
三島市　原川電気店　紙資料一覧

仮№ 分類 資料名 編著者名 発行年月日 発行者 備考 整理№

National関係

001 業務用 SWG-105型テレビジョン　スイープ
ジェネレーター取扱説明書

松下通信工業株式会社
東京工場

1958年6月 松下通信工業株式会社東
京工場

タイプ・謄写版 14

002 一般用 ナショナルピックアップ交換針カー
トリッジ一覧表

松下電器産業株式会社
ラジオ事業部

1959年3月 松下電器産業株式会社ラ
ジオ事業部

追-4

003 業務用 TVC-205型テレビジョン　マーカー
ジェネレーター取扱説明書

松下通信工業株式会社
東京工場

1959年3月 松下通信工業株式会社東
京工場

タイプ・謄写版，頁間に「お願
い」1部・回路図（青焼き）１部
挟まる

15

004 一般用 ナショナルの電化製品 松下電器産業株式会社 1959年12月1日 松下電器産業株式会社 民生品全般を掲載，写真入り，
カタログ№50

追-3

005 業務用 TO-8型テストオッシレーター取扱説
明書

松下通信工業株式会社 1960年8月 松下通信工業株式会社 タイプ・謄写版，背表紙に焼痕
あり，頁間に東静岡ナショナル
製品販売株式会社の商品注文書1
枚挟まる

16

006 業務用 10回戦自動電話交換装置設備工事説
明書

松下通信工業株式会社
通信事業部営業課

松下通信工業株式会社通
信事業部営業課

タイプ・謄写版 17

007 業務用 20回戦自動電話交換装置設備工事説
明書

松下通信工業株式会社
通信事業部営業部伝送
課

1962年3月10日 松下通信工業株式会社通
信事業部営業部伝送課

タイプ・謄写版 18

008 業務用 ボタン電話装置工事説明書 松下通信工業株式会社
通信事業部

松下通信工業株式会社通
信事業部

タイプ・謄写版 19

009 一般用 ナショナルトランジスタ時計NBC-501
形取扱説明書

松下電器産業株式会社 （1963年以前） 松下電器産業株式会社 中にご愛用者カードあり（製造
符号N-042，葉書差出有効期間昭
和38年4月30日までとあり）

20

010 一般用 松下電工ニュース№202　EXPO'70日
本万博特集号

松下電工株式会社 1970年6月 松下電工株式会社 21

011 業務用 ナショナルハイシール全密閉型鉛据
置蓄電池パンフレット

松下電器産業株式会
社・蓄電池事業部

1971年6月 松下電器産業株式会社・
蓄電池事業部

22

012 業務用 SERVICE　MANUAL　パナカラーエバー
トロンカセット回路システム

松下電器産業株式会社
テレビ事業部・ビデオ
事業部営業技術部

1973年3月 松下電器産業株式会社テ
レビ事業部・ビデオ事業
部営業技術部

55円 23

013 業務用 National　Panacolor　スピードサー
ビストラの巻　トランジスターカ
ラーテレビ・ＩＣトランジスタカ

松下電器産業株式会社
テレビ事業部・ビデオ
事業部営業技術部

1973年5月 松下電器産業株式会社テ
レビ事業部・ビデオ事業
部営業技術部

55円 24

014 業務用 ナショナルテレビ配線図集XⅡ　カ
ラーテレビ編４

松下電器産業株式会社
テレビ事業部

1974年１１月15日 松下電器産業株式会社テ
レビ事業部

25

015 業務用 ナショナルテレビ配線図集XⅢ　カ
ラーテレビ編５

松下電器産業株式会社
テレビ事業部

1977年7月10日 松下電器産業株式会社テ
レビ事業部

26

016 業務用 ナショナルテレビ配線図集14　カ
ラーテレビ編６

松下電器産業株式会社
テレビ事業部

1978年12月10日 松下電器産業株式会社テ
レビ事業部

27

017 業務用 （昭和56年12月～58年1月発行のナ
ショナルホームビデオ仕様書・テク
ニカルガイド９部）

松下電器産業株式会社
ビデオ事業部

1974年9月 松下電器産業株式会社ビ
デオ事業部

「TOSHIBA'79商品ニュースＢ
