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和雑誌 

 

 
 凡 例 

 
  １．収録範囲 
       原則として昭和２０年以前の和雑誌、５４５種を収録したものである。 

 
 ２．排  列 
        書名のヘボン式アルファベット順とした。 

 
 ３．記載事項 
        (1) 書名、編者・発行機関名、所蔵巻号および刊行年の順で記載した。 

 
    (2) 書名を改題し、旧書名の巻号を継続している場合は、最新書名のもとにまとめ、巻 

      号を更新した場合は、個々に記載した。 

 
        (3) 推定による情報の場合は、〔   〕の中に記載した。 

 
        (4) 編者、発行機関名は原則として所蔵する最新号から採った。なお、書名に含まれて 

      いる場合は、その記述を省略した。 

 
        (5) 書名の変遷（改題、分離、合併、継承）および休・廃刊は、判明する限り記載し 

      た。なお、太字で印字されたものは、所蔵していることを著す。 

 
   ４．使用記号 

 
         〔    〕     不完全誌名の補足および推定による刊行年､ 巻号等を著す｡ 

 
           ∥       廃  刊 

 
         (    )     所蔵巻号および刊行年 

 
           →       参  照 
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愛知の貿易  愛知輸出協会 

2(1-9)( 昭

5),4(1-9),5(1-9),6(1-11),7(1-11),8(1-5,7-11),9

(1-4)(昭12) 

 

秋田商工会議所月報 

130(昭7)-136,138-146,148-155,157-159,161,166, 

168-169,171-177,179,181-189,306-313,315,317-33

3,336-337,339,342-345,347-349(昭18) 

 

アマゾニア産業研究所月報 

14(昭7),16-19,21,23-24,28-29,32-33,39,41,44, 

46-47,49-50,52-66,68-77,79-83,86-88,91-92,94-9

7,100,102-104,109,113-125(昭16) 

 

安東経済月報  安東商工公会 

1(康徳5.4/昭13)-9,21-26(康徳7.5/昭15) 

前誌：安東経済時報  
 

安東経済時報  安東商工会議所 

122(昭6.1)-203,205-208(昭13.3) 

後誌：安東経済月報 

 

青森商工会議所報 

68(昭5)-85,87-92,94-152,187-214,216-230(昭18) 

 

旭川商工会議所所報 

219(昭7.1)-225(昭8.9) 

 
Ｂ 

 

Banker's Magazine.    銀行協会 

1(昭10.1)-7,9-12(昭10.12) 

 

貿易  日本貿易協会 

34(6-12)(昭9),35-37,38(1-7,9-12),39,40(1-10, 

12),42,43(3-8),44(1-2)(昭19) 

 

貿易報国会報  日本貿易報国連盟 

3(昭17.8) 

 

貿易情報  名古屋市産業部 

1(2-5,7)(昭9),2,3(2-24),4,5(1-14,16-24),6(1-2, 

4-6,8-24),8(1-4,6-10,12-15)(昭16) 

 

貿易組合  貿易組合中央会 

1(1)(昭13.8),2(6-12),3(16)(昭15.5) 

 

貿易奨励資料    貿易奨励会  

1(昭4)-10,13-32,40(昭18) 

 

貿易統制会会報  

1(1,3-8)(昭17),2(1-5)(昭18) 

 

 

貿易通報  愛知県商工館 

236(昭15.3),238-246,248-255,257-271,274,278, 

281-286(昭18.10) 

 

物価協力時報  中央物価統制協力会議  

1(昭15)-2,3(1-9),6(2)(昭19) 

 

物価及賃銀統計月報   日本商工会議所 

1(昭15)-22(昭17) 

 

文化史研究    北隆館 

1(昭22.9)-3(昭23.5) 

 

Ｃ 
 

地方 

→ 地方行政 

 

地方行政  帝国地方行政学会 

35(2-5)(昭2.2-5)：地方 

35(6,8-12)(昭2.6-12) 

 

賃銀物価統計月報  内閣統計局 

104(昭9.4)-127(昭11.3) 

 

賃銀統計月報   

→全国賃銀統計月報 

 

鎭南浦商業会議所時報 

38(大15)-45,47-48,50-54(昭2) 

 

青島経済統計月報  青島日本商工会議所  

3(11-12)(昭16),4(1-3,5-12),5(1)(昭18) 

  

青島日本商工会議所所報     

1(昭14)-14,21,44-47,49,52-54(昭19) 

 

知多商工月報  知多商工会議所 

118(昭7)-133,135-141(昭8) 

 

貯金局統計月報 

14(5-12)(昭14),15(1-8,10-12),16(1-7)(昭16) 

 

長江産業彙報  長江産業貿易開発協会 

1(昭16)-14,16-25(昭18) 

 

調査部報告 

→〔三井合名会社〕調査部報告 

 

調査月報  

→〔朝鮮総督府〕調査月報 

→〔日本興業銀行〕調査月報 

→ 日本証券取引所調査月報 

→〔野村合名会社調査部〕調査月報 

→〔野村合名会社調査課〕調査月報 

→〔大蔵省理財局〕調査月報 

→〔船舶運営会〕調査月報 



 

→〔安田保善社〕調査月報 

調査彙報  

→〔糸価安定施設組合〕調査彙報 

→〔簡易保険局〕調査彙報 

→〔満州中央銀行〕調査彙報 

→〔日本勧業銀行〕調査彙報 

→〔日本蚕糸統制株式会社〕調査彙報 

→〔東京株式取引所〕調査彙報 

→〔安田保善社〕調査彙報 

 

調査時報 

→〔北海道農産物検査所〕調査時報 

→〔農林省神戸生糸検査所〕調査時報 

→〔農林省横浜･神戸生糸検査所〕調査時報 

 

調査課報告 

→〔三井合名会社〕調査課報告 

 

調査及資料彙報  全国経済調査機関連合会 

62(大15)-76,98-172(昭10) 

 

調査及資料彙報：別冊 

13〔大15〕,32-34,37-46,48-49,53-56,58,60-65, 

67-72,74-76,114(昭13)     

[｢調査報告書｣として整理] 

 

調査資料 

→〔日本郵船株式会社〕調査資料 

→〔東京市電気局〕調査資料  

 

朝鮮  朝鮮総督府 

134( 大 15)-145,152-258,260-320,323-328,330( 昭

17) 

 

朝鮮貿易月表    朝鮮総督府 

2(7-12)(昭2),3-12(昭12) 

 

朝鮮銀行統計月報 

3(3-12)( 昭 2),4-11,12(1-9,11-12),13,14(1-10),    

15(1-10),16(1-6,8-12),17-18,19(2,8-12),20, 

21(2)(昭20.4) 

 

朝鮮経済雑誌   

→京城商業会議所月報 

 

朝鮮鉱業会誌  朝鮮鉱業会 

14(3)(昭6.9) 

 

〔朝鮮総督府〕調査月報 

1(昭5)-12,13(1-5)(昭17) 

 

中外医事新報  日本医師学会 

15(1275-1286)(昭15) 

 

中外財界  中外商業新報社 

1(1-12,14-23)(大15),2(1-13,15-18,20-24),3(1-24 

),4(1-11,13-24),5(1-12),7-8,9(1-8,10-12),10(1-

12),11(1-7,9-12)(昭11) 

 

中南米  日本中南米輸出入組合連合会 

3(1-2,4-12)(昭15),4(1-9,11-12)(昭16) 

 

中央銀行月報  中央銀行経済研究所 

1(5)(民国21/昭7),2(民国22/昭8) 

 

中央銀行旬報  中央銀行秘書所 

93(民国20.12/昭6)-103･104(民国21.4/昭7) 

 

中央銀行会通信録  

262(大14)-345(昭6)  

 

中央公論  中央公論社 

39(8-13)(大13),40(4-7),41(1-4),57(4,9-12), 

58(昭18) 

 

中央労働時報  中央労働委員会 

1(1-2,4-11)(昭21）  

 

中央蚕糸報  蚕糸業同業組合中央会 

138(昭3)-188(昭7)  

 

中小企業  商工協同組合中央会 

1(1-5)(昭21),2(1,3-9),3(1,3,5-9)(昭23)  

 

Ｄ 
 

大学  東京大学新聞社出版部 

3(昭22.10)-6(昭23.9) 

 

大日本紡績連合会月報 

398(大14)-412,419-600(昭17)∥ 

後誌：東亜繊維工業  

 

大日本外国貿易月表   

→日本外国貿易月表 

 

大日本警防  大日本警防協会 

16(4)(昭17.4) 

 

〔大日本陶磁器輸出組合連合会〕会報 

7(昭10.6)-21(昭12.11) 

 

大連商工月報   

→大連商工会議所々報 

 

大連商工会議所経済統計月報 

173(昭4.11)-185,198-212,214：経済統計月報  

216-273,276-281,283-288,290-292,295-297,300,    

309,319-323,325-334(昭18.6) 

 

大連商工会議所々報 

173(昭5)-261(昭12)：大連商工月報  

278(昭13),280,282,284,290,292,294,300,304,306,     

308,310,312,317,319-320,322-325,329-331,382,     

388,390,392,394,406-407(昭18) 

 



 

 

大連取引所月報 

185(昭4.1)187,189-220,257-280(昭11.12)  

 

大東亜経済  大東亜経済社 

1(昭12)-5,6(1-2)(昭17)：東亜商工経済  

6(4-10)(昭17),7(1-4,6-10),8(6-9),9(1)(昭20) 

 

ダイヤモンド  ダイヤモンド社 

12(19-36)(大13),14(20-37),15(1-18,25),16-30,31 

 (16,8-36),32(1,3-24,26-30,32-34,36),33(1-3,5) 

,36(115,17-20)(昭23) 

 

電気協会雑誌 

232(昭16.4)-233,236-237,241-245(昭17.5) 

 

電気通信学会雑誌  電気通信学会 

196(昭14.7)-201(昭14.12) 

 

電球  日本電球協会 

1(昭13)-3(昭15) 

 

電信電話学会雑誌  

118(昭8.1)-129(昭8.12) 

 

読書人  東京堂 

2(12)(昭17),3(4-11)(昭18) 

 

同盟世界週報  同盟通信社   

15(24)( 昭 9.6),18(13-51),19-22,23(1-45,50-51),    

24(1-13)(昭18)：国際経済週報  

24(15-21,23-30,32-51)(昭18),25(5-7,9-10)(昭19)    

後誌：世界週報   

 

