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19世紀の東京郵便局所の沿革 浅見　啓明 浅見啓明 1987年06月 14, 210

十九世紀の郵便　東京の消印を中心として 手嶋　康，　浅見　啓明　；
澤　護　監修

タカハシスタンプ商
会

2003年08月 352

2021年度郵便・物流・流通に関する調査研究　調査
研究助成論文

ゆうちょ財団ポスタ
ル部

2022年09月 115

21世紀は郵政省の時代 ： 村の郵便局から宇宙衛星
まで

前野　和久 ビジネス社 1987年08月 272

21世紀は郵政省の時代 ： 村の郵便局から宇宙衛星
まで

前野　和久 ビジネス社 1987年07月 272

21世紀への手紙 ： ポストカプセル328万通のはる
かな旅

文芸春秋  編 文芸春秋 2001年11月 285

GHQと占領下の郵政 守山　嘉門　訳著　二瓶　貢
監修　（守山　嘉門）

郵研社 1995年11月 251

Maritime　水路逓送の郵便印と郵便史 ： ｢てつゆ
う｣別冊

たんぶるぽすと　;　増刊第
44号

佐々木　義郎　編 鳴美 2010年01月 236

P.S. 日本郵便友の会協会 1987?年 40

P.S.ドキドキ手紙マガジン　Vol.3 郵政省郵務局総務課切手文通
室　監修

日本郵便友の会協会 1989年 43

P.S.ドキドキ手紙マガジン　Vol.4 郵政省郵務局総務課切手文通
室　監修

日本郵便友の会協会 1990年03月 42

アイスランド郵便史を歩く 1 ドン・ブラント　（村田
敏）

村田敏 1998?年 132

アイスランド郵便史を歩く 2 ドン・ブラント　（村田
敏）

村田敏 1998?年 133-205

愛知県版郵便布達集 馬淵正夫 1971年11月 1冊

アイヌ語を軸とした北海道郵便局名の由来 野沢　武司 野沢武司 2005年01月 419

アウシュヴィッツの手紙 内藤　陽介 えにし書房 2015年11月 190

アウシュヴィッツの手紙 内藤　陽介 えにし書房 2019年11月 293

赤いポスト白書 ： 阪神・淡路大震災 白川書院新社 1995年02月 65

郵便史<郵便局、郵便制度>に関する書籍（和書）
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明日を聴く ： 先端分野に挑む郵政 中山　正暉 NTT出版 1988年 258

アタック　ゆうびんセールス 東京郵便営業自主研修会　編 ASP 1987年 127

あなたの街の郵便局マップ　東京都 関口文雄 1991年 1冊

アメリカの郵送証明 (Certificate of Mailing) 和田　文明 和田文明 2022年09月 1冊

アメリカの郵便 ARTHER E. SUMMERFIELD
（小山　泰蔵）

通信教育振興会 1963年09月 250, 14

アメリカの郵便制度 二瓶　貢 通信教育振興会 1948年11月 179

有野郵便局百年史 前北　義臣　編 前北義臣 1974年08月 39

イギリス郵便史　文献散策 星名　定雄 郵研社 2012年10月 225

伊豆三等局長会会則 ： 並 附属規約 昭和14年5月9
日現行

伊豆三等局長会 1939年 36

伊那街道の郵便創業 伊那　;　通巻789巻 矢沢　昇 伊那史学会 1994年02月 60

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書
；　第25巻

小島　純二 小島純二 2018年02月 184

印刷局沿革録　復刻　1 ： 明治20年発行 印刷局朝陽会 1977年 350

印刷局沿革録　復刻　2 ： 明治40年発行 印刷局朝陽会 1977年 383

印刷局沿革録　復刻 追録 3 ： 大正6年発行 印刷局朝陽会 1977年 205

印刷局の90年 米国切手双書　;　1 日本郵趣協会 1985年03月 48

駅逓局統計書　複刻 日本郵趣出版 1975年04月 242

駅逓局類聚摘要録　上 ： 明治18年4月上梓 駅逓局　編纂 むさしスタンプ 1977年08月 257

駅逓局類聚摘要録　中 ： 明治18年4月上梓 駅逓局　編纂 むさしスタンプ 1977年09月 259ｰ669

駅逓局類聚摘要録　下 ： 明治18年4月上梓 駅逓局　編纂 むさしスタンプ 1977年11月 671-1038

駅逓史 32

駅逓史料　1　北海道・青森・岩手・秋田・山形･宮
城・福島

山崎　好是　編著 日本風景社 1980年06月 320

駅逓史料　4　群馬県 山崎　好是　編著 日本風景社 1974年11月 318

駅逓史料　5　神奈川県 山崎　好是　編著 日本風景社 1980年06月 244

駅馬車時代 篠原　宏 朝日ソノラマ 1975年05月 302

江刺の郵便誌 荻田　栄治 荻田栄治 1980年08月 107
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大分県内の郵便局 安部博之 1991年 250

大阪府全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第16巻

小島　純二 小島純二 1991年07月 67

大阪俘虜収容所の研究 ： 大正区にあった第一次大
戦下のドイツ兵収容所

大阪俘虜収容所研究会　大正
ドイツ友好の会　編

大正区役所 2008年03月 367

岡山県内全郵便局索引 ： 1989年3月31日現在（昭
和28年7月10日以降を全て含む）

全国郵便局消印蒐集叢書　;
第13巻

小島　純二　編 小島純二 1989年05月 36

沖縄県の郵便局名録(戦前編) 石沢　司　編集・構成 2003年05月 20枚

隠岐国駅鈴倉印の由来 1969年04月 37

尾道の郵便 ： 創業から終戦まで 郵趣モノグラフ　;　24 天野　安治 日本郵趣協会 2016年02月 165

オホーツク海沿岸の郵便輸送(郵便線路)の変遷 小山田　恭一 北見雑学研究所 1994年02月 46

お雇い外国人キヨッソーネ研究 明治美術学会印刷局朝陽会 中央公論美術出版 1999年06月 305, 104

お雇い外国人・キヨッソーネ没後100年展 ： その
業績と明治の印刷文化

大蔵省印刷局記念館  企画編
集

大蔵省印刷局記念館 1997年04月 55

開国当時の日本にあった外国郵便局 ： ＜郵趣のつ
どい＞東京大会記念品

小柴　谷吉 日本郵趣協会 1959年09月 32

外国郵便案内 通信教育振興会 1949年11月 45

外国郵便事務必携 ： 昭和56年7月1日現行 外国郵便法令研究会　編 通信事業教育振興会 1981年09月 493

外国郵便事務必携 郵政省郵務局  監修 通信教育振興会 1959年03月 306

外国郵便条件表 逓信省郵務局国際業務課　監
修，大阪貿易協会　編

一二三書房 1958年 1冊

外国郵便取扱いの手引き 国際通信文化協会 1985年03月 53

外国郵便の1世紀 山口　修 国際通信文化協会 1979年03月 325, 8

外国郵便の1世紀 山口　修 国際通信文化協会 1979年03月 325, 8

外国郵便料金早見表 国際通信文化協会 国際通信文化協会 1981年08月 187

外国留学研究報告書 逓信大臣官房文書課 逓信大臣官房経理課 1915年09月 311

外信印刷物郵便 = Overseas Printed Matter Mail 森田　美佐子 森田美佐子 2022年03月 140

鹿児島郵駅史 たんぶるぽすと  ;　別冊6
号

丸山  陽生 鳴美 2000年07月 162
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上総国・下総国 たんぶるぽすと　;　増刊№
20

高浦　義一，　解説　沢　ま
もる

鳴美 2003年06月 152

神奈川県・千葉県・山梨県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第23巻

小島　純二　編 小島純二 2003年05月 144

からす会創立30周年記念誌 岡山からす会 1996年08月 153

樺太庁施政30年史　第7篇 ： 通信 日本郵趣出版 1975年04月 91

為替貯金記号番号簿　複刻 ： 昭和25年2月1日現在 郵政省貯金局　編 駅逓郵趣会 1987年 426

為替貯金記号番号簿 ： 昭和25年2月1日現在 たんぶるぽすと　;　増刊第
42号

郵政省貯金局　編 鳴美 2009年02月 96

簡易郵便局　局名全記録 ： 簡易局のすべて 渡辺　宜照　編著 消印同好会 1981年08月 216

簡易郵便局　局名全記録 ： 簡易局のすべて 渡辺　宜照　編著 消印同好会 1981年12月 216

簡易郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第21巻

小島　純二　編 小島純二 1998年09月 433

簡易書留郵便の歴史 町屋　安男 無料世界切手カタロ
グ・スタンペディア

2021年04月 96

館外資料目録　上 郵政省逓信博物館 1986年 121

館外資料目録　下 郵政省逓信博物館 1986年 103

関西郵趣連盟50周年記念切手展図録  企画展示送金
と郵便

関西郵趣連盟 1999年05月 56

カンタン手軽な郵便局とくとく利用法 ポスタルサービスセンター
編著

リヨン社 1986年 187, 33

関東大震災と郵便 ： 震災郵券拾話 月刊たんぶるぽすと　；
増刊　第72号

岡藤　政人 鳴美 2016年07月 232

関東逓信30年史　復刻 日本郵趣出版 1977年12月 662

官民往復郵便　地方約束郵便　公用郵便　他　法令
集

消印研究会叢書　;　5 消印研究会 1992年07月 109

北見市の郵便局 ： 街のオアシスをめざして 小山田　恭一 北見雑学研究所 1992年04月 156

切手でたどる郵便創業150年の歴史　Vol.1　戦前編 内藤　陽介 日本郵趣出版 2021年04月 143

切手でたどる郵便創業150年の歴史　Vol.2　戦後編 内藤　陽介 日本郵趣出版 2021年11月 143
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切手でたどる郵便創業150年の歴史　Vol.3　平成・
令和編

