年12月1日 冊1 刷

④ スクラップブック・雑誌記事

5486
34年西武百貨店関連(屋上ヘリ、ロス進出、中元歳暮、
浜松、芝ゴルフ)〔スクラップブック〕

昭和34年 綴1 刷

5487 38年西武百貨店記事〔スクラップブック〕 昭和38年 綴1 刷

5488 39・40年西武百貨店〔スクラップブック〕 昭和39～40年 綴1 刷

5489
オールトピックス 第五巻第六号〔｢大臣の首をはねた
男」池袋西武百貨店拡張工事紛争関係〕

昭和34年6月1日 冊1 刷

5490
新婦人 第十四巻第八号〔｢文化と娯楽を供給するデパー
ト建設へ 西武百貨店の若き経営者堤清二｣〕

昭和34年8月1日 冊1 刷

5491
サンデー毎日 4月3日号〔｢新入社員飼育法｣　西武百貨
店関係〕

昭和35年4月3日 冊1 刷

5492
週刊朝日 9月25日号〔｢西武百貨店 全館完成一周年記
念｣〕

昭和35年9月25日 冊1 刷

5493
実業界 第一八〇号〔｢業界千夜一夜｣「消費ブームの花
形 賑わうデパート拡張合戦｣〕

昭和36年10月1日 冊1 刷

5494週刊文春 10月6日号〔｢デパートの乱 新宿の陣｣〕 昭和36年10月16日 冊1 刷

5495
財界 第十巻第一号〔｢新進「西武」に追いまくられて」
西武百貨店関係〕

昭和37年1月1日 冊1 刷

5496
サンデー毎日 1月21日号〔｢西武百貨店と森下仁丹 若さ
とアイデアの二代目経営者｣〕

昭和37年1月21日 冊1 刷

5497
政経人 第九巻第五号〔｢経営者が抱く我が商法」堤西武
店長の商法に関して〕

昭和37年5月1日 冊1 刷

5498
新経済 第三巻第十一号〔｢産業経済界の繁栄を担う優秀
経営者の群像 西武百貨店会長堤康次郎氏｣〕

昭和37年11月20日 冊1 刷

5499
新谷信哉デパートコンサルタント協議会分『D・C・報』
No．13  西武百貨店の雑誌特集

昭和40年2月27日 綴1 コピー
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⑤ 社内誌

5500かたばみ NO.49 1964/3
西武百貨店 かたばみ編
集室

昭和39年3月 冊1 刷

5501かたばみ NO.50 1964/4
西武百貨店かたばみ編集
室

昭和39年4月 冊1 刷

5502かたばみ堤会長追悼特別号 NO.52 1964/5.15 西武百貨店 昭和39年5月15日 冊1 刷

5503かたばみ〔綴52.55～59.61～63号〕 西武百貨店
昭和39年5月15日～同40
年

綴1 刷

5504かたばみ NO.53 1964/6 西武百貨店 昭和39年6月 冊1 刷

5505かたばみ NO.54 1964/6.7 西武百貨店 昭和39年7月 冊1 刷

5506かたばみ NO.55 1964/8 西武百貨店 昭和39年8月 冊1 刷

5507かたばみ NO.56 1964/9 西武百貨店 昭和39年9月 冊1 刷

5508かたばみ NO.64 1965 西武百貨店 昭和40年6月1日 冊1 刷

5509かたばみ NO.65 1965 西武百貨店 昭和40年7月 冊1 刷

5510かたばみ NO.66 1965/9 西武百貨店 昭和40年9月 冊1 刷

5511かたばみ NO.67 1964/10 西武百貨店 昭和40年10月 冊1 刷

5512かたばみ NO.68 1965/11 西武百貨店 昭和40年11月 冊1 刷

5513
かたばみ 69 1965・12月  特集／36人のマンモス座談会
サービスについて

西武百貨店 昭和40年12月 冊1 刷

5514かたばみ 70 1966・1月 西武百貨店 昭和41年1月 冊1 刷

5515かたばみ 71 1966・2月 西武百貨店 昭和41年2月 冊1 刷

5516かたばみ 72 1966・3月 西武百貨店 昭和41年3月 冊1 刷

5517かたばみ 73 1966・4月 西武百貨店 昭和41年4月 冊1 刷

5518かたばみ 74 1966・5月 西武百貨店 昭和41年5月 冊1 刷

5519かたばみ〔綴82，84～89〕 西武百貨店 昭和42年1月～同8月 綴1 刷

5520かたばみ '67／9／30 NO.90 西武百貨店 昭和42年9月30日 状8 刷

5521かたばみ 91 1967/10 特・自己啓発
西武百貨店かたばみ編集
室

昭和42年10月 冊1 刷

5522かたばみ 116 静岡店開店特集
西武百貨店かたばみ編集
室

昭和45年7月1日 冊1 刷

5523かたばみ 128 '72
西武百貨店かたばみ編集
室

昭和47年8月1日 冊1 刷

5524かたばみ '73 133
株式会社西武百貨店「か
たばみ」編集室

昭和48年7月18日 冊1 刷

5525かたばみ ウィークリー NO.149 西武百貨店人事部 昭和48年7月27日 状1 刷

5526かたばみ ウィークリー NO.150 西武百貨店人事部 昭和48年8月3日 状1 刷

5527かたばみ ウィークリー NO.151 西武百貨店人事部 昭和48年8月10日 状1 刷

5528風雅 第3号 西武百貨店美術部 昭和28年12月15日 冊2 刷

⑥ 写真類
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5529西武デパートエスカレーター竣工記念 29.6.5竣工 昭和29年6月5日 冊1

5530西武ロスアンゼルス店開店 昭和37年3月14日 冊1

5531
ハワイ・ロスアンゼルス(西武コーポ主催夕食会他)大将
夫妻、清二会長

冊1

5532ロス支店事務所の写真 状1

5533阿弥陀如来像、ロス市長贈呈の件 状13

5534西武百貨店 状2

5535沼津支店内部写真 状12

5536デパート関係 西武百貨店写真部 状4

プリンスホテル

① 東京プリンスホテル

5537 PAA SHIBA HOTEL 堤康次郎事務所 昭和34年～同35年 綴1
タイプ・
刷

5538芝公園ゴルフ場〔平面図〕 昭和34年4月27日修正 状1 刷

5539芝ゴルフ練習場設計図
国土計画興業株式会社工
務部建築課

昭和34年9月28日 状1 刷

5540管理美術品に関する件
芝ゴルフ練習場 牛嶋敏
夫

広尾分室 昭和42年6月24日 状1 刷

5541 〔芝ゴルフ練習場平面図〕 状1 刷

5542東京オリンピック前及び期間中予約申込一覧 昭和38年7月2日現在 状1 刷

5543
東京プリンスホテル店舗部分の内本工事に含むもの、店
舗にて工事するものとの施行区分申合事項

昭和38年9月10日 綴1 刷

5544渡欧報告〔ヨーロッパのホテル調査旅行報告書〕 会長夫人 昭和38年 綴1 刷

5545東京プリンスホテルプログレスレポート 昭和38年 綴1 刷

5546ホテルレップ会見記録 昭和39年1月 綴1 刷

5547
〔テットリー会社・西武トラベルロスアンゼルス支店宛
諸件返事書類〕

東京プリンスホテル 小
野昭

昭和39年4月20日・同24
日

綴1 刷

5548ホテルレップに関する件〔東京プリンスホテル関係〕 昭和39年5月13日 綴1 刷

5549建設費予算案 綴1 刷

5550新設ホテル計画について
株式会社西武東京プリン
スホテル

冊1 刷

5551
首都に於ける豪華ホテルの中で最終的に出来る東京プリ
ンスホテル

綴1 刷

5552東京プリンス〔ホテル備品台帳〕 状2 ペン

5553 〔会長夫人宛 東京プリンスホテル関係書類綴〕 会長夫人 綴1 刷

5554アメリカ派遣報告の内参考事項 状1 刷
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5555第二ホテル社員海外派遣旅行計画書
派遣員 山村谷大(東京プ
リンスホテル)・浜田裕
司(高輪プリンスホテル)