同盟通信  同盟通信社 

2465(昭17.10)-2467,2469-2474,2476-2479,2483- 

2488,2490-2497,2499-2502,2504-2509,2511-2516, 

2519-2523,2525-2530,2533-2537,2539-2544,2546- 

2549,2551,2553,2563-2565,2567-2572,2574-2579, 

2581-2586,2588-3256,3393-3394,3396-3398,3400- 

3405,3407-3412,3414-3419,3421-3426,3428-3433, 

3435-3440,3442-3447,3449-3454,3456-3461,3463- 

3467,3470-3471,3473-3475,3477-3482,3484-3488 

 (昭20.7) 

 

Ｅ 
 

エコノミスト  毎日新聞社 

4(13-24)(大15),5-16,17(1-2,4-5,7-9,11-16,19-30,     

32-36),18-19,20(1-36,38-46,48),21(1-4)(昭18) 

：エコノミスト  

21(5-10,12,14-38)(昭18),22(1-3,7-13,15-24), 

23(1-4)(昭20)：経済毎日  

25(8,20)(昭22), 26(11,18)(昭23) 

 

 

 

 

 

 

Ｆ 
 

藤本アナリスト  藤本ビルブローカー銀行調査部 

3(昭4),4(1-14,16-21,24)(昭5) 

 

藤本金融証券週報   

藤本ビルブローカー証券株式会社調査部  

184-215(昭16.5-11) 

 

〔福井県織物同業組合〕月報  

223(昭6)-224,226-227,240-241,244-289,291-293 

(昭11) 

 

福井之織物  福井県絹織物同業組合 

14(大2.9)   ［記念号］ 

 

福井商工会議所月報 

234(昭6)-247,249-272(昭9)：所報  

273(昭9)-277(昭10)：福井商工会議所所報  

279(昭10)-283,285-286,290,292(昭12)  

後誌：福井商工月報 

 

福井商工会議所所報 

→福井商工会議所月報 

 

釜山商工会議所月報 

73(昭6.4)-148,150-180(昭15) 

 

Ｇ 
 

外報摘要  三井合名会社調査課 

335(大14)-373,388-510(昭6) 

 

外交評論  日本外政協会 

4(8,12)(大13),5(2-4),6,7(3-12),8-15,16(1-6)(昭

11)：国際知識  

17(昭12),19(2),20(1,5-12),21(1)(昭16)：国際知識

及評論 

23(2)(昭18),24(5)(昭19) 

 

外国貿易  日本銀行調査局 

1926(9-12),1927-1937,1938(1-3) 

 

外国貿易月表   

→日本外国貿易月表 

 

外国鉄道調査資料  鉄道省運輸局 

1(昭2)-10,11(1-3,5-12),12(1,3-7)(昭13) 

 

外国雑誌重要記事索引  全国経済調査機関連合会 

60(大15.1)-74,96-170(昭10.3) 

 

外務省通商局日報 

昭10-昭18   ［欠：若干あり］ 

 



 

 

学燈  丸善 

47(5,11-12)(昭18),48(昭19)    

昭19-昭25:休刊］ 

 

現代の経済  慶応出版社 

1(昭12.11)-3(昭13.1);2(2-11),3(1-4)(昭14.4)  

 

原価計算  日本原価計算協会 

2(6,8-11)(昭17),3-4(昭19)  

 

銀行会社新設拡張計画登記済資本調   

三井銀行調査課 

5(昭5),6(1-6)(昭6) 

 

銀行研究  銀行研究社 

9(大14)-10,11(3-6),12-41,43-44,45(1-4,6-12), 

46(1-3)(昭19) 

 

銀行通信録  東京銀行集会所 

468(大14.1)-677(昭17.6)  

 

軍令部常報  海軍軍令部 

4( 昭 4)-7,8(1-3,5-6,8-9),9-14,15(2-12),16(1-6)    

(昭16) 

 

群山商工会議所月報  

118(昭7.1)-196(昭13.7) 

 

Ｈ 
 

函館商工会議所月報  

298( 昭 6)-308,311-327,329-335,338-395,397-401,    

403-427,429(昭16) 

後誌：函館商工会議所所報 

 

函館税関外国貿易月表  

5(昭5)-6(昭6)：函館税関管内外国貿易月表  

7(昭7)-8,10-13,14(1-9,11-12),15(1-9)(昭15) 

 

函館税関管内外国貿易月表 

→函館税関外国貿易月表 

 

浜松商工時報  浜松商工会議所 

5(昭17.2),10-12,14,16-24(昭18.9) 

 

浜松商工会議所報 

67(昭4)-79,81-82,99-118(昭10)：浜松商工会議所所 

報 

119(昭10) 

 

浜松商工会議所所報  

→浜松商工会議所報 

 

販売と経営   

→経営 

 

払込金調 

→〔日本勧業銀行〕払込金調 

原生糸月報  原合名会社生糸売込部 

13(大14)-15,18-47,50,52-62,66-138,140-188(昭 

14) 

 

哈爾浜商工公会会報 

66(昭11.7) 

 

皮革統制会報  皮革統制会 

2(1-7)(昭19.1-7)           

 

飛行  大日本飛行協会 

15(7-12)(昭15),16(1-9)(昭16) 

 

浜工省経済季報  浜工省商工公会 

1(2-4)(康徳8/昭16),2,3(1)(康徳10/昭18) 

 

〔広島株式取引所〕月報 

1(昭8)-56,58-98(昭17) 

 

非鉄金属統制時報  日本金属配給株式会社 

1(2-12)(昭16)-2(昭17)∥ 

 

法学協会雑誌 

42(7-12)(大13),45(5-12),46(1-6),47-48,49(7-12),    

50-61,62(1-3),64(3)(昭21) 

 

保険調査彙報  簡易保険局 

62(昭8)-70,72(昭9)  

 

保険年金時報  簡易保険局 

1(1-3)(昭22),2(1)(昭23) 

 

保険春秋  保険春秋社 

2(1-3,5-8,10-12)(昭8),3(1-4,6-11),4(1-6,10,12),   

5(1,3-7,11-12)(昭11) 

 

〔北海道農産物検査所〕調査時報  

356(昭7.12),391-405,407-409,411-415,418,421- 

432,434-452(昭10.12) 

 

北満経済月報  哈爾浜商工公会 

1(1)(康徳5/昭13),2,3(1-8,10-12)(康徳7/昭15)  

 

北支経済統計季報  

南満州鉄道株式会社北支事務局調査部 

4(昭14)-7(昭15)  

 

北洋漁業  露領水産組合 

2(6-12)(昭16.6),3,4(1-7)(昭18.7)∥ 

 

本邦財界情勢  三菱経済研究所 

3(昭3.9),4,5(1-8,10-12),6-7;45-100,113-182, 

184-197,200-207(昭20) 

後誌：経済情勢 

 

本邦財界大勢一覧表  三井銀行調査部 

16(1,7-9,12)(昭16),17(5-12)(昭17) 



 

 

法律時報  日本評論社 

2(3-7,9-12)(昭5),3-9,10(1-2,4-12),11,12(1-5,7-     

12),13(1-9,12),14-15,16(1-3,6-12),17(1-2)(昭 

20) 

 

法律新聞  法律新聞社 

2489(大15.1)-2503,2505-2524,2669-2680,2693- 

2746,2885-2920,3425-3460,3545-3594,3641-4108 

 (昭12.3) 

 

法政経済研究  満州法政経済研究会 

3(1)(昭3) 

 

包装  大日本荷造包装協会連合会 

1(2-6)( 昭

14),2(1-5,7-12),3(1-2,4-8,10-12),4(1-4,6,9,11)

,5(1-4,6-8,10-11)(昭18) 

 

包装荷造の研究  大阪包装荷造協会 

18(昭4)-22,24,29,33-34,36,38-39,41-43,48,52-63,    

65-67,69-76,78,80-81,83,85-86,89-92,94-95,97-1

12,114,116-117(昭14) 

 

奉天省経済季報  奉天省商工公会 

2(2-4)(康徳9/昭17),3(1)(昭18) 

前誌：奉天商工公会調査月報 

 

奉天商工月報  奉天商工会議所 

383(昭12)-390(昭13) 

後誌：奉天商工公会月報 

 

奉天商工公会調査月報  

2(康徳6/昭14),3(1-10)(康徳7/昭15) 

後誌：奉天省経済季報  

前誌：奉天商工公会月報  

 

奉天省工公会月報   

1(1-4,6)(康徳5.7-12/昭13) 

後誌：奉天省工公会調査月報 

前誌：奉天商工月報 

 

奉天省工公会統計月報  

1(1-8)(康徳5/昭13),2(1-11)(康徳6/昭14) 

 

Ｉ 
 

一宮の実業  一宮商工会議所 

100(昭4)：一宮商工会議所月報  

102(昭5)-133,135-142(昭10) 

 

一宮商工会議所月報 

→一宮の実業 

 

移民情報   

→ラテンアメリカ研究 

 

インヴェストメント  藤本ビルブローカー銀行 

2(1-6)(大14.7-12) 

 

〔糸価安定施設組合〕調査彙報 

1(昭13)-11(昭15) 

 

Ｊ 
 

時事経済問題  弘文堂書房 

33(大14)-89(昭4)  

 

人口問題  人口問題研究会 

5(1)(昭17.9) 

 

仁川商工会議所月報  

261( 昭

7)-284,286-289,291,293-344,353-355,357-378,380

-392,398-400(昭18) 

 

実業部月刊  実業部総務司 

1(大同１/昭7)-12(大同2/昭8) 

 

実業教育  実業教育振興中央会 

5(1,3-12)(昭18),6(5)(昭19) 

 

実業之日本  実業之日本社 

45(1,2,16)(昭17) 

 

自由通商   

→共栄経済 

 

重産協月報  重要産業統制団体協議会 

1(1)(昭17.6) 

 

住宅月報  大阪市社会部労働課 

6(昭7.4)-17,37-38(昭9.12)  

 

重要経済資料月報  大阪府立商品陳列所 

4(3-11)(昭4),5(昭5)     

[5(昭5)以降：大阪府立貿易館] 

 

重要経済統計月報  東京商業会議所 

15(6,8-11)(大15);1(12),2(1-5,7-12),3-8,9(1,7-8,     

10-12)(昭9) 

[2(12)(昭2)以降：東京商工会議所] 

 

重要商品需給一覧表  三井銀行調査課 

15(9-10)(昭15) 

 

Ｋ 
 

株価指数  東京株式取引所調査部 

1(昭3)-31(昭5)  

 

株式利廻調  日本勧業銀行調査課 

5(8)(昭5),6(4-12),7-15,16(1-10)：主要株式利廻調  

16(11-12)(昭16) 