キッチン商品」ファイルに綴る

28

018 業務用 カラーテレビ修理事例集第2集 中村皓士 1974年12月20日 静岡ナショナル製品販売
株式会社

29

019 業務用 75SEMICONDUCTORS　半導体 松下電子工業株式会
社・半導体事業部

1975年10月 松下電子工業株式会社・
半導体事業部

30

020 一般用 National　総合カタログ　音声多重
パナカラー

松下電器産業株式会社
テレビ事業部

1981年6月 松下電器産業株式会社テ
レビ事業部

31

021 業務用 Technical　Guide　№11　T-6 松下電器産業株式会社
ビデオ事業部

1982年3月 松下電器産業株式会社ビ
デオ事業部

ビデオチューナーVW-ET100 32

022 業務用 オシロスコープ　VP-517A取扱説明書 松下通信工業株式会社
電子計測事業部

松下通信工業株式会社電
子計測事業部

33

023 業務用 （昭和53年～56年発売のビデオ・テ
レビのテクニカルガイド・テクニカ
ルニュース72部）

松下電器産業株式会社
テレビ事業部・ビデオ
事業部

松下電器産業株式会社テ
レビ事業部・ビデオ事業
部

「ナショナルテクニカルガイ
ド」ファイルに綴じ込み

34

024 業務用 ＰａｎａＣｏｌｏｒ技術講座　修理
編

松下電器産業株式会
社・テレビ事業部

松下電器産業株式会社 35

025 業務用 ＰａｎａＣｏｌｏｒ技術講座　原理
回路編

松下電器産業株式会
社・テレビ事業部

松下電器産業株式会社 36

026 業務用 ナショナルカラーテレビ　MODEL
TH16-K18基本回路図

松下電器産業株式会社 松下電器産業株式会社 37

027 業務用 ナショナルエアコン接続配管セット
説明書　CZ-IP28,38,48,58,78

松下電器産業株式会
社・エアコン事業部

松下電器産業株式会社・
エアコン事業部

38

028 業務用 ナショナルボタン電話VB-420形ドア
ホン付きホームテレホン取付工事説
明書

松下通信工業株式会
社・通信事業部

松下通信工業株式会社・
通信事業部

ナショナルドアホン付きホーム
テレホン保留音送出ユニット
（VB-4251）工事説明書1部・
オートガイドVB-855配線工事説

39

029 業務用 ナショナルミキサーお料理読本 松下電器産業株式会社
第四事業部

松下電器産業株式会社第
四事業部

40

030 一般用 ナショナル光線式自動報知器EL-11 松下電工株式会社 松下電工株式会社 頁間に回路部コピー1部挟まる 41

031 一般用 ナショナルパナトーク６ご愛用のし
おり

松下通信工業株式会
社・通信事業部

松下通信工業株式会社・
通信事業部

42

032 業務用 ナショナルテレビ　サービストラの
巻　巻７　トランジスタカラーテレ

松下電器産業株式会社
テレビ事業本部

松下電器産業株式会社テ
レビ事業本部

TK-120DUを中心としたサービス 43

1
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033 業務用 National　Panacolor　新技術　技術
紹介編　電子チューナーと電子選局
回路
National　Panacolor　技術講座　原
理回路編　垂直偏向回路
National　Panacolor　原理回路編
チューナー・映像中間周波AGC・映像
増幅回路
National　Panacolor　技術講座　修
理編　電源回路・音声回路
National　Panacolor　技術講座　修
理編　色度回路
National　Panacolor　技術講座　原
理回路編　垂直偏向回路
National　Panacolor　技術講座　原
理回路編　チューナー・映像中間周
波・AGC・映像増幅回路
National　Panacolor　技術講座　修
理編　水平偏向回路
National　Panacolor　技術講座　修
理編　電源回路・音声回路