会長夫人 綴1 刷

5556ヘレンジュエルキースと提携した団体 会長夫人 綴1 刷

5557ネレ氏書翰に関する返信〔東京プリンスホテル関係〕 会長夫人 綴1 刷

5558
芝公園プリンスホテル同宴会場計画図(芝公園一号地)
六百分ノ一

武田・伊勢 昭和33年2月20日 状1 刷

5559芝公園ホテル新築計画鳥瞰図1/600 武田 昭和33年5月20日 状1 刷

5560芝3号地 芝プリンスホテル鳥瞰図1/600 武田
昭和34年6月11日高松持
参

状1 刷

5561芝プリンスホテル新築工事配置計画図 昭和35年1月6日 状5 刷

5562芝プリンスホテル平面図 武田 昭和35年3月 状3 刷

5563芝プリンスホテル新築工事〔設計図〕
竹中工務店東京支店設計
部

昭和37年 状17 刷

5564東京都芝公園 芝公園実測図 縮尺六百分之一 大場今朝吉・清水芳雄 昭和39年1月29日作製 状1 刷

5565 〔芝公園プリンスホテル用地断面図〕 状1 ペン

5566芝プリンス〔外観図〕 状1 ペン

5567芝プリンス宴会部〔ホテル平面図〕 状2 刷

5568芝プリンスホテル〔設計図〕 綴1 刷

5569東京プリンスホテル設計図 冊1 刷

5570東京プリンスホテル〔平面図〕 状1 刷

5571東京プリンスホテル〔パンフレット〕 状1 刷

5572東京プリンスホテル〔パンフレット〕 状1 刷

5573楽しいホテルの使い方〔パンフレット〕 東京プリンスホテル 冊1 刷

5574
シアターレストラン(2F)マグノリア〔東京プリンスホテ
ル食堂絵はがき〕

状1 刷

5575レストランご案内〔パンフレット〕 東京プリンスホテル 冊1 刷

5576
BLUE GARDENIA〔東京プリンスホテル食堂パンフレッ
ト〕

東京プリンスホテル 状1 刷

5577
シアター・レストラン マグノリア〔東京プリンスホテ
ルショータイム出演案内〕

状1 刷

5578 39年東京P.H〔スクラップブック〕 昭和39年 綴1 刷

5579芝ボーリング場〔図面〕 国土計画興業株式会社 状1 刷

5580
文芸春秋 第四十巻第九号〔富士電機製造株式会社広告
｢乾いた水着で、お帰りください｣〕

昭和37年9月1日 冊1 刷 芝プール関係

② 高輪・品川プリンスホテル

5581 〔高輪プリンスホテル別館関係美術品目録〕 昭和36年2月25日 状12 刷

5582アテネ・ヒルトンホテル実習レポート
高輪プリンスホテル 佐
藤澄

昭和38年12月 綴1 刷
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5583 〔高輪プリンスホテル別館英字備品台帳〕 綴2 タイプ

5584
東京都港区芝高輪南町高輪プリンスホテル実測図 縮尺
六百分之一

大場今朝吉 昭和34年7月19日測量 状2 刷

5585港区芝高輪南町実測図 縮尺六百分之一 昭和35年2月24日 状1 刷

5586高輪プリンス増築計画図 武田 昭和37年12月19日 状1 刷

5587高輪プリンスホテル〔俯瞰図〕 状1 刷

5588
週刊サンケイ 2月24日号〔｢高輪プリンスホテル｣(広
告)〕

昭和39年2月24日 冊1 刷

5589高輪P.H.パンフレット 1971 昭和46年 冊1 刷

5590高輪プリンスホテル〔パンフレット〕 状2 刷

5591高輪プリンスホテル新館竣功記念〔パンフレット〕 大成建設株式会社 冊1 刷

5592株式会社高輪ゴルフセンター定款 昭和31年1月25日 綴1 タイプ

5593高輪ゴルフセンター〔備品台帳〕 昭和35年8月15日現在 綴1 ペン

5594第九期決算報告書自昭和39年1月1日至昭和39年12月31日
株式会社高輪ゴルフセン
ター

昭和39年12月31日現在 綴1・状2
ペン・タ
イプ

5595高輪ゴルフセンター配置図〔附 メモ〕 状3 刷・ペン

5596高輪ゴルフセンター書類〔株主・株数・役員名メモ〕 状15 ペン・刷

5597品川〔地図〕
東京都都市計画協議会
〔原図〕

昭和36年3月〔原図〕 状1 刷

5598品川計画図(ニュー毛利) 昭和38年6月12日受 状1 刷

5599品川プリンス周辺航空写真〔図面〕 状1 刷

5600御宴会献立表〔パンフレット〕 品川プリンスホテル別館 状1 刷

5601御披露宴献立表〔パンフレット〕 品川プリンスホテル別館 状1 刷

5602 PRINCE HOTEL SHINAGAWA TOKYO〔パンフレット〕 状1 刷

5603品川スケートセンター他計画図 昭和37年10月10日 状1 刷

5604品川スケートセンターボーリングセンター工事設計図 田辺 昭和38年5月17日 状1 刷

5605世界最大120レーン「品川ボーリングセンター」概要 昭和38年12月6日 冊1 刷

5606品川ボーリング場計画図 綴1 刷

5607 S.G ボーリング断面図 状2 ペン

③ 赤坂プリンスホテル

5608
仮処分決定に対する異議申立〔赤坂プリンス隣接紀尾井
町宅地処分の件〕

韓黎・韓純仙 昭和37年9月12日 綴1・状1 刷

5609 〔赤坂プリンスホテル所蔵美術品英文説明書 附 メモ〕 綴1・状2
タイプ・
ペン

5610千代田区紀尾井町一番地赤坂プリンスホテル平面図 大場今朝吉 昭和29年10月8日 状1 刷

5611赤坂プリンス実測図 縮尺三百分ノ一 昭和35年2月20日 状1 刷

5612赤坂プリンス増築計画図 昭和37年12月 状1 刷

5613赤坂プリンスホテル〔絵図〕 状1 ペン
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5614
東京都千代田区紀尾井町壱番ノ弐外公図写 縮尺六百分
之壱

状1 刷

5615赤坂プリンス建物配置図 状1 刷

5616赤坂プリンス附近高速道路〔地図〕 状1 刷

5617弁慶橋附近高速道路四号線〔地図〕 状1 刷

5618 〔赤坂プリンスホテル想像図ヵ〕 状3 刷

5619赤坂プリンス関係図 状1 刷

5620赤坂プリンスホテル新館竣工記念〔パンフレット〕 株式会社 銭高組 冊3 刷

5621赤坂プリンスホテル 御婚礼の栞〔パンフレット〕 赤坂プリンスホテル 状2 刷

5622御宴会の栞〔パンフレット〕 赤坂プリンスホテル 状1 刷

5623赤坂プリンスホテル〔パンフレット〕 状1 刷

④ 麻布プリンスホテル

5624会長邸麻布プリンス関係図 昭和36年3月〔原図〕 状1 刷

5625麻布プリンスホテル(置物) 昭和36年5月17日現在 状1 ペン

5626 〔麻布プリンスホテル管理美術品目録〕 昭和37年7月 綴1 刷

5627 〔麻布プリンス版画調べメモ〕 田辺孝司 昭和43年9月17日 状1 ペン

5628 〔版画返却証〕 麻布プリンスホテル 堤事務所 川島 昭和45年3月10日 状1 ペン

5629 〔麻布プリンス備品メモ〕 状1 ペン

5630麻布プリンスホテル〔パンフレット〕 状1 刷

5631御宴会の栞〔パンフレット〕 麻布プリンスホテル 状1 刷

5632麻布プリンスホテル会場ご案内図〔パンフレット〕 状1 刷

5633御結婚と御披露宴の栞〔パンフレット〕 麻布プリンスホテル 状1 刷

⑤ 横浜プリンスホテル

5634横浜プリンスホテル新館落成記念祝賀会 昭和35年9月14日 綴1 タイプ

5635
横浜市磯子区磯子町磯子プリンス実測図 縮尺六百分ノ
一

国土計画興業K.K測量課 昭和35年12月28日測量 状1 刷

5636受取証〔美術品〕 横浜プリンスホテル 広尾事務所 昭和36年3月14日 綴1 刷

5637
ゴルフコース入 横浜市磯子区磯子町 ○磯子プリンス実
測図 縮尺六百分ノ一 ボーリング場入

国土計画興業K.K測量課 昭和38年9月28日 状1 刷

5638横浜プリンスホテル茶室用道具目録〔附 メモ〕 状4 ペン

5639横浜プリンスホテル新館竣工記念〔パンフレット〕
株式会社佐藤秀工務店・
新菱冷熱工業株式会社

冊8 刷

5640横浜プリンス附近公図 状1 刷

5641横浜プリンスホテル〔パンフレット〕 状1 刷

5642横浜プリンスホテル〔パンフレット〕 状8 刷

5643御宴会と御婚礼御披露の栞 横浜プリンスホテル 冊7 刷

5644
〔神奈川新聞切り抜き「開発計画も発表 横浜プリンスホ
テル新館完成｣〕

昭和35年9月15日 状1 刷
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5645 〔サン切り抜き「待望の新館完成 横浜プリンスホテル｣〕 昭和35年9月15日 状2 刷