 



 

科学知識  科学知識普及会 

8(昭3)-9(昭4) 

 

化学工業協会誌 

52(昭19.8)-55,59-60(昭19.11) 

 

鹿児島商工会議所月報 

109(昭6)-137,139-215,217-235(昭16) 

後誌：鹿児島商工会議所時報 

 

華北貿易総連会報  華北貿易組合総連合会 

1(昭17.6)-2,5-11,13,15-16(昭18.9)  

 

華北電信電話株式会社研究雑誌 

1(2-4)(昭16-17) 

 

海防  義勇財団防義会 

20(7-8)(昭17),21(1-2)(昭19)∥ 

 

海外時報  外務省情報部 

1(大13.4)-17(大13.12) 

後誌：｢国際事情｣と合併し｢国際時報｣ 

 

海外時報  三井合名会社調査部 

13(12)(昭13),14,15(1-8)(昭15) 

 

海外情報  横浜商業会議所 

17-24(大15.9-12) 

 

海外経済事情  外務省通商局 

1(昭3)-57;2-6;9(昭9)：週刊海外経済事情  

10(昭10)-17,18(1-10)(昭18) 

前誌：海外商報 

 

海外セメント事情   

日本ポルトランドセメント同業会調査部 

1(昭8)-9(昭16)∥ 

前誌：セメント貿易月報 

 

海外資料  安田保善社調査部 

15(1-2,4-12)(大15)  

 

海外商報  外務省通商局 

1(大14)-51,53-96,98-105,107,109-121,124-162, 

165-206,208-221,223-224,226-238,240-269,271- 

274,276-280,282-295,297-329,331-408,410-417, 

420-423,425-435,437-438,440-446,448-460,462- 

502,504-594,596-666,668-676,678-855,857-885, 

887-944,946,948-1023,1025-1051(昭2) 

前誌：通商公報 

 

会計  日本会計学会 

1(大6)-12,13(1-4,6),14-46,47(3-6),48-49,50(1- 

2),51(1-6),52(1-3,5-6),53(1-5),54(1-2,4-6), 

55(1)(昭18) 

 

回教事情  外務省調査部 

1(昭13)-3,4(1-3)(昭16)  

 

回教世界  大日本回教協会 

2(8-12)(昭15) 

海連会報  海外移住組合連合会 

5(昭11),6,7(1-9,11-12)(昭13) 

 

海運  日本海事振興会 

1(1-7)(昭18.5-11) 

[｢海運(日本海運集会所)｣,｢海運月報｣,｢船｣の合併

誌] 

 

海運  日本海運集会所 

104(昭6)-241,248-251(昭18)∥ 

後誌：｢海運月報｣,｢船｣と合併し｢海運(日本海事振 

     興会)｣ 

 

改造  改造社 

6(1-4,9-12)(大13),8,24(9-12),25(1-9,11-12), 

26(1-5),28(7),29(5),30(4-5,11),31(1),33(4)( 昭

27) 

 

華興商業銀行経済彙刊  

1(民国29/昭15),2(1-22),5(3-7)(民国33/昭19) 

 

華僑研究資料  外務省南洋局 

1-4,6-12,14-16,18〔昭17〕 

 

貨物情報  鉄道省運輸局   

1(大14)-3(昭2)：主要貨物情報  

8(昭7) 

 

神奈川経済  神奈川県商工経済会 

1(昭18.10)-3,5(昭19.2) 

 

神奈川県気象月報  神奈川県測候所 

14(5-8)(大14),15(1-4);2(5-12),3,8(昭8) 

 

神奈川県工場協会雑誌 

3(1-6,8-12)(昭5) 

 

神奈川県商工時報  神奈川県商工課 

9(大13)-15,19(昭4) 

 

神奈川県商工時報  神奈川県商工協会 

4(昭11.9)-19(昭13.8);4(2,4-6),5(1-9,11-12), 

6(1-5),7(1-2)(昭17) 

 

神奈川県統計時報    神奈川県知事官房 

1(大13.5)-8,10,14(昭4.3)    

[10以降:内務部統計課] 

 

金沢経済統計月報  石川県商工経済会 

18(12)(昭18),19(1,3)(昭19) 

 

金沢商工会議所月報 

42(1)(昭7.1)：金沢商工会議所所報  

42(2-12)(昭7),44-47,49(10),52(5-6)(昭17) 

 



 

金沢商工会議所所報 

→金沢商工会議所月報 

 

官庁刊行図書月報  内閣印刷局 

12(4-12),13-15,16(5-12),17(1)(昭18) 

 

〔簡易保険局〕調査彙報 

1(1-4)(昭10.6-12),2(1,3-6)(昭11.5-昭12.3) 

 

観光  国際観光協会 

2(1-3)(昭9),3,4(1-3),5-7(昭14)：国際観光  

8(昭15),9(1)(昭16) 

後誌：｢観光連盟情報｣と合併後｢観光(日本観光連 

盟)｣ 

 

観光  日本観光連盟 

1(昭16)-3(昭18)∥  

[「観光（国際観光協会）」と「観光連盟情報（日本

観光連盟）」の合併誌] 

 

関西信託時報  関西信託株式会社 

72(昭5)-110,112-116,118-129(昭9) 

 

関東局物価賃銀調査月報  

97(昭13)-99,101-127(昭15) 

 

関東州貿易月表  

2(昭2)-13(昭13)   

 

関東州経済会会報  

19(2-3,5-10)(昭19)  

 

経営  商店経営研究会 

1(1)(昭7.3)：販売と経営  

1(2-10)( 昭

7.4),2,3(2,5-12),4(1-7,9-12),5,6(1-7,9-12),7(1

-8,10-12),8(2-7,9-12),9(1-7)(昭15. 

7) 

 

経営経済研究  同文館 

2(昭4),13-18(昭10)  

 

京城彙報  京城府 

76(昭3)-94,96-99,112-119,121-163,165,167-171, 

173-204,206-221(昭15) 

 

京城商業会議所月報朝鮮経済雑誌 

→京城商工会議所経済月報 

 

京城商工会議所経済月報  

122(大15)-136,138-144(昭2)：京城商業会議所月報

朝鮮経済雑誌  

229(昭10)-299,301-334(昭18) 

 

計画資本・公債社債発行償還・払込金  

日本銀行調査局 

13(8,10)(昭13)：計画資本･公債社債発行償還･払込 

 金･登記資本･倉庫貨物  

13(11-12)(昭13),14-15,16(1-10)(昭16)：計画資本 

･公債社債発行償還･払込金･登記資本 

16(11)(昭16.11) 

 

計画資本・公債社債発行償還・払込金・登記資本  

→ 計画資本・公債社債発行償還・払込金 

 

計画資本・公債社債発行償還・払込金・登記資本・倉

庫貨物 

→ 計画資本・公債社債発行償還・払込金 

 

景気週報  時事新報景気研究所 

47(昭6)-53,55-68,84-101,119-168,170-245(昭10)  

 

経済安定  経済安定研究会 

1(1-2)(昭22.3-8) 

 

経済調査  野村経済調査局 

1(昭19.11)-3(昭20.1) 

 

経済調査時報  名古屋税務監督局 

4(下)(昭4),5,8(下),9-11,13(昭13) 

 

経済月報  日本商工会議所 

2(昭5)-10,11(1-10,12),12(1-6)(昭15) 

後誌：日本商工時報 

 

経済月報  三和銀行調査課 

49(昭13)-102,133,137-138,144(昭23) 

 

経済彙刊  華興商業銀行 

１（民国29/昭15)-2(1-22),5(3-7)(民国33/昭19) 

 

経済時報  青島日本商工会議所 

7(昭5)-10,12,14-30,32(昭19) 

 

経済情報  経済情報社 

5(10,12)(昭5),6(1,3-5),7,8(1-5,7-10,12-14)(昭

8) 

 

経済研究  中国経済研究会 

3(8-12)(民国31.4/昭17),4(1)(民国31.9/昭18) 

 

経済研究  岩波書店 

2(大13),4(1-3),5(1,3-4)(昭3) 

 

経済研究  経済研究社 

2(2-9)(昭9) 

 

経済毎日   

→エコノミスト 

 

経済日誌  三井銀行考査課 

6(1-5,7-12)(昭6),7-12,13(1-7)(昭13) 

 

経済之日本  経済之日本社 

15(1-10,12)(昭9),16-17,18(1-9,11-12),19-20, 

21(1-10)(昭16) 



 

 

経済往来：新経済学全集附録  日本評論社 

9(昭15)-19(昭18)∥      

 

経済連盟  日本経済連盟会 

2(2-6)(昭7),3-14,15(1-2)(昭20) 

 

経済史研究  日本経済史研究所 

1(1929.11)-50(1933);11-27,28(1,3-5),29,30(1-2, 

4-6),31(1-2)(1944) 

 

経済週報  景気研究所 

17(昭12)-58,60-160,162-189,191-193,195,197-198,     

200,202-236,238-259,261-270,272-304,306-348,35

1-381(昭19)∥ 

 

経済週報  野村証券株式会社調査部 

273(昭4)-351(昭5)∥  

 

経済タイムズ  経済タイムズ社 

17(2-5,7-12)(昭8),18(2-12),19,20(1-4,8-12), 

21(1-10),26(1-2,5-9,11-12),27(1,11)(昭18) 

 

建築統計月報  商工省大臣官房調査課 

11(10-12)(昭11),12-13,14(2-12),15(2-11)(昭15) 

 

研究資料   

→南洋経済研究  

 

企業と社会  同文館 

10-21(昭2.1-12)  

 

生糸経済研究  横浜生糸経済研究会 

1(昭2)-6(昭7)  

 

生糸経済研究所彙報  井上鎧三編 

1(1936)-7,9(1937) 

 

生糸の国  生糸の国社 

1(1-4,6-9,11)(昭4),2(1-10,12),3(1,3-12),4(2- 

12),5-8,9(2-12),10(昭13) 

後誌：蚕業日本 

 

機械学会誌  機械学会 

30(昭2)-32,36(昭8) 

 

企画  企画院 

1(昭13)-5(昭17)∥ 

 

季刊大学 

→大学 

 

季刊回教事情  

→回教事情 

 

絹物貿易  横浜絹人絹輸出組合 

1(昭13)-2,3(1-10)(昭15) 

 

勤労時報  厚生省勤労局 

4(昭2)-10,11(1,3-12),12-17,18(2-12),19(1-10) 

 (昭17)：労働時報[労働局]  

19(11-12)(昭17),20(1-3)(昭18) 