内藤　陽介 日本郵趣出版 2022年05月 141

切手と戦争 ： もうひとつの昭和戦史 新潮新書 内藤　陽介 新潮社 2004年11月 191

切手年表　日本郵便の足跡 ： 昭和編 井口　一郎 井口文一 1981年03月 178

切手百撰　昭和戦後 内藤　陽介 平凡社 2011年04月 ii, 199

岐阜誌友大会記念帳 国島  龍一  大塚  国一 村上信雄印刷 1954年07月 6丁

九州・沖縄８県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第28巻

小島　純二 小島純二 2021年04月 354

郷土史逓信史研究論文集 山崎　善啓 松栄印刷所[印刷] 2007年11月 402

京都府・奈良県・滋賀県全郵便局索引 ： 平成3年
12月31日現在（昭和28年7月10日以降を全て含む）

全国郵便局消印蒐集叢書　;
第17巻

小島　純二　編 小島純二 1992年03月 32, 24,
22

郷土郵便史 蔭山  理三郎 蔭山理三郎 1979年06月 217

郷土郵便史　遠江国相良郵便局史料 川原崎　次郎 川原崎次郎 1954年12月 106-211

清洲郵便局初期史料集　1 ： 御渡金状集 清洲小学校郷土研究部　編集 清洲小学校郷土研究
部

1995年07月 49

清洲郵便局初期史料集2 ： 郵便御用御継立留　明
治8･9年

清洲小学校郷土研究部　編集 清洲小学校郷土研究
部

1996年05月 96

近代岡山殖産に挑んだ人々　３ ： 『「郵便は薄利
多売主義を守れ」郵便中興の恩人　坂野鉄次郎』井
上卓朗(p.197-234)シンポジウム講演録

山陽放送学術文化・スポーツ
振興財団　編著

山陽放送学術文化・
スポーツ振興財団

2022年07月 336

近代交通の成立過程　上 ： 九州における通信を中
心にして

高橋　善七 吉川弘文館 1970年 751

近代交通の成立過程　下 ： 九州における通信を中
心にして

高橋　善七 吉川弘文館 1971年 864

近代史研究　第8号 大阪歴史学会　編 近代史部会 1960年07月 30

近代日本郵便史 ： 創設から確立へ 薮内  吉彦，　田原　啓祐 明石書店 2010年10月 452

近代郵便のあけぼの 逓信総合博物館　編 第一法規出版 1990年03月 112

郡区町村一覧　上　復刻版 日本郵便史学会 1975年11月 104

郡区町村一覧　中の上　復刻版 日本郵便史学会 1976年 100



6 / 39 ページ

書名　：　副書名 シリーズ 編著者　(訳者) 出版社 出版年 ページ数

郵便史<郵便局、郵便制度>に関する書籍（和書）

軍事郵便 「日専」を読み解くシリー
ズ

玉木　淳一 日本郵趣協会 2005年07月 176

軍事郵便アドレス・コード（海軍編） ＝ Military
Postal Address Code － Navy

裏田　稔，　吉田　影保　編 双龍社 1981年11月 87

軍事郵便関係法令集 ： 昭和17年版　復製 駅逓郵趣会 1981年02月 119

群馬県郵便局略史 原田　雅純　編 高崎郵泉堂 1979年 79

群馬の郵便 みやま文庫　;　159 嶋田  幸一， 設楽  光弘，
原田  雅純

みやま文庫 2000年06月 211

京攝郵便事情研究 月刊『たんぶるぽすと』増
刊　；　第78号

佐々木　義郎　著，　日本郵
楽会　編

鳴美 2017年11月 56

消印とエンタイヤ総索引 ： Vol. [1] No. 1～Vol.
7 No.2 　1号より50号まで

文献研究叢書　;　第2輯 裏田　稔 文献研究会 1955年02月 48

建築記録／逓信ビル ： 郵政建築の精華 「建築記録／逓信ビル」刊行
委員会　編

日本郵政不動産部門
施設部

2014年10月 97

航空郵便のあゆみ 笹尾 寛 郵研社 1998年05月 229

上野国の明治初期郵便消印 ： 設楽光弘コレクショ
ン

月刊『たんぶるぽすと』増
刊　；　第89号

設楽　光弘 鳴美 2020年08月 288

上野国より差し出された書留、金子入、別配達 設楽　光弘 無料世界切手カタロ
グ・スタンペディア

2021年08月 47, 8

上野国郵便史太田 清水美術館 2001年03月 49

鴻爪痕 市島　兼吉 市島兼吉 1922年 103

鴻爪痕 ： 前島密伝 前島　密　著，　通信文化協
会博物館部　監修

鳴美 2017年08月 8, 16,
710, 18

鴻爪痕　前島密伝 前島会 1955年 710

交通史 体系日本史叢書　;　24 豊田　武，　児玉　幸多　編 山川出版社 1971年08月 488，18

甲府郵便局80年誌 甲府郵便局八十年誌刊行会
編

甲府郵便局八十年誌
刊行会

1955年 798

甲府郵便局80年誌 甲府郵便局80年誌刊行会 甲府郵便局80年誌刊
行会

1955年11月 789
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声の郵便　特集　1992 川崎郵趣会 1冊

国際郵便事務必携 ： 平成3年1月1日現行 国際郵便法令研究会　編 通信事業教育振興会 1991年03月 514

国際郵便事務必携　追補版 ： 平成4年10月1日現行 国際郵便法令研究会　編 郵政国際協会 1992年11月 503

告示録　大正元年～大正15年 前野　雄次　編集 前野雄次 1998年12月 110

告示録　大正15年～昭和19年 前野　雄次　編集 前野雄次 1998年02月 354

国民生活と郵便局 山口　修 通信事業教育振興会 1984年 228

国立歴史民俗博物館研究報告第126集 ： 近代日本
の兵士に関する諸問題の研究
「軍事郵便の基礎的研究（序）」新井勝紘著（p.
67-85）

一ノ瀬　俊也　編 歴史民俗博物館振興
会

2006年01月 327

小包郵便史と小包送票 ： 初期取扱局名及び関係法
令告示等付

本池　悟 中崎真司（印刷） 1997年01月 81

災害救助用郵便の記録　1991 ： 「川崎郵趣雑信」
特集号

川崎郵趣雑信 1冊

最新全国郵便配達局名便覧　付市町村名 中央通信社 1950年 234

最新全国郵便番号簿  '97年版 郵政省  監修 郵便文化振興協会 1996年09月 159

最新郵便番号簿 平成7年度 郵政省　監修 郵便文化振興協会 1995年11月 192

最新郵便番号簿 平成8年度 郵政省　監修 郵便文化振興協会 1996年11月 192

埼玉県初期郵便史の研究 ： 近代郵便の形成過程 阿部　昭夫　等 立正大学北埼玉地域
研究センター

1990?年 27-45

埼玉郵便史資料展目録 立正大学北埼玉地域
研究センター

199-年 60-83

在中国日本秘密局 ： 関西郵趣誌(平成8, 9年, 他)
所蔵

佐々木　義郎 佐々木義郎 2009年10月 24

在日外国郵便局研究史 郵趣研究ブックレット　;
5

松本　純一 日本郵趣協会 2006年10月 69

在横浜フランス郵便局大型数字5118入菱形印 切手研究会別冊　;　11 小林　彰 切手研究会 2017年06月 65

堺県版飛信逓送規則　複製 馬淵正夫 1972年05月 60
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時系列でみる琉球カバー図録1945-72 ： 琉球切手
はどのように使われたか460通のカバーで辿る

上田　勝久 上田勝久 2022年05月 96

四国４県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第30巻

小島　純二 小島純二 2022年12月 136

四国全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第15巻

小島　純二　編 小島純二 1990年05月 102

四国地方郵便創業史料の解明 山崎  善啓 四国地方郵便史研究
会

1994年07月 142

四国逓信事始め ： 郵便・電信・電話・為替・貯金
創業史

山崎　善啓 山崎善啓 2011年07月 327

静岡県駅逓御用留　明治7年　その1 郵政省逓信博物館資料図録
;　別冊3

郵政省逓信博物館 1987年02月 90

静岡県駅逓御用留　明治7年　その2 郵政省逓信博物館資料図録
;　別冊4

郵政省逓信博物館 1988年 99

知ってる？郵便のおもしろい歴史 ちしきのもり 郵政博物館　編著 少年写真新聞社 2018年11月 142

支那交通全図解説 ： 附録支那国勢一班 支那経済調査部 1908年 153

信濃第1部3等局長協議会第2回報告　明治34年10月 信濃第1部3等局長協議会 信濃第1部3等局長協
議会

1901年 87, 21

支那郵便制度 馬場　鍬太郎 禹域学会 1923年05月 218

下総郵便事始 ふるさと文庫 田辺　卓躬 崙書房 1980年09月 129

写真集村の郵便局の100年 ： 特定郵便局のあゆみ 矢沢　昇 新葉社 1993年11月 205

重量便使用例の分類と収集 中世古　誠 日本郵趣協会 2019年11月 94

重量便使用例の分類と収集２　昭和・新昭和切手の
使用例

郵趣モノグラフ　；　32 中世古　誠 日本郵趣協会 2021年07月 94

小説前島密 ： 天馬　陸・海・空を行く 童門　冬ニ 郵研社 2004年04月 283

小説　郵政省 江波戸　哲夫 かんき出版 1987年 251

情報と通信の文化史 星名　定雄 法政大学出版局 2006年10月 492, 48

昭和20年代の郵便局告示抄 ： 消印同好会創立35周
年記念誌

消印同好会 1996年12月 312
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昭和初期における沖縄の郵便 ： 付　沖縄の郵便局
名録(戦前編)

たんぶるぽすと　;　増刊№
22

石沢　司 鳴美 2003年08月 75

初代駅逓正　杉浦譲 ： ある幕臣からみた明治維新 NHKブックス ;　293 高橋　善七 日本放送出版協会 1977年08月 251

庶民史料が語る昭和初期のくらし ： 競馬関係資
料・軍事郵便

各務原市歴史民俗資料館 各務原市教育委員会 2004年04月 54

知られざる前島密 小林　正義 郵研社 2009年04月 295

史料集　戦時下の尾道　上巻 ： 長江廻廊組回覧板
を中心に

天野　安治，　林　良司　編 尾道学研究会 2010年03月 324

史料集　戦時下の尾道　下巻 ： 長江廻廊組回覧板
を中心に

天野　安治，　林　良司　編 尾道学研究会 2010年03月 324-540

資料目録　上 郵政省逓信博物館 1967年 124

資料目録　下 郵政省逓信博物館 1968年 149

資料目録　追録 郵政省逓信博物館 1979年 136

資料目録　図書編　上 郵政省逓信博物館 1982年 265

資料目録　図書編　下 郵政省逓信博物館 1982年 254

資料目録　別巻 ： 内容：文献図書，絵図 郵政省逓信博物館 1968年 262

私録じゃがたら郵便 ： 占領中の旧蘭印での郵便 切手研究　;　別冊11 青木　好三 切手研究会 1987年01月 413

新旧対照市町村一覧　大日本3府1庁43県 ： 内容：
役所役場位置，郵便電信位置，各府県庁管轄里程図

中村鍾美美堂 1902年 363

新訂郵便用語事典 郵政省郵務局  編著 ぎょうせい 1977年04月 319, 30,
18

新郵便用語事典 郵便用語事典研究会 ぎょうせい 1982年03月 332, 43,
18

すぐに役立つ郵便の知識 郵政弘済会郵便文化
部

1954年03月 106

スコットランド郵便史1662－1840 安室　芳樹 安室芳樹 1994年09月 99

図版高崎郵便馬車会社 清水美術館 2000年 32

図版高崎郵便馬車会社 清水美術館 2002年01月 33

図版高崎郵便馬車会社 清水美術館 2006年01月 30
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図版高崎郵便馬車会社 清水美術館 2003年01月 33

図版高崎郵便馬車会社 清水美術館 2001年01月 33

住友の四阪島と四坂郵便局 山崎　善啓　編 四国地方郵便史研究
会

2001年06月 143

正院本省郵便決議簿 駅逓寮郵便課 鳴美 2011年05月 288

政府印刷事業史　銀行券・郵券・政府印刷物 ： 創
立100年から独立行政法人印刷局発足まで

国立印刷局　印刷朝陽会　編
集

印刷朝陽会 2005年08月 30, 290

世界のポスト ベルンハルト　M.　シュミッ
ド　（パメラ　三木）

ピエ・ブックス 0020年10月 199

世界の郵便改革 星野　興爾 郵研社 2004年07月 263

瀬戸内近代海運草創史 山崎　善啓 創風社出版 2006年04月 237

選挙郵便 たんぶるぽすと　;　増刊53
号

加藤　秀夫 鳴美 2011年05月 96

全国簡易郵便局名簿 ： 付・分室，鉄郵分局 いずみ切手研究会　編 いずみ切手研究会 1979年12月 80

全国簡易郵便局便覧 長田　浩二　編 西気賀郵趣会 1992年01月 178

全国郵便局便覧　東日本編 郵政省郵務局施設課　監修，
郵便局施設研究会　編集

ぎょうせい 1990年02月 1冊(加除
式)