5646
〔東京新聞切り抜き「豆ニュース横浜◇プリンスホテル
新館完成披露式｣〕

昭和35年9月15日 状1 刷

⑥ 軽井沢プリンスホテル

5647備品調査表 軽井沢グリーンホテル 昭和35年7月15日現在 綴1 刷

5648プリンスホテル平面実測図 状1 刷

5649プリンスホテル実測平面図 状1 刷

5650 Prince Hotel〔平面図〕 状2 刷

5651プリンスホテル内建物平面図 状2 刷

5652軽井沢プリンスホテル別館(縮尺1/100)〔平面図〕 状2 刷

⑦ ホテル・レジャー施設関係

5653京都市左京区公図 京都プリンス周辺図 昭和34年11月24日 状1 刷

5654プリンス別館備品台帳 昭和35年6月調 綴1 刷

5655目録〔西武系各ホテル所有美術品什器類目録〕 綴1 コピー

5656寮及び給食の改革案〔プリンスホテル関係〕 綴1 刷

5657国際観光ホテル設計図 国土計画興業株式会社 状2 刷

5658国際観光ホテル申請に必要な条件 綴1 刷

5659国際観光旅館〔メモ〕 状2 ペン

5660 〔外国よりのレポート ホテル関係〕 綴9・状7 コピー

5661 〔海外のホテルについてのメモ 附 同ホテル関係写真〕 状11 ペン

5662ホテル・ゴルフ場一覧 綴1 刷・ペン

5663 〔某ホテル設計図〕 大成建設設計課 綴1 刷

5664 〔ゴルフ用品調書〕 綴1 刷

5665不要図面〔某地ゴルフ場平面図〕 状1 ペン

5666
ダイヤモンド 第四十六巻第五十一号〔｢観光ブームに
乗った財界人のホテル熱 堤康次郎氏のT字型構想｣〕

昭和33年11月8日 冊1 刷

⑧ 写真類

5667芝プリンスホテル 状17

5668高輪プリンスホテル 状1

5669 〔工事中の状況〕 状4 高輪プリンスホテル

5670赤坂P.H新築工事と落成記念写真35.10.1 昭和35年10月1日 冊1

5671赤坂プリンスホテル新館落成記念 昭和35年10月1日 状1

5672横浜P.H落成式 状26

その他西武関係企業
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① 西武建設

5673
昭和36年度自昭和35年11月1日至昭和36年10月31日 決算
諸表

西武建設株式会社 昭和36年12月20日 冊1 刷

5674
昭和38年度自昭和37年11月1日至昭和38年10月31日 決算
諸表

西武建設株式会社 昭和38年12月20日 冊1 刷

5675事業所一覧表 株式会社復興社 昭和36年1月31日現在 状2 コピー

5676埋土計画〔本牧海岸埋立工事〕 西武建設株式会社 昭和37年2月26日 綴1 ペン・刷

5677西武中高層住宅PC型〔パンフレット〕 西武建設 冊1 刷

5678
〔本牧埋立における土運船、コンベヤー船による土運搬
の要領〕

綴1 刷

② 西武産業

5679第10期営業報告書 自昭和35年8月1日至昭和36年1月31日 西武産業株式会社 昭和36年3月24日 冊1 刷

5680仮処分申請〔｢アマリリス」商標使用停止の件〕
西武産業株式会社代表者
代表取締役 田中利一他

昭和36年4月 綴1 刷

5681訴状〔アマリリス商標訴訟関係〕
西武産業株式会社代表取
締役 田中利一

昭和34年6月6日 綴1 タイプ

5682乙 第一号証の写(基本商標)〔アマリリス商標訴訟関係〕 状2 ペン・刷

5683乙 第二号証の写(連合商標)〔アマリリス商標訴訟関係〕 状2 ペン・刷

5684証人堤康次郎尋問事項〔アマリリス商標訴訟関係〕 12月13日 綴1 タイプ

5685
相手方が質問するであろう事項〔アマリリス商標訴訟関
係〕

綴1 タイプ

③ 西武青果

5686陳述書〔徳寿漁業稲田石塚詐欺の件〕 市川倉造 他 昭和29年8月20日 綴1 ペン

5687訴訟委任状〔徳寿漁業告訴の件〕 市川倉造 状5 タイプ

5688徳寿漁業株式会社職別表 状1 刷

④ 西武運輸

5689
第35回営業報告書 昭和38年1月1日より昭和38年12月31
日まで

西武運輸株式会社 昭和39年2月20日 冊1 刷

5690経歴書 西武運輸株式会社 冊1 刷

5691営業案内〔パンフレット〕 西武運輸株式会社 冊1 刷

5692西武運輸株式会社事業所一覧表 昭和34年 状4 タイプ

5693西武運輸株式会社路線及事業区域略図 状1 刷

5694西武運輸株式会社事業所一覧表 状1 タイプ

5695就職希望者推薦依頼について
西武運輸株式会社人事課
長 五十嵐菊次郎

昭和37年 綴1 刷

5696交通新報 昭和40年4月3日〔｢躍進する西武運輸｣〕 昭和40年4月3日 状1 刷

⑤ 西武自動車
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5697武蔵野自動車親和会規約同施行細則 綴1 刷

5698
自昭和37年12月1日至昭和38年11月30日 第31回営業報告
書

西武自動車株式会社 昭和39年1月13日 冊1 刷

5699西武自動車株式会社現況表 状1 ペン

5700西武日産西欧自動車組織図 昭和39年2月1日 状4 刷

5701免許申請中の主要路線 昭和36年5月現在 状2 ペン

5702西武自動車路線図 綴1・状8 刷

5703西武バス主要運行系統図 状1 刷

5704西武バス路線案内図 状1 刷

5705西武バス 64.8創刊号 西武自動車株式会社 昭和39年8月 冊1 刷

5706
西武バス〔綴'66歳末、'67新春、'67陽春、'67新緑、
'67盛夏号〕

西武自動車株式会社
昭和41年12月～同42年8
月

綴1 刷

5707西武バス'67爽秋号 西武自動車株式会社 昭和42年10月 冊4 刷

⑥ 朝日ヘリコプター

5708経歴書
朝日ヘリコプター株式会
社

冊1 刷

5709朝日ヘリコプター再建計画 状1 タイプ

5710
BELL Aircraft CORPORATION TEXAS DIVISION
TECHNICAL DATA

BELL AIRCRAFT
CORPORATION その他

冊1 刷

5711 Bell's Lycoming Powered 47G-2 冊3 刷

5712 Improved Performance for BELL H13 / 47G2 HELICOPTERS BELL Aircraft
CORPORATION 冊1 刷

5713 THE New MODEL 47-J〔パンフレット〕
BELL AIRCRAFT
CORPORATION 冊1 刷

5714川崎・ベル ヘリコプター 47G型〔パンフレット〕 日本機械貿易株式会社 冊3 刷

5715営業案内〔パンフレット〕
朝日ヘリコプター株式会
社

冊1 刷

5716営業案内〔パンフレット〕
朝日ヘリコプター株式会
社

状1 刷

5717
財界 第六巻第六号〔｢空を狙う大資本の動き 私鉄など
航空事業経営へ｣〕

昭和33年4月1日 冊1 刷

5718
週刊新潮 7月20日号〔｢民間の機種決定戦―観光地誘致
へヘリコプター時代｣〕

昭和34年7月20日 冊1 刷

5719
財界 第七巻第十五号〔｢西武空への触手 転げ込んだ朝
日ヘリの経営権｣〕

昭和34年8月15日 冊1 刷

5720
交通日日新聞 昭和34年9月15日〔｢世界一高い空港 西武
デパートヘリポートが完成｣〕

昭和34年9月15日 状1 刷

5721週刊読売 5月8日号〔｢ヘリコプター合戦｣〕 昭和35年5月8日 冊1 刷
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⑦ 西武ドッドウェル

5722経歴書
西武ドットウェル・エキ
スプレス株式会社

冊1 刷

5723
西武ドットウェル・エキスプレス株式会社〔パンフレッ
ト〕

状1 刷

5724西武ドットウェル・エキスプレス〔パンフレット〕 状1 刷

5725西武国内航空混載案内〔パンフレット〕
西武ドットウェル・エキ
スプレスK.K 状2 刷

5726西武ドットウェル航空混載輸送〔パンフレット〕 状1 刷

5727西武関係施設一覧表〔パンフレット〕
西武ドットウェル・エキ
スプレス

状1 刷

5728
The Outline of Seibu Dodwell Express Co., LTD.〔パンフ
レット〕

SEIBU DODWELL
EXPRESS CO., LTD. 昭和36年 冊1 刷

5729
SEIBU DODWELL EXPRESS CO., LTD. ENJOY JAPAN
BY SDE TOURS〔パンフレット〕

冊1 刷

⑧ 東京護謨

5730
第84期 営業報告書(自昭和34年12月1日至昭和35年5月31
日)

昭和35年7月 冊1 刷

5731経歴書 東京護謨株式会社 昭和36年3月 冊1 刷

5732東京護謨予備券受渡簿 昭和30年6月 綴1 ペン

5733 NEOPLAS & EPOLALKid〔レール関係部品図解〕
東京護謨株式会社・東京
ファブリック工業株式会
社

昭和31年7月 冊1 刷

5734 〔ゴム製品生産関係調査書〕 状5 刷

5735工場概況〔パンフレット〕 東京護謨株式会社 冊1 刷

5736工場概況〔パンフレット〕 東京護謨株式会社 状1 刷

5737東京護謨防舷材〔パンフレット〕 東京護謨株式会社 冊1 刷

5738東京護謨防衝材〔パンフレット〕 東京護謨株式会社 冊1 刷

5739 Povi Seal〔耐酸耐アルカリシートパンフレット〕
東京護謨株式会社・日東
レヂン工業株式会社

状1 刷

5740エキスパンダーロール〔パンフレット〕 東京護謨株式会社 状1 刷

5741特許 ゴムブロックライナー〔パンフレット〕 東京護謨株式会社 状1 刷

⑨ 西武家政学院・西武綜合学院

5742西武家政学院設計図 状1 刷

5743卒業式々次第 西武綜合学院 昭和39年3月22日 綴1 タイプ

5744西武綜合学院案内〔附 同学院卒業式写真・募集要項〕 状4 刷

⑩ 写真類

5745ドットウェル会長御夫妻一行来邸 於広尾邸 昭和37年4月18日 綴1
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5746ドットウェル会長来邸 昭和37年4月18日 状8