松下電器産業株式会社
テレビ事業部

松下電器産業株式会社テ
レビ事業部

松下電器産業株式会社サービス
本部サービス部から原川電気店
ダイレクトメール封筒入り

44

034 業務用 ナショナルエアコン接続配管セット
説明書　CZ-IP26,36,46,56,76

松下電器産業株式会
社・エアコン事業部

松下電器産業株式会社・
エアコン事業部

据付工事説明書1部付き 45

035 業務用 VB-340D・VB-540形ボタン電話装置説
明書

2部 46

036 一般用 Nationalオーオーラジオタイマー
TE01ご使用説明書

松下電工株式会社 松下電工株式会社 47

037 ナショナルボタン電話ドアホン子機
VB-3362A工事説明書

松下通信工業株式会社 松下通信工業株式会社 追-5

東芝関係

038 業務用 東芝カラーテレビ接続図集　総合版
Ⅰ

東芝商事株式会社サー
ビス部

1974年9月 東芝商事株式会社サービ
ス部

「原川電気店」ゴム印あり 7

039 業務用 東芝ご販売店様用東芝カラーＴＶ代
表回路図集

東芝商事株式会社 東芝商事株式会社 3000円 8

040 業務用 東芝ボタン電話装置510S-D形工事・
技術説明書（１）

東京芝浦電気株式会社 東京芝浦電気株式会社 9

041 業務用 東芝ボタン電話装置820S-D形工事・
技術説明書（１）

東京芝浦電気株式会社 東京芝浦電気株式会社 10

042 業務用 TOSHIBA　SERVICE-GUIDE　ボタン電
話510S-D

東京芝浦電気株式会社
／電気通信事業部

東京芝浦電気株式会社／
電気通信事業部

表紙に「トーンリンガ音採用」
とあり

11

043 業務用 TOSHIBA　SERVICE-GUIDE　ボタン電
話820S-D

東京芝浦電気株式会社
／電気通信事業部

東京芝浦電気株式会社／
電気通信事業部

表紙に「業界初のＩＣ採用」と
あり

12

044 一般用 東芝インターテレホン　ITS-6・ITS-
12・ITS‐24・ITR-A・ITP-1取扱説明

13

045 一般用 東芝インターテレホン取扱説明書 東京芝浦電気株式会社 東京芝浦電気株式会社 7部 追-1

046 一般用 東芝トースターHTR-671C取扱説明書 東京芝浦電気株式会社 東京芝浦電気株式会社 追-2

日立製作所関係

047 業務用 日立ボタン電話HI-206-E説明書 日立製作所 欠 日立製作所 2部 67

048 業務用 日立ボタン電話装置HI-206-R説明書 日立製作所 1973年12月 日立製作所 3部 68

049 業務用 構内交換機電気図面関係 日立製作所戸塚工場 1957～1958年 日立製作所戸塚工場 フラットファイル綴り，青焼
き，メートル法適用通知文あり

69

050 業務用 AF-3形自動交換機三島市役所殿用 日立製作所戸塚工場 1957～1958年 日立製作所戸塚工場 フラットファイル綴り，青焼き 70

051 業務用 日立ボタン電話工事説明書（改訂
版）No　C-1446

日立製作所戸塚工場 1957～1958年 日立製作所戸塚工場 フラットファイル綴り，青焼き 71

052 業務用 認定申請書　AX2D有紐中継台　G-0A 1970年12月 日本電信電話公社宛，日立製作
所戸塚工場制作青焼き図付き

72

053 業務用 認定申請書　AX2D有紐中継台　G-0A 1970年12月 日立製作所戸塚工場 青焼き 73

日本電気関係

054 業務用 LS式80回戦自動交換装置説明書 日本電気株式会社有線
工業部第二技術部

1958年9～10月 日本電気株式会社有線工
業部第二技術部

「国産電機株式会社殿」にファ
イリング，青焼き含む

48

055 業務用 LS式80回戦自動交換装置回路図 日本電気株式会社有線
工業部第二技術部

1930～60年代原図 日本電気株式会社有線工
業部第二技術部

「国産電機株式会社殿」にファ
イリング，青焼き含む

49

056 業務用 LS式80回戦自動交換装置回路図申請
用図面

日本電気株式会社有線
工業部第二技術部

1930～60年代原図 日本電気株式会社有線工
業部第二技術部

「国産電機株式会社殿」にファ
イリング，青焼き含む，２部あ

50

057 業務用 局線回路機器群等増設用品構造実施
回路図

日本電気株式会社有線
工業部第二技術部

1950～60年代原図 日本電気株式会社有線工
業部第二技術部

「国産電機株式会社殿」にファ
イリング，青焼き含む

51

058 業務用 B6号CNコネクタ回路および布線 日本電気株式会社 1960年代原図 日本電気株式会社 ファイリング，青焼き含む，中
に日立製作所戸塚工場作図のAF-
3形自動式構内交換機一色青図が
挟まる