全国郵便局便覧　西日本編1 郵政省郵務局施設課　監修，
郵便局施設研究会　編集

ぎょうせい 1990年02月 1冊(加除
式)

全国郵便局便覧　西日本編索引編 郵政省郵務局施設課　監修，
郵便局施設研究会　編集

ぎょうせい 1990年 1冊(加除
式)

全国郵便局インデックス 河村　照導 各種完集会 1982年10月 350

全国郵便局インデックス　改訂版 河村　照導　編 各種完集会 1992年05月 351

全国郵便局沿革録 ： 明治篇 山口　修　監修 日本郵趣出版 1980年 14, 482

全国郵便局データベース局名索引 ： Postbase-
index a ver1.32

大塚　叔孝　編集 Ｕメディア情報サー
ビス

1995年03月 183

全国郵便局データベース　1994年版 ： 1994年4月1
日現在

大塚　叔孝　編集 Ｕメディア情報サー
ビス

1994年05月 959
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全国郵便局データベース局番号索引 ： 地域別全国
リストつき　Postbase-index b ver 1.43

大塚　叔孝　編集 Ｕメディア情報サー
ビス

1996年03月 395

全国郵便局データベース POSTBASE v.2 大塚　叔孝　編集 Ｕメディア情報サー
ビス

1998年01月 828

全国郵便局データベース最新編集2002年版 ：
POSTBASE SUMMARY

Ｕメディア情報サー
ビス

2002年06月 200

全国郵便局データベース総合索引2002年版 ：
POSTBASE INDEX2002

Ｕメディア情報サー
ビス

2002年06月 210

全国郵便局データベース追録 ：
<POSTBASE>SUPPLEMENT

Ｕメディア情報サー
ビス

1999年11月 加除式

全国郵便局データベース要約編集  2001年3月版 ：
POSTBASE SUMMARY 2001.3

Ｕメディア情報サー
ビス

2001年03月 180

全国郵便局データベース要約編集  2001年8月版 ：
POSTBASE SUMMARY 2001.8

Ｕメディア情報サー
ビス

2001年08月 180

全国郵便局名一覧 鈴木　聡男 CQ出版 1989年06月 991

全国郵便局名録'96 ： 平成8年1月1日現在24622局 武田　聡　編　現行切手満月
印の会　監修

鳴美 1996年06月 627

全国郵便局名録'98 ： 平成9年1月1日現在24669局 武田　聡　編 鳴美 1997年04月 651

全国郵便局名録　2000 ： 平成12年1月1日現在
24799局

武田　聡　編 鳴美 2000年04月 680

全国郵便局名録　2002 ： 平成14年1月1日現在 鳴美 2002年04月 695

全国郵便局名録　2004　 ： 平成16年1月1日現在
24784局

武田　聡　編 鳴美 2004年04月 741

全国郵便局名録　2006 ： 平成18年1月1日現在
24720局

武田　聡　編 鳴美 2006年06月 739

全国郵便局名録　2008 ： 平成19年10月1日現在 武田　聡　編 鳴美 2008年03月 831

全国郵便局名録　2010 ： 平成22年1月1日現在　郵
便局会社24533局　郵便事業会社1091支店

武田　聡　編 鳴美 2010年04月 780

全国郵便局名録　2012 ： 平成24年1月1日現在　郵
便局会社24526局　郵便事業会社1091支店

武田　聡　編 鳴美 2012年04月 832
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全国郵便局名録　2014 ： 平成25年4月1日現在
24540局

鳴美 2013年06月 742

全国郵便局名録　2016 ： 平成28年1月1日現在　都
道府県別市町村順配列　24479局

鳴美 2016年04月 702

全国郵便局名録　2018 ： 平成30年1月1日現在　都
道府県別市町村順配列　24427局収録

鳴美 2018年04月 718

全国郵便局名録　2020 ： 令和2年1月1日現在　都
道府県別市町村順配列　24,384局収録

武田　聡　編 鳴美 2020年04月 699

全国郵便局名録　2022 ： 令和2年1月1日現在　都
道府県別市町村順配列　24,323局収録

武田　聡　編 鳴美 2022年04月 640

戦後75年・手紙が語る戦争の記憶　戦争と郵便 片山　七三雄，　玉木　淳
一，　森下　幹夫　監修・執
筆

切手の博物館 2020年07月 95

戦後の郵政資料　第1巻 ： 昭和20年1月～26年12月 行徳　国宏 行徳国宏 2003年12月 202

戦後の郵政資料　第2巻 ： 昭和27年1月～36年12月 行徳　国宏 行徳国宏 2004年07月 173，33,
4，12

戦後の郵政資料　第3巻 ： 昭和37年1月～42年12月 行徳　国宏 行徳国宏 2005年03月 180

戦後の郵政資料　第4巻 ： 昭和43年1月～51年12月 行徳　国宏 行徳国宏 2007年03月 165

戦後の郵政資料　第5巻 ： 昭和52年1月～64年1月 行徳　国宏 行徳国宏 2008年03月 238, 7

戦後の郵政資料　第6巻 ： 戦後の郵便エンタイア
と消印

行徳　国宏 行徳国宏 2010年08月 186

戦後の郵政資料　第7巻 ： 航空郵便線路に搭載さ
れた速達郵便を集める

行徳　国宏 行徳国宏 2012年01月 17, 162,
25

全逓カメラ集団写真集　鉄道郵便 ： 失われた職場 全逓カメラ集団　編 郵政弘済会東海地方
本部

1988年05月 103

全逓を斬る ： 病める巨大組織の内幕 福田　博幸 日新報道 1977年08月 212

占領下戦後初期沖縄郵便史 斎藤　彰男 斎藤彰男 1997年05月 160

創業75年簡易保険事業史稿 山口　修　編 簡易保険加入者協会 1991年10月 210
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創業150年郵便の歴史　増補 ： 飛脚と郵便150年の
歩みを語る

井上　卓朗，　星名　定雄
共著

鳴美 2021年06月 x, 346,
26

速達郵便史 本池　悟 鳴美 1994年06月 76

訴訟書類の郵便史 池田　健三郎，岡本　哲　編
;　日本郵便文化振興機構
監修

鳴美 2012年08月 272

第381野戦郵便局 ： アッツ島で玉砕された北海道
のポストマン

別冊北見雑学研究所　;　9 小山田  恭一 北見雑学研究所 2001年05月 169

第6師団と軍都熊本 熊本近代史研究会 熊本近代史研究会 2011年03月 508

「第九」と日本　出会いの歴史 ： 板東ドイツ俘虜
収容所の演奏会と文化活動の記録

ベートーヴェン・ハウスボン
編，　ニコレ・ケンプケン
著　（ヤスヨ・テラシマ=
ヴェアハーン　訳，　大沼
幸雄　監訳）

彩流社 2011年09月 126

大正12年震災写真帖 逓信大臣官房文書課 1928年03月 74, 11枚

大日本駅逓志稿　復刻 日本郵趣出版 1980年05月 599, 115

大日本帝国駅逓志稿 朝陽会 1928年02月 599, 115

大日本郵書解題 切手趣味叢書　;　第14編 広田　芳久 切手趣味社 1939年02月 80

太平洋戦争における日本海軍の郵便用区別符 大西　二郎 軍事郵便資料研究会 2003年02月 395

太平洋戦争における日本海軍の郵便用区別符　追録 大西  二郎 軍事郵便資料研究会 2003年10月 29

泰緬鉄道の｢軍事郵便所｣郵便 郵趣研究ブックレット　;
4

土屋　理義 日本郵趣協会 2005年11月 94

第四種郵便 行徳　国宏 行徳国宏 2019年09月 136

台湾・南洋郵便資料 ： 台湾総督府通信要覧・台湾
通信・南洋庁施政十年史抜粋

日本郵趣出版 1980年 1冊

但馬　追録1 ： 郵便史資料 但馬郵趣会 1975年05月 19丁

田無地方史研究会紀要 田無地方史研究会 1993年03月 46

田無地方史研究会紀要  第21号 ： 明治の小川郵便
局

田無地方史研究会  編集 田無地方史研究会 2001年03月 76
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ためしてわかった何度も使いたい郵便のワザ ： 超
便利術30　完全保存版

日本郵便　監修 ナイスク 2018年09月 79

だんぜん得する郵便局83の活用術 ポスタルサービスセンター
編著

リヨン社 1988年 201, 33

地域と歩んだ120年 稲葉　良一　監修 豊中郵便切手販売協
会

1993年07月 214

千島国・郵便局70年の軌跡 ： ポストマンの千島列
島

小山田  恭一 北見雑学研究所 2000年10月 183

中国５県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第29巻

小島　純二 小島純二 2022年04月 228

中国郵政問答 ： 旧中国（ただし1940年まで） 張　梁任　編　（中村　俊
一）

交流経済社 1940年 376

朝鮮逓信事業沿革史　複刻 日本郵趣出版 1976年06月 317

貯金保険払渡局名便覧 郵政省貯金局　監修 郵政国際協会 1958年04月 1冊加除
式

通信今昔 ： 郵便・電電・放送のあゆみ 山口　修 柏書房 1965年02月 260

通信今昔 ： 郵便・電電・放送のあゆみ 山口　修 柏書房 1964年12月 260

通信区画便覧附録　復刻版 ： 明治42年1月発行 日本郵便史料保存会複製資
料　;　20

日本郵便史料保存会
出版局

1973年03月 438

通信事業50年史 逓信省　編 逓信協会 1921年08月 322, 144

通信事務のエンタイア集　 ： NO.　1.　「郵便関
係」明治時代

川崎郵趣　;　別冊 川崎郵趣会 1991年01月 96

通信と地域社会 近代日本の社会と交通　;
第5巻

藤井　信幸 日本経済評論社 2005年06月 200

通俗郵便物語 田中　次郎 丁未出版社 1916年03月 286, 60

月から太陽への旅 ： 時と人と郵便局を追って 藤原　和正 鳴美 2013年06月 208

月から太陽への旅 ： 時と人と郵便局を追って　:
カラー版

藤原　和正 藤原和正 2012年08月 166
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鶴岡郵便局開局130周年 ： 沿革と消印 日本郵趣協会鶴岡支
部