美術品関係

① 高輪美術館

5747財団法人高輪美術館設立許可申請書 昭和35年 冊1 タイプ

5748高輪美術館透視図 武田 昭和36年4月25日 状1 刷

5749高輪美術館工事設計図・配置図 加藤 昭和36年 綴1・状1 刷

5750登記簿抄本〔高輪美術館〕
東京法務局芝出張所登記
官 野本治作

昭和39年11月12日 状1 刷

5751
高輪美術館用履歴書〔及び証明書 堤操・堤清二・森田
重郎分〕

昭和37・38年 綴1・状2
ペン・タ
イプ

5752理事会並びに評議員会の議事録届出について
財団法人高輪美術館理事
長大池真

文部大臣 灘尾弘吉 昭和39年5月31日 綴1 タイプ

5753 〔高輪美術館新理事長選任の通知〕
財団法人高輪美術館常務
理事 森田重郎

昭和40年 綴1 タイプ

5754役員会議案書 財団法人高輪美術館 昭和43年5月22日 綴4 刷

5755
〔高輪美術館理事会評議員会の議決権委任状、開会のお
知らせ〕

昭和43年・44年 状5
タイプ・
刷

5756お伺い〔高輪美術館理事長選任の件など〕 鬼木 川島 状2 ペン

5757財団法人高輪美術館役員名簿 状5
刷・タイ
プ・ペン

5758財団法人高輪美術館役員〔リスト〕 綴3 コピー

5759 〔高輪美術館関係会計書類綴〕 綴2 コピー

5760 〔高輪美術館会計書類、堤一家履歴書等雑書類綴〕 綴1
ペン・タ
イプ・刷

5761昭和三十八年度事業報告について
財団法人高輪美術館理事
長大池真

文部大臣 灘尾弘吉 昭和39年5月31日 綴1 タイプ

5762
昭和三十九年度事業計画書並びに収支予算書報告につい
て

財団法人高輪美術館理事
長大池真

文部大臣 灘尾弘吉 昭和39年5月31日 綴1 タイプ

5763
昭和39年12月末収支決算表(39年4月～39年12月)〔高輪
美術館〕

昭和39年12月 状2 ペン

5764
〔昭和四十三年決算収支計算書・貸借対照表 附 役員名
簿〕

〔高輪美術館〕 昭和43年 状15
コピー・
刷

5765 39年度美術館徴収額 堤邸 川島喜晴 昭和39年10月8日〔消印〕 状4 ペン・刷

5766昭和42年度美術品利用料納入表 高輪美術館 状1 ペン

5767昭和43年度寄付額一覧表 高輪美術館 状1 ペン

5768昭和44年高輪美術館入場券買上げ表案 状10 刷・ペン

5769お知らせ〔美術品利用料の廃止について〕
財団法人高輪美術館常務
理事館長 森田重郎

昭和43年 状3 ペン

5770財団法人高輪美術館寄付行為 冊7 刷
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5771
租税特別措置法第四十条の規定による財産譲渡所得等の
非課税承認方について

堤康次郎 大蔵大臣 水田三喜男 昭和35年11月24日 綴1
タイプ・
刷

5772租税特別措置法第四十条の規定による承認申請書 堤康次郎 昭和35年 綴1 タイプ

5773
租税特別措置法第四十条に規定する大蔵大臣の承認の申
請について

大蔵省主税局長 村山達
雄

堤康次郎 昭和37年12月26日 状1 コピー

5774
租税特別措置法第四十条の規定による財産譲渡所得等の
非課税承認方について

堤 大蔵大臣 田中角栄 昭和39年7月 綴4
ペン・コ
ピー

5775重要文化財所有者変更届〔木像聖観音立像〕
財団法人高輪美術館 大
池真

文化財保護委員会委員長
河原春作

昭和36年9月7日 状2 刷

5776譲渡証〔重要文化財聖観音立像〕 堤操 財団法人 高輪美術館 昭和36年9月7日 状2 刷

5777
重要文化財の所有者変更届について(通知)〔木像聖観音
立像〕

文化財保護委員会事務局
長 清水康平

財団法人高輪美術館理事
長 大池真

昭和37年4月20日 状2 刷

5778 〔美術品相続メモ〕 綴1・状3 ペン

5779御伺〔高輪美術館への美術品搬入に関する目録〕 昭和37年8月20日・27日 綴2 ペン

5780 〔管理美術品確認のお願い〕 高輪美術館 仙石温泉ホテル 昭和43年7月 状2 タイプ

5781 〔各ホテル・事業所の美術品管理目録〕 高輪美術館 昭和43年 綴1
ペン・タ
イプ

5782陳列メモ〔高輪美術館〕 状3 ペン

5783 〔高輪美術館備品調書〕 状4 ペン

5784 〔評価額一覧短冊(性格不明)〕 状36 刷

5785請求書〔高輪美術館 美術品利用料〕 昭和41年5月 状1 タイプ

5786昭和41年度ホテル利用料納入表 高輪美術館 状2 ペン

5787預かり証〔美術品〕 高輪美術館 昭和41年11月 綴1 ペン

5788預かり証〔美術品〕 高輪美術館 昭和42年4月5日 状1 ペン

5789御預り美術品〔大仁温泉ホテル〕 大仁温泉ホテル 昭和42年6月6日 綴1 ペン

5790代金取立手形受入票 高輪美術館 昭和42年6月10日 状1 ペン

5791 〔美術品預書 伊豆ホテル〕 伊豆ホテル 昭和42年6月16日 状1 ペン

5792貸出美術品目録〔高輪美術館〕 高輪美術館 昭和42年 綴2 タイプ

5793預り証〔美術品〕 高輪美術館 昭和43年9月18日 状1 ペン

5794預り証〔美術品〕 高輪美術館 昭和43年12月27日 状1 ペン

5795受領証〔美術品返却〕 堤事務所 高輪美術館 昭和44年4月16日 状1 ペン

5796返却受領証〔美術品〕 堤事務所 高輪美術館 昭和45年6月30日 状1 ペン

5797借用証〔美術品〕 堤事務所 高輪美術館 昭和45年6月30日 状1 ペン

5798 〔美術品受領〕目録 高輪美術館 昭和46年2月16日 綴1 刷

5799美術品お預書〔大仁温泉ホテル〕 大仁温泉ホテル 昭和47年9月16日 状1 刷

5800借用証〔美術品〕 高輪美術館 状1 ペン

5801 〔貸出・返却美術品目録(清水氏関係)〕 綴2 刷

5802美術品報告書 滄浪閣物品係 高輪美術館 昭和45年3月5日 状2 ペン
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5803 〔高輪美術館美術品所蔵品目録草稿〕 状44
ペン・タ
イプ

5804 〔高輪美術館所蔵作品目録〕 状22 ペン

5805高輪美術館蔵品目録 状12 ペン・刷

5806 〔高輪美術館管理美術品目録〕 綴1 刷

5807高輪美術館資料目録 冊4 刷

5808新刀特別展観目録
財団法人日本美術刀剣保
存協会

状1 刷

5809高輪美術館 近代の日本画 高輪美術館 昭和45年11月1日 冊5 刷

5810近代日本画のあけぼの 観覧のしおり 高輪美術館 状10 刷

5811江戸蒔絵展 観覧のしおり 高輪美術館 状1 刷

5812 EXHIBITION OF BUDDHIST IMAGES OF JAPAN 高輪美術館 昭和39年 状5 刷

5813仏像展 観覧のしおり 高輪美術館 状11 刷

5814
EXHIBITION OF THE CEREMONIAL COURT DRESS
〔｢王朝服飾展」英字パンフレット〕

高輪美術館 昭和40年 状14 刷

5815王朝服飾展 観覧のしおり 高輪美術館 〔昭和40年〕 状4 刷

5816高輪美術館〔パンフレット〕 状1 刷

5817絵はがき 高輪美術館 綴17

5818絵はがき 財団法人高輪美術館 綴96

5819
文芸朝日7月号〔｢今月の鑑賞 高輪美術館｣「群を抜く仏
教彫刻の収集 高輪美術館｣〕

朝日新聞社 昭和39年7月1日 冊1 刷

② 美術品目録・貸与関係

5820
〔応安七年十二月銘鉄鉢〕重要美術品等認定物件所有者
変更届〔及び通知書〕

昭和38年2月 状3 刷

5821 〔画料収支証(昭和26年)〕 川口国彦 西武百貨店 昭和26年 綴1 ペン

5822 〔画料収支証(昭和27年)〕 川口国彦 西武百貨店 昭和27年 綴1 ペン

5823 〔画料収支証(昭和28年)〕 川口国彦 西武百貨店 昭和28年 綴1 ペン

5824掛額〔台帳〕 綴1 ペン

5825 〔備品台帳〕 冊1 ペン

5826掛軸類〔台帳〕 綴1 ペン

5827 〔美術品台帳〕 綴1 ペン

5828沿線風景画(洋画)目録 駿豆鉄道株式会社 伊豆ホテル 昭和31年2月3日 状2 刷

5829大礒吉田邸行諸道具目録 昭和44年5月5日 状7
コピー・
ペン

5830 〔各ホテル美術品目録(英文)〕 昭和35年5月8日 綴1・状12 タイプ

5831ホテル行き目録 状3 ペン

5832 〔美術品目録〕 綴1 タイプ

5833 〔肖像画目録〕 状1 ペン

5834 〔美術品目録〕 綴2 ペン
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5835 〔美術品目録 整理番号355～949〕 綴1 ペン

