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都道府県　 所蔵者・管理者 アーカイブ名 資料概要

คਈ�ఈԆ�ąԉ������ 太字は新規公開、※は公開準備中の機関です。httpst//trc-adeac.trc.co.jp/

1 ̅ആ	 『新札幌市史』新札幌市史札幌市中央図書館

2 ̅ആ	 函館市 ąउฅ̅܅܅Ԇ����� Ѕ༄ԇ̅܆�Ѕ�ฅ̅ࠉ����ഇ�ଅअԉ༄ఈԆ܈�अ܅�܅ਈ

3 ̅ആ	 ĉഈฅคअ؆उ ఆค༄इ༂	ԉ	ఈԆ �ఆค༄इ༂	༂ਈ�������ਈ؉̉�������

4 ̅ആ	 Ȉ༂ȇฅ༂คअ؆उ Ȇఅ༅༂	ԉ	ఈԆ 鳥獣採集記録・彩色図版

5 ̅ആ	 �ฅฅ༂؆उ ����	ഈ��ฅฅ̅Ԇ���������

ARCHIVE

��ฅฅ̅����ฅฅคਈ������	ഈą༂Ѕ༏༏�ԇ�༏

6 ̅ആ	 ̅ฅఅฅ ����	༂ఈԆ �̅ฅఅ	ԇ������������؆ਈ������̆ਈ؉�

7 弘前市 ༅ȅฅ༂؆उ おくゆかしき津軽の古典籍 �Ԇഇ༅ȅฅ̅�	̅ഇ���༏༅ȅԈ༂ਈ༏ఆ༂༂ਈ���

8 山形県 ĉ༂ฅ༂؆उ 光丘文庫デジタルアーカイブ ąค༂ฅȆԈఈԆ༏ĉ༂܅��ഇЈ؆�ą܇��ĉ༂ฅ̅ฅࠈ�

9 茨城県 ༂༂ฅ༂؆उ デジタルアーカイブ �ฅࠇą܅Ԇȅਈ�༏؆ఆ�؆Ѕ؆ค܅�

10 茨城県 常総市 デジタルミュージアム ̉ą༏༏�ԇ�༏�̆ଅĉई༂̅ఈ܅�ĉଅ༄ଅ�����༏����

11 茨城県 守谷中央図書館 わたしたちの守谷市 『守谷町史』・『守谷わがふるさと』・小学校社会科副読本

12 栃木県 壬生町 ���������Ԇ̅܅܅ 『壬生の歴史』・文化財デジタルマップ・『みぶの文化財』 ほか

13 栃木県 高根沢町図書館 高根沢町史ほか 『高根沢町史』・「宇津救命丸」引札・縄文土器（３D画像） ほか

14 埼玉県 ༂ขข༂ą܇ଆ��������؇ଇఈԆ��������༂ଅउ��ଆ�༏༂ขข

子―

����ฅ༂༂ଅ؆उ

15 埼玉県 ଅคԇ༂؆उ ଅคԇ����	༂ఈԆ �ଅคԇ̅��ąਇค༏༏�ԇ�༏�ขą؉༅അଅฅԇ�ଇ�༂̅ఈ

16 ̅Ј܇ Ȉਆฅข؆उ 船橋市デジタルミュージアム Ȉਆฅข؆उȆԈ�ആคഇฅ������̅Јԉ	܅�༏ഇ��

17 ̅Ј܇ ༂ฅ܆ ༂ฅ����ଆ̅उ܆ ���Ѕࠅ܆༂ฅȅ༂�̅༂؆ਈ܆༂ฅ̅�༏܆�

18 ̅Ј܇ ༇༅ĉฅ༂؆उ� 習志野市デジタルアーカイブ（仮） ฅȆ̅�܆ą܇༏ഇЈ؆Ѕ�༏

19 ̅Ј܇ ༂ഇ༂༂ฅ ༂ഇ༂༂ฅ����̅ȇउ ą༂	ȇ༏༏�ԇ�༏�ഇ༂�༇ࠈЅ༏�༂ഇ༂༂ԇ̅����

20 ̅Ј܇ 多古(たこ)町 多古町デジタルアーカイブ �अ̅ԇ̅�༏ഇ�༂	༄अ༂̈Ԉ��༏����

21 ̅Ј܇ ข܆ԇ ข܆ԇ��������� �ข܆ԇ̅�༏༂̅ఈ����༏ข܆ਆ༂༇༏����༏�

22 東京都 港区 デジタル版 港区のあゆみ 『新修港区史』･港区史オーラルヒストリー「100歳の記憶」

23 東京都 港区教育委員会 デジタル港区教育史 �ฆ̅Ԇ�̅�ค༏ค��ฆ̅Ԇ�̅��ఈԆഇ�༏�

24 東京都 豊島区 としま ひすとりぃ ����ȇఈఅ̅̅ฅࠈ��ฅȆ�����༏���

25 東京都 ఈఅ̅༂उ༈؆उ さくらデジタルコレクション ���ԉ	ఈԆ��������ȇਈ�

26 東京都 ഇ༂̅༂ఈค؆उ 和装本 日本外史・謡本等の和書・四書五経等の漢籍