2003年07月 55

定額小為替　メモ 230 Post Memo 石井治 1991年10月 1冊

逓信60年史 澤本　健三　編 逓信60年史刊行会 1930年 1冊

逓信記念日制定記念懸賞論文集 逓信協会 1935年04月 810

逓信協会75年史 逓信協会　編 逓信協会 1983年 675

逓信行政 自治行政叢書 小池　善次郎 常磐書房 1937年 455, 104

逓信事業発達史 ： The Development of Postal
Enterprise in Japan

大阪毎日新聞社 1928年03月 98, 60

逓信資料第4集　詳細郵政事業年表 ： 郵便貯金篇 郵政省逓信博物館　編 郵政省逓信博物館 1951年 32

逓信資料第5集　詳細郵政事業年表 ： 郵便為替篇 郵政省逓信博物館　編 郵政省逓信博物館 1951年 24

逓信資料第6集　詳細郵政事業年表 ： 郵便振替貯
金篇

郵政省逓信博物館　編 郵政省逓信博物館 1951年 32

逓信資料第9集 詳細郵政事業年表 ： 郵便料金篇 郵政省逓信博物館  編 郵政省逓信博物館 1952年09月 60

逓信資料第10集　詳細郵政事業年表 ： 組織(官制)
篇

郵政省逓信博物館　編 郵政省逓信博物館 1952年 121

逓信史話　上 逓信外史刊行会　編 電気通信協会 1962年02月 539

逓信史話　中 逓信外史刊行会　編 電気通信協会 1962年03月 606

逓信史話　下 逓信外史刊行会　編 電気通信協会 1962年04月 674

逓信博物館75年史 逓信博物館　編集 信友社 1977年06月 428

手紙　A to Z 郵政省　監修 日本郵便友の会協会 1994年11月 110

手紙作文コンクール作品集　第16回 日本郵便友の会協会 1984年01月 197

手紙は旅する 少年少女基本学校図書全集
;　8

山下　武夫 東西文明社 1957年03月 198

適正2枚貼使用 田辺　猛　編 199-年 22枚

｢デグロン君カバー｣研究史 郵趣モノグラフ　;　19 松本　純一 日本郵趣協会 2010年11月 152

デグロン君カバーを解剖する たんぶるぽすと　;　増刊№
13

古屋　厚一 鳴美 2001年08月 226
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鉄道郵便局の終焉とその後 ： 平成11年10月3日
日本郵趣協会第9回北海道大会

滝川忠 1999年09月 26

鉄道郵便に関する通達告知の抄録　自昭和31年至昭
和35年

飯山　雄四郎 飯山雄四郎 1966年09月 26

電信・電話事業局所リスト（明治篇) 遠藤　英男　成田　真之 遠藤英男 2004年06月 77

電信取扱規則　明治18年 電信資料室 1978年 42

デンマーク統治下1776-1919のアイスランドの郵便 E.A.G. Caroe 89

ドイツポスト VS. 日本郵政公社 水野　清 中経出版 2002年03月 301

東海4県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第22巻

小島　純二　編集 小島純二 1999年11月 214

東海道 ： 飛脚と郵便の道 井上　卓朗　編著 ； 逓信史
研究所

鳴美 2020年10月 116

東海道　知られざる郵便創業の道 ： ｢東海道絵巻｣
／保永堂版　｢東海道五十三次｣／三代広重｢東海名
所改正道中記｣

たんぶるぽすと　;　増刊第
58号

鳴美 2012年03月 112

東芝自動取揃え押印機 丸島資料　;　1 関口文雄 1990年11月 24

東北郵政のあゆみ 東北郵政局　編 逓信協会東北地方本
部

1981年10月 1069

東北６県全国郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第26巻

小島　純二 小島純二 2019年03月 252

遠江国三等局長協議会議規約 19--年 393

遠江郵便同志会日誌 遠江郵便同志会 19--年 550

特集軍事郵便研究 ： パーソナルメディアとしての
軍事郵便と従軍日記研究会

専修大学 2007年11月 124

特集軍事郵便研究2 専修大学 2012年11月 119, 36

特定局大鑑 小池　善次郎　編 小池善次郎 1950年 1冊

特定局大鑑　第2巻 全国特定郵便局局長会　編 全国特定郵便局局長
会

1962年 808



17 / 39 ページ

書名　：　副書名 シリーズ 編著者　(訳者) 出版社 出版年 ページ数

郵便史<郵便局、郵便制度>に関する書籍（和書）

所沢の通信史 ： 所沢局開設130周年記念 本池　悟 日本郵趣協会所沢支
部

2002年12月 54

土佐村送りと明治の土佐消印集 中島　隆　切手収集，小川
幸一　中島　巌　編集

中島巌 1996年07月 182

土佐郵駅志 ： 中島隆遺稿集 飯山　雄四郎　編 飯山雄四郎 1972年 99

鳥取県内島根県内全郵便局索引 ： 平成元年8月31
日現在（昭和28年7月10日以降を全て含む）

全国郵便局消印蒐集叢書　;
第14巻

小島　純二　編 小島純二 1989年10月 51

富山県逓信沿革史　紀元2600年記念 富山呉西特定郵便局長会　編 正橋治志郎 1942年08月 242

内外郵趣雑誌目録 吉田 切手文化文献分科会 1943年09月 60

内国郵便法令集 ： 昭和51年2月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1976年 182

内国郵便法令集 ： 昭和55年2月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1980年 198

内国郵便法令集 ： 昭和54年2月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1979年03月 188

内国郵便法令集 ： 昭和56年2月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1981年 233

内国郵便法令集 ： 昭和57年2月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1982年 226

内国郵便法令集 ： 昭和58年2月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1983年02月 232

内国郵便法令集 ： 昭和59年2月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1984年 232

内国郵便法令集 ： 昭和59年10月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1984年 236

内国郵便法令集 ： 昭和60年7月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1985年 252

内国郵便法令集 ： 昭和61年10月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1986年 266

内国郵便法令集 ： 昭和62年11月1日現行 郵政省郵務局　編 通信事業教育振興会 1987年 310

内容証明郵便史事始め プラザ郵便史双書　;　第1
巻

町屋　安男 町屋安男 2007年01月 20

内容証明郵便史事始め プラザ郵便史双書　;　第1
巻

町屋　安男 プラザゼミナール図
書刊行部

2000年11月 175

長崎港シッピングリスト　1870－1877 たんぶるぽすと　;　増刊11 鳴美 2001年07月 58

長野県新潟県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第20巻

小島　純二　編 小島純二 1997年05月 141

南洋群島の郵政始終 荻原　海一 切手研究会 1998年12月 147

南洋群島の郵便史 ： 日本統治下の31年 荻原　海一，沢株　正始 荻原海一 2005年02月 vi, 581
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新潟郵便局史 石黒　正英 新潟郵便局史編さん
会

1986年03月 345

日仏航空郵便史 ： L'Histoire de la poste
aerienne Franco-Japonaise 1870-1986

松本  純一 日本郵趣出版 2000年10月 184

日仏郵便史（1860-1899）開港から条約改正まで 小林　彰 小藤田紘 2015年12月 １冊

日露戦争と大阪の俘虜収容所 大西  二郎  編集 関西郵趣連盟 2002年07月 279

日韓基本条約 シリーズ韓国現代史 ;
1953-1965

内藤　陽介 えにし書房 2020年01月 194

日韓通信事業合同顛末私考 吉田　新一 吉田新一 1975年08月 107

日清郵便約定の成立(上) 聖心女子大学論叢  ;　第55
集  抜刷

山口  修 1980年06月 7-51

日清郵便約定の成立(下) 聖心女子大学論叢　;  第56
集  抜刷

山口  修 1980年12月 41-89

日中戦争・太平洋戦争期における実例による軍事郵
便解析の手引き

裏田　稔，大内　那翁逸　共
著，　浅野　周夫　編

浅野周夫 2016年04月 454

日中戦争期の中国占領郵政　1 飯塚　博正 飯塚博正 1975年 31

日本交通資料集成　第3輯 三井　高陽 国際交通文化協会 1939年 1冊

日本交通史論 日本歴史地理学会　編 日本學術普及會 1926年 688

日本交通史話 樋畑　雪湖 雄山閣 1937年 1冊

日本上海郵便局　第2回中島健蔵記念賞受賞記念講
演レジュメ ： 1981年7月25日京王プラザホテル42
階富士の間

水原　明窓　講師 日本郵趣協会 1981年 20

日本縦断郵便貯金の旅 種村　直樹 徳間書店 1995年04月 262

日本帝国郵便線路国郡全図 関西郵趣 1973年 88

日本帝国郵便規則　明治7年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　3

日本郵便史料保存会
出版局

1967年10月 82丁

日本帝国郵便規則　明治8年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　4

日本郵便史料保存会
出版局

1968年02月 98丁
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日本帝国郵便規則　明治9年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　5

日本郵便史料保存会
出版局

1968年07月 108丁

日本帝国郵便規則　明治10年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　6

日本郵便史料保存会
出版局

1968年12月 90丁

日本帝国郵便規則　明治11年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　7

日本郵便史料保存会
出版局

1969年04月 196丁

日本帝国郵便規則　明治12年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　8

日本郵便史料保存会
出版局

1969年11月 202

日本帝国郵便規則　明治13年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　9

日本郵便史料保存会
出版局

1969年12月 192

日本帝国郵便規則　明治14年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　10

日本郵便史料保存会
出版局

1970年05月 198

日本帝国郵便線路国郡全図 太田金右衛門 1878年08月 86枚

日本帝国郵便線路国郡全図　〔1〕 郵趣研究室 1951年10月 39枚

日本帝国郵便線路国郡全図　〔2〕 郵趣研究室 1951年10月 40-70枚

日本電気通信の父　寺島宗則 高橋　善七 国書図書 1989年12月 319

日本の客(艦)船とその船内郵便　第5巻 浅川　昌文　監修　谷　信勝
著

切手の友 2006年10月 69枚

日本の客船とその船内郵便 浅川  昌文  監修  谷  信勝
著

切手の友 1999年06月 64枚

日本の客船とその船内郵便  第2巻 浅川  昌文  監修  蔡  英清
校閲  谷  信勝  著

切手の友 2002年05月 82枚

日本の客船とその船内郵便　第3巻 ： 日満連絡
船、大連航路

浅川　昌文　監修　秦　源
治，　谷　信勝　共著，　畑
石　慶輝　編集

切手の友 2003年07月 92枚

日本の客船とその船内郵便　第4巻 ： 船内郵便の
幕開け

浅川　昌文　監修　谷　信勝
著

切手の友 2005年02月 92枚

日本の客船とその船内郵便　第6巻 浅川　昌文　監修　秦　源治
協力　谷　信勝　著

切手の友 2007年10月 89枚
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日本の軍艦郵便 横山　裕三 仙台郵趣会 2011年09月 82, 62,
24