5836 〔美術品貸出・贈呈・保管目録〕 綴2・状3 刷

5837 〔美術品受入目録断片〕 綴1 刷

5838 〔各種美術品目録断片〕 状4 ペン・刷

5839 〔日本画及工芸品目録〕 綴20 刷

5840 〔日本画、洋画他目録メモ〕 状3 ペン

5841メロン〔絵画目録ヵ〕 状1 ペン

5842 〔贈呈・紛失した美術品目録〕 昭和43年6月 状1 ペン

5843 〔美術品処分申請〕 昭和39年7月10日 綴1・状3 ペン

5844抽斗破損調べ カード箱破損調べ カード印刷用具 岡富 昭和34年7月16日 綴1・状2 ペン

5845御伺い〔鉄道所有の備品について〕 横尾彪 昭和37年6月1日・7日 綴2 ペン

5846備品明細表 綴1 ペン

5847 〔美術品確認チェックリスト〕 綴3 ペン

5848 〔備品調査のためのメモ〕 状3 ペン

5849 〔納品書及びメモ〕 状6 ペン・刷

5850美術品関係備忘録 冊1 ペン

5851美術品顛末書、受領書、返却願い書 綴1 ペン

5852見積表 状3 ペン

5853美術品の各ホテル事業所送状 昭和38年～同44年 綴1 ペン

5854美術品の各ホテル・事業所受領書借用書他 綴1 ペン

5855各ホテル受領書綴 昭和33年～同36年 綴1 ペン

5856美術品諸道具臨時貸出受領書綴 昭和35年5月10日 綴1 ペン

5857一時預証綴〔国雅洞美術店〕 昭和35年5月10日 綴1 ペン

5858受領証〔美術品〕 広尾事務所 麻布プリンスホテル 昭和42年6月20日 状1 ペン

5859受領証〔美術品〕 堤事務所 東京プリンスホテル 昭和43年10月5日 状1 刷

5860預り証〔美術品〕 昭和44年3月22日 状1 ペン

5861借用証〔美術品〕 清水谷観光株式会社 昭和44年8月31日 綴1 ペン

5862借用書〔美術品〕 杉山 堤事務所 昭和45年5月11日 状1 ペン

5863受領書〔美術品〕 平井秀典 5月16日 綴1 刷

5864 〔美術品受領証〕 綴1・状4 ペン

5865贈呈票綴 No.1 進物決裁 横尾 冊1 ペン

5866贈呈票綴 No.2 横尾 綴1 ペン

5867貸出決裁 No.1 綴1 ペン

5868貸出決裁 巻二 冊1 ペン

5869貸出決裁 巻三 横尾 冊1 ペン

5870
〔ウェスタンホテル会長ヒメルマン家への花瓶贈呈状 下
書き〕

昭和46年9月22日 状1 ペン
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5871 〔美術品説明書(和文 英文)〕 綴5・状1
ペン・タ
イプ

5872 〔大和国手掻包永についての説明書〕 状3
ペン・タ
イプ

5873 〔銀七宝花鳥の図御花瓶説明書草稿(和文 英文)〕 状6 ペン

5874古今里錦手山水絵大皿〔説明書草稿〕 状1 ペン

5875古今里花籠手大皿〔説明書草稿〕 状1 ペン

5876鍋島染付皿〔説明書草稿〕 綴1 ペン

5877 〔皿・筥・箪笥説明書〕 綴3・状3 ペン

5878蒔絵香箪笥〔説明書〕 綴1 ペン

5879むさしの蒔絵小筥〔説明書〕 状1 ペン

5880道具類説明書控 昭和35年6月12日 冊1 ペン

5881 〔時代蒔絵御硯箱説明書(和文 英文)〕 状3
ペン・タ
イプ・墨

5882迎田秋悦作蒔絵小箱〔説明書草稿〕 状1 ペン

5883 〔古今里、九谷灰皿説明書(和文 英文)〕 状43
ペン・タ
イプ

5884 〔古伊万里花篭手大皿説明書(和文 英文)〕 綴1
刷・タイ
プ

5885
〔芦ノ湖図・舞楽之図・刺しゅう花鳥之図・軍艦ヤハギ
説明書(和文 英文)〕

状5
ペン・タ
イプ

5886 〔貝合せ説明書(和文 英文)〕 状53
ペン・タ
イプ

5887 〔手鑑説明書〕 綴1 ペン

5888 〔歌舞伎説明書(和文 英文)〕 綴1
ペン・タ
イプ

5889 〔太田三郎略歴(英文)〕 状1 タイプ

5890 〔浮世絵諸派系図〕 状3 刷

5891 〔安藤広重についての覚書〕 状2 ペン

5892 〔版画東海道五十三次に関するメモ〕 状1 ペン

5893 〔｢日本の絵画」研究ノート〕 横尾 冊1 ペン

5894 〔菊花御紋章付銀製煙草筥 メモ〕 昭和35年8月5日 状1 ペン

5895 〔版画関係メモ〕 状2 ペン

5896 〔版画 十和田湖 題紙〕 状1 タイプ

③ 写真類

5897高輪美術館 状12

5898 〔絵画コレクション〕 状21 高輪美術館

スポーツ大会
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① オリンピック関係

5899
1960年冬季オリンピック大会人類の希望と栄冠〔映画パ
ンフレット〕

冊1 刷

5900オリンピックの話 東京大会のために〔パンフレット〕
東京都オリンピック準備
局

昭和36年 冊1 刷

5901東京都オリンピック時報 第二巻第四号
東京都オリンピック準備
局

昭和37年1月15日 冊1 刷

5902東京都オリンピック時報 第二巻第五号
東京都オリンピック準備
局

昭和37年2月26日 冊1 刷

5903
東京オリンピック オリンピック東京大会組織委員会会
報8

オリンピック東京大会組
織委員会

昭和37年2月25日 冊1 刷

5904
東京オリンピック オリンピック東京大会組織委員会会
報12

オリンピック東京大会組
織委員会

昭和37年10月25日 冊1 刷

5905 XVIII OLYMPIAD OFFICIAL BULLETIN NO.3 冊1 刷

5906 XVIII OLYMPIAD OFFICIAL BULLETIN NO.6 昭和37年12月1日 冊1 刷

5907 〔東京オリンピック開催地別記入地図〕 冊4 刷

5908
朝日新聞 昭和37年2月14日〔｢日本、名乗りあげる 68年
の冬季五輪開催地｣〕

昭和37年2月14日 状1 刷

5909
読売新聞 昭和37年2月24日〔｢断郊競走に砧ゴルフ場を
交渉｣〕

昭和37年2月24日 状1 刷

5910
日刊スポーツ 昭和37年4月4日〔｢五輪ヨット選手村に西
武のホテルを｣〕

昭和37年4月4日 状1 刷

5911神奈川新聞 昭和37年4月4日〔｢着々と進む五輪準備｣〕 昭和37年4月4日 状1 刷

5912 〔毎日新聞切り抜き「女子バレー採用を｣〕 昭和37年4月12日 状1 刷

5913 〔東京新聞切り抜き「世界スピード選手権お手上げ?｣〕 昭和37年5月22日 状1 刷

5914
東京新聞(夕刊) 昭和37年12月25日〔｢選手強化など11項
政府まとめる 五輪準備の全体計画｣「東京五輪めざす躍
動美｣〕

昭和37年12月25日 状2 刷

5915 〔毎日新聞切り抜き「クレーは所沢 馬術は軽井沢｣〕 昭和37年12月25日 状1 刷

② その他スポーツ関係

5916第13回全国高等学校スケート競技選手権大会
神奈川県実行委員会事務
局

昭和39年1月20日 冊1 刷

5917第19回国民体育大会冬季大会スケート競技会
神奈川県実行委員会事務
局

昭和39年1月24日 冊2 刷

5918
第11回全日本ローラースケート選手権大会〔パンフレッ
ト〕

昭和39年3月 冊3 刷

5919 OLYMPIC〔パンフレット〕 神奈川県実行委員会 昭和39年5月1日 冊1 刷

5920第19回国体冬期スケート競技会会場案内図 状1 刷

5921第19回国体アイスホッケー競技会会場計画図 状3 刷
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③ 写真類

