
タイトル 大きさ/形態 掲載地域 年代 出版社 出版年 資料コード 備考

越後国佐渡国 路程絵図（複製） 2枚(41×60cm) はつらつ新潟 2001(平13) 001098899 筒入り（同一物２枚入り） *閉架地図棚

新潟地震被害図 1枚 新潟市中心部 1001100148809

新潟市商業家明細全図 1枚（○×○ｃｍ） 新潟市（白山～日和山） １９０３頃 澤井浪花堂 1903（明38.7） 001055626 *閉架地図棚

新潟市図 1枚(60×84cm) 昭和5年 2004(平16) 001094922 原図：日本案内記中部篇　*閉架地図棚

新潟市周辺広域図 1枚 新潟市 平成16年 ゼンリン 2004（平16） 0010555626

新潟市全図 1枚 新潟市（佐渡・朝鮮半島） 昭和16年？安達文華堂 1941（昭16） 001060142

新潟市大観 1枚 新潟市 大正15年 菊地屋旅館 1926(大15) 001065254 鳥瞰図

にいがた市 1枚 新潟市 001060067 ＮＮ291.1ニイと同一

新潟県町村合併計画及び進歩状況 １枚 新潟県全域 1955（昭30.6） 1001100147178

新潟市都市計画街路路線図 1枚 新潟市 昭和3年頃 1928（昭3）？ 001063765

新潟市全図 1枚 新潟市 大正11年 萬松堂書店 1922（大11） 001068575 道路，寺，公共建築

にいがた市 1枚 新潟市 951～1954頃富士波出版社1951～1954頃 001062528
新潟市社会科研究部編，西蒲原郡さかいわ村と
表示

新潟市（都市地図新潟県　新潟） １枚 旧新潟市とその周辺 昭文社 1976（昭51.6） 100100147187

改正越後国頚城郡細見 1枚 上越 文政3年 001097459 『新潟県史資料編６　近世一　上越編』付録

彌彦 １枚 弥彦 明治44年測地理調査所 1953(昭28.9) 1001100147122

大東亜共栄圏及び太平洋要図 １枚 日本を含むアジア 内閣印刷局 1941(昭16.4) 1001100148818

新潟市全図（複製） １枚 新潟市中心部 昭和11年 安達文華堂 1936(昭11.7) 1001100148818 001057168の複製（筒に）

新潟市全図 １枚 新潟市中心部 昭和11年 安達文華堂 1936(昭11.7) 001057168 裏；市内名所・建築物・石碑などの紹介

新潟南部 １枚 新潟市南部 昭和46年 国土地理院 1971(昭46) 1001100149299

新潟市防災地図その１ １枚 赤塚・中野小屋

新潟市防災地図その２ １枚 新潟市東部

新潟市防災地図その３ １枚 阿賀野川周辺

新潟市防災地図その４ １枚 東港・曽野木～大江山

不明（昭和十五年二月調整） １枚 新潟市・蒲原郡 昭和15年 1940(昭15.2) 欄外の墨書きを仮書名とした

新潟市図 １枚 新潟市 昭和11年頃 1001100147169 「昭和１１年頃と推定」と有り/旧信濃川記載

復刻・日本古地図選　越後国絵図　慶
応元年・解説書

１枚 なし 昭和礼文社 解説書

復刻・日本古地図選　越後国絵図
慶応元年

2枚 新潟県
慶応元年
（1865年

昭和礼文社

付図新潟県郡区改正全図 １枚 新潟県 昭和礼文社

新潟北部 １枚 新潟市北部 昭和40年代国土地理院 1971(昭46) 1001100147150

富士波出版社

1001100147196新潟市

10011001492341975(昭50)

入っていた袋に新潟市総務部と記載
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新潟市全図 １枚 新潟市 昭和40年 1971(昭46) 1001100147140

1：10.000地形図（Ｄ-2） １枚 東山ノ下近辺
国際航業株
式会社

1984(昭59)