52

059 業務用 26-NEコンネクタ増設天火図面 日本電気株式会社 1960年代原図 日本電気株式会社 「国産電機株式会社殿」にファ
イリング，青焼き含む，3部あり

53

060 業務用 NECメッセージホンS-230機器説明書 日本電気株式会社 日本電気株式会社 接続系統図2部付き，「型式認定
用申請書類在中」NECの封筒にあ

54

SONY関係

061 業務用 トリニトロンカラーテレビ調整と修
理Dコース

ソニーサービス教室 欠 ソニーサービス教室 74

062 業務用 販売店用　ソニー・マイクロ・テレ
ビ・5-303セールス講習会テキスト

ソニー商事株式会社業
務部販売促進課

1962年 ソニー商事株式会社業務
部販売促進課

セールスポイントや売り口上が
書かれている。

75

063 業務用 ソニー製品サービスガイド他 1974～1975年 綴じ紐で一括，主にテレビ・ラ
ジオ・レコードプレーヤー・ア
ンプ・チューナー

76

064 業務用 18型トリニトロンカラーテレビ回路
図集「２」

ソニー株式会社テレビ
事業部・関連技術部

1977年7月30日 ソニー株式会社テレビ事
業部・関連技術部

77

065 業務用 6‐16型トリニトロンカラーテレビ回
路図集「3」

ソニー株式会社テレビ
事業部・関連技術部

1977年8月15日 ソニー株式会社テレビ事
業部・関連技術部

78
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066 業務用 13･14･16型トリニトロンカラーテレ
ビ回路図集「４」