5922第16回国民体育大会冬季大会スケート競技会
昭和36年1月22日～同25
日

冊1

5923
世界スピードスケート選手レセプション 他レセプショ
ン

状56

他社資料

① 東急電鉄

5924 37年他社関連(東急・伊豆急他)〔スクラップブック〕 昭和37年 綴1 刷

5925仲介土地建物 東急不動産11月号〔パンフレット〕 東急不動産渋谷営業所 状1 刷

5926
建売住宅 住宅金融公庫法による 昭和34年度第3回 南綱
島団地〔パンフレット・メモ書〕

東京急行 綴1・状1 刷・ペン

② 京王電鉄

5927京王桜ヶ丘分譲地〔パンフレット〕 京王帝都電鉄田園都市部 昭和37年1月 冊1 刷

5928京王桜ヶ丘分譲地〔パンフレット〕 京王帝都電鉄 状2 刷

5929京王桜ヶ丘高級建売住宅〔パンフレット〕 京王帝都電鉄田園都市部 小島正治郎 冊2 刷

5930ビジネスライン 京王帝都 〔パンフレット〕 昭和38年6月10日 冊1 刷

5931
沿線案内 京王帝都電鉄、高尾バス、奥多摩バス、五王
バス〔パンフレット〕

状1 刷

5932
武蔵野 神代植物園、京王遊園、深大寺、井の頭公園、
京王百花苑〔パンフレット〕

京王帝都電鉄 冊1 刷

5933多摩丘陵〔パンフレット〕 京王帝都電鉄 冊1 刷

5934井の頭線 ステンレスカーのしおり〔パンフレット〕 京王帝都電鉄 冊1 刷

③ 松屋

5935昭和二十四年上期 第五十五回営業報告書 株式会社松屋 昭和24年9月 状1 刷

5936昭和二十四年下期 第五十六回営業報告書 株式会社松屋 昭和25年3月 状1 刷

5937昭和二十五年上期 第五十七回営業報告書 株式会社松屋 昭和25年9月15日 冊1 刷

5938株主名簿 株式会社松屋 昭和25年8月31日現在 冊1 刷

5939株主総会招集御通知
株式会社三越取締役社長
岩瀬英一郎

昭和25年9月20日 状1 刷

5940 〔松屋デパート等地所メモ書〕 状1 ペン

5941日本証券新聞 昭和25年10月18日 昭和25年10月18日 状1 刷

④ 日立モノレール

5942日立 実用化するモノレール〔パンフレット〕 昭和36年1月 冊1 刷

5943犬山自然公園アルウェーグ式鉄道について 株式会社 日立製作所 昭和36年4月19日 綴1 刷

5944トリノにおけるアルウェーグ式鉄道について 株式会社 日立製作所 綴1 刷

5945日立―アルウェーグモノレール〔パンフレット〕 株式会社 日立製作所 状1 刷
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5946日立―アルウェーグモノレール〔パンフレット〕 株式会社 日立製作所 状1 刷

5947日立―アルウェーグモノレール〔パンフレット〕 冊1 刷

5948日立―アルウェーグモノレール〔パンフレット〕 株式会社 日立製作所 冊1 刷

5949
ラインパークモノレール線 日立アルウェーグシステム
〔パンフレット〕

状1 刷

5950ロッキードモノレールシステム
丸紅飯田株式会社航空機
部

冊1 刷

5951
朝日新聞(夕刊) 昭和36年5月17日〔｢来るかモノレール
時代 第三の鉄道｣〕

昭和36年5月17日 状1 刷

⑤ その他

5952旭食糧工業株式会社敷地実測図縮尺三百分之一 状2 刷

5953旭食糧パン工場〔図面〕 状1 ペン

5954 〔武相興業発行の株式預り証紛失についての証書〕 武相興業株式会社 昭和36年5月 状5 タイプ

5955 〔武相興業株式会社株主名簿〕 綴1・状2 ペン

5956 〔国際観光興業株式会社設立関係書類〕 昭和30年9月15日 綴2・状1 タイプ

5957国際観光 八芳園〔パンフレット〕 冊1 刷

5958霧降高原開発株式会社設立趣意書 綴1
タイプ・
刷

5959
日刊建設通信 昭和35年3月15日〔｢山王国際会館並にホ
テル・ニュージャパン竣工｣〕

昭和35年3月15日 状3 刷

5960
山王国際会館 ホテル・ニュージャパン竣工記念〔パン
フレット〕

大成建設株式会社 冊1 刷

5961
山王国際会館ホテル・ニュージャパン落成記念 三菱電
機が施行した総合設備〔図録〕

三菱電機株式会社 冊1 刷

5962ホテルニュージャパン竣工記念〔パンフレット〕
株式会社ホテルニュー
ジャパン

冊1 刷

5963芝パークホテル 第二新館竣工記念〔パンフレット〕 昭和35年6月 冊1 刷

5964
THIS WEEK in TOKYO A Special Supplement for the PARK
HOTEL〔パンフレット〕

PARK HOTEL 昭和35年7月1日 冊1 刷

5965 SHIBA PARK HOTEL TOKYO, JAPAN〔パンフレット〕 PARK HOTEL 状4 刷

5966東京ヒルトン・ホテル プログレスレポート No.1 昭和37年8月 状2 刷

5967天城日活ホテル〔建築費及設備費一覧表〕 昭和37年6月1日 綴1 刷

5968奥湯河原温泉山翠楼〔パンフレット〕 堤康次郎 状3 刷

5969 HOTEL FUJI〔ホテル間取図〕 状1 刷

5970ホテルオークラ竣工記念〔パンフレット〕 大成建設株式会社 昭和37年5月 冊1 刷

5971 Grand Hotel Sendai〔パンフレット〕 グランドホテル仙台 状4 刷

5972 ROKKOSAN HOTEL ROOM PLAN 状1 刷

5973大船国際カントリー倶楽部〔パンフレット〕 大船観光開発株式会社 冊1 刷

5974 TOKYO-YOMIURI GOLF〔パンフレット〕 KANTO RACE CLUB 冊1 刷
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5975 〔三里塚カントリー倶楽部入会案内状・御挨拶〕 三里塚カントリー倶楽部 昭和36年6月 状2 刷

5976赤坂リキマンション〔パンフレット〕
大和土地建物株式会社
リキマンション管理事務
所

冊1 刷

5977 PEKING MANSION〔パンフレット〕 状1 刷

5978 Royal Mansion〔パンフレット〕 大東京不動産株式会社 冊1・状1 刷

5979 Building with Confidence〔パンフレット〕
The William Simpson
Construction Company 冊1 刷

5980湘南最高級別荘住宅地ときわ逍遙台〔パンフレット〕 福地商事株式会社 堤康次郎・令夫人 冊1・状1 刷

5981 SHIMIZU BULLETIN 3〔パンフレット〕 清水建設株式会社管理室 昭和37年7月1日 冊1 刷

5982丸ノ内駐車場竣工記念〔パンフレット〕 丸ノ内駐車場株式会社 昭和35年2月1日 冊1 刷

5983上野新館竣工記念〔パンフレット〕 株式会社 精養軒 冊1 刷

5984楽しい後楽園〔パンフレット〕 冊1 刷

5985吉崎温泉ヘルスセンター〔パンフレット〕 状1 刷

5986越前松島水族館〔パンフレット〕 状1 刷

5987経歴書
株式会社田中・小西建築
事務所

冊1 刷

⑥ 写真類

5988トリノに於けるALWEG式モノレール写真集 綴1 日立モノレール

【事業関係雑】

① 訓話

5989 〔社長訓示 情は人の為ならずという言葉について〕 昭和26年9月28日 状6 ペン

5990
大将の訓示要旨(西武鉄道従業員に対するもの)〔社会
党･共産主義・西武給料・事業に対する信念・決意の件〕

昭和27年1月17日 綴1 ペン

5991社長訓示〔全般〕 昭和27年3月1日 綴1 ペン

5992
甲斐田、多賀谷、大串三君への教訓〔宮様をぬるい風呂
にいれた件・無断進学の件に関し叱責〕

昭和27年3月20日 綴1 ペン

5993
目白細川勝間さんえの教訓〔園遊会があった事を報告し
なかった件叱責〕

昭和27年3月20日 綴1 ペン

5994
目白細川に於ける大将の御注意〔庭師の植木を移動させ
た事につき勝間氏への叱責〕

昭和27年4月2日 状6 ペン

5995紅茶に入れる角砂糖に就いて御注意 昭和27年4月8日 状3 ペン

5996
社長訓示〔ある看護婦についての所感・女性従業員への
人生訓〕

昭和27年7月2日 綴1 ペン

5997
西武鉄道慰安会社長挨拶〔人生談 女性従業員に対し
て・女性の心がけ〕

昭和28年5月12日 状11 ペン

5998
社長の全従業員に対する訓示〔女性従業員に対する訓話
新興宗教・奉仕の件〕

昭和28年11月4日 状9 ペン
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5999社長訓話〔全般〕 昭和29年1月13日 状16 ペン

6000
第二回西興会懇親会に於ける社長挨拶〔あるマッサージ
師・理髪師に関して所感〕

昭和29年1月28日 状7 ペン

6001
全従業員に対する社長訓話〔女性従業員に対し「判断」
に関する訓示・乱闘国会談〕

昭和29年7月1日 綴1 ペン

6002
〔社長訓示 女性従業員に対し訓話・奉仕の理念と共産主
義批判〕

1月15日 状23 ペン

6003
〔社長訓示 女性従業員に対し三養荘招待・女性として心
すべき事訓話〕

2月21日 綴1 ペン

6004
社長訓示〔西武の女性従業員箱根招待 親孝行感謝奉仕
の件〕

3月11日 綴1 ペン

6005
社長訓示〔女性従業員に対して九百万の品減りに関し風
紀注意の件〕

8月9日 状8 ペン

6006
社長訓示〔西洋バスの洗い桶問答に関して高柳氏叱責の
件〕

8月26日 状4 ペン

6007社長所感(所沢における社葬)〔三塚君殉職の件〕 綴1 ペン

② 講演

6008事務と経営〔日本事務能率協会講演資料〕 日本事務能率協会 昭和37年8月 冊1 刷

6009
〔経営問題懇談会 講師ご依頼について 日本事務能率協
会講演資料〕

金子佐一郎 堤康次郎 昭和37年9月18日 状1 タイプ

6010
NOMAニュース「10月の経営問題懇談会 著名人を次々
まねく｣〔日本事務能率協会講演資料〕

昭和37年10月1日 状2 刷

6011
経営問題懇談会資料〔｢私がアメリカ進出を着想したと
き｣〕

堤康次郎 昭和37年10月3日 綴6 刷

6012
経営問題懇談会出席者名簿〔日本事務能率協会講演資
料〕

昭和37年10月3日 綴3 刷

6013経営問題懇談会〔案内状 日本事務能率協会講演資料〕 状4 刷

6014事業案内〔日本事務能率協会講演資料〕
社団法人日本事務能力協
会

冊1 刷

6015
講演内容〔経営問題懇談会講演の事前打ち合わせ 日本
事務能率協会講演資料〕

状9 ペン

6016経営問題懇談会開催要領〔日本事務能率協会講演資料〕 状1 刷

6017
経営問題懇談会出席者名簿及案内状 日本事務能率協会
講演資料〕

綴1・状4 刷

③ スクラップブック

6018
31年 箱根(ケーブル・キャンプ場・東急との箱根戦争
他)軽井沢(東急菅平・万座温泉・鬼押出し・スケートセ
ンター他)〔スクラップブック〕

昭和31年 綴1 刷

6019
33年34年 運輸関係記事 附西武関係(熱海―大島間、秩
父線、伊東下田電鉄、伊豆箱根)〔スクラップブック〕

昭和33年～34年 綴1 刷
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6020
38年(?)第2次交通戦争 特集1～20話〔スクラップブッ
ク〕