日本の船内郵便業務関係令達集録  前篇 消印とエンタイヤ双書　;
第25集

関  雅方  編著 郵趣研究室 1957年 34

日本の飛脚便 ： 郵便への序曲 二宮　久 日本フィラテリック
センター

1987年02月 162

日本の郵趣文献目録 ： 明治・大正編 吉田　景保 金井スタンプ商会 1973年01月 44

日本の郵趣文献目録 ： 昭和前期・1926－1950 吉田　景保，北上　健 金井スタンプ商会 1973年12月 54

日本の郵趣文献目録 ： 昭和後期編　1951－1974春 吉田　景保，北上　健 金井スタンプ商会 1974年11月 86

日本の郵趣文献目録 文献叢書　;　第1輯 関口　文雄 文献研究会 1954年09月 59

日本の郵政　平成16年版 郵研社 2004年04月 376

日本の郵政戦略 佐藤　文生 ビジネス社 1987年 301

日本の郵便 ： 明治・大正・昭和 郵政省　監修 日本郵便友の会協会 1960年10月 325

日本の郵便 郵政資料調査会　編 郵政資料調査会 1970年 364

日本の郵便 ： 明治・大正・昭和 郵政省　監修 日本郵便友の会協会 1962年03月 325

日本の郵便 ： 明治・大正・昭和 郵政省　監修 日本郵便友の会協会 1963年04月 325

日本郵趣100年史　戦前・戦中編 富岡　昭　編 全日本郵趣連盟 1969年04月 144

日本郵趣100年史　戦後編 富岡　昭　編 全日本郵趣連盟 1970年01月 337

日本郵船株式会社50年史 日本郵船　編 日本郵船 1935年12月 952

日本郵便史　1945－1968 ： 配達局名記載から郵便
番号記載へ

片山　七三雄　作品構成 片山七三雄 1995年04月 25丁

日本郵便創業史 ： 飛脚から郵便へ 薮内　吉彦 雄山閣 1975年01月 264

日本郵便錦絵集 山下　武夫　編著 岩崎美術社 1977年10月 56枚

日本郵便の曙 ： 逓信総合博物館所蔵「郵便取扱の
図」「郵便現業絵巻」

解説　井上　卓朗　（山王
夏美）

郵趣サービス社 2003年10月 61

日本郵便の父前島密遺墨集 ： 郵政省逓信博物館資
料図録別冊2

郵政省逓信博物館資料図録
;　別冊2

郵政省逓信博物館 1986年08月 103

日本郵便発達史 ： 付  東海道石部駅の郵便創業史
料

薮内  吉彦 明石書店 2000年06月 536
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日本郵便百年の年表　第1巻 ： 内容：明治編・そ
の1（明治元年～明治20年）

北上　健　編 いずみ切手研究会 1973年03月 48

日本郵便百年の年表　第2巻 ： 内容：明治篇・そ
の2（明治21年～30年）

北上　健，吉田　景保　共編 いずみ切手研究会 1973年06月 48

日本郵便百年の年表　第3巻 ： 内容：明治篇・そ
の3（明治31年～39年）

北上　健，吉田　景保　共編 いずみ切手研究会 1973年09月 48

日本郵便百年の年表　第4巻 ： 内容：明治・大正
篇（明治40年～大正3年）

北上　健，吉田　景保　共編 いずみ切手研究会 1974年03月 48

日本郵便百年の年表　第5巻 ： 内容：大正篇・そ
の2（大正4年～昭和元年）

北上　健，吉田　景保　共編 いずみ切手研究会 1974年12月 48

日本郵便百年の年表　第6巻 ： 内容：昭和篇・そ
の1（昭和2年～12年）

北上　健，吉田　景保　共編 いずみ切手研究会 1975年10月 48

日本郵便百年の年表　第7巻 ： 内容：昭和篇・そ
の2（昭和13年～22年）

北上　健，吉田　景保　共編 いずみ切手研究会 1976年10月 48

日本のポスト写真集 荻田　栄治　編集 荻田栄治 2013年02月 108

日本の有人離島と離島郵便局 清水　寛 清水寛 2017年09月 332

日本の郵便と歩んだ井出家五代 ： 地方郵便史の発
掘

切手の博物館 2018年03月 78

日本郵政グループの将来設計を描く！ ： 総収入国
内ランキング２位から世界への飛躍を！

藤末　健三 金融ブックス 2014年12月 119

日本郵便局名鑑　上巻 森　寿博 鳴美 2014年12月 2011

日本郵便局名鑑　下巻 森　寿博 鳴美 2014年12月 2012-
3766

日本郵便局名鑑　第１巻 ： 東京／関東地方 森　寿博　編，　武田　聡
追補

鳴美 2021年12月 706

日本郵便局名鑑　第２巻 ： 信越地方／東海地方／
北陸地方

森　寿博　編，　武田　聡
追補

鳴美 2021年12月 707-1400

日本郵便局名鑑　第３巻 ： 近畿地方／中国地方 森　寿博　編，　武田　聡
追補

鳴美 2021年12月 1401-
2266
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日本郵便局名鑑　第４巻 ： 四国地方／九州地方／
沖縄

森　寿博　編，　武田　聡
追補

鳴美 2021年12月 2267-
2958

日本郵便局名鑑　第５巻 ： 東北地方／北海道／そ
の他

森　寿博　編，　武田　聡
追補

鳴美 2021年12月 2959-
3621

日本ゆうびん史随想 ： ゆうびんははぐくむ 三宅　福馬 圭文館 1955年 309

日本郵便創業の歴史 薮内　吉彦 明石書店 2013年01月 312

日本郵便料金大系 たんぶるぽすと　;　増刊号
№45

山﨑　好是 鳴美 2010年01月 768

ニュージーランドでの郵便事業への民間参入 ：
Asian Cover & Philatelic Circuit創立45周年記念
出版

渡辺  健 アジアカバー交換郵
趣会

2000年05月 20

年賀歳歳　第1巻 ： 明治・大正編 谷　信勝　秦　源治　共著 切手の友 2008年09月 120枚

年賀状のおはなし 日本郵便　監修 ゴマブックス 2019年11月 212

年賀状の戦後史 角川oneテーマ21 内藤　陽介 角川書店 2011年11月 221

伸びる会社は今こそ郵便局のしくみ・サービス・業
務を30倍活用しなさい

鬼定　佳世 明日香出版社 1995年02月 218

配達局名記載から郵便番号記載へ  1898～1968 ：
配達業務改善史と当局のキャンペーン史

郵便学講座　;　 第1巻 片山  七三雄 大木広告研究所 2000年10月 ix, 80

配達地域指定郵便と巡回郵便 川崎郵趣雑信 関口文雄 1990年 1冊

葉書本 ： はがきサイズの謎と郵便事業の近代化 くむ組む ;Vol.6 くむ組む 2015年08月 22

博多郵便局の知られざる沿革とみんなで綴る想い出
の記

博郵会 博郵会 1994年04月 215

バスと歩きと離島航路 2 ： 種村直樹｢日本列島外
周気まぐれ列車｣の300日

外周300日記念誌刊行会  編
集

外周300日記念誌刊
行会

1999年12月 92

ハプスブルク帝国の情報メディア革命 ： 近代郵便
制度の誕生

集英社新書 菊池　良生 集英社 2008年01月 222

パレスチナ現代史 ： 岩のドームの郵便学 内藤　陽介 えにし書房 2017年09月 302

阪神･淡路大震災　対策等の記録 郵政大臣官房企画課防災企画
室　編集

郵政省 1996年01月 234
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反米の世界史 ： ｢郵便学｣が切り込む 講談社現代新書 内藤　陽介 講談社 2005年06月 286

飛脚 ： 飛脚と郵便 月刊たんぶるぽすと  ;　増
刊71号

山崎  好是 鳴美 2016年07月 320

肥後国熊本郵便局にみる明治前期の郵便 立山　一郎 日本郵趣出版 2015年12月 139

飛信逓送規則　復刻 横浜郵趣懇話会 1994年11月 43

備前国の明治初期郵便印 ： 安藤源成コレクション 月刊『たんぶるぽすと』　;
増刊第81号

安藤　源成 鳴美 2018年03月 192

備前国(除　岡山)の明治初年郵便印 たんぶるぽすと　;　増刊№
26

安藤　源成 鳴美 2004年09月 64

常陸国・下総国・稲敷のたより 稲敷市立歴史民俗資
料館

2019年02月 42

姫路 ： 姫路郵便局100年記念誌 姫路郵便局開局100
年記念事業委員会

1971年10月 200

兵庫県・和歌山県全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第18巻

小島　純二　編集 小島純二 1993年04月 85

広尾郵便局百年小史 太田　善繁 広尾郵便局開局百年
記念協賛会

1975年 223

広島県内全郵便局索引 ： 1988年12月31日現在（昭
和28年7月10日以降を全て含む）

全国郵便局消印蒐集叢書　;
第12巻

小島　純二　編 小島純二 1989年02月 43

琵琶湖々上郵便線路(湖上逓送)と長津連絡船 佐々木  義郎 佐々木義郎 2000年04月 14

琵琶湖の鉄道連絡船と郵便逓送 佐々木  義郎  編著 成山堂書店 2003年01月 159

便生録 ： ｢前島密郵便創業談｣に見る郵便事業発祥
の物語

日本郵政公社郵便事業本部
監修

アチーブメント出版 2003年05月 224

福岡県内全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第3巻

小島　純二　編 小島純二 1988年11月 51

福島郵便局開局90年福島郵趣会発会15年記念切手展
参考出品目録

福島郵趣会 1962年06月 52

福島郵便局明治初期郵便資料集　第1集 金子　一郎　編 福島郵趣会 1960年 55

不在配達通知書の記録　第1集 横浜川崎郵趣 1993年03月 1冊
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武州熊谷のコミュニケーション史 ： 近代日本の交
通輸送革命と情報通信革命

町屋　安男 慶学館教育研究所 2006年09月 139

普通郵便局索引 ： 分室・期間開設局・定期開設局 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第1巻・第2巻

小島　純二 小島純二 1991年06月 70

普通郵便局索引 ： 分室・期間開設局・定期開設局 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第1巻・第2巻

小島　純二　編 小島純二 1990年12月 70

ブラジル郵便史概説 郵趣モノグラフ　;　18 正田　幸弘 日本郵趣協会 2010年05月 108

フランス横浜郵便局 松本　純一 ストーク 2008年04月 352

ふりがな付、郵便局リスト　1巻 ： 埼玉版 篠原　和宏　編 山本貢 1984年06月 35

ふりがな付、郵便局リスト　第2巻 ： 東京版 篠原　和宏　編 山本貢 1985年01月 92

俘虜関係の郵便と絵はがき資料集(日露) 大西　二郎　編 宏栄印刷〔印刷〕 2005年04月 24

俘虜関係の郵便と絵はがき資料集(日露) 大西　二郎　編 日本郵楽会 2005年 36

変革期の郵政事業 ： 課題と展望 全逓総合研究所　編 日本評論社 2000年04月 242

房総の郷土史　第22号 ： 創業時の郵便事業と県政
のかかわりについて　絵鳩　昌之

千葉県郷土史研究連絡協議会
編

千葉県郷土史研究連
絡協議会

1994年03月 127

北陸3県全郵便局索引 ： 平成7年3月31日現在（昭
和20年8月15日以降を全て含む）

全国郵便局消印蒐集叢書　;
第19巻

小島　純二　編 小島純二 1995年08月 90

ぽすたるガイド　1986 郵政省　監修 ポスタルサービスセ
ンター

1986年09月 176

ぽすたるガイド　1989 ポスタルサービスセ
ンター

1989年09月 159

ぽすたるガイド　平成4年6月1日現在 郵政省　監修 ポスタルサービスセ
ンター

1992年11月 175

ぽすたるガイド　平成5年8月1日現在 郵政省　監修 郵便文化振興会 1993年11月 167

ぽすたるガイド　平成6年8月1日現在 郵政省　監修 郵便文化振興協会 1994年11月 175

ポストオフィスマニア 森井　ユカ 講談社 2006年11月 125

ポスト、郵便局ありがとう ： 全国130局、絵葉
書、写真集(1870－2001)