27 東京都 ఆ༂അ̅༂؆उ デジタルアーカイブ �ఆ༂അ̅̅�ଇȅ༂ȇ�༏܈؇�इคȈ༏ȅԇ܅����

28 東京都 昭島市デジタルアーカイブズ あきしま 水と記憶の物語 �������̅༂༏༏�ขഇ�����������

29 東京都 ༂ฅฅ༂؆उ こだいらデジタルアーカイブ �༂ฅฅ̅�༏ฅą܅����ଅ�І༅ą܇�؆Ѕ��ฅ�༏���

30 東京都 瑞穂町図書館 ฆԆ܇Ԇ���Їਇԇ�Ԇ܅܅��ఈԆ �������༏ą܇�༂ࠅఈԆ༏༏༂༂༂ࠅ༏अІ���༏����

31 東京都 東京都現代美術館美術図書室 ఈĉఈԆ��������� ఈԆ	ఈԆ�ਈਈąഇԉ	ԉ	ఈԆ�ฆ༈	�ଆअԉ܆

32 東京都 ഈ༂ଅ܅༂༂༂ଅ 図書館所蔵百人一首コレクション 百人一首コレクション

33 東京都 अІ����Ԇ	ഇఈԆउ Ԇ	ഇԉ	ఈԆ ༂అఈԆउ༏༄Ԉ༅ค	Ԇ	ഇఈԆउ�ȆԈఈԆ

34 東京都 たましん地域文化財団 デジタルアーカイブ ଅȅਈ�अІ������������༏�����̅��ഇ����

35 東京都 河出書房新社・東京カートグ

ラフィック

WEB版デジタル伊能図 �Ԇąԉ��༄�༂�༏�ฆĉ༂ਈ�ą��അ༏�ఆ༂ฅą܆�

36 東京都 日本ラグビーフットボール史・機関誌『RUGBY FOOTBALL』 ほか日本ラグビー デジタルミュージアム日本ラグビーフットボール協

会

37 東京都 ค༂ଅ̅ԆഇงȆ܆ ȆԈ̅Ԇ �ആคആअఅࠉ���ЈЅഅฅଆ	ଆ�Ԇ�

38 इअഅ܇ 寒川文書館 三枝惣治氏マッチラベルコレクション इअഅ܇ą����ଇ���

39 新潟県 柏崎市 高精細デジタルアーカイブ ༂ԅค༏༏�ԇ�༏��༂̅ఈ̅܅܅�ఈԆ

40 富山県 ༂అฅ؉༉༂ȅȈଅ 文化財デジタルアーカイブ ȉഇЈഇ༂คȇ༏༏�ԇ�༏��ଅȇࠆ

41 富山県 射水市新湊博物館 ༂ਆ༂ฅ�༂༂༄ԇԉ༄ఈԆ� ഇ�ฆ༏ค��༏ฆĉ༂ਈଇ�̅༂؆�ฆĉą��

42 石川県 ༂അ܇༂؆उ 大型絵図・石川県史 『石川県史』第2編・第3編、加賀藩作成の大型絵図

43 石川県 学びの杜ののいちカレード ������༂��ĉ�ฅ��༏��� いま･むかしを写真で比較

44 ༂܇ࠆ 富士山世界遺産センター ଅ༂༂ԉ༄ఈԆ 【館内限定公開】浮世絵・絵画・写真・映像

45 ༂܇ࠆ उ؆ฅ܆̅ ༂༂༂؆༅ਈ༅؆उ����� ༂༂༂؆༅ԉ	ఈԆ�ฅ༂༈ԇԉ	ఈԆ༏༂ਇ�ą܇�༂ࠅఈԆ༏

46 ขĉ܇ ���ขĉ܇؆उଇ̅�ਆआ ༄അ̅܅܅Ԇ����� ขĉ܇ค�؆उ�̅ȇउ�༂؆उଇȆԈ܅܅�ఈԆ

47 ขĉ܇ ขĉ܇༂ଆ̅उ ༄༆̅Ԇ ༄༆̅Ԇ༏ขĉ܇�ԉ��̅༂؆̅Ԇ�ആଅ༇ȅ��̅Ԇ؉༏

48 ขĉ܇ 木曽町図書館 デジタルアーカイブ 合併前の4町村史（木曽福島町・日義村・開田村・三岳村） ほか

49 岐阜県 అ༂༂༂༂ଅ�������

イブ研究所

和田家 おぅらい 白川郷和田家に関するデジタルアーカイブ

50 岐阜県 高山市図書館 高山城下町・飛騨国絵図・高山市史街道

編

高山城下町絵図・飛騨国絵図・『高山市史 街道編』 ほか

51 岐阜県 中津川市 古文献アーカイブ คആഅฅ̅�Ȉ༂܅�Ȉ༂ࠉԉ༄ఈԆ�ค༂	ԉ༄ఈԆ���

2019年7月現在
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52 静岡県 静岡県富士山世界遺産セン