昭和38年ヵ 綴1 刷

④ 新聞雑誌記事

6021
キング 昭和二十七年十一月号〔｢西武鉄道の経営ぶりと
労使一体の繁栄策｣〕

昭和27年11月1日 冊1 刷

6022
経済公報 第二十三巻第七号〔｢金儲けの秘訣と成功の極
意｣ 堤康次郎評所載〕

経済公報社 昭和28年7月1日 冊1 刷

6023週刊新潮 4月8日号〔｢東武を狙う西武｣〕 昭和31年4月8日 冊1 刷

6024
ダイヤモンド財界人物 第六巻第十二号〔｢第一線財界人
評伝 堤康次郎論｣〕

昭和31年12月1日 冊1 刷

6025
財界人物 3月号〔｢新財閥誕生記2 堤式もぐら進撃西武
コンツェルン｣〕

昭和32年3月1日 冊1 刷

6026
読切特撰集 第五巻第十六号〔｢箱根開発の親 事業の怪
物 堤康次郎｣〕

昭和32年12月1日 冊1 刷

6027
経済新論 第三巻第三号〔｢西武コンツェルンは花ざかり
―苦節四十年の堤康次郎―｣〕

昭和33年3月1日 冊1 刷

6028
週刊新潮 10月20日号〔｢挫折した自衛隊の橋 伊豆惨害
とあと始末騒動｣〕

昭和33年10月20日 冊1 刷

6029
政経人物 第四巻第一号〔｢写真特集 財界の顔 堤康次
郎｣〕

政経人物社 昭和34年1月1日 冊1 刷

6030
政界読物 第五巻第一号〔｢世界の脚光を浴びる観光日
本｣〕

日刊内政通信社 昭和34年1月15日 冊1 刷

6031西日本 第十四巻第二号〔｢財界怪物列伝｣〕 昭和34年2月1日 冊1 刷

6032
若人の友 第十巻第三号〔｢はだか一貫から大社長へ 一
百姓から成功した西武会長堤康次郎氏｣〕

昭和34年3月1日 冊1 刷

6033
週刊東洋経済新報 第二九〇〇号〔｢関西だより 湖上に
火花散る観光合戦｣〕

昭和34年8月1日 冊1 刷

6034週刊サンケイ 八月三十日号〔｢関西に斬り込んだ西武｣〕 昭和34年8月30日 冊1 刷

6035
財界 第七巻第十七号〔｢西武王国の秘密｣「怪談・新宿
民衆駅｣〕

昭和34年9月15日 冊1 刷

6036週刊朝日 9月27日号〔｢琵琶湖観光やっさもっさ｣〕 昭和34年9月27日 冊1 刷

6037
経済 第一一七号〔｢対談・ライバル亡きあとのゆくえ｣
「家庭の母を生むデパート―西武百貨店｣「行楽地の多
い西武沿線・西武鉄道｣〕

昭和34年10月1日 冊1 刷

6038
人 第五巻第四号〔｢堤康次郎論 五島亡き後の西武の大
御所の今後｣〕

昭和35年4月1日 冊1 刷

6039
週刊朝日 11月20日号〔｢スキー商売いまとむかし 本腰
になった私鉄の勇者たち｣〕

昭和35年11月20日 冊1 刷

6040
週刊時事 第四巻第四号〔｢演出者 西武｣「表紙の顔 堤
康次郎氏｣〕

昭和37年1月27日 冊1 刷
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6041
政界ジープ 第十七巻第三号〔｢西武マンモス企業の総帥
元衆議院議長 堤康次郎氏｣〕

政財界ジープ社 昭和37年3月1日 冊1 刷

6042
実業界 第一九〇号〔｢西武独特のカラーで行く マンモ
ス・レジャーの開発｣〕

昭和37年8月1日 冊1 刷

6043
マネジメント 第21巻第11号〔｢世界のなかの日本｣「経
営者の胸のうち 西武会長堤康次郎氏｣「世界に挑む日本
の企業｣〕

昭和37年10月5日 冊1 刷

6044財界 第十一巻第九号〔｢西武・京阪琵琶湖の決闘｣〕 昭和38年5月15日 冊1 刷

6045新世代〔｢ある生活記 堤学校二年生｣〕 昭和38年6月1日 冊1 刷

6046
週刊現代 六月二十五日号〔｢堤康次郎死後の西武王国と
八万票の相続者｣〕

昭和39年6月25日 冊1 刷

6047
財界 第十二巻第十四号〔｢ワンマン亡き西武グループの
行方｣〕

昭和39年8月1日 冊1 刷

6048
経済新論 第十二巻第四号〔｢団結揺るがず！ 限りなく
発展する西武グループ｣〕

昭和42年4月1日 冊1 刷

6049
ダイヤモンド 第55巻第38号〔｢西武グループ強力な遺産
を軸に戦線の再拡大へ｣〕

昭和42年8月7日 冊1 刷

6050
西武コンツェルンの形成について〔｢鉄道史学」第2号抜
刷〕

野田正徳 昭和60年8月15日発行 綴1 刷

6051
〔横浜毎日新聞切り抜き「スポーツ・ランド計画西武で
五輪目安に｣〕

昭和35年9月15日 状1 刷

6052
〔滋賀新聞切り抜き「事業と人 ストのない西武鉄道(上)
衆院議長堤康次郎氏の全貌｣〕

9月13日 状1 刷

6053 〔新聞切り抜き 西武関係〕 昭和40年 状5 刷

6054西武関係新聞切り抜き 綴1 刷

⑤ 東急係争関係記事

6055
週刊エコノミスト 新年倍大号〔｢年賀状(堤康次郎・五
島慶太)｣〕

毎日新聞社 昭和32年1月5日 冊1 刷

6056私は知りたい 創刊号〔｢昼下がりの五島王国｣〕 昭和32年12月1日 冊1 刷

6057
週刊読売 3月23日号〔｢五島対堤 東京湾上の海戦？ 華
やかな新兵器興安丸と長福丸｣〕

昭和33年3月23日 冊1 刷

6058
交通経済 第十一巻第四号〔｢業界展望録(重要問題総ま
くり) 評判を悪くした東急経営者｣〕

交通経済新聞社 昭和33年4月1日 冊1 刷

6059
政界ジープ 第十三巻第十一号〔｢東急と西武の対決つづ
く 静岡市にデパート建設 土地買収に躍起の東急｣〕

政財界ジープ社 昭和33年11月1日 冊1 刷

6060
財界 第七巻第二号〔｢財界最後の怪物 堤康次郎という
男(一)｣〕

昭和34年2月1日 冊1 刷

6061
財界 第七巻第三号〔｢火を噴く大島攻防戦 堤康次郎と
いう男(二)｣〕〔｢もめる西武百貨店の増築｣〕

昭和34年2月15日 冊1 刷

6062
財界 第七巻第四号〔｢新戦場「伊豆」の激突 堤康次郎
という男(3)｣〕

昭和34年3月1日 冊1 刷
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6063
財界 第七巻第五号〔｢伊豆鉄道をめぐる五島・堤抗争
堤康次郎という男(四)｣〕