清水  弘  米倉  正裕 室町書房 2002年03月 194

北海道全郵便局索引 小島　純二 小島純二 2020年03月 201
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北海道の郵便史 大條　守 大條守 34

北海道郵政百年史資料 福井　卓治　編 山音文学界 1971年 320, 32

北海道郵便局の移り変わり 佐々木 秀司 編 北海道出版企画セン
ター

1998年10月 546

前島密 ： 創業の精神と業績 井上　卓朗　著，　通信文化
協会　監修

鳴美 2017年08月 224

前島密 ： 創業の精神と業績 井上　卓朗 鳴美 2018年12月 224

前島密 教養の書　;　90 小田　嶽夫 通信事業教育振興会 1986年01月 167

前島密 人物叢書　;　199 山口　修，日本歴史学会　編 吉川弘文館 1990年05月 254

前島密にあてた大久保利通書簡集 ： 郵政省逓信博
物館資料図録別冊1

郵政省逓信博物館資料図録
;　別冊1

郵政省逓信博物館 1986年02月 89

幕末・明治初期の海運事情 山崎　善啓 創風社出版 2011年04月 142

丸型ポスト思い出物語 加瀬  清志 信濃毎日新聞社 2000年07月 165

丸型ポストを訪ねて ： 時と人とポストを追って 藤原　和正 藤原和正 2020年10月 94

丸型ポストを訪ねて ： 時と人とポストを追って
第3版

藤原　和正 藤原和正 2022年08月 115

満支通信読本 最上  政三 交通研究社 1940年07月 389

満洲国のビジュアル・メディア ： ポスター・絵は
がき・切手

貴志　俊彦 吉川弘文館 2010年06月 v, 235,
4

満州国郵政接収処理経過 ： 昭和7年8月 1932年 1冊

満州帝国郵政事業概要　康徳9年刊 満州帝国郵政総局　編 満州逓信協会 1974年09月 173

満州郵政誌 平　良民　編 逓信協会 1968年10月 295

密林の中に出現した郵便局 ： 北見郵便局の1世紀 小山田　恭一 北見雑学研究所 1996年04月 121

箕面郵便局開局100年 ： 日本の郵便のあゆみ 箕面史学会　;　第162号
Vol. 18-2

飯島　正明 飯島正明 2010年07月 42

美濃国郵便取扱所開設について ： 明治7年白鳥局
の開局日を探る

會我　謙之助 蓑島幸彦 1977年 25

美作国　明治初年郵便印 たんぶるぽすと　;　増刊№
21

安藤　源成 鳴美 2003年07月 54
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みんなの郵便文化史 ： 近代日本を育てた情報伝達
システム

小林  正義 にじゅうに 2002年03月 301

無集配郵便局郵便取扱規定 郵便取扱事務研究会　編 郵政国際協会郵政教
育センター

1992年03月 513

明治8年郵便規則正誤並び補遺 消印とエンタイヤ叢書　;
14輯

関  雅方  編 郵趣研究室 1953年02月 17

明治10年郵便線路図 ： 日本帝国郵便国郡全図 郵便史研究会 2000年10月 [85]丁

明治12年、明治13年日本帝国郵便規則正誤補遺 消印とエンタイヤ双書　;
№27

吉田  景保  編 郵趣研究室 1957年 34

明治18年郵便線路図 ： 大日本帝国駅逓区画郵便線
路図

郵便史研究会 2000年10月 [60]丁

明治22年鉄道郵便取扱規則　複刻 萬趣会 1979年04月 76

明治維新の理念をカタチにした前島密の構想力 加来　耕三 つちや書房 2019年05月 327

明治期愛媛県下郵便局達集 ： 柏・郡中・小松・四
坂各郵便局資料

山崎　善啓 山崎善啓 2010年11月 175

明治期の郵便局所改廃および取扱変遷 大阪府ノ部 浅見　啓明 浅見啓明 1997年11月 52丁

明治期の郵便局所改廃および取扱変遷 神奈川県ノ
部

浅見　啓明 浅見啓明 1997年08月 15丁

明治期の郵便局所改廃および取扱変遷 京都府ノ部 浅見　啓明 浅見啓明 1997年09月 48丁

明治期の郵便局所改廃および取扱変遷 埼玉県ノ部 浅見　啓明 1997年08月 10丁

明治期の郵便局所改廃および取扱変遷 北海道ノ部 浅見　啓明 1997年08月 36丁

明治初期清洲郵便局史料目録　稿 清洲小学校郷土研究部報告
書　;　4

清洲小学校郷土研究部　編集 清洲小学校郷土研究
部

1997年08月 42

明治初期四国地区郵便局一覧 さぬき消印グループ 1972年11月 18

明治初期における郵便と海運の関係について 薮内　吉彦 19--年 17-40

明治前期における朝鮮航路と郵便（明治9年～明治
17年） ： 最近の情報（203）別冊

立山　一郎 小判振舞処 2021年08月 27

明治前期の大阪肥後航路と汽船便 立山　一郎 立山一郎 2018年08月 159
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明治・大正・昭和の朝鮮局名録 ： 明治42・1909年
－昭和20・1945年

北上　健　編 いずみ切手研究会 1977年06月 100

明治中期清洲郵便局資料集成目録　稿 清洲小学校郷土研究部報告
書　;　1

清洲小学校郷土研究部　編集 清洲小学校郷土研究
部

1994年03月 36

明治のあたらしい風 日本郵政グループ発足記念
展　；　第1部郵便錦絵展

日本郵政株式会社郵政資料館
編集

日本郵政郵政資料館 2007年10月 71

明治の柏郵便局の面影 山崎　善啓 山崎善啓 2009年11月 54

明治の軍事機密文書を読む ： 日清・日露戦争と軍
事郵便

山崎　善啓 四国地方郵便史研究
会

2011年05月 148

明治の銅版画　郵便 澤　まもる　編著 明治銅版画研究会 1980年07月 549

明治の郵便･電信･電話創業物語 ： 郵便･為替･貯
金･電信･電話創業史話　:　愛媛版

山崎　善啓　編著 郵政弘済会四国地方
本部

1998年05月 155

明治郵便局名録 田辺　卓躬　編 二重丸印の会 1983年11月 463

明治郵便局名録 新版 たんぶるぽすと増刊　第68
号

近辻　喜一　校訂　；　田辺
卓躬　編

鳴美 2015年05月 464

明治郵便事始 ： 千葉県における発達史 繪鳩　昌之 新風舎 2008年01月 217

明治郵便事始 ： 千葉県における発達史 繪鳩　昌之 文芸社 2018年07月 217

明治郵便便覧　復刻 平山　午介，松島　惇　共纂 日本郵趣出版 1979年02月 550

目で見る社会科　44 ： 内容：郵便 山下　武夫　編 毎日新聞社 1952年 32

元郵政部内在職幹部名簿　平成5年版 官業労働研究所　編 官業労働研究所 1993年11月 578

問答集　№1　昭和56年6月 郵政省逓信博物館 1981年06月 111

問答集　№2　昭和57年 郵政省逓信博物館 1982年 155

問答集　№3　昭和58年3月 郵政省逓信博物館 1983年03月 122

やさしい郵便百科 ： 郵便法規質疑応答集 東京郵便法規研究会　編者 通信事業教育振興会 1981年10月 423

野戦郵便旗 ： 日中戦争に従軍した郵便長の記録
（第1部－第5部）

佐々木  元勝 現代史資料センター
出版会

1974年01月 258

野戦郵便旗 ： 日中戦争に従軍した郵便長の記録
（第1部－第5部）

佐々木  元勝 現代史資料センター
出版会

1973年04月 258
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野戦郵便旗続 ： 日中戦争に従軍した郵便長の記録
（第6部－第10部）

佐々木  元勝 現代史出版会 1974年01月 332

野戦郵便局のロケーティング 鈴木　孝雄 日本郵趣出版 1975年06月 143

山形県郵便局の歩み ： 明治-昭和 東海林　信義 高橋照雄 2012年05月 152

山口県内全郵便局索引 全国郵便局消印蒐集叢書　;
第11巻

小島　純二　編 小島純二 1988年12月 27

山口県内の郵便局の変遷 ： 明治・大正時代 高岸　年夫　岡藤　政人　編 高岸年夫 2004年03月 158

山の郵便局の歩み ： 特定局史 高橋　善七 特定局史刊行会 1951年10月 330

山の郵便局の歩み ： 特定局史 高橋　善七 特定局史刊行会 1952年06月 200

郵趣・愛知万博の記録 たんぶるぽすと　;　増刊第
31号

山崎　好是　編 鳴美 2005年12月 48

郵趣家のための世界航空年表　1903-1945 郵趣モノグラフ　;　15 成田　弘，阿部　達也，鳥海
真一

日本郵趣協会 2003年10月 143

郵趣雑誌記事総合索引　1964 北川　和彦　編集 郵趣と文献同好会 1966年02月 192

郵趣雑誌記事総合索引　1963 北川　和彦　編集責任 文献目録研究グルー
プ

1964年10月 156

郵趣文献ABC分類法(試案)と分類法の変遷 北川　和彦　編著 郵趣と文献同好会 1980年12月 64

郵趣反古集 たんぶるぽすと　;　増刊第
65号

沢　まもる 鳴美 2013年12月 436

郵趣用語解 富岡　昭 富岡昭 1976年04月 125

郵政行政要覧　昭和59年度 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1984年11月 348

郵政行政要覧　昭和60年度 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1985年11月 362

郵政行政要覧　昭和61年度 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1986年11月 361

郵政行政要覧　昭和62年度 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1987年11月 367

郵政行政要覧　昭和63年度 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1988年11月 396

郵政行政六法　平成5年版 郵政大臣官房文書課　監修 郵研社 1992年10月 2150

郵政行政六法　平成7年版 郵政大臣官房総務課　監修 郵研社 1994年10月 2238

郵政事業研究報告書　第1回 ： 日本資本主義と郵
政事業

全逓調査部　編 全逓信労働組合中央
本部

1958年 368
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郵政事業史論集　第1集 ： 航空郵便沿革史 山口　修 ぎょうせい 1985年03月 145

郵政省解体論 ： マルチメディア利権の読み方 カッパビジネス 小泉　純一郎　梶原　一明 光文社 1994年09月 204

郵政省業務用郵便の利用に関する調査報告書　昭和
43年3月

日本リサーチセン
ター

1968年03月 253

郵政省職員録　昭和38年度版 郵政省人事局人事課　監修 郵政弘済会 1963年11月 693

郵政省職員録　昭和48年版 郵政省人事局人事課　監修 郵政弘済会 1973年11月 954, 2

郵政省職員録　昭和49年版 郵政省人事局人事課　監修 郵政弘済会 1974年11月 2, 965

郵政省職員録　昭和53年版 郵政省人事局人事課　監修 郵政弘済会 1978年11月 2, 989

郵政省職員録　昭和56年版 郵政省人事局人事課　監修 郵政弘済会 1981年10月 2, 1221

郵政省職員録　昭和57年版 郵政省人事局人事課　監修 郵政弘済会 1982年10月 2, 1031

郵政省職員録　昭和58年版 郵政省人事局人事課　監修 郵政弘済会 1983年10月 2, 1043

郵政省職員録　昭和59年版 郵政省大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1984年10月 3, 1035