ター

���������ଅ༂༂ఈԆ܇అ܉ ฅഅฅ�����ଅ༂༂ഇ���༏༂܆ฅ�����༏उԈЅ

53 静岡県 ആ܆ฅ༂คअ؆उ 浜松市文化遺産デジタルアーカイブ 『浜松市史』・徳川家康関連絵図・浮世絵・田楽面３D ほか

54 愛知県 ఈਆฅąȇȇ��ਆȈ༂ฅ�༏Ѕ܆ࠈ���とよはしアーカイブ豊橋市図書館

55 愛知県 安城市図書情報館 ���������ఈԆ܅܅ ఈԆ܅܅�܅̅

56 愛知県 ขఅฅఅ�༂ฅ 古典籍書誌データベース 所蔵古典籍約2万点の書誌情報･絵図地図類850点

57 愛知県 ���༂̅คആ܆�؆उ ༂ฅฅ	༂ఈԆ��������� ༂ฅฅ܅܅ഇ�����ഇȈఅ�����ขਈ�

58 愛知県 उ؆अฅ༂คअ܇ 知多市の古文書 �ԇȈ༂܆ఆฆആ�

59 愛知県 ฆࠉฅ༂؆उ ฆࠉฅ܅܅ఈԆ����� �༆అ༂܉܅ą܇ฅ�ข؆༂ค	ࠈଅ�ଅ��

60 愛知県 ଆఈԇ༂؆उ 武豊町沿革町勢要覧 『武豊町沿革町勢要覧』

61 三重県 ༄ȅฅ༂؆उ ȆԈഇЈ؆ ༄ȅइଅ༅	ԅ܆༅༂؆ਈ༅ഇЈ؆�༂༄ԇഇЈ؆

62 三重県 松阪市図書館 デジタルアーカイブ ਆअ܆�܅ആଆ	ਈ༅उԈ܅܆��ԇ܆�అଅขਈ༅उԈ�

63 滋賀県 ༈ఆ༂ฅฅ༂؆उ ༈ఆ༂ฅฅଆ̅ആ༆��������� 古文書・絵図・地図・引札・チラシ・雑誌『湖畔の声』 ほか

64 京都府 賀茂県主同族会(上賀茂神社） 賀茂祢宜神主系図ほか ఈ̈ఇ༏༂Ѕ�इ��̅ࠉЅ�आഇ̅�༏�༂ఆਇ༂༄؉ਈ

65 京都府 ༂Ѕउ༂ଅ؆उ ȅԈЅ༂༂ฅԉ	ఈԆ ข؆���༏ȅԈЅ༂���ଆ����ଆ�༂ਇ���༏���

66 京都府 ค	༂༂༂ଅ 図書館所蔵 淀藩士上月家文書 淀藩士上月家文書

67 京都府 明治期から戦後期に主として外国人を対象として作成された書物ค	ฅ༂؆उఈĉ؆������Ѕ༅इ༂ଅ༏ค	ฅ༂؆उą

同事業

68 大阪府 उ؆ฅ༂คअࠅ 堺市史 『堺市史 第七巻』（人物誌･神社寺院誌･名蹟誌)