昭和34年3月15日 冊1 刷

6064
実業の世界 第五十六巻第三号〔｢事業の鬼 五島慶太の
腹の底 ドロ仕合い！ ホテル・ブームの裏をつく｣〕

昭和34年3月1日 冊1 刷

6065
経済展望 第三十一巻第五号〔｢東西私鉄観光合戦 五
島・堤の関西観光地殴り込み｣〕

昭和34年5月3日 冊1 刷

6066
西日本 第十四巻第六号〔｢｢非情の顔｣にたたきつけた東
洋精糖の激怒―死ぬまで仏になれぬ強盗慶太―｣〕

西日本 昭和34年6月1日 冊1 刷

6067
日本経済新聞 昭和34年9月16日〔｢主業外、他社と争わ
ぬ 東急コンツェルンの中央集権を避ける｣〕

昭和34年9月16日 状1 刷

6068
実業之日本 第六十二巻第二十二号〔｢塗り替えられた観
光事業界の勢力地図｣〕

昭和34年11月15日 冊1 刷

6069
政界往来 第二十五巻第十二号〔｢政界今昔レンズ 堤康
次郎氏｣｢五島・堤合戦西へ移動」〕

昭和34年12月10日 冊1 刷

6070
サラリーマン 第八巻第一号〔｢一九六〇年経営者百選」
東急五島社長評所載〕

昭和35年1月1日 冊1 刷

6071実業展望 第三二巻第二号〔｢西武に狙われた小田急｣〕 昭和35年2月1日 冊1 刷

6072
交通経済 第十四巻第四号〔｢私鉄風雲録 その1 問題山
積の東急コンツェルン 張り切り出した京浜急行｣〕

東京交通経済社 昭和35年4月1日 冊1 刷

6073財界 第八巻第十号〔｢五島門下の堤詣で｣〕 昭和35年6月1日 冊1 刷

6074
実業展望 第三二巻第六号〔｢小田急対西武 総会は静か
に終わったが再び激突か!!｣〕

昭和35年6月1日 冊1 刷

6075
交通経済 第十四巻第六号〔｢山梨交通をめぐる攻防戦
微笑する堤・激突する小佐野｣〕

東京交通経済社 昭和35年6月1日 冊1 刷

6076
実業展望 第三二巻第八号〔｢堤康次郎と小佐野賢治の激
突―山梨交通争奪戦をめぐって―｣〕

昭和35年8月1日 冊1 刷

6077
財界 第八巻第十四号〔｢山梨交通合併は待った｣｢東急・
近鉄を追って｣｢昇さんにはかなわない｣(堤清二)〕

昭和35年8月1日 冊1 刷

6078
実業展望 第三三巻第一号〔｢崩れゆくか東急王国 京浜
急行に西武の手 注目を呼ぶ小佐野と堤の接近｣〕

昭和36年1月1日 冊1 刷

6079
実業界 第一七一号〔｢火を噴くか三浦半島 堤・小佐野
両雄の握手にみる今後の動向｣〕

昭和36年1月1日 冊1 刷

6080
実業之世界 第五十八巻第六号〔｢小田急電鉄・京浜急行
乗取り戦いよいよ激化｣〕

昭和36年6月1日 冊1 刷

6081
サンデー毎日 3月15日号〔｢親子二代の宿敵 突然の和解
東急西武の協調的競争とは｣〕

昭和39年3月15日 冊1 刷

6082
週刊文春 3月16日号〔｢犬猿の仲 東急と西武の意外な握
手｣〕

昭和39年3月16日 冊1 刷

⑥ 堤著作評

6083会長著書目録 綴1 ペン

6084 〔｢人を生かす事業」発送名簿メモ〕 昭和34年2月23日 状1 ペン
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6085 〔｢人を生かす事業」原稿「伊豆循環鉄道の考え方｣〕 状9 ペン

6086 〔｢人を生かす事業」原稿「丸物は卑怯だ｣〕 状4 ペン

6087 〔｢人を生かす事業」宣伝ポスター〕 状1 刷

6088
毎日新聞 昭和33年9月3日〔｢独特なきたえかた 堤康次
郎著「人を生かす事業｣｣〕

昭和33年9月3日 状3 刷

6089
中部日本新聞 昭和33年9月4日〔｢堤康次郎著「人を生か
す事業｣｣〕

昭和33年9月4日 状3 刷

6090読売新聞青森版 昭和33年9月5日 昭和33年9月5日 状3 刷
｢人を生かす事業」
批評掲載紙

6091
滋賀日日新聞 昭和33年9月6日〔｢新刊紹介 ｢人を生かす
事業｣｣〕

昭和33年9月6日 状1 刷

6092
京都新聞 昭和33年9月8日〔｢新刊紹介 ☆人を生かす事
業(堤康次郎著)｣〕

昭和33年9月8日 状2 刷

6093
読売新聞 昭和33年9月10日〔｢五行書評 人を生かす事
業｣〕

昭和33年9月10日 状2 刷

6094
毎日新聞 昭和33年9月11日〔｢独特な鍛えかた 社内では
立ち聞きを奨励 堤康次郎著『人を生かす事業』｣〕

昭和33年9月11日 状3 刷

6095
週刊読売 9月18日号〔｢誠実主義の事業観「人を生かす
事業｣｣〕

昭和33年9月18日 冊1 刷

6096
毎日新聞 昭和33年9月19日 ｢週刊ベストセラーズ｣〔｢人
を生かす事業｣記載〕

昭和33年9月19日 状3 刷

6097
サンデー毎日 9月28日号〔｢ナニワ節的人情主義 堤康次
郎『人を生かす事業』｣〕

昭和33年9月28日 冊1 刷

6098
東海民報 昭和33年10月1日〔｢読んでトクする本｣『人を
生かす事業』評〕

昭和33年10月1日 状1 刷

6099
財界 第六巻第十八号〔｢秘境黒部渓谷の暗闘｣｢ピストル
堤の生き方 堤康次郎の「人を生かす事業｣｣〕

昭和33年10月1日 冊1 刷

6100
東京タイムス 昭和33年10月9日〔｢話題のベストセラー
人を生かす事業 誠心誠意の奉仕｣〕

昭和33年10月9日 状1 刷

6101経済新論 第三巻第十一号〔｢堤・五島の著書合戦｣〕 昭和33年11月1日 冊2 刷

6102週刊文春 2月3日号〔｢社長の書いた本を診断する｣〕 昭和39年2月3日 冊1 刷

⑦ 雑

6103注意喚起の訓示について 広尾分室 昭和34年9月6日 綴1 刷

6104 〔叱責状 勤務最劣等につき辞表提出を要求する件〕 永井博 状1 墨

6105
週刊女性 11月2日号〔｢女性のます釣大会 浅間高原に秋
をたずねて｣〕

昭和33年11月2日 冊1 刷

6106
サンデー毎日 1月4日新年増大号〔｢ウインタースポーツ
の魅力｣〕

昭和34年1月4日 冊1 刷

6107読売新聞 昭和34年8月23日〔｢皇太子さま軽井沢へ｣〕 昭和34年8月23日 状1 刷
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6108
朝日新聞 昭和34年8月23日〔｢テニス大会にご出場 皇太
子さま軽井沢へ｣〕

昭和34年8月23日 状1 刷

6109
中部日本新聞 昭和34年8月23日〔｢テニスをお楽しみ 皇
太子さま、軽井沢へ｣〕

昭和34年8月23日 状1 刷

6110
中部日本新聞 昭和34年8月24日〔｢恵美子さんと組んで
皇太子テニスをお楽しみ｣〕

昭和34年8月24日 状1 刷

6111
内外タイムス 昭和34年8月25日〔｢美智子妃の妹と組ん
で テニスを楽しまれる皇太子さま｣〕

昭和34年8月25日 状1 刷

6112
サン写真新聞 昭和34年8月25日〔｢ヒロイン、今度は恵
美子さん｣〕

昭和34年8月25日 状1 刷

6113
スポーツニッポン 昭和34年8月26日〔｢皇太子組み敗る
清宮組は優勝｣〕

昭和34年8月26日 状1 刷

6114
日本観光新聞 昭和34年8月31日〔｢あれから一年の軽井
沢｣〕

昭和34年8月31日 状1 刷

6115週刊朝日 8月11日号〔｢たちばなし 軽井沢昨今｣〕 昭和36年8月11日 冊1 刷

6116
週刊公論 9月13日号〔｢総理大臣飼育のコツ｣ 池田満枝
による西武デパートでの講演記事〕

昭和35年9月13日 冊1 刷

6117
週刊朝日 12月18日号〔｢天然の氷・人工の氷 混雑の中
を愉快にすべるには｣〕

昭和35年12月18日 冊1 刷

6118
日本経済新聞 昭和36年12月9日〔｢雪山へ第一陣 マニア
を満載して｣〕

昭和36年12月9日 状1 刷

6119
〔東京新聞切り抜き ｢用地の話合いつく 神代植物公園
来月工事再開へ｣〕

状1 刷

6120 〔軽井沢社員旅行感謝の寄せ書〕 堤康次郎 状10 ペン

6121 〔各社従業員連名状〕 状1 墨

6122 〔各社従業員連名状〕 状1 墨

6123 〔各社従業員連名状〕 状1 墨

6124 〔各社従業員連名状〕 状1 墨

6125 〔各社従業員連名状〕 状1 墨

6126 〔各社従業員連名状〕 状1 墨

6127 〔連名状断片〕 状1 墨

6128 〔各社従業員連名状〕 状1 墨

6129 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和24年1月1日 状1 墨

6130 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和25年1月1日 状1 墨

6131 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和26年1月1日 状1 墨

6132 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和27年1月1日 状1 墨

6133 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和28年1月1日 状2 墨

6134 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和29年1月1日 状1 墨

6135 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和30年1月1日 状1 墨

6136 〔年賀奉書〕 各社従業員 昭和31年1月1日 状1 墨
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6137新春初祈祷祭願意 駿豆鉄道株式会社従業員 昭和31年1月1日 状1 墨

6138 〔年賀奉書〕
赤坂プリンスホテル従業
員一同

昭和32年1月1日 状1 墨

6139 〔年賀奉書〕 各社従業員他 昭和33年1月1日 状2 墨

6140賀詞 謹賀新年 綴1 墨

⑧ 写真類

6141 〔女性従業員を前にあいさつ〕 状5

6142 〔事務能率協会での講演〕 状1

6143池田総理夫人来店記念写真 昭和35年8月31日 状34