1：10.000地形図（Ｃ-3） １枚
中の興野流通センター・小

新の一部
国際航業株
式会社

1984(昭59)

1：10.000地形図（Ｄ-1） １枚 阿賀野川河口付近
国際航業株
式会社

1984（昭59)

1：10.000地形図（Ｄ-3） １枚 姥ヶ山・新潟刑務所・亀田町
国際航業株
式会社

1984（昭59)

1：10.000地形図 １枚 関分・鐙・関屋・四ツ谷町
国際航業株
式会社

1984（昭59)

新潟市全図 １枚 新潟市全域 昭和37年？国土地理院 1968(昭43.9) 1001100149314 裏に日本海タワーのハンコ有

新潟県文化財分布地図 １枚 新潟県全域 昭和55年 北越印刷 昭56 1001100149243 同一のものがNK709で登録済

新潟市全図 １枚 新潟市全域
新潟市研究
協議会

昭和 1001100148827 教材。書き込みあり（色絵の具で着色）

新潟都市計画図2（新潟市） １枚 阿賀野川河口付近 昭和46年 新潟市 1972(昭47) 1001100149261 1：25000

新潟都市計画図2（新潟市） １枚 阿賀野川河口付近 昭和46年 新潟市 1973(昭48) 1001100149270 1：25000

新潟都市計画図１ 1枚 新潟市 昭和46年 新潟市 1972(昭47) 1001100147202 封筒に「新潟市都市計画図1」

新潟都市計画図１ 1枚 新潟市 昭和46年
中央地図株
式会社

1973(昭48) 1001100148872 封筒に「新潟市都市計画図1」

新潟市商工一班 1枚 新潟市及び周辺町村 昭和4年頃
新潟商工会
議所

1929(昭4.5) 1001100147104 裏面にＳ1～3の商工関係統計有，新潟市図

新潟市全図 1枚 新潟市（＋中央部拡大） 昭和32年？富士波出版 1001100148836 書き込み有，2万五千分の一，1万分の一

内野 1枚 新潟市内野 昭和46年 国土地理院 1973(昭48) 1001100148845 裏に「内野1：25000昭和48年」書き込み有

新潟　1：200.000 1枚 新潟県・福島県の一部 昭和44年 国土地理院 1969(昭44) 1001100148854 カラー

松浜 1枚 新潟市松浜 昭和48年 国土地理院 1975(昭50) 1001100148863 裏に「松浜」と書き込み有

新潟 1枚 新潟市 地理調査所 1954 1001100149280

新潟市中心部被災地図 1枚(62×83cm) 新潟市中心部 1964（？） 加入部（作成）1964（？） 1001100149323

新潟　築港記念博覧会 1枚 新潟市中心部 大正15年？青木印刷所 1926(大15)? 001515550
築港記念博覧会（大15？）会場絵図。裏に商店の
写真入。

大日本職業明細図之内 1枚
新潟市・亀田・新津・五泉・

巻・弥彦・各中心部
大正14年頃東京交通社 1927(大14) 001071302

裏に商店の営業別索引付。市内中心部地図と商
家名

大日本職業明細図　第478号 1枚(55×79cm) 新潟市 昭和11年 東京交通社 1936(昭11) 001055624 裏に商店の営業別索引付

新潟市最新都市計画道路入地図 1枚(62×83cm) 新潟市・その周辺 昭和29年 富士波出版社 1954（昭29） 001101089 バス路線図，電話番号付

新潟県下越後国全図 1枚(69×136cm) 新潟県 明治8年 不明 1001100150440 明治8年発行の図の複製

新潟山之下築港案内 2枚（28×52cm）
新潟・沼垂周辺部　新潟臨

港株式会社案内図
昭和3年 新潟臨港株式 1928（昭3） 1001100025952 現リンコーコーポレーション

封筒に航空五枚組，昭60.3と有1001100149252
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