郵政省職員録　昭和60年版 郵政省大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1985年10月 3, 1042

郵政省職員録　昭和61年版 郵政省大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1986年10月 3, 1050

郵政省職員録　昭和62年版 郵政省大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1987年10月 3, 1058

郵政省職員録　昭和63年版 郵政省大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1988年 1089

郵政省職員録　平成元年版 郵政大臣官房人事部人事課 郵政弘済会 1989年11月 1138

郵政省職員録　平成2年版 郵政大臣官房人事部人事課 郵政弘済会 1990年11月 1154

郵政省職員録　平成3年版 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1991年10月 1163

郵政省職員録　平成4年度 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1992年11月 918

郵政省職員録　平成5年版 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1993年10月 924
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郵政省職員録　平成6年版 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1994年10月 1122

郵政省職員録　平成7年版 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1995年10月 1130

郵政省職員録　平成8年版 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1996年11月 1097

郵政省職員録　平成9年版 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1997年11月 1103

郵政省職員録　平成10年版 郵政大臣官房人事部人事課
監修

郵政弘済会 1998年11月 1108

郵政省職員録　平成11年版 郵政弘済会 1999年11月 1095

郵政省職員録　平成12年版 郵政弘済会 2000年09月 1089

郵政省　便覧 行政機構シリーズ　;　110 教育社　編 教育社 1979年 236

郵政省名鑑　1992年版 米盛　幹雄　編著 時評社 1991年11月 310

郵政省名鑑　1994年版 米盛　幹雄　編著 時評社 1993年12月 316

郵政省名鑑　1999年版 米盛　幹雄 時評社 1998年11月 322

郵政のあゆみ111年 山口　修 ぎょうせい 1983年03月 273, 13

郵政一筋への道 ： 事業論文、随想及び自叙 花崎　千里 郵研社〔製作〕 1990年02月 247

郵政百年史 郵政省　編 逓信協会 1971年 971, 35

郵政百年史年表 郵政省　編 吉川弘文館 1972年02月 325

郵政百年のあゆみ 郵政省　編 小学館 1971年05月 249

郵政豆知識 山口　修　著，　郵政大臣官
房人事部能力開発課　監修

1993年03月 135

郵政要覧　昭和41年度 郵政省郵政大臣官房
文書課

1966年11月 15, 351

郵政要覧　昭和42年度 郵政省郵政大臣官房
文書課

1967年11月 15, 351

郵政要覧　昭和45年度 郵政省 郵政大臣官房文書課 1970年11月 15, 376

郵政要覧　昭和47年度 郵政省 郵政大臣官房文書課 1972年11月 15, 406
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郵政要覧　昭和48年度 郵政省 郵政大臣官房文書課 1973年12月 15, 430

郵政要覧　昭和51年度 郵政省 郵政大臣官房文書課 1977年01月 9, 426

郵政要覧　昭和52年度 郵政省 郵政大臣官房文書課 1977年11月 9, 427

郵政要覧　昭和53年度 郵政省 郵政大臣官房文書課 1978年11月 9, 437

郵政要覧　昭和54年度 郵政省 郵政大臣官房文書課 1979年11月 11, 391

郵政要覧　昭和55年度 郵政省郵政大臣官房
文書課

1980年12月 396

郵政要覧　昭和56年度版 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1981年11月 340

郵政要覧　昭和57年度版 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1982年10月 342

郵政要覧　昭和58年度版 郵政大臣官房文書課　監修 郵政弘済会 1983年11月 360

郵政六法　昭和57年度 郵研社 1982年04月 1611

郵貯探訪 ： 〒めぐりで得たもの、思ったこと 塩見　昇 教育史料出版会 2014年07月 175

郵便案内　康徳7年12月1日 郵政総局　編纂 興亜印刷〔印刷〕 1941年04月 54

郵便印でたどる下野国奥の細道 岡野基俊 2001年09月 47

郵便受取所資料集 消印研究会叢書　;　第7号 関口　文雄　編集 消印研究会 1997年01月 52

郵便御達綴　日坂郵便局文書 ： 自明治9年至明治
22年

森井　隆子　編 駅逓郵趣会 1985年04月 451

郵便及電信取扱局所名録　復刻版 ： 明治32年9月
16日現在

日本郵便史料保存会複製資
料　;　22

逓信省通信局　編 日本郵便史料保存会
出版局

1974年10月 476

郵便ガイドブック ： 郵便はやわかり 通信事業振興会　編 通信事業振興会 1981年05月 95

郵便が語る太平洋戦争展 ： 主催　JPS高知支部
期間　平成7年6月11日～17日　会場　高知中央郵便
局ロビー

JPS高知支部 1995年 102

郵便が語る台湾の日本時代50年史 切手ビジュアルヒスト
リー・シリーズ

玉木　淳一 日本郵趣出版 2021年02月 143

郵便関係事務提要 郵政省郵務局業務課　編 帝国地方行政学会 1962年10月 643

郵便規則　明治5年改正増補　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　1

日本郵便史料保存会
出版局

1967年06月 34丁
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郵便規則　明治6年　復刻版 日本郵便史料保存会復製資
料　;　2

日本郵便史料保存会
出版局

1967年08月 65丁

郵便規則  辛未11月  複製 30

郵便切手帳販売機（手動60円）取扱説明書 ニコー電子 196-?年 9丁

郵便切手帳販売機（電動100円）取扱説明書 ニコー電子 196-?年 11丁

郵便切手等に関する太政官布告　府県製摸刻写真集 古川　博 無料世界切手カタロ
グ・スタンペディア

2021年11月 49

郵便切手の利用法 郵便　花子 近代文芸社 2006年06月 76

郵便切手類沿革志 ： 郵便創業期の記録 郵便切手類沿革志調査会　編
郵政研究所附属資料館（逓信
総合博物館）　監修

郵便切手類沿革志調
査会

1996年03月 150

郵便規定類集　復刻 名古屋逓信局監督課　編 みのやスタンプ 1976年 503

郵便局が危ない アドユー・企画編集室　編 エール出版社 1988年 191

郵便局から見た明治の北海道 小山田　恭一 北見雑学研究所 1997年12月 68

郵便局地名録　復刻版 ： 明治17年1月発行 日本郵便史料保存会復製資
料　;　15

日本郵便史料保存会
出版局

1971年08月 105

郵便局地名録　復刻版 ： 明治18年1月発行 日本郵便史料保存会復製資
料　;　16

日本郵便史料保存会
出版局

1971年09月 99

郵便局地名録　復刻版 ： 明治19年2月発行 日本郵便史料保存会復製資
料　;　18

日本郵便史料保存会
出版局

1971年12月 171

郵便局の21世紀戦略 情報と社会を考える会 エール出版社 1988年 179

郵便局のヒミツ 宝島社 1997年02月 237

郵便局のひみつ 学研まんがでよくわかるシ
リーズ　;　80

おぎの　ひとし　漫画　;
オフィス・イディオム　構成

学研パブリッシング
コミュニケーション
ビジネス

2013年01月 128

郵便局の豆知識 ： 続・郵便切手の利用法 郵便　花子 近代文芸社 2007年08月 62

郵便局名キーワード事典 1941-2001 ： 全国郵便局
データベース別巻

Uメディア情報サー
ビス

2002年06月 536

郵便局名辞典　九州沖縄版 前野　雄次　編集 前野雄次 1996年10月 178
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郵便局名辞典　関東版 前野　雄次　編集 前野雄次 1995年08月 155

郵便局名辞典　東海版 前野　雄次　編集 前野雄次 1996年07月 116

郵便局名辞典　東京版 前野　雄次　編集 前野雄次 1995年05月 76

郵便局名辞典　東北版 前野　雄次　編集 前野雄次 1994年09月 84

郵便局名辞典　北海道版 前野　雄次　編集 前野雄次 1994年06月 41

郵便局名辞典　北海道版 前野　雄次　編集 前野雄次 1997年06月 83

郵便局を10倍利用する法 武井　一巳 西武タイム 1986年07月 249

郵便局を訪ねて1万局 ： 東へ西へ｢郵ちゃん｣が行
く

光文社新書 佐滝　剛弘 光文社 2007年06月 289

郵便区画　市町村一覧　明治35年5月刊行 消印研究会叢書　;　4-2 消印研究会 1992年09月 189-398
(210p)

郵便区画　市町村一覧　明治35年5月刊行 消印研究会叢書　;　4-3 消印研究会 1993年01月 399-600
(202p)

郵便区画　市町村一覧　明治35年5月刊行 消印研究会叢書　;　4-4 消印研究会 1993年06月 601-798
(198p)

郵便心得 駅逓局 いずみｷｯﾃ研究会 1974年07月 78

郵便札幌県治類典　第1巻 福井　卓治　編 北海プリント社 1983年02月 21, 353,
13

郵便札幌県治類典　第1巻 ： 明治15年－明治16年 福井　卓治　編 北海プリント社 1983年02月 352, 13

郵便札幌県治類典　第2巻 ： 明治16年－明治17年 福井　卓治　編 北海プリント社 1985年11月 297, 13

郵便札幌県治類典　第3巻 ： 明治17年－明治18年 福井　卓治　編 北海プリント社 1990年11月 361, 15

郵便札幌県治類典　第4巻 ： 明治18年 福井　卓治　編 北海プリント社 1992年12月 365, 24

郵便札幌県治類典　第5巻 ： 明治16年－19年 福井　卓治　編 北海プリント社 1990年08月 450, 18

郵便史 ｢日専｣を読み解くシリーズ 丹下　甲一 日本郵趣出版 2007年10月 167

郵便史外伝 繪鳩　昌之 文芸社 2017年06月 91

郵便事業'89 郵便事業研究会　編集 ぎょうせい 1989年11月 312

郵便事業に関する調査結果報告書 ： 有識者調査 全逓信労働組合 1977年 1冊

郵便自動化特集 NEC技報　;　第44巻第３号 日本電気文化セン
ター

1991年03月 102
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郵便条例 日本郵便史料保存会複製資
料　;　21

