
請求記号 タイトル 出版者 出版年
国立国会図書館デ
ジタルコレクショ
ン公開状況

特52-152 大阪神戸電話交換加入者名簿 大阪電話交換局 明27 公開なし

特28-374 横浜東京電話交換加入者名簿 明治27年 東京電話交換局 明27 インターネット

特54-970
東京横浜電話交換加入者名簿 明治27年6月改 追加第

3号,28年3月改 追加第2号
東京電話交換局 明27-28 インターネット

Y994-J13901 東京横濱電話交換加入者名簿 明治28年3月改 東京電話交換局 明28 館内限定

特28-374 横浜東京電話交換加入者名簿 明治28年追加第2号 東京電話交換局 明28 インターネット

特113-825 福島電話番号便覧 大正2年9月20日現在 開明社 大正2 インターネット

特269-205 九州電話実業案内 励精社 大正3 インターネット

347-86
営業別電話名簿 大正11年用 大阪・神戸・大阪府管

内及尼崎・芦屋・御影・西ノ宮
十字屋出版部 大正10 インターネット

特116-889 静岡県下全部電話番号便覧 [大正11年9月10日現在] 美容新報社 大正11 インターネット

374-82 東京特選電話名簿 上巻 三友協会 大正11 インターネット

特107-211 函館職業別電話番号簿 大正11年6月1日現在 函館信用告知社 大正11 インターネット

509-27
名古屋愛知県三重県岐阜県職業別電話名簿 大正11

年版
実業興信所 大正11 インターネット

347-89 職業別電話名簿 東京・横浜 11版 日本商工通信社 大正11 インターネット

特100-310 栃木県下普通電話番号簿 大正12年7月改 宇都宮郵便局 大正12 インターネット

特205-792
名古屋・愛知県・岐阜県・三重県職業別電話名簿 大

正12年版
実業興信所 大正12 インターネット

特273-186 北海道職業別電話名簿 大正12年版 北日本商工社 大正12 インターネット

特114-716 大阪を中心とせる近県電話帳 大正12年用 人事興信所 大正12 インターネット

347-89イ 職業別電話名簿 東京・横浜 12版 日本商工通信社 大正12 インターネット

特104-390 京都電話番号簿 　大正１１年１０月改正 京都中央電話局 大正11 インターネット

特104-390 京都電話番号簿 　大正１３年９月１５日現在 京都中央電話局 大正13 インターネット

特110-81 栃木県下職業別電話名簿 大正12年度
栃木県下職業別電話
名簿発行所

大正13 インターネット

特111-544
富山石川福井県下特設電話番号簿 大正13年6月15日

現在
名古屋逓信局 大正13 インターネット

特100-195 函館局電話番号簿 大正13年6月1日現在 札幌逓信局 大正13 インターネット

特101-367 長野県下普通電話番号簿 名古屋逓信局 大正13 インターネット

特100-45 茨城県下電話番号簿 大正14年10月現在 川又銀蔵 大正14 インターネット

特110-689 茨城県下職業別電話名簿 大正14年10月現在 精工社 大正14 インターネット

542-10 京浜間職業別電話営業便覧 大正14年版 商業之日本社 大正14 インターネット

347-89ハ 職業別電話名簿 東京・横浜 13版 日本商工通信社 大正14 インターネット

347-89ニ 職業別電話名簿 東京・横浜近県 15版 日本商工通信社 大正15 インターネット

特112-922 神奈川県職業別電話名簿 横浜市之部 横浜通信社 大正15 インターネット

347-89 職業別電話名簿 第17版 日本商工通信社 昭和2 インターネット

特204-432 東京電話番号簿 昭和2年10月1日現在 東京中央電話局 昭和3 インターネット

347-89 職業別電話名簿 第18版 日本商工通信社 昭和3 インターネット

国立国会図書館で閲覧可能な1960年代半ば以前の主な電話帳

※AYから始まる記号はプランゲ文庫請求記号です。国立国会図書館オンラインの請求記号欄では検索できません。キーワード欄に入力して検索してください。

【「国立国会図書館デジタルコレクション公開状況」欄について】
インターネット：インターネット上で公開しています。
図書館・個人送信：国立国会図書館内,図書館送信参加館内,および個人向けデジタル化資料送信サービスで公開しています。
館内限定：国立国会図書館内で公開しています。
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特205-902 新潟職業別電話名簿 昭和4年1月現在 第3版 新潟公友社出版部 昭和4 図書館・個人送信