金曜会パンフレット  上海日本商工会議所 

27( 昭

5)-36,38-52,54-63,66-70,72,75,77-79,81-115,117

,119,121-123,125-159,161-163,174-184, 

186-189,191,197-209,211-222(昭14) 

 

金融  日本銀行調査局 

15(9-11)(大15);1(12),2-16,17(1-6)(昭17)∥ 

後誌：全国金融統制会統計週報 

 

金融経済月報  満州中央銀行調査課 

53(康徳4/昭12),55-94(康徳7/昭15) 

 
金融経済研究  金融研究会 

2(昭18.2) 

 

金融研究  白鳳社 

2(6-12)(大14) 

 

金融往来  金融往来社 

1(7-9)(昭8),2(1-4,6-11),3(1-6,10,12),4(1,3-7, 

11-12)(昭11) 

 

金融資料  金融研究会 

1(昭12)-34(昭18) 

[「金融研究会調書」(｢調査報告書｣に掲載)の別冊] 

 

金融統計月報  日本銀行統計局 

1-6(昭21.1-9) 

後誌：経済統計月報 

 

気象要覧  中央気象台 

377(昭6)-470,472-487(昭15) 

〔臨増:昭 6,8,10-13年〕 

 

興亜時報  兵庫県交易経済会 

2(昭19.9)-3(昭19.11)  

 

〔神戸銀行集会所〕月報   

9(昭9)-10(昭10) 

 

神戸港外国貿易月表  神戸税関 

5(5-12)(昭5),6(昭6) 

 

〔神戸商工会議所〕所報  

1(昭13)-37,39-49,52-56(昭17) 

後誌：「神戸商工会議所報」→「神戸商工だより」 

 

神戸税関外国貿易月表   神戸税関 

7(昭7),11(1-10,12),12-14,15(1-9)(昭15) 

 

交易  横浜輸出協会 

43(大15.3)-52,65-76,89-188,190-198,200-216, 

219-226,228-232,234(昭17.2) 



 

[65以降:横浜貿易協会] 

 

講演時報  時事通信社 

634(昭16),643,647-658,660-688,690-695,700-707,     

709,711(昭18) 

甲府市況  甲府商工会議所 

238(昭5)-241,243,245-255,257-260,274-284(昭8) 

 

工業  大阪工業会 

8(昭2)-12,14-17,31-53(昭5) 

 

工業科学雑誌  工業化学会 

34(1-6)(昭6),36-38,39(1-6)(昭11) 

 

工業経済研究  工業経済研究会 

1(昭7)-2,〔3〕(昭8) 

 

工業組合  工業組合中央会 

3(8-12)(昭16),4,5(1-6)(昭18) 

 

工業ト経済  日本工業協会 

102(昭16.6)-112(昭17.4) 

 

工場パンフレット  日東社 

324(大14.10),327,329-330,333,337(大14.11)  

 

国家学会雑誌  国家学会 

23(明42)-54(昭15) 

 

航空月報  逓信省航空局 

291(昭8)-320,324-356(昭10)：航空旬報  

357(昭10)-383(昭12) 

 

航空事情  航空会 

87-98(昭7) 

 

航空旬報   

→航空月報 

 

航空局資料  航空局 

4(昭13.7)-19(昭17.3) 

 

国際知識   

→外交評論 

 

国際知識及評論   

→外交評論 

 

国際調査彙報  満州中央銀行調査課 

1(康徳8.6/昭16)-24(康徳10.6/昭18) 

前誌：〔満州中央銀行〕調査彙報 

 

国際月報  外務省情報部 

1(昭12.4)-41(昭15.9)∥ 

 

国際月報  外務省情報局第3部 

1(昭16.1)-30,36(昭18.12) 

 

国際平和  国際連盟協会学生支部 

3(昭7.1) 

 

国際法外交雑誌  国際法学会 

24(大14)-40,41(6-12),42,43(1-5,8)(昭19) 

国際時報  外務省情報部 

1(8-17)(大15),2,3(1-12,14-24),4(1,3-6)(昭4) 

[「海外時報」と「国際事情」との合併誌] 

後誌：国際事情[外務省] 

 

国際事情  外務省情報部 

216(昭4)-437,〔438〕,439,442-449,451-467,469-481,     

483-522,524- 536,538-558,560-568(昭15)∥ 

[216号以降：｢海外時報｣を分離し,｢国際事情｣と復題,     

巻号を継承]  

前誌：国際時報  

 

国際事情  外務省情報局第3部 

1(昭16),6-13,15-33(昭17) 

[18以降:情報局] 

 

国際事情  満州中央銀行調査部 

1(康徳7.1/昭15) 

 

国際重要経済統計月報   

→世界経済統計 

 
国際観光   

→観光 

 

国際経済研究  国際経済調査所 

1(1-11)(昭15),2(1-5,10),3(4),5(1-3,10)(昭19) 

 

国際経済週報   

→同盟世界週報 

 

国際パンフレット通信  タイムス通信社   

677(昭9.4)-694,696-729,756-764,766-783(昭10.2) 

 

国際パンフレット通信：世界日誌  タイムス出版社 

31(昭6.11)-44,59-64(昭9.8) 

[33-36:国際パンフレット通信社,37以降:タイム通

信社] 

 

国際労働  

→世界の労働 

 

国策研究会報 

→新国策 

 

国策研究会週報    国策研究会出版部 

3(1-4,6-51)(昭16),4(1-9,11-18,20-51),5(1-6, 

8,10-26,28-51)(昭18) 

 

国勢グラフ  国勢社 

1(昭7)-11,12(1-8,10-12),13(3)(昭19)  

 

公民講座  国民会館 



 

124(昭10),126,128-131,133-175,182-188,191-197,   

199,201-216(昭17) 

 

 

 

公債社債統計月報  日本興業銀行調査部 

17(昭17),18(1-7,9-12),19(1-8),21(7-12),22, 

23(1-3)(昭23) 

[昭19-21:休刊] 

[昭22:創刊号からの通号を継承し、復刊] 

 

小売物価調査月報   

→全国小売物価月報 

 

小売物価月報  満州国経済部商務司 

11(1-4,9)(康徳11/昭19) 

 

小売物価月報  商工大臣官房統計課 

→全国小売物価月報 

 

港湾  港湾協会 

3(1-9)(大14),4(1-4,6-12),5-9,10(2-12),11-13, 

27(2)(昭24) 

 

講座  大村書店 

36(1926)-39(1926) 

 
組合銀行報告  横浜手形交換所 

3(昭3)-6(昭6) 

 

組合金融  組合金融統制会 

5(2-3,8-9,12)(昭8),6(1-4,6-12),13(6-11),14-15,    

16(1,3-4)(昭19) 

[附：統計組合金融  13(6-11)(昭16),14,15(1-6,8,                    

11/12),16(1,3-4)(昭19) 

 

共栄経済  大阪共栄経済協会 

6(2-8)(昭8),7(2-12),8-10,11(1-4,6-12),12-13, 

14(1-10),15(1-5)(昭17)：自由通商(大阪自由通商

協会)  

15(6-12)(昭17),16(1-5,7-12)(昭18) 

 

教育学術界   大日本学術協会 

50(4,6-7)(大14),51-52,53(1-3)(大15) 

後誌：教学 

 

極東蘇領事情  満州国外交部政務司 

1(1-3)(大同2/昭7),2(1-5)(康徳1/昭9)：サヴェート

連邦極東地方事情 

2(6)(康徳1.7/昭9);1-3(康徳2.1-5/昭10) 

 

京都経済月報  京都商工会議所 

1(1)(昭5.4)：〔京都〕経済時報  

1(2-12)(昭5.5);13-30,32-53,55-56,58-109(昭14. 

4):京都経済時報  

110(昭14)-129,131-150,153-157,159-160(昭18.8) 

 

京都経済時報   

→京都経済月報 

 

京都商工会議所月報 

11(1-10,12)(昭5.4-昭6.3) 

 

京都商工会議所旬報   

318(昭18.4)-320,325-328(昭18.9)∥ 

 

〔京都手形交換所,京都銀行集会所〕月報 

9(昭9)-10(昭10) 

 

Ｍ 
 

満蒙知識  満蒙知識社 

8(5-11)(昭7.6-12),9(1-5,7-11,14)(昭8) 

 

満州物価労銀調  満州中央銀行調査課 

4(5,7-12)(康徳4/昭12),5(康徳6/昭14)  

後誌：満州物価調 

 

満州物価調  満州中央銀行調査課 

6(昭14)-7,8(1-6,8-9,[10],11-12),9-10,11(1-4) 

 (昭19) 

前誌：満州物価労銀調  

 

〔満州中央銀行〕調査彙報  

1(康徳4.8/昭12)-10(康徳8.4/昭16)∥ 

後誌：国際調査彙報 

 

満州グラフ  南満州鉄道株式会社 

〔2(4)〕(昭9.7),3(1-2,4-5,9),4(1,3,8-10), 

5(2,4-6,8-11)(昭12.11) 

 

満州経済情報  日満実業協会満州支部 

1(1-3,5-21)(康徳3/昭11),5(4-12),6(1-3,5-11),  

7(康徳9/昭17) 

 

満州経済統計月報  南満州鉄道株式会社  

12(昭10)-13,14(1-2)(昭12)  

 

満州商工経済  満州商工公会中央会 

1(1-2)(康徳11/昭19) 

 

満州帝国国立中央博物館論叢   

2(康徳7.11/昭15)-4(康徳9.7/昭17) 

 

満州輸入組合連合会会報 

26(昭5)-28,30,39,42,46,48-56,58-61,63-71,74- 

80(昭11) 

 

満炭時報  満州炭鉱株式会社 

1(6-10)(康徳8/昭16),2(1-3,5-12)(康徳9/昭17) 

 

満鉄調査月報  南満州鉄道株式会社 

14(10-12)( 昭

9),15-16,17(1-8,10-12),18-22,23(1-8),24(2)( 昭

19) 

 



 

満鉄支那月報 南満州鉄道株式会社上海事務所研究室 

7(昭5)-8,9(1-2,5-12)(昭7) 

[昭12年4月「上海満鉄季刊」として復刊] 

 

マルクス主義  マルクス協会 

1(3)(大13.7),3(6)(大14.12) 

松下商店時報 

9(1-7,9)(昭6),10;3(16-17)(昭9.1-3);9(4-7,9-12),     

(昭9.4-12) 

 

松山商工会議所月報 

→松山商工会議所所報 

 

松山商工会議所所報 

78(昭7.1)-91,93-100,102-118,120-133(昭11.9) 