ソニー株式会社テレ
ビ・ラジオ事業本部・
関連技術部

1978年9月30日 ソニー株式会社テレビ・
ラジオ事業本部・関連技
術部

頁間にソニーサービスステー
ション沼津が発行した本書の請
求明細書（￥1800）あり

79

067 一般用 ソニー無線マイク保証書　CRT-16 ソニー株式会社 昭和 ソニー株式会社 未使用 80

大興電機製作所関係

068 業務用 携帯用P.B.X.ダイヤル試験器 株式会社大興電機製作
所

1957年 株式会社大興電機製作所 青焼き 81

069 業務用 ７回線１号A共電式構内交換機 株式会社大興電機製作
所

1962年6月 株式会社大興電機製作所 構内電話用 82

070 業務用 P1号A電源装置説明書 株式会社大興電機製作
所

欠 株式会社大興電機製作所 構内電話用 83

071 業務用 P1号A電源装置説明書 株式会社大興電機製作
所

欠 株式会社大興電機製作所 構内電話用，上記と内容相違す
る。

84

明星電気関係

072 一般用 30回戦無紐共電式構内交換機　交換
の手引き

明星電気株式会社 明星電気株式会社 55

073 業務用 10回戦無紐共電式構内交換機説明書
T47-58　第1版

明星電気株式会社 1966年5月 明星電気株式会社 56

074 業務用 10回戦無紐共電式構内交換機説明書
T47-166　第1版

明星電気株式会社 1967年12月 明星電気株式会社 2冊あり 57

日本通信工業関係

075 業務用 １号ボタン電話装置説明書 日本通信工業株式会社 日本通信工業株式会社 58

076 業務用 ２号ボタン電話装置説明書 日本通信工業株式会社 日本通信工業株式会社 59

077 業務用 日通工グループホンGP２形説明書 日本通信工業株式会社 日本通信工業株式会社 60

岩崎通信機株式会社

078 業務用 簡易交換電話装置取扱説明書 岩崎通信機株式会社 1959年11月 岩崎通信機株式会社 85

079 業務用 サービステレホン多数電話接続装置
説明書

岩崎通信機株式会社 1960年7月 岩崎通信機株式会社 86

080 業務用 岩通ボタン電話装置ビジネステレホ
ンBT-510-F説明書

岩崎通信機株式会社 欠 岩崎通信機株式会社 87

コロンビア

081 コロムビアサファイヤー針の取り替
えについての説明

日本コロンビア株式会
社

日本コロンビア株式会社 追-6

082 コロムビアサファイヤー針JN-33C，
JN-78Cの説明書

日本コロンビア株式会
社

日本コロンビア株式会社 追-7

083 業務用 カラーテレビ　SCHEMATIC　DIAGRAM 日本コロンビア 欠 日本コロンビア 93

日置電機株式会社

084 業務用 テスターL-55FET取扱説明書 日置電機株式会社 日置電機株式会社 追-8

085 業務用 テスターAF-105取扱説明書 日置電機株式会社 日置電機株式会社 追-9

086 業務用 テスター各種パンフレット 日置電機株式会社 日置電機株式会社 追-10

SHARP関係

087 業務用 SHARPカラーテレビ配線図集　Vol.2 1971年頃 シャープ株式会社テレビ
事業部品質管理センター

昭和45年８月～46年11月発売カ
ラーテレビ分，シャープサービ
ス体制のご案内パンフレット1部
挟まる

5

088 業務用 SHARPカラーテレビ配線図集　Vol.4 1972年頃 シャープ株式会社テレビ
事業部品質管理センター

昭和48年１月～47年10月発売カ
ラーテレビ分

6

富士電機関係

089 業務用 漏電しゃ断器技術資料 富士電機製造株式会社 欠 富士電機製造株式会社 65

090 業務用 某工場警報装置関係図面 富士通信機製造株式会
社

1957年 富士通信機製造株式会社 青焼き 66

パイオニア株式会社

091 業務用 自営用品認定申請書　アンサホンAF-
61型・自営用品認定申請書　アンサ
ホンAF-61A型・公衆電気通信設備自
営用品認定申請書2通

パイオニア株式会社 （昭和42年以降） パイオニア株式会社 封筒入り，申請書は未使用 88

092 業務用 自営用品認定説明書　アンサホンAF-
61型他一般向け使用説明書等

パイオニア株式会社 （昭和42年以降） パイオニア株式会社 委任状とともに一括封筒に在中 89

沖電気関係

093 業務用 32号共電式構内交換機 沖電気工業株式会社 1982年 沖電気工業株式会社 構内電話回路図他，フラット
ファイル綴り

64

春日無線工業株式会社

094 業務用 75mmオッシロスコープ・キット 春日無線工業株式会社 欠 春日無線工業株式会社 2部 90

三幸商事株式会社

095 業務用 オールコアドリル　カタログ 三幸商事株式会社 欠 三幸商事株式会社 91

株式会社高文

096 業務用 タカブンの電気通信工事用品 株式会社高文 1978年8月 株式会社高文 92

三和電気計器株式会社

097 業務用 トランジスタ式自動絶縁抵抗計取扱
説明書

三和電気計器株式会社 1970年10月 三和電気計器株式会社 94

永倉精麦株式会社

098 業務用 受電所機械器具操置図 原川秀夫 欠 青焼き，電気工事士試験に伴う
講習会受講申込書クリップ止め

97

電気音響株式会社

099 一般用 A.C.アダプターFORPT-18取扱説明書 電気音響株式会社 電気音響株式会社 追-11

日本電波工業株式会社技術部

100 一般用 NA-1型ノイズレスアンテナ使用説明
書

日本電波工業株式会社
技術部

日本電波工業株式会社技
術部

追-12

日本電信電話公社関係

101 業務用 AF形自動式構内交換装置建設工法
第１版

建設局工法課 1966年9月27日 建設局工法課 電建法第183号 61

102 業務用 新形構内交換機の概要および操作方
法

運用局長 1966年11月17日 運用局長 日本電信電話公社報別冊電一話
第16号

62

3
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103 業務用 加入電話等附属設備自営（変更）届
書兼認定審査申請書・付属施設等竣
工検査請求書・委任状・接続系統図

