
1円 75銭 60銭 50銭 40銭 35銭 30銭 25銭 20銭

新花井楼 江戸町1-24 張見世 15

一秀楼 江戸町1-10 張見世 8

高花井楼 江戸町1-25 張見世 9

龍萬楼 江戸町1-26 張見世 8

彦多楼 江戸町1-20 大見世 18

大文字楼 江戸町1-16 大見世 16

幸大黒楼 江戸町1-26 張見世 8

喜久家 江戸町1-26 張見世 6

市野楼 江戸町1-26 張見世 13

勝中米楼 江戸町1-34 張見世 17

音花井楼 江戸町1-34 張見世 16

福田楼 江戸町1-29 張見世 11

梶田楼 江戸町1-31 張見世 1 8

福鈴木楼 江戸町1-34 張見世 14

福来楼 江戸町1-34 張見世 20

中松大黒楼 江戸町1-32 張見世 1 15

玉三河楼 江戸町2-3 張見世 10

玉花井楼 江戸町2-20 張見世 11

勝本楼 江戸町2-20 張見世 5

吉稲辨楼 江戸町1-34 張見世 14

武蔵楼 江戸町2-5 張見世 12

萬花楼 江戸町2-7 中見世 19

八幡楼 江戸町2-21 張見世 1 8 10

久花井楼 江戸町2-20 張見世 15

住吉楼 江戸町2-10 張見世 23

龍ヶ崎楼 江戸町2-12 張見世 28

杉戸楼 江戸町2-25 張見世 3 9 14

中花井楼 江戸町2-24 張見世 13

亀甲楼 江戸町2-15 張見世 12

松海老楼 江戸町2-16 張見世 15

玉楼 江戸町2-29 張見世 4 7

一円楼 江戸町2-28 張見世 11

助小松楼 江戸町2-14 張見世 11

福住吉楼 江戸町2-12 張見世 12

鶴吉楼 江戸町2-32 張見世 14 22

花井楼 江戸町2-31 張見世 25

之小松楼 江戸町2-4 張見世 4

松中米楼 江戸町2-2 張見世 21

濱名楼 江戸町2-18 張見世 8

千成楼 江戸町2-33 張見世 8

藤吉楼 江戸町2-1 張見世 9

徳花井楼 江戸町2-2 張見世 14

萬字楼 江戸町2-14 張見世 15

松見楼 江戸町2-18 張見世 5

大阪楼 江戸町2-3 張見世 13

金花楼 江戸町2-6 張見世 15

娼妓揚代
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新龍ヶ崎楼 江戸町2-11 張見世 12

文河内楼 江戸町2-13 張見世 10

泰中米楼 江戸町2-8 張見世 19

品川楼 揚屋町17 大見世 5

京花井楼 揚屋町5 張見世 1 9

増井楼 江戸町2-10 張見世 8

萬喜楼 揚屋町20 張見世 12

西中楼 揚屋町20 張見世 8

平大黒楼 揚屋町10 張見世 19

中稲辨楼 揚屋町9 張見世 20

新藤本楼 揚屋町22 張見世 10

西岡楼 揚屋町22 張見世 14

桝河内楼 揚屋町14 張見世 19

成八幡楼 揚屋町12 張見世 20

寶來楼 揚屋町25 中見世 24

伊勢楼 揚屋町26 張見世 13

澤稲辨楼 揚屋町14 張見世 13

金中米楼 揚屋町14 張見世 15

玉寶來楼 揚屋町30 張見世 20

菊稲辨楼 揚屋町30 張見世 18

山田楼 揚屋町15 張見世 18

尾張楼 揚屋町15 張見世 12

定河内楼 揚屋町30 張見世 24

新松大黒楼 揚屋町31 張見世 16

梅萬楼 揚屋町31 張見世 23

小川楼 揚屋町31 張見世 18

高野楼 角町2 張見世 12

山河内楼 角町4 張見世 16

相泉楼 角町22 中見世 14

稲本楼 角町20 大見世 24

新稲辨楼 角町5 張見世 30

新松金楼 角町8 張見世 2 16

辰稲辨楼 角町25 張見世 16

相忠楼 角町24 張見世 17

二桝楼 角町9 張見世 16

正中米楼 角町10 張見世 16

蔦稲辨楼 角町26 張見世 14

徳稲辨楼 角町25 張見世 11

亀稲辨楼 角町25 張見世 14

廣島楼 角町12 張見世 12

長泉楼 角町13 張見世 8

新川楼 角町29 張見世 25

福大和楼 角町27 張見世 10

寶楼 角町16 張見世 20

大黒楼 角町17 張見世 8

越川楼 角町33 張見世 18

松岡楼 角町31 張見世 16

玉河内楼 角町35 張見世 24

稲辨楼 京町1-17 張見世 18 13

角海老楼 京町1-2 大見世 28

新相泉楼 角町34 張見世 19

新萬楼 京町1-18 張見世 1 4 22



三井楼 京町1-20 張見世 4 13

新福岡楼 京町1-6 張見世 9 7 6

相萬楼 京町1-4 張見世 6 18

兵大黒楼 京町1-23 張見世 20

新寶來楼 京町1-25 張見世 12

松山楼 京町1-8 張見世 13

豊松楼 京町1-7 張見世 21

稲毛楼 京町1-25 張見世 15

江戸楼 京町1-27 張見世 13

萬年楼 京町1-10 張見世 19

藤本楼 京町1-9 張見世 3 13 3

新岡本楼 京町1-27 張見世 14

松尾楼 京町1-20 張見世 12

三河楼 京町1-12 張見世 11

北越楼 京町1-11 張見世 18

川松金楼 京町1-14 張見世 21

金萬楼 京町1-13 張見世 14

仙稲辨楼 京町1-14 張見世 17

松本楼 京町2-4 張見世 7

野村楼 京町2-6 大見世 14

松大黒楼 京町2-26 張見世 1 10 11

安尾張楼 京町2-25 張見世 5 15

松金楼 京町2-8 張見世 22 1 9

千中米楼 京町2-14 張見世 14 7

初萬楼 京町2-28 張見世 10

吉田楼 京町2-27 張見世 20

河内楼 京町2-16 張見世 34 6

元東楼 京町2-18 張見世 13

下竹楼 京町2-30 張見世 12

備中楼 京町2-29 張見世 17

兼中米楼 京町2-19 張見世 19

新中米楼 京町2-19 張見世 16

中米楼 京町2-34 大見世 19 16

若竹楼 京町2-31 張見世 7 9

金寶來楼 京町2-21 張見世 17

新東楼 京町2-39 張見世 21

辰小松楼 京町2-37 張見世 19

角尾張楼 京町2-35 張見世 6 14

合計（2,201人） 124 74 13 75 49 69 238 1552 7

吉原細見より作成 6% 3% 1% 3% 2% 3% 11% 71% 0%

ネオン街ファイル131116