：松山商工会議所月報  

134(昭11.10)-155,157-164,170-171(昭14.11) 

 

棉花月報  日本棉花輸入協会 

1(3-5)(1946),2(3-6)(1947) 

 

綿工連   

→織布 

 

綿工連統計月報 日本綿織物工業組合連合会調査部 

10(9-12)(昭10);1(昭11.1)-52(昭15.5) 

 

綿糸紡績事情参考書  大日本紡績連合会調査部 

46(大14･下)-52(昭3･下) 

 

綿ス・フ統制会報  綿ス・フ統制会 

1(1-6)(昭18.2-7)  

 

南支那及南洋情報   

→南支南洋 

 

〔三井合名会社〕調査部報告 

555(昭7.1)-613(昭9.6)：〔三井合名会社〕調査課報

告 

614(昭9.7)-718(昭13.11) 

 

〔三井合名会社〕調査課報告 

→〔三井合名会社〕調査部報告 

 

蒙銀経済月報  蒙疆銀行 

1(1939)-12;2(2-9),3(4-6)(1941) 

 

門司商工会議所月報  

120(昭6.1)-189,191-194,197-200,202-208,210-216,    

218-222,224-225,227-229,242,247-248(昭17.12) 

 

蒙古  善隣協会 

8(3-4,7-12)(昭16),9(1-4,6-7,11-12),10(3-6)(昭

18) 

 

文部時報  文部省 

280(昭3.7)-297,709,714(2),730,769,774(昭17.10) 

 

文部通信  文部通信社 

1324-1361(昭9.4-6);1(15-15,20-40,42-58)(昭10. 

6-9);1(96-130)(昭11.1-3);4(39-106)(昭13.7-12) 

 

 

 

木浦商工会議所月報  

268(昭7.1)-275,277-279,283-313,315-370,372-399,    

405-407,410-413,418(昭19.7) 

 

村  農村更生協会 

8(5-8,10-12)(昭16),9(1-6,8-9,11-12),10(昭19) 

 

Ｎ 
 

長岡商工会議所月報  

80(昭6.2)-104,115-122(昭16.11) 

 

長崎県商工経済会会報 

2(昭18.12) 

前誌：長崎商工会議所経済月報 

 

長崎商工会議所経済月報 

144(昭7)-236,238-269,271-273,276-277,281(昭18) 

後誌：長崎県商工経済会会報 

 

長崎税関外国貿易月表   長崎税関 

4(昭4)-14,15(1-9)(昭15) 

 

名古屋株式取引所調査事報    名古屋株式取引所 

5(昭15)-7,8(1-6)(昭18) 

 

名古屋会議所時報 

94(昭18.1)-97,105-108,110(昭18.9)∥ 

 

名古屋経済統計月報  名古屋商工会議所 

1(昭4.1)-49,51-154,156-176(昭18.8) 

 

名古屋港貿易月報  愛知県名古屋港務所 

11(5-12)(昭11),12(1-9),13-14,15(3,7)(昭15) 

 

名古屋商業会議所月報 

→名古屋商工会議所月報 

 

名古屋商工会議所月報 

223-243(昭2.1-12)：名古屋商業会議所月報 

254(昭4.1)-288,290-365(昭14.4)∥ 

後誌：名古屋商工会議所所報 

 

名古屋税関外国貿易月表 

12(10-12)(昭12),13-14,15(1-7)(昭15) 

 

内外情報  台湾総督府官房調査課 

150(大14.8)-154,156-159(大14.12)∥ 

 

内外経済概観  野村合名会社調査部 

1(1-8)(昭6.4-11);6(12),7(1-9)(昭7)  

：〔野村合名会社調査課〕調査月報 



 

7(10-12)(昭7),8-10,11(1-4)(昭11) 

：〔野村合名会社調査部〕調査月報 

11(5-12)( 昭 15),12-13,14(1-8);102( 昭

14.9)-118,120-151(昭18.12) 

 

 

内外経済情報  日満実業協会満州支部   

1(1-4,6-11)(康徳2/昭10)  

 

内外経済界ノ状勢   

→内外経済界ノ情勢 

 

内外経済界ノ情勢  横浜正金銀行 

14(大14)-15(大15/昭元);2-3(昭3)：内外経済界ノ 

状勢 

4(昭4)-7,8(下),9-15(昭15) 

 

内外蚕糸業通信   

→蚕糸貿易通信 

 

内外商工時報  商工省貿易局 

21(昭9)-25,26(1-11),27(1-6)(昭15) 

 

内務省納本月報  図書研究会 

3(4-12)(昭8.1),4-6,7(1-2)(昭11.12) 

 

内燃機関  山海堂出版部 

4(1-5)(昭15.1-5)  

 

南方  南支調査会 

2(11)(昭15.12) 

 

南方院時報  大阪南方院 

437,439-442,444-445,447-453(昭19.2-12) 

 [｢東洋貿易研究｣と｢通商彙報｣との合併誌] 

 

南支南洋  台湾総督府官房外事課  

1(昭6)-153(昭13)：南支那及南洋情報   

154(昭13.4)-162,187-195(昭16.9) 

 

南洋  南洋協会  

26(昭15)-29,30(1-11)(昭19)  

 

南洋経済研究  南洋経済研究所 

3(6-10,12)(昭15),4(1-8,10-12),5(1-3)(昭17.3) 

：〔南洋経済研究所〕研究資料 

1(7-8)( 昭 17.7-8);5(10)( 昭 17.10),6(1-3)( 昭

18.1-3) 

 

〔南洋経済研究所〕研究資料 

→南洋経済研究 

 

〔日濠協会〕会報  

1(昭3.9)-4(昭9.8) 

 

日印協会会報  

39(昭元.12),55-56,59-70,75-83,86-88(昭19.11) 

 

日満実業協会通報  

13(昭10.9)-26(昭11.8) 

 

日蘭協会会報 

2(昭15.9) 

 

新潟商工会議所々報 

152(昭15.1)-165,167-175 :新潟商工会議所所報  

177-178,180-185(昭17.12) 

 

日刊海外商法 

 →海外商法 

 

日本外国貿易月表  大蔵省 

2(12)(昭2)：大日本外国貿易月表  

3(10-12)(昭3),4-14,15(1-3)(昭15)：外国貿易月表  

15(4-9)(昭15) 

後誌：日本貿易月表 

 

日本百貨店組合調査彙報 

13(2-12)(昭13),14-15,16(1,3-4,6-12)(昭16) 

前誌：日本百貨店商業組合調査彙報 

 

日本百貨店商業組合調査彙報 

2(2-12)(昭9),3-5,6(1)(昭13) 

後誌：日本百貨店組合調査彙報 

 

日本評論  日本評論社 

17(3,9-12)(昭17),18,19(2-3,7-9,11-12)(昭19) 

[派生後誌：｢経済往来｣,｢経済評論｣] 

 

〔日本勧業銀行〕調査彙報 

1(昭8)-5,7-9(昭11) 

 

〔日本勧業銀行〕払込金調 

6(12)(昭6),7,8(1,3-5,7-8),9-15,16(1-7)(昭16) 

 

日本金属学会誌   

3(1-6)(昭14.1-6) 

 

〔日本興業銀行〕調査月報 

9(昭9)-18,19(1,3)(昭19) 

後誌：興銀調査月報 

 

日本綿花週報  日本綿花株式会社   

497(大15.1)-507,509-547,600-646,648-649,652, 

654-667,669-670,672-693,695-730(昭5.7) 

 

日本能率  日本能率協会 

1(昭17)-2(昭18) 

後誌：｢事務能率｣と｢生産能率｣と合併し,｢マネジメ 

ント｣  

 

日本産業協会カイロ日本商品館館報  

103(昭11.12)-104,106-110(昭12.9) 

 

日本蚕糸総覧    

→東亜繊維総覧 



 

 

〔日本蚕糸統制株式会社〕調査彙報 

1(昭17.1)-5,8(昭18.12) 

 

 

 

日本製鉄参考資料  日本製鉄株式会社 

1(昭9.8)-7(昭15) 

後誌：製鉄技術総覧 

 

日本証券取引所調査月報    日本証券取引所調査部 

1(昭18.7)-2(昭18.8):調査月報  

3(昭18.9)-9(昭19.4) 

後誌：経済新誌 

 

日本証券取引所統計月報    日本証券取引所調査部 

1(昭18.6)-17,19(昭20.3) 

 

〔日本郵船株式会社〕調査資料   

3(1-9)(昭3),4(1-10),5(1-5)(昭5)  

 

日本輸出絹人絹織物組合連合会会報 

9(昭12.11),14-17(昭13.7) 

 

西陣  西陣織物同業組合 

15(7-12)(昭4),16(昭5) 

 

農業  大日本農会 

727(昭16.6)-761,764(昭19.7) 

 

農業経済研究  日本農業経済学会 

1(大14)-16,18(1-4),19(1-3)(昭18) 

 

農検時報  北海道農産物検査所  

530(昭15.6) 

 

〔野村合名会社調査部〕調査月報  

→内外経済概観  

 

〔野村合名会社調査課〕調査月報 

→内外経済概観 

 

〔農林省神戸生糸検査所〕調査時報    

1(昭9.1)-19,21-22(昭14.7) 

 

〔農林省横浜・神戸生糸検査所〕調査時報 

15(昭15),16(1-7)(昭16) 

 

農林統計月報  農林大臣官房統計課 

6(昭14.12) 

[麦統計表] 

 

農政研究  大日本農政学会 

4(7-12)(大14.7),5,6(3-7,9-10,12),7-10(昭6) 

[6(3)以降：農村文化協会] 

 

農村工業  農村工業協会 

2(6-12)(昭10),3(1-11),9-10,11(4,6)(昭19) 

 

Ｏ 
 

大垣商工時報  大垣商工会議所 

217(昭6.1)-221,223-257,259-265,267-290,292-307,    

309-312,325-360(昭17.12) 

大株月報  大阪株式取引所調査課 

34(昭9.4)-85,87-118,120-144(昭18.6)  

前誌：〔大阪株式取引所〕月報 

 

〔大蔵省理財局〕調査月報  

15(12)(大14),16,33(5-10)(昭18) 

[33(5-10)：外資局] 

 

織物統計月報   

→大阪織物同業組合旬報 

→大阪織物同業組合月報 

 

卸売物価調査月報   

→全国卸売物価月報 

 

卸売物価月報  満州国経済部商務司関東局総務課 

康徳11(1-4,9)(昭19) 

 

卸売物価月報   

→全国卸売物価月報 

 