69 大阪府  ༂అฅ༂༉̈؆उ 今東光の『小説河内風土記』を歩く 河内山本・天台院周辺MAP

70 大阪府 ༂܆ฅ༂܆	؆उ ̅ఆąࠉ�؇�������ฅ�� �̅ఆąࠉ؇������ฅ���

71 大阪府 Ѕఆฅ༂Ѕఆ؆उ 和泉のむかしばなし 図書館作成出版物をデジタル化

72 兵庫県 ؆༂ฅ༂؆उ 明石 郷土の記憶デジタル版 『あかし文化遺産』・『明石の農村』・『明石の漁村』 ほか

73 兵庫県 ༂ࠇฅ༂؆उ デジタル郷土たかさご 広報誌『高砂市政だより』・地図「いまとむかし」

74 अȈ܇ अȈ༂༂༂ଅ अȈ༂༂༂ଇฅଇଅࠆ�Ԇ�ਆ܆ अȈ༂༂༂ଇฅଇଅࠆԆ܆༏ଆ�؉ਆ	ଅȇ�Ԇ�Ԇ̇�܆ą༏

75 अȈ܇ ༂Ѕ༂༂ฅ༂؆उ 	༂ఈԆ�������༂Ѕ༂༂ฅ� 図書館で開催した「町なか探検」3回シリーズの記録

76 अȈ܇ 五條市教育委員会 中家文書調査報告書 條村庄屋・代官所掛屋・用達などを勤めた中家の文書調査報告書

77 和歌山県 和歌山大学附属図書館 ���������Ԇ̅܅܅ ഇ�ഇഅԈ༂ฅ��	༂ਈԆ�༄Ԉ؆अԉ༄ఈԆ

78 島根県 益田市※ इ༄इȅਈ܆�؇༂����ȇਈ�༏Ԇ��༂༂ଅआ؆ࠅ���

79 鳥取県 ఆ܆ଅ༄ଅ༄ଅ༄�༂̉ਈ༅

館・島根大学附属図書館

༂؉̅܅܅ఈԆ����� 河本家（鳥取県琴浦町）・手錢家（島根県出雲市）所蔵の古典籍

80 岡山県 津山郷土博物館 ఆ༂༂؇�ആ༂Ԉఆ༂༂ਈଇ ̉༅ԈԆ༄�ఆ༂༂؇అࠉ��ఆ༂అԆഇ��ఆ༂༏ఆ༂༂ਈ

81 岡山県 ༂ĉฅ༂؆उ�คअąขउ 玉野市デジタルアーカイブ 地図（明治・大正時代）・写真

82 広島県 ฅคฅ༂؆उ ฅคฅଆ̅ఈԆ 『先人たちの足跡』・『備後国府発掘』 ほか

83 広島県 คଆฅ༂؆उ 「往来本」デジタルアーカイブ ؆उȆԈ�༅܆ȇ༏ԉขคข܅܅��ଅఈ���ਇई܆अԆ༏

84 広島県 उ؆ฅఅฅ༂܆ 東広島市デジタルアーカイブ 『東広島市の石造物』・『わたしたちの東広島市』 ほか

85 山口県 ༂༂܇༂༂༂؆उ�༂༂܇

文書館

���ȇ؆ఆഇԆఈԆଅ ؆ఆഇԆԉ༄ȇ܆�ฅ܆�༂ȇ༏Ѕ༂܆؉ԉ༄ఈԆ༏Ѕ༂ଅ༄܆༏��

86 山口県 Јฅ༂Ј؆उ Ԉࠆ؆�उ��������� ؆�उ	आ�	ȇईਈ