「日本電信電話公社電話局御
中」の封筒に在中

63

NHK関係

104 業務用 NHKテレビジョン技術教科書（上） 日本放送協会編 1970年4月15日 日本放送出版協会 1

105 業務用 NHKテレビジョン技術教科書（下） 日本放送協会編 1971年5月20日 日本放送出版協会 2

106 業務用 NHK技能講座テレビジョン技術 日本放送協会編 1975年4月1日 日本放送出版協会 3

107 一般用 グラフNHK臨時増刊紅白歌合戦特集 日本放送協会編 1974年12月15日 日本放送出版協会 4

社団法人PBX設備協会

108 業務用 標準保存料金表（月額） 社団法人PBX設備協会
東海支部

1958年9月 社団法人PBX設備協会東海
支部

95

社団法人日本電気協会

109 業務用 電力活用近代化の診断指針 電気使用合理化全国連
絡委員会

1973年3月10日 社団法人日本電気協会 96

電気関係一般図書

110 業務用 RCA　RECEIVING　TUBE　MANUAL RCA 1937年 RCA　MANUFACTURING.CO 電球もしくは真空管の英文技術 98

111 業務用 構内交換電話標準実施方法[暫定版]
特殊実施方法

日本電信電話公社 1953年5月25日 日本電信電話公社 99

112 業務用 構内交換電話設備等の技術基準に関
する規則の事務処理要領

1963年11月28日 日本電信電話公社報『電管』抜
刷

100

113 業務用 電気用品取締法解釈例規集 通商産業省公益次行局
施設課監修

1966年11月25日 第一法規出版株式会社 加除式 101

114 業務用 加入電話等の附属設備の技術基準に
関する規則の事務処理要領等

1967年3月15日 日本電信電話公社報『電管』抜
刷

102

115 業務用 電気事業法にもとづく技術基準関係
法令集

通商産業省公益次行局
施設課監修

1968年10月1日 第一法規出版株式会社 加除式 103

116 業務用 TTLアプリケーションマニアル テキサスインスツルメ
ンツアジアリミテッド

1974年1月15日 テキサスインスツルメン
ツアジアリミテッド

104

117 業務用 電気基礎講座６　プログラム学習に
よる基礎電子工学[電子回路編Ⅱ]

松下電器工学院 1976年6月1日 松下電器産業株式会社 105

静岡県電器組合関係

118 業務用 規約・運営雑則・組合員名簿 静岡県電器小売商業組
合三島支部

1968年版 静岡県電器小売商業組合
三島支部

109

119 一般用 季節料理とお菓子 静岡ガス料理講習会 欠 静岡ガス料理講習会 110

120 業務用 講習会準備おねがいの件 静岡県電器小売商業組
合

1971年8月30日 静岡県電器小売商業組合 三島支部長宛，封筒入り（封筒
宛名　原川秀夫），アンテナ技
能講習会の件

111

121 業務用 商工組合設立規約規程及定款案 静岡県ラジオテレビ電
気商組合連合会

1960年２月 静岡県ラジオテレビ電気
商組合連合会

112

122 業務用 通商産業大臣認定家庭用電子機器修
理技術者試験合格証

財団法人電波技術協会 1983年9月16日 財団法人電波技術協会 113

123 業務用 家庭用電子機器修理技術者講習テキ 財団法人電波技術協会 1981年 財団法人電波技術協会 封筒入り 114

メーカー名不詳

124 業務用 カラーテレビ印刷基板スルーホール
ピン修理用キット

欠 欠 欠 FU・カートリッジ式18・20・22
形用

106

125 業務用 筐体内部見取り図 欠 欠 欠 107

126 業務用 基礎学理 欠 欠 欠 カラーテレビ修理技術の試験問 108

127 業務用 短縮番号票 欠 欠 欠 未使用2部，クリアファイル入り 追-13

個人

128 業務用 職業能力手帳 厚生省 1939年3月30日 三島職業紹介所長 128

129 一般用 モノクロ写真紙焼き 1葉，店舗正面を夜間に撮影 131

130 一般用 東京都区分地図 株式会社国際地学協会 1973年8月 株式会社国際地学協会 200円 追-14
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