卸売物価統計月報   

→全国卸売物価調査月報 

 

大阪銀行通信録  大阪銀行集会所 

329(大14.1)-540(昭17.8) 

 

〔大阪株式取引所〕月報 

6(7-12)(昭6),7,8(1-5,7-12),9(1-3)(昭9) 

後誌：大株月報  

 

大阪港外国貿易月報  大阪税関 

3-4(昭3-4) 

後誌：大阪税関外国貿易旬報 

 

大阪織物同業組合月報 

→大阪織物時報 

 

大阪織物同業組合旬報  

1(15-36)(昭8),2(1-6,8-26,28-36),3,4(1-9)(昭11) 

後誌：大阪織物同業組合月報                       

[附：織物統計月報]  

 

大阪織物時報  大阪織物同業組合 

1(昭11),2,3(1-3)(昭13)：大阪織物同業組合月報 

3(4-10,12)(昭13),4(1-8,12),5(2-10)(昭15) 

前誌：大阪織物同業組合旬報 

[大阪織物同業組合月報 附：織物統計月報] 

 

大阪市中央卸売市場月報 

15(4-12)(昭15),16(昭16) 

 



 

大阪市商工時報  大阪市産業部 

56(大14) 

 

大阪商工会議所月報  

272(昭5.1)-280,282-320,322-386,388-435(昭18.8) 

 

〔小樽商工会議所〕所報 

273(昭15.2)-280(昭16.10)  

 

〔小樽商工会議所〕統計  

14(昭14),15(1-9),16(昭16) 

 

Ｐ 
 

北京週報    極東新信社 

95(大13.1)-166(大14.6) 

 

波蘭  日波通商協会 

1(昭11)-3,4(1-6)(昭14)∥ 

 

ポリコン研究  ポリコン研究会 

1(昭6.1)-4(昭8.12) 

 

Ｒ 
 

ラテンアメリカ研究  ラテンアメリカ中央会 

1(昭4)-7(昭10)：移民情報  

15(5-12)(昭17),16,17(1-6)(昭19) 

 

列国政策彙報  内閣調査局 

2(3-11)(昭12.3-12) 

[2(6)以降：企画庁，2(11):企画院] 

 

労働月報  大阪市社会部調査課 

122(昭6)-143,145-163(昭9.11) 

[127以降：社会部労働課] 

 

労働評論  労働協会 

2(4-7,9,11-12)(昭22),3(1-6,8-11),4(1-9,11-12),     

5(1,4-12)(昭25)∥ 

 

労働時報   

→勤労時報 

 

労働科学研究  倉敷労働科学研究所 

1(4)(大14),2(3-4),3(1-3)(大15) 

 

労働統計  日本銀行調査局 

2(2-12)(昭2),3-14(昭14)∥ 

 

露西亜月報  外務省調査部第三課 

18(昭10.6)-27,30-39,41-55(昭13.8) 

 

露紙抄訳  日露協会 

164(昭9.1)-262(昭11.12) 

 

Ｓ 
 

佐賀商工会議所月報  

→佐賀商工会議所季報 

 

佐賀商工会議所季報   

126(昭7)-136,138-173,222-237(昭16.4) ：佐賀商工 

会議所月報  

238(昭16)-240,242-244(昭17) 

 

最近の経済史学界  日本経済史研究所  

12(1-7,12)(昭12),13-14,15(2-4,6-12),16(1-10, 

12),17(1-3,6)(昭17) 

 

酒田商工会議所報  

91(昭7)-138(昭10) 

 

産業  日本産業協会 

7( 昭

5)-9,10(1-3,5-9,12),11(1-9,11),12(1-9,11-12),1

3,14(1-2,4-12),15,16(1-7,9,11-12),17 

 (1,3,5,7-12),18(1,3,7,10-12),19(6)(昭17) 

 

産業合理化  日本商工会議所 

14(昭9)-15,17(昭10) 

 

産業組合現況  農林省経済更生部 

17(昭11.12)-19(昭12.12) 

 

産業組合繭糸  全国産業組合製糸組合連合会 

1(1-5)(昭8),2-3,4(1-9)(昭11)：産業組合製糸  

4(10-12)(昭11),5-7,8(1-9)(昭15.9);1-28(昭16) 

 

産業組合製糸   

→産業組合繭糸 

 

産業と教育  実業教育振興中央会 

1(1,3-4,6-12)(昭9),2(2-4,6-12),3(1-2,4-12), 

4,5(1-5,7-12)(昭13) 

 

参考資料報告  東京手形交換所 

114(昭2)-190,192(昭8) 

 

蚕糸  蚕糸雑誌株式会社 

239( 昭 4)-250,263-268,271-298,301-307,309-350,     

352-354,356-382(昭15) 

 

蚕糸貿易通信 

2151-2189(大14)：内外蚕糸業通信  

2190(大15)-2282,2284-2387,2389-2434,2436-2477,     

2479-2658,2660-2726,2728-2733,2735-2750,2752-    

2829,2831-2936,2938-2949,2951-2984,2986-3040,    

3042-3081,3083-3230,3232-3261,3263-3271,3273-     

3312,3314-3336,3338,3340-3373,3375,3378-3396,     

3398-3417,3420-3431,3433-3434,3436-3451,3453-    

3470,3472-3509,3511-3519,3521-3593,3596-3599,    

3601-3626,3628,3630-3636,3638-3677(昭5) 

  



 

蚕糸界報  大日本蚕糸会 

437(昭3.7)-622(昭18.12) 

 

札幌商工会議所月報 

128(昭11)-142,144-151,153-160,173-188,190-202,    

204-208(昭17) 

 

 

サヴェート連邦極東地方事情   

→極東蘇領事情 

 

生保研究時報  生命保険研究所 

24(昭2),29-31,33-62,64-74,145-176,178-179(昭6) 

 

政治経済時論  政治経済時論社 

9(1-4,6-11)(昭9),10(1-6,10,12),11(1,3-7,11-12)     

(昭11) 

 

生計費指数  内閣統計局 

14(9-10,12)(昭14),15,16(1-7)(昭16) 

 

生計費指数月報  神奈川県 

12(9-12)(昭12),13(1-2,5-12),14(1-11)(昭14) 

 

生命保険経営  生命保険経営学会 

1(昭4)-7,8(1-5),9(2)(昭12.4) 

 

製糸  全国製糸業組合連合会 

7(昭9),11-113(昭17) 

 

清津経済月報  清津商工会議所 

42(昭14)-52,54-85,94-95,97-100(昭19) 

 

製鉄技術総覧  日本製鉄株式会社技術研究所 

1(1-6)(昭16) 

前誌：日本製鉄参考資料  

 

製鉄所参考資料  製鉄所総務部  

20(大14.10)-59(昭8.12) 

 

世界貿易統計月表：中華民国，満州国，錫蘭，蘭領印 

度,北米合衆国  貿易局 

15(12)(昭15)  

前誌：世界貿易統計月表：中華民国,満州国,英領印 

度,錫蘭,蘭領印度,比律賓,北米合衆国  

 

世界貿易統計月表：中華民国,満州国,英領印度,錫蘭, 

蘭領印度,比律賓,北米合衆国   貿易局 

15(10)(昭15) 

後誌：世界貿易統計月表：中華民国,満州国,錫蘭, 

蘭領印度,北米合衆国    

 

世界経済彙報  世界経済調査会  

1(昭16.12),4(昭17.4)：彙報 

1(2-8)(昭17),2-3(昭19)  

 

世界経済日誌  タイムス通信社 

5(昭10.1)-6(昭10.2) 

 

世界経済統計  東京商工会議所調査課 

1(昭7)-2(昭8)：国際重要経済統計月報   

9(1)(昭9),10(2)(昭10)                   

 

世界の労働  国際労働局 

2(1,4,9)(大14)：国際労働  

3(2,4-5,8)(大15),7-13,14(1-5,7-12),15(昭13) 

世界政治外交日誌  タイムス通信社 

69(昭10.1)-70(昭10.2) 

 

世界資料  共同通信社 

1(1-2,4)(昭22)：月刊世界資料  

1(5-8,[9],10-12)(昭22),2(1A,2A,3-7,7B,8-12)(昭

23) 

 

世界と我等  日本国際協会    

16(1)(昭16.1) 

 

石油時報  帝国石油株式会社 

765(昭17.11)-778(昭18.12) 

 

セメント貿易月報 日本ポルトランドセメント同業会 

調査部 

1(3-7,9)(昭7),2(1-8)(昭8) 

後誌：海外セメント事情 

 

セメント界彙報  日本ポルトランドセメント同業会 

130(大15),132,134-140,142-143,145-196,198-200,     

202-211,226-232,234-301,304-306,309-333(昭10. 

12) 

 

仙台商工会議所所報 

149(昭6.1)-184(昭8.12) 

 

仙台鉄道局統計月報  

2(昭2.7-昭3.5) 

 

繊維統制会報 

1(1-2,4)(昭19) 

 

鮮満支財界彙報  朝鮮銀行調査課 

12(2-6,9-12)(昭12),13(1-5,7-8,10-12),14-15, 

16(1-4);5(5-12),6,7(1-10,12),8(1,3)(昭19) 

 

〔船舶運営会〕調査月報 

19,21(昭23) 

 

社会学  田辺寿利，古野清人編 

1(昭7)-5(昭8) 

 

社会学雑誌  日本社会学会 

13(大14.5)-77(昭5.9) 

 

社会保険時報  保険院社会保険局 

15(12)(昭16),16(1-8,11-12),17(1-4,5(上),6-20),     

18(1-2,4,7-11),19(10-11)(昭20) 

 



 

社会科学  改造社 

1(大14)-2(大15) 

 

社会教育  社会教育会 

8(2-12)(昭12),9(1,3-12),10(1-11),11(1-3,6-12),     

12(1-5,8-12),13(1-8,10-12),14(1-2,6-7,10-12), 

15(1)(昭19.1) 

 

社会学徒  社会学徒社 

17(3)(昭18.3) 

 

社会政策時報  協調会 

1(大9.9)-242,244-256,258-290(昭19.11) 

 

上海貨価季刊  国定税則委員会 

14(2-4)(民国14/大14),15,16(1-2)(民国16/昭2) 

 

史学雑誌  史学会 

16(明38)-35,36(1-11),37-40,41(2-12),42-47, 

48(2-12),49(1,3-12),50(1,3-12),51(昭15) 

 

資源  資源局 

1(昭6)-6,7(1-11)(昭12) 

 

支那貿易通報   

→東洋貿易研究 

 