87 山口県 下松市 	༂ఈԆ�༂̅	ԇ��������� �ค܆ฅ̅�ଇȅ༂ȇ�༂̅ఈ�ข༄ఈԆ

88 徳島県 ༅అ܇༂؆उ とくしまデジタルアーカイブ 絵図･古地図･和漢典籍･郷土関係和古書

89 徳島県 ༅అฅ༂؆उ 徳島市の昔の写真 ༂ଆ�؆Ѕ��ฅค�༅అฅą�ą܇�Ȉਇą܇

90 徳島県 ؉ఆฅ༂؆उ ̅༂̅ࠅଅ̆ฅ ༅అԈ̅༂̅ࠅଅ�ఆ༂܆༂؆

91 徳島県 ༇༂ฅ༂؆उ 脇町十二勝詩集ほか 『四国名勝図絵 阿波之部』・『脇町十二勝詩集』 ほか

92 香川県 ഇഅԇ༂؆उ デジタルアーカイブ �ฆଅ���ਈ܆�༏ഇഅԇ�༂̅ఈ

93 愛媛県 Ćਅ܇༂؆उ Ćਅ܇༂ԆఈԆ༏ԈԆ܆�؆ఆ܆༏ ԈԆ܆��؆ఆ��ฅ���Ćਅ܇༂Ԇ༂؆���Ćਅ܇ą�ഇ

94 愛媛県 คఆฅ༂؆उ 国府叢書・文化財絵はがき 庄屋加藤家編纂による今治藩政史『国府叢書』・文化財絵はがき

95 高知県 オーテピア高知図書館 デジタルギャラリー �༂༄ฅค༂คഇ�༏�ง܆༂ଈਈ�༏�༂܇ฅࠈą���

96 高知県 ค༂ฅ༂؆उ 四万十市デジタルアーカイブ 『中村町史』・『中村市史 正編』・『中村市史 続編』

97 福岡県 ༂ȇ༂ฅ༂؆उ�༂ȇ༂ฅ

༂คఆ����ଆ̅ఈԆउ

大牟田市関係地図・絵はがき 大牟田市関係地図・大牟田市の絵はがき

98 福岡県 �ฅଆ̅ఈԆउࠅࠉ 飯塚市デジタルミュージアム（仮） 遺跡情報システム･出土遺物３Ｄ ほか

99 福岡県 ༂അฅ༂؆उ 筑豊・田川デジタルアーカイブ ଇఈ̅܅��ȉԉ	ఈԆ

100 福岡県 ���ԇଆ̅ข༄̅ȇउ ＷＥＢ博物館「みやこ遺産」 ༂ଅఈ؉ଅ�अ؇༆༂༏ଅ༂ଅ༅؆ఇ༏༂ଇ̅༂ฅ༏�ఈആԇ̅���

�ఈԆ�����̅��ਈԇ��ଅ���� 撮影から公開までトータルにご案内いたします。下記へお問い合わせください。

TRC-ADEAC株式会社
〒112-0012 東京都文京区大塚3-1-1  TEL:03-3943-7124

E-mail:info-trc-adeac@trc.co.jp  URL:http://www.trc-adeac.co.jp/
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