日本郵便史料保存会
出版局

1973年07月 62

郵便史話 小林　正義 ぎょうせい 1981年10月 313

郵便新時代 ： その展望と課題 郵便の基本問題に関する調査
研究会　編

ぎょうせい 1988年 269

郵便制度の改革 ： その重要性と実現可能性 社会科学教育古典双書，名
古屋仮設会館紀要別冊1

Rowrand Hill　（松野　修） 名古屋仮設会館 1987年06月 90

郵便線路図　昭和50年11月改正 郵政省 1976年03月 39, 32

郵便線路図　昭和27年7月改正 ： 附　国家公務員
等の旅費に関する法令

郵政省 郵政弘済会 1952年12月 64, 16

郵便線路図　改正　明治23年4月調 馬渕正夫 1978年04月 45丁

郵便線路図　昭和27年7月改正 ： 附　国家公務員
等の旅費に関する法令

郵政省 1952年12月 64, 16

郵便線路図　昭和35年7月改正 ： 附　国家公務員
等の旅費に関する法令

郵政省 1961年01月 65,32

郵便線路図　〈明治４～９年〉 月刊『たんぶるぽすと』増
刊67号

山崎　好是 鳴美 2014年12月 96

郵便線路図　昭和22年4月調　復刻 逓信省　編 鉄郵印グループ神奈
川大会

1987年09月 64

郵便創業120年の歴史 郵政省郵務局郵便事業史編纂
室　編

ぎょうせい 1991年12月 237

郵便創業談 ： 郵便の父　前島密遺稿集 逓信協会　編 逓信協会 1936年 243

郵便創業談 ： 前島密 佐々木　元勝　編 逓信協会郵便文化部 1951年 136

郵便創業談　復刻 ： 前島密遺稿集 日本郵趣出版 1979年07月 243

郵便地名字引　武蔵国東京府下15区6郡ﾉ部 ： 明治
17年11月

駅逓局運輸課地理掛　編纂 JPS港北支部 1990年10月 183, 12

郵便地名字引　武蔵国東京府下15区6郡ﾉ部 ： 明治
17年11月

駅逓局運輸課地理掛　編纂 183, 12
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郵便地名総覧 消印とエンタイヤ双書　;
№29

中川　長一　編 金井スタンプ商会 1975年06月 351

郵便地名総覧 消印とエンタイヤ双書　;
№29

中川　長一　編 郵趣研究室 1959年02月 351

郵便貯金の100年 山口　修 郵便貯金振興会 1977年 191, 11

ゆうびんです！ 日本郵便オフィスサポート
作 ； Play Set Products
絵 ； 日本郵便　監修

フレーベル館 2018年02月 24

郵便でみる四日市 小坂　彰宏 四日市郵趣会 2021年04月 108

郵便でみる四日市市の歴史　戦前編 小坂　彰宏　構成　解説 日本郵趣協会四日市
支部

1996年11月 72, iii

郵便電信局郵便局電信分局局名録　復刻版 ： 明治
20年

日本郵便史料保存会復製資
料　;　11

日本郵便史料保存会
出版局

1970年09月 192

郵便電信局郵便局電信分局局名録　復刻版 ： 明治
21年

日本郵便史料保存会復製資
料　;　17

日本郵便史料保存会
出版局

1971年10月 190

郵便電信局郵便局電信分局局名録　復刻版 ： 明治
22年

日本郵便史料保存会復製資
料　;　12

日本郵便史料保存会
出版局

1971年02月 174

郵便電信局郵便局電信分局局名録　復刻版 ： 明治
24年

日本郵便史料保存会復製資
料　;　13

日本郵便史料保存会
出版局

1971年 164

郵便電信局郵便局電信分局局名録　復刻版 ： 明治
25年

日本郵便史料保存会復製資
料　;　14

日本郵便史料保存会
出版局

1971年 173, 35

郵便読本 ： 復刻 高田　重吉 日本郵趣出版 1986年09月 258, 38

郵便と電信の開業 山口　修 197-?年 613-677

郵便取扱手続集　平成4年10月現行 郵便実務研究会　編集 東京法令出版 1992年10月 533

郵便の種類と使用例　第1巻 ： 第1次(銭位)－第3
次動植物国宝切手

行徳　国宏 行徳国宏 1989年09月 112

郵便の種類と使用例　第1巻 ： 第1次(銭位)－第3
次動植物国宝切手

行徳　国宏 行徳国宏 1989年09月 112丁

郵便の種類と使用例　第2巻 ： 第1次新動植物国宝
～2次新B(封書20円時期)

行徳　国宏 行徳国宏 1990年 155, 4
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郵便の種類と使用例　第3巻 行徳　国宏 行徳国宏 1991年05月 164

郵便の種類と使用例　第3巻別冊 行徳　国宏 行徳国宏 1993年03月 139

郵便の話 建国読本　;　第3編 岡本　忠雄 満州帝国教育会 1939年10月 127

郵便のはなし 新美　景子 さえら書房 1987年 47

郵便の話 郵政省　編 通信文化振興会 1949年10月 44

郵便の話 郵政省　編 通信文化振興会 1949年11月 44

郵便の文化史 ： イギリスを中心として 星名　定雄 みすず書房 1982年12月 9, 262,
28

郵便の歴史 ： 飛脚から郵政民営化までの歩みを語
る

月刊『たんぶるぽすと』増
刊　；　第82号

井上　卓朗，　星名　定雄 鳴美 2018年03月 ix, 319,
20

郵便バーコードラベル ： 清水敏之コレクション たんぶるぽすと増刊　第69
号

山﨑　好是　解説 鳴美 2015年05月 96

郵便配達局名便覧 ： 昭和23年9月1日現在 逓信省認可，郵務局校閲 中越出版部 1948年 206

郵便配達局名便覧 ： 昭和23年9月1日現在 逓信省認可，郵務局校閲 中越出版部 1948年 206

郵便配達局名便覧 ： 昭和23年9月1日現在 逓信省郵務局 中央通信社 1948年09月 206

郵便博物館 山口　修　編 ぎょうせい 1987年04月 378

郵便番号解説 郵政省　監修 郵便番号普及協会 1968年05月 31

郵便番号総覧 ： 全国地名完収 郵政省  監修 電通 1969年01月 384

郵便番号地図　首都圏(全域同一郵便番号市区名表
郵便番号控)　1985

郵便番号普及協会関
東支部

1985年 32

郵便番号地図　首都圏(全域同一郵便番号市区名表
郵便番号控)　平成3年保存版

ポスタルサービスセ
ンター

2001年 32

郵便番号地図　首都圏(全域同一郵便番号市区名表
郵便番号控)　平成6年保存版

ポスタルサービスセ
ンター

1994年 32

郵便番号地図　首都圏(全域同一郵便番号市区名表
郵便番号控)　平成5年保存版

郵便文化振興協会 2003年 32

郵便番号地図　首都圏(全域同一郵便番号市区名表
郵便番号控)　平成8年保存版

郵便文化振興協会 1996年10月 32
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郵便番号地図　首都圏(全域同一郵便番号市区名表
郵便番号控)　平成9年保存版

郵便文化振興協会 1996年10月 32

郵便番号簿 郵政省　監修 郵便番号普及協会 1971年08月 148

郵便番号簿 郵政省　監修 郵便番号普及協会 1971年08月 136

郵便番号簿　昭和48年版 郵政省　監修 郵便番号普及協会 1973年06月 104

郵便番号簿　昭和53年版 郵政省　監修 郵便番号普及協会 1978年07月 143

郵便番号簿　昭和55年版 郵政省　監修 郵便番号普及協会 1980年07月 143

郵便百科年表 山口　修　編 ぎょうせい 1987年04月 407

郵便物保護銃に関する資料 佐々木　源蔵　編 逓信博物館 1966年 39

郵便風土記　関東編 高橋　善七 逓信新報社 1972年06月 231

郵便風土記　近畿編 高橋　善七 逓信新報社 1971年03月 217

郵便法　解説 浅尾　倫行 東京出版センター 1967年04月 397

郵便法概説 郵務局業務課内郵便法令研究
会

通信事業教育振興会 1982年10月 433

郵便法令集 ： 昭和34年8月1日現行 輿論調査会 1959年01月 1冊(加除
式)

郵便法令集 ： 昭和42年7月1日現行 郵政省郵務局業務課 輿論調査会 1967年03月 1冊(加除
式)

郵便法令集 ： 平成5年2月1日現行 郵政省郵務局　編集 郵政国際協会 1993年02月 483

郵便法令集 ： 平成8年1月1日現行 郵政省郵務局　編集 郵政国際協会郵政教
育センター

1996年02月 515

郵便法令集 ： 平成9年2月1日現行 郵政国際協会 1997年03月 531

郵便法令集 ： 平成11年2月1日現行 国際通信経済研究所
郵政教育センター

1999年02月 575

郵便法令集 ： 平成12年2月1日現行 日本郵政公社郵便事業本部
監修

郵研社 2005年02月 184, 588

郵便法令集 ： 平成12年2月20日現行 国際通信経済研究所
郵政教育センター

2000年02月 577

郵便ポストのある景色100 浜田  佳代 文芸社 2002年12月 49
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郵便窓口英会話 ： English Conversation for
Postal Clerks

国際通信文化協会 1989年08月 50

郵便屋さん なかむら　みのる 新日本出版 2007年07月 189

郵便用語事典 郵政省郵務局　編 帝国地方行政学会 1969年10月 313, 15

郵便用語事典　全訂 郵政省郵務局　編 帝国地方行政学会 1973年10月 320, 28,
16

郵便要覧　上　復刻版 日本郵趣出版 1979年07月 492

郵便要覧　下　復刻版 ： 郵便線路図 日本郵趣出版 1979年07月 154

郵便よもやま話 和田　信三 そろばんや書店 1965年04月 122

郵便をゆく ： 超巨大システムにあらゆる角度から
迫る!!

イカロス出版 2015年10月 113

郵務必携　復刻版 ： 明治17年3月発行 日本郵便史料保存会復製資
料　;　19

日本郵便史料保存会
出版局

1972年07月 140

行き路のしるし ： 前島密生誕150年記念出版 橋本　輝夫　監修 日本郵趣出版 1986年01月 191

横浜局初期外信用日附印の日附に対する一つの考え
方 ： 開港地間郵便1～3

佐々木　義郎 日本郵楽会 2010年01月 28

横浜港シッピングリスト　1868－1877 たんぶるぽすと　;　別冊7 山崎　好是 鳴美 2000年09月 52

横浜にあったフランスの郵便局 ： 幕末・明治の知
られざる一断面

松本　純一 原書房 1994年08月 260, 29

離島郵便局全集 ちゃみ ちゃみ 2015年12月 64

琉球の郵便物語 金城　康全 ボーダーインク 1998年05月 164

琉球郵趣会40年の歩み　自1952年7月至1992年7月 琉球郵趣会 1992年11月 95

琉球郵政事業史 沖縄郵政管理事務所　編 丸正印刷社 1974年 858

琉球郵政事業の沿革 琉球政府工務交通局郵務課
編

琉球政府工務交通局 1959年 133

臨時郵便取締令 ： 対象外の内国信書検閲と制定関
係資料

藤田　卯三郎　編集 西宮郵趣会 2002年07月 73

レディスポスト'88 郵便サービス開発研究会　編 ぎょうせい 1988年 189
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和英・英和郵便用語集 郵政省郵務局　監修，郵研社
編

郵研社 1991年04月 210

我が国の第1次世界大戦時の郵便検閲制度 ： 検印
の性格を中心にして

郵趣研究ブックレット 丹下  甲一 切手の博物館 2002年08月 19

わかりやすい外国郵便の手引 元吉  明治 国際通信文化協会 1971年12月 268, 58

わかりやすい外国郵便の手引 浜野　寅四郎 国際通信文化協会 1985年03月 382

わかりやすい国際郵便の手引 ： 平成元年4月1日現
行

国際通信文化協会 1989年06月 334

わかりやすい国際郵便の手引 国際通信文化協会 2001年03月 xi, 265

わたしからあなたへ ： 心と心を結ぶ手紙 日本郵便友の会協会 1993年02月 115

ワンダフルペンパルズ ： 経験者が語る楽しい海外
文通と文例集

井上　雄三，古田土　百合子
編著

三修社 1983年 179