新亜細亜  南満州鉄道株式会社東亜経済調査局 

1(昭14)-3,4(1-2,4-12),5(1-4,6-12),6(11-12), 

7(1)(昭20.1) 

 

新聞紙上の露西亜 南満州鉄道株式会社哈爾浜事務所 

1929(4-5) 

 

支那研究   

→東亜研究 

 

新着資料目録  南満州鉄道株式会社東亜経済調査局  

7(1-3)(昭11/12),8(1-4),9(1-5),10(2)(昭15.4) 

 

神栄時報   

→神栄生糸時報 

 

神栄生糸時報  神栄生糸株式会社調査部 

4(大14.11)-19(昭2.2)：神栄時報  

20(昭2.3)-41(昭3.12) 

 

新国策  国策研究会  

2(1-9)(昭13.2-6)：国策研究会報  

2(10-21)(昭13),3(1-2,10-33),4(1-35)(昭15) 

 

新京経済季報  新京商工公会 

1(1-4)(康徳8/昭16),2(1-3),3(1-3)(康徳10/昭18)  

前誌：新京商工月報 

 

新京商工月報  新京商工公会 

1(康徳5.8/昭13)-13,16-25,27(康徳7.12/昭15)∥  

後誌：新京経済季報  

 

新設及拡張事業計画資本  

大15-昭4 

 

信託協会会報   

→信託集会所会報 

 

 

信託集会所会報  信託集会所  

1(1,3)(昭2),2(3),3-4,6-8,9(1-5),10-15,16(1-13) 

(昭17)：信託協会会報 

16(4-6)(昭17),17(1-5)(昭18) 

後誌：信託統制会報 

 

新都市  都市計画協会 

1(5-12)(昭22.5),2(1)(昭23.1) 

 

シルク  志留久社 

6(55-64)(大12.1-12) 

 

資料公報   満州帝国国立中央図書館 

3(3,5-9,11),4(1,3-4)(康徳9/昭17-康徳10/昭18) 

 

思想  岩波書店 

1(大10)-41,45-163,170-187,189-223,227-235(昭 

16) 

 

自然科学  改造社 

2(昭2)-3(昭3) 

 

商業組合  商業組合中央会 

1(昭10)-5,6(4-12),7-8,9(1-6)(昭18) 

後誌：商工組合  

 

商事研究  文雅堂 

5(6)(大14.6),6(1-2)(大14.7-8) 

 

正金月報  横浜正金銀行 

9-11(昭21) 

前誌：正金週報  

後誌：東銀月報  

 

正金週報  横浜正金銀行調査課 

3(7-52)(昭3),4-17,18(1-26)(昭18) 

後誌：正金月報  

 

商工月報  東京商業会議所 

1(3-6)(大15),2(1),3-9,10(1-8)(昭9) 

前誌：東京商業会議所報  

後誌：東京商工会議所所報  

 

商工経済  東京商工会議所 

1(1)( 昭

11.6),2(2-3,5-6),3(1-2,4-6),4(1-3),5(3-6),6-14

,15(2-6),16(2-3),17(2-3,5-7)(昭19.7) 

 

商工金融  商工組合中央金庫調査部 

3(12)(昭15),4(1-9,11-12),5(2-4)(昭17) 



 

 

商工組合  商工組合中央会 

1(1-5)(昭19.2-6) 

前誌：商業組合  

 

商工倶楽部  日本商工倶楽部  

7(6-12)(昭16),8,9(1-3,5-12)(昭18) 

 

 

商工の大阪  商業組合中央会大阪支部，工業組合中 

 央会大阪支部 

6(昭16)-7(昭17)  

 

商工通報  商工省 

1(昭15.7)-9,11-12,15-72(昭18.6) 

 

織布  日本綿ス・フ織物工業組合連合会 

1(昭10)-2,4-61(昭15)：綿工連  

62(昭15.11)-74,77-87(昭17.12) 

 

殖銀調査月報   朝鮮殖産銀行調査部 

2(昭13.7)-63,65-67,74-75,77-78(昭19.11) 

 

職業時報  社会局職業課 

1(昭11.10)-12,17-18(昭13.5)  

[12号：社会局労務調整課,17号以降：厚生省職業部] 

 

職業時報  職業紹介事業協会(厚生省職業部内) 

2( 昭

14),3(1-4),4(3-6,8-12),5,6(1-6,9-11),7(1-7)(昭

19) 

 

職業紹介公報  中央職業紹介事務局 

55(昭3.5)-57,63-152(昭11.7)∥ 

 

商店街  神戸商店連盟 

1(1,3-6,9-12)(昭12),2(1-8,10-12)(昭13) 

 

昭和製鋼所調査月報   

→昭和製鋼所調査彙報 

 

昭和製鋼所調査彙報  

1(康徳6/昭14)-2,3(1,3,8)(康徳8/昭16)：昭和製 

鋼所調査月報 

1(1)(康徳8.10/昭16),2(3-4),3,4(1)(康徳11.1/昭

19) 

 

週報  情報委員会 

1(昭11.10)-4,6-23,25-32,[33],34-147,149-164, 

166-201,203-206,221-250,252-309,311-385,387-39

9,401-406(昭19.8) 

[50号以降：内閣情報部 → 情報局] 

 

週刊海外経済事情  

→海外経済事情 

 

宗教研究    宗教研究会 

1(1)(大13.9),10(1)(昭8.1) 

 

主要株式利廻調  

→株式利廻調 

 

主要貨物情報  

→貨物情報 

 

主要貨物統計月報：門司鉄道局  

3(10-12)(昭3),4(7-12),5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：名古屋鉄道局 

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：大阪鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：札幌鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：仙台鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-5,6(1-3),7(12)(昭7) 

 

主要貨物統計月報：東京鉄道局  

3(10-12)(昭3),4-9,11(7-12)(昭11) 

 

主要債券利廻調  日本勧業銀行調査課 

5(8)(昭5),6(4-9,12),7-9,10(1-7,10-12),11-12, 

13(1-9,11-12),14,16(11)(昭16) 

 

ソヴェート連邦事情  南満州鉄道株式会社調査局 

14(5)(昭18.5) 

 

総合インド月報  総合インド研究室 

2(昭16)-12;2(9-12),3(1-8,10-12),4(1)(昭19) 

 

倉庫  日本倉庫協会 

1(昭14)-5(昭16) 

[5号:日本倉庫業会] 

後誌：倉庫時報 

 

倉庫時報  日本倉庫業会 

1(昭16)-3(昭18) 

前誌：倉庫  

 

損害保険研究  損害保険事業研究所 

1(1-2)(昭10),2(2-4),3-6,7(1-2,4),8(1-2,4),9(昭

18) 

 

Ｔ 
 

太平洋  太平洋協会 

1( 昭

13),2(2-3,5-8,10),3(1,4,6-12),4-5,6,(1,3-12),7

(1-2)(昭19)  

 

大邱米穀取引所月報   

2(昭7.3)-4,7,12-14,16-35(昭9.12) 

 



 

大邱穀物商組合月報 

112(昭6.12) 

 

台湾金融経済月報  台湾銀行調査課 

28(昭7)-105,107-158,163,165-170,172-180(昭19. 

10) 

 

太陽  博文館 

31(8-14)(大14) 

 

 

高松商工会議所報     高松商工会議所 

15(1-2)(昭10-11),16(1-2)(昭11-12) 

 

高岡商工月報  高岡商工会議所 

313(昭7)-324,337-344,346-372,409-420,422-444 

(昭17.12) 

 

竹原経済時報  竹原証券株式会社調査部 

23(昭4.1)-58(昭6.12)  

 

拓務時報  拓務省拓務局 

1(昭6)-60,63-81(昭12)  

 

拓殖論叢  日本拓殖協会 

1(1-3)(昭14.1-12)：拓殖奨励館季報   

3(1-3)(昭16),4,5(1,3/4)(昭18-19) 

 

拓殖奨励館季報   

→拓殖論叢 

 

帝人タイムス  帝国人造絹糸株式会社 

4(4-12)( 昭

4),5-6,8(1-3,5-12),9(1-9,11-12),10-12,15-17,18

(11)(昭18.11) 

 

帝国農会報    帝国農会 

16(1-7)( 大

15),17,18(1),30(4-7,12),31-32,33(1-9)(昭18) 

 

逓信経営月報  逓信省総務局 

23(2-4)(昭23) 

 

帝水  帝国水産会 

12(12)(昭8.12),13(2-5,7-12),14-17,18(1-4,6-12) 

,19-21(昭17)  

 

丁酉倫理会倫理講演集  丁酉倫理会 

255(大13)-278(大14) 

 

鉄鋼統制  鉄鋼統制会 

1(1-7)(昭16),2,3(1-4,6-12)(昭18) 

 

東亜文化圏：文化政策研究雑誌  青年文化協会 東 

亜文化圏社 

1(3-5,8-9)(昭17.4-10) 

 

東亜経済懇談会会報    東亜経済懇談会 

1(1)(昭17.11) 

 

東亜研究  東亜同文書院支那研究部 

8(大13.9)-12,14-62(昭17.3)：支那研究  

63(昭17.7)-65(昭18.3) 

 

東亜研究所報    東亜研究所 

1(昭14.5)-7,9,11-15,17-22(昭18.6) 

 

 

 

 

東亜連盟  東亜連盟中国総会広州分会出版社 

2(3)(民国31/昭17),3(2-3,11/12),4(2,5)(民国33/

昭19) 

[異誌名:東亜連盟月刊] 

 

東亜政情  満州帝国外交部 

1(康徳2.9/昭10)-6(康徳3.6/昭11) 

 

東亜繊維工業  大日本紡績連合会 

1(昭17.12)-2(18.1) 

前誌：大日本紡績連合会月報  

 

東亜繊維総覧  東亜繊維科学研究会 

1(1-9)(昭5),2-9,10(1-9,11-12),11,12(1-9,12), 

13(2)(昭17)：日本蚕糸総覧   

13(4-7,9-12)(昭17),14(1,11),15(1)(昭19.1) 

 

東亜商工経済   

→大東亜経済 

 

栃木商工会議所月報    栃木商工会議所 

134(昭5)-154(昭6.12) 

 

東銀月報  東京銀行 

 1(昭22)-2(1-11)(昭23)  

前誌：正金月報  

後誌：東京銀行月報  

 

統計学雑誌  統計学社  

454(大13.4),463,586-591,596,598,600,602-605, 

609-10,617-618,620-622,625-626,628,630,634-636

,658(昭16.4) 

 

統計月報  三井合名会社調査部 

14(昭14),15(1-7)(昭15) 