347-89 職業別電話名簿 第19版 日本商工通信社 昭和4 インターネット

Y994-J836
東京横濱近縣職業別電話名簿 : 東京逓信局認可 甲篇

(東京横浜ノ部) 第19版
日本商工通信社 昭和4 図書館・個人送信

347-89 職業別電話名簿 第20版 甲篇 日本商工通信社 昭和5 インターネット

Y994-J17099 東京隣接各地電話名簿 昭和6年版 帝國文化協會代理部 昭和6 公開なし

特217-209
東京・城南職業別電話名鑑 昭和7年10月現在 改訂第

4版
大東京通信社 昭和7 インターネット

特275-787 職業別電話名簿 第22版 日本商工通信社 昭和7 インターネット

347-89 職業別電話名簿 第24版 日本商工通信社 昭和2-9 インターネット

614-157 大東京納税電話信用録 昭和9年 大東京実業通信社 昭和9 図書館・個人送信

614-182 京阪神職業別電話名簿 昭和9年9月現在
京阪神職業別電話名
簿編纂所

昭和9 インターネット

特267-25 職業別電話名簿 第25版 日本商工通信社 昭和10 インターネット

特208-229 名古屋・豊橋・岡崎・一宮・瀬戸職業別電話帖 逓友協会 昭和10 インターネット

Y69-H2663 東京・横濱近縣職業別電話名簿 第26版 日本商工通信社 昭和11 図書館・個人送信

特238-145
東京・城南職業別電話名鑑 昭和12年10月現在 改訂

第9版
大東京通信社 昭和12 インターネット

Y994-L2549
東京中央電話局電話番號簿追加 第2回 (昭和14年10

月2日)
東京中央電話局 昭和14 公開なし

Y69-H2645
東京中央電話局電話番號簿追加 : 昭和十六年十月一

日
東京中央電話局 昭和16 インターネット

Y69-H2646
東京中央電話局電話番號簿 : 昭和十七年十月一日現

在
東京中央電話局 昭和18 インターネット

AY-0552 大津局私製電話番號簿 昭和21年10月1日現在 滋賀新聞社 昭和21 図書館・個人送信

AY-0546 名古屋電話番號簿 昭和21年11月1日現在 靑雲社 昭和21 図書館・個人送信

AY-0648 唐津局電話番號帳
佐賀縣商工經濟會唐
津支部

昭和21 図書館・個人送信

AY-0547 名古屋電話番號簿 昭和22年10月1日現在 靑雲社出版部 昭和22 図書館・個人送信

AY-0568 私製大阪電話番號簿 昭和22年2月1日 日本輿論新聞社 昭和22 図書館・個人送信

AY-0051 業種別電話・所在名鑑 日本弘電社 昭和22 図書館・個人送信

AY-0453 岩手縣電話番号簿 新岩手社 昭和22 図書館・個人送信

AY-0488 私製栃木縣電話番號簿 ミタカ商文社 昭和22 図書館・個人送信

AY-0516 三多摩職業入電話番号簿 多摩タイムス社 昭和22 図書館・個人送信

AY-0594 尾道府中私製電話番號簿 尾道商工會議所 昭和22 図書館・個人送信

AY-0643 私製久留米電話番號簿 千歳興行協會 昭和22 図書館・個人送信

AY-0664 電話番號早見表 : 宮崎郵便局 日向民論社 昭和22 図書館・個人送信

AY-0670 私製鹿兒島縣電話番號簿 蘆谷彦八 昭和22 図書館・個人送信

Y994-J5450
三多摩職業入電話番号簿 : 吉祥寺版 : 昭和二十二年

五月一日現在
多摩タイムス社 昭和22 館内限定

Y994-L2254 業種別東京電話番号簿  日本弘報社 昭和22 公開なし

Y994-L2495 宇都宮電話番號簿 : 私製 ミタカ商文社 昭和22 公開なし

AY-0512 東京業種別電話番號簿 郊外編 日本弘報社 昭和23 図書館・個人送信

AY-0489 宇都宮ポケツト電話帖 民衆文化廣告社 昭和23 図書館・個人送信

AY-0490 栃木縣職業別電話名簿 ミタカ商文社 昭和23 図書館・個人送信

AY-0514 江東墨田木材土建運送業 電話帳 江東タイムス社 昭和23 図書館・個人送信

AY-0515 荻窪電話番號簿 日本弘報社 昭和23 図書館・個人送信

AY-0567 大阪市電話番號簿 日本輿論新聞社 昭和23 図書館・個人送信
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AY-0577 神戸御影私製職業別電話番號簿 日本與論新聞社 昭和23 図書館・個人送信

AY-0640 朝倉郡電話簿 縣政社 昭和23 図書館・個人送信

AY-0642 福岡電話番號簿
將文社印刷工化株式
會社

昭和23 図書館・個人送信

Y994-J7045
東京都分類電話番號簿 昭和23年6月1日現在 官公廳

関係ノ部

日本輿論新聞社出版
部

昭和23 館内限定

Y994-L2253 東京電話番号簿 昭和23年4月1日現在 東京中央電話局 昭和23 公開なし

AY-0513 東京業種別電話番號簿 中央編 増補版 日本弘報社 昭和24 図書館・個人送信

AY-0420 私製京阪神業種別電話番號簿 第1輯 日本電話普及會 昭和24 図書館・個人送信

AY-0595 私製廣島縣電話番號簿 日本印刷株式會社 昭和24 図書館・個人送信

AY-0641 福岡電話番號簿
福岡電話番號簿編纂
委員會

昭和24 図書館・個人送信

Y994-J10063 八王子商工案内 : 電話番號索引附 昭和24年2月現在 八王子商工會議所 昭和24 館内限定

Y69-H2659 新潟縣電話番號簿中越版 : 昭和29年6月1日現在 信越電気通信局 昭和29 公開なし

Y69-H2660 福井県電話番号簿(嶺北版) : 昭和29年10月 北陸電気通信局 昭和29 公開なし

Y69-H2661 福井県電話番号簿(嶺南版) : 昭和29年10月 北陸電気通信局 昭和29 公開なし

Y69-H2662
愛知県電話番号簿人名別・職業別尾張版 : 昭和29年

7月1日現在

日本電信電話公社愛
知電氣通信部

昭和29 公開なし
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