 

統計時報  国勢院 

4(大11),7-35,37-54,67-75,88-96(昭14.12) 

[7,8号:統計局，9号以降:内閣統計局] 

 

統計組合金融 

→組合金融 

 

統計集志  東京統計協会 

527(大14)-533,546-599,601-610,634-637,639-655,    

669(昭12.3) 



 

後誌：｢統計学雑誌｣と合併し｢大日本統計協会雑誌｣ 

 

特許と商標  弁理士会 

12(8-12)(昭18)  

 

東京物価調  日本銀行調査局 

15(9-11)(大15);1(12),2-9,12-15,16(1-4,6-12), 

17-18,19(1-2,6-8)(昭19) 

 

東京株式取引所売買月報     東京株式取引所調査課 

4(12)(昭4),5(1-8)(昭5) 

 

〔東京株式取引所〕調査彙報 

3(昭2.2)-97,99-149,151-187(昭18.6) 

 

東京株式取引所短期・実物取引売買表    

3(1)(昭3)：東京株式取引所短期清算実物取引売買 

表 

3(2-12)(昭3) 

 

東京株式取引所短期清算実物取引売買表 

→東京株式取引所短期・実物取引売買表 

 

東京株式取引所統計月報    東京株式取引所 

1(昭5.9)-62,64-114,116-153(昭18.5)∥ 

 

〔東京市電気局〕調査資料  

8(4-5)(昭2),9(1-5),10(1-3),11(2-6),12(1-4), 

13(1-8),14(1-5),15(1-3),16(1-4),17(1-2),18(1-4

),19(2)(昭13) 

 

東京市産業時報  東京市産業局 

1(昭10)-2,3(1-6,8-12),4,5(1,4-12),6(1-4)(昭15) 

 

東京市産業時報：号外 

1(昭10.11)-39,42-52,54-67(昭13.8) 

 

東京商業会議所報    東京商業会議所 

1(大7)-29,31-33(大10.1);4(2-3)(大2-3) 

後誌：商工月報 

 

東京商工会議所々報    東京商工会議所 

1(昭9.11)-15(昭13.7) 

前誌：商工月報 

 

東京手形交換所社員銀行週報 

1581( 昭 3)-1604,1606-1608,1610-1636,1638-1656,    

1658-1680,1682-1684(昭4) 

 

取引所研究  有斐閣 

1(5-6)(大14.5-6) 

 

取引条件統計表  日本雑貨欧阿近東輸出組合連合会 

1(1-2)(昭14),2(2-4),3(1)(昭15.9) 

 

統制経済  統制経済編集所 

3(6)(昭16),6(1-2,4-6),7(1-7),8(1-4)(昭19) 

 

都市問題  東京市政調査会 

1(1-8)(大14),2-29,30(1-3)(昭15) 

 

都心店  都心店協会 

3(1-3,5-12)(昭16),4(1-8),5(1-4)(昭18)∥ 

 

東洋貿易時報  大阪市産業部 

5(7-20,22-23,25-32,34-40,42-51)(昭4),6(1-49, 

51),7,8(1-18,25-52),9-10,11(1-25,27-32,34-35, 

38,40-42,47,50-51),12(1-47,49-50),13([1],2-51) 

,14(1-35,37-51)(昭13) 

 

東洋貿易研究  大阪市産業部 

20(大13)-39(大14)：支那貿易通報 

6(1-2,4-9,11)(昭2),8-19,20(1-20,22-24),21(2-9, 

13-14)(昭17) 

後誌：通商彙報(｢南方院時報」と合併後）  

 

東洋学報  東洋協会学術調査部  

13(3-4)(大12-13),14-15,16(1)(大15.1) 

 

豊橋商工会議所月報  豊橋商工会議所 

129(昭7)-148,150-212,225-260(昭17.12) 

 

東洋経済新報  東洋経済新報社 

1129(大14)-2022,2024,2026-2068,2070-2110,2113-     

2127,2129-2132,2134-2159,2161(昭20.2) 

後誌：東洋経済 

 

東洋経済統計月報  東洋経済新報社 

1(1-6)(昭14),5(1,4-12),6(1-8),7(4-11),8(1-6) 

(昭23) 

 

ツーリスト  ジャパン・ツーリスト・ビューロー 

21(昭8)-24(昭11) 

  

通商彙報  大阪府立貿易館 

334(昭10.5)-335,337-340,342-389,422-431,433- 

436(昭19.1)∥ 

後誌：南方院時報(｢東洋貿易研究｣と合併後) 

(昭19.2) 

 

通商公報  外務省通商局 

1156(大13.5)-1167,1169-1202(大13.9) 

後誌：海外商法 

 

Ｕ 
 

上田商工会議所月報    上田商工会議所 

72-83(昭6.1-12) 

 

海  大阪商船株式会社 

25(昭6)-56,58-75,88-111,137-143(昭18) 

 

宇都宮商工会議所月報    宇都宮商工会議所 

284(昭7.8)-294(昭8.12) 

 



 

Ｙ 
 

山形県商工経済会報    山形商工経済会 

1-2,5-6(昭19.1-8) 

 

山形商工月報  山形商工会議所 

178(昭7)-214,216-224,226-258,260-262,275-278, 

280-301,303,305-319(昭18) 

 

〔安田保善社〕調査月報 経済統計事項 

大15(1-8,10-12) 

 

〔安田保善社〕調査月報 商品事項 

大15(1-12) 

 

〔安田保善社〕調査月報 雑録 

大15(1-12) 

 

〔安田保善社〕調査彙報 

15(大14.10)-18(大15.1) 

 

四日市商工会議所月報 

210(昭7.1)-222,224-269(昭11.12) 

 

横浜自由通商協会報告   

10(2-12)(昭10),11(1-6)(昭11)   

 

横浜会議所時報  横浜商工会議所  

1(昭16.10)-27,29-30,32(昭18.2) 

 

横浜経済研究会会報  

1(1-4)(昭9),2(1-3)(昭10) 

 

横浜経済統計月報  横浜商工会議所 

1(昭10.2)-91(昭17.8) 

 

横浜港湾統計月報 

 →横浜港港湾統計月報 

 

横浜港外国貿易月報  横浜税関 

5(4-12)(昭5),6(昭6) 

後誌：横浜税関外国貿易月表 

 

横浜港港湾統計月報  横浜市港湾部 

15(3-6,8-11(大15);1(12),2(1-4);17-53：横浜港湾 

統計月報 

54-60(昭5.12) 

 

横浜市報  横浜市 

720(昭16)-742,744-803,805-808,871-873,875 

(昭19.4) 

 

横浜市産業時報  横浜市産業課 

1(昭12.6)-113,115-125(昭15.12) 

[49号以降:横浜市産業部] 

 

横浜市生活必需品価格月報   

神奈川県,横浜市,横浜商工会議所連合統計調査会 

1(1-5)(昭12),2,3(1-10,12),4(1-2,4-12),5, 

6(1)(昭17) 

 

横浜市生活用品小売価格指数月報  横浜市文書課 

1(昭13.7),3,40,44-62(昭18.8) 

[40号:総務部文書課, 44号以降:市民部調査課] 

 

横浜市商工奨励館時報    横浜市商工奨励館 

31(昭7.4)-51(昭8.12) 

 

横浜商業会議所月報 

→横浜商工月報 

横浜商工月報  横浜商工会議所,横浜商工奨励館 

2(大13.8)-17,19-22,24-42(昭2.12)：横浜商業会議 

所月報 

43(昭3.1)-45,48-85,87-118(昭9.5)：横浜商工会議 

所月報 

119(昭9.6)-125;1-6,8-56,58-102(昭18.9) 

 

横浜輸出絹物同業組合月報 

59(昭5.1)-72,74-86,88-105,108-126,128-140 

(昭11.10);1(昭12.2)-22(昭13.11) 

 

横浜税関外国貿易月表    横浜税関 

7(昭7)-14,15(1-8)(昭15) 

前誌：横浜港外国貿易月報 

 

輸出莫大小彙報  日本輸出莫大小工業組合連合会 

135(昭9.5)-195,197-210,212-236,238-239 

(昭17.12) 

 

輸出繊維雑品  日本繊維雑品貿易振興株式会社 

2(4-12)(昭15),3-4,5(1-4)(昭18)∥ 

 

Ｚ 
 

財界科学  野村証券株式会社調査部 

1(1-5)(昭4-5) 

 

財界観測  野村証券株式会社調査部 

1(2-7)(大15),2-10(昭6)：財界研究 

11(昭6)-17,18(1-6)(昭10) 

 

財界研究 

→財界観測 

 

財界要報  大阪商事株式会社調査部 

111(昭7.1)-128,130-190,192-194,196-243,245-248,     

250-253(昭18.10)∥   

 

財産運用  景気研究所 

12-88(昭11)     

[研究編(偶数号),指導編(奇数号)] 

 

財政  大蔵財務協会 

6(昭16),7(1-5),8(12)(昭18) 

 

財政経済時報  財政経済時報社 



 

11(13-17,19-20,22-23)( 大

13),13(7-15),14,15(1-4,6-12),16-19,20(1-11),22

-24,25(1-2,4-12), 

26(1-8,12),27(1-10,12),28(1-6)(昭16) 

 

全国賃銀統計月報  商工大臣官房統計課 

15(10-11)(大15);1(12),2-7,8(1-4,6-12),9-12, 

13(1-5)(昭13)：賃銀統計月報 

13(6-12)(昭13),14,15(1-2)(昭15)  

[14巻6号以降:商工大臣官房調査課] 

 

 

全国金融統制会統計週報     全国金融統制会調査部 

31(昭17)-70(昭18.12) 

前誌：金融 [日本銀行調査部] 

 

全国小売物価月報  商工大臣官房統計課 

5(昭5),6(1-5)(昭6)：小売物価調査月報  

6(6-12)(昭6),7,8(1-6,9-12),9-12,13(1-5)(昭13) 

：小売物価月報 

13(6-12)(昭13),14,15(1-8)(昭15) 

[第14巻6号以降:商工大臣官房調査課] 

 

全国卸売物価月報  商工大臣官房統計課 

14(4-12)(大14),15(1-11);1(12),2-4(昭4)：卸売物 

価統計月報  

5(昭5),6(1-5)(昭6)：卸売物価調査月報 

6(6-11)(昭6),7-9,10(3-12),11-12,13(1-5)(昭13) 

：卸売物価月報 

13(6-12)(昭13),14,15(1-7)(昭15) 

[第14巻5号以降：商工大臣官房調査課] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


