（2018年6月8日更新）
書

番号

名

シリーズ

215 藍浦邑城

刊行年

発行所

価格（本体）

2003 公州大学校博物館 保寧市

¥2,800

34

醴泉清福里遺蹟

学術調査報告第１４冊

2010

¥1,800

22

醴水東本里遺蹟

学術調査報告第４１冊

2004 慶尚北道文化財研究院

¥1,800

4

蔚山夫谷洞１１２－１遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第６３冊

20

蔚山茶雲洞

蔚山文化財研究院学術調査
2009
報告第７２冊

5

蔚山禾山里温谷遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第３８冊

¥1,000

慶南発展研究院歴史文化
調査研究報告書 第６６冊

2008 慶南発展研究院 歴史文化

¥4,000

聖林文化財研究院 学術調
査報告 第５９・６０冊

2011 聖林文化財研究院

¥2,500

聖林文化財研究院学術調査
2007 聖林文化財研究院
報告第１１冊

¥8,000

158 馬山鎮東遺蹟 Ⅰ
207

浦項大谷里青銅器時代聚落遺跡 慶州羅山里朝鮮時代
堤防遺蹟

R226 浦項大覚里遺蹟ー住居址・木槨墓・土壙墓ー

¥2,000
¥800

浦項市慶尚北道文化財研究
院

244 浦項鶴川里遺蹟発掘調査報告書 Ⅰ（本文Ⅰ）

学術調査報告第２４冊

2002

205 蔚山 倉坪洞遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告 第５４冊

2003 嶺南文化財研究院

¥4,500

206 蔚山 龍岩里 遺蹟

学術調査報告 ４８冊

2012

¥3,500

1

¥1,000

195 蔚山梅谷洞新基遺蹟 Ⅲ

蔚山文化財研究院 学術調
査報告 第４０冊

2007 蔚山文化財研究院

¥2,500

210 蔚山雲化里古墳群

蔚山文化財研究院学術調査
2008 蔚山文化財研究院
報告第６０冊

¥9,000

84

蔚山江東山下地區都市開発事業地區文化遺蹟地表調査
学術調査報告書第１５２冊
結果報告書

2004 韓国文化財保護財団

¥1,500

161 蔚山達川遺蹟 １次 発掘調査

蔚山文化財研究院 学術調
査報告 第５２冊

2008 蔚山文化財研究院

¥800

232 蔚山中山洞１３９遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2009 蔚山文化財研究院
報告第６９冊

¥1,500

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第６５冊

¥1,800

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第165冊

¥5,000

R216 蔚山中山洞７１５－１番地遺蹟
237 漆谷 鶴下里 粉青沙器窯址 Ⅲ
64

漆谷鶴下里粉靑沙器窯址 Ⅰ

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第１６５冊

¥6,000

46

益山 遺蹟

湖南文化財研究院試掘調査
2002 湖南文化財研究院
報告第２冊

¥2,000

江陵大学校博物館学術叢書
江原道・原州市 江陵大学校
2001
３０冊
博物館

¥3,500

忠清文化財研究院文化遺跡
2010 忠清文化財研究院
調査報告第１１１輯

¥6,000

学術調査研究叢書 第２４輯 2004 統營市 慶南文化財研究院

¥1,500

214 江原監営
R219 大田原新興洞 遺蹟
171 統營城址内 西鋪樓 一圓 地表調査
7

固城薪田里民墓群

学術調査研究叢書第２９輯

2

2004

韓国道路公社慶南文化財研
究院

¥2,800

38

龜尾文星里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2008 嶺南文化財研究院
報告第１４９冊

¥3,000

11

咸安漆原邑道路開設區間内漆原邑城

学術調査研究叢書第４５輯

¥5,000

44

聞慶矛田洞遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第６８冊

¥2,500

242 牙山 鳴岩里遺蹟

遺蹟調査報告７７冊

¥5,000

170 巨齋鵝洲洞古墳群 昌原新方里遺蹟

学術調査研究叢書 第６７輯 2008 慶南文化財研究院

234 清進６地区 遺蹟 Ⅰ 全２冊
R203 金泉城内洞古墳群
13

金海餘來里遺蹟

173

金海後浦瓦窯址 大邱－釜山間（慶南区間）高速道路建
設区間内

2006 咸安郡慶南文化財研究院

2011

2007

¥2,000
¥6,000

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第１１９冊
2009

¥2,500
¥12,000

韓国道路公社 慶南文化財
研究院

¥1,500

169 金海邑城 北門址

学術調査研究叢書 第７６輯 2009 金海市 慶南文化財研究院

¥3,000

群山屯栗遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院韓国土地
2006
報告第６９冊
公社

¥2,800

236 慶山 新垈里 ６７０番地 遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第164冊

¥4,000

199 慶山 西部里 ４５１番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告 第１８６冊

¥7,000

47

学術調査研究叢書 第４３輯 2005

3

2011 嶺南文化財研究院

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第９５冊

¥3,800

聖林文化財研究院 学術調
査報告第１７冊

2008 聖林文化財研究院

¥2,000

慶山雁村里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第１４１冊

¥1,800

R208 慶山三省里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第９４冊

¥1,800
¥5,000

67

慶山佳野里遺蹟

R210 慶山雁村里 Ⅱ 遺蹟
39

35

慶山新閒里聚落遺蹟

学術調査報告第８３冊

82

慶山新垡・夫迪朝鮮墓群

聖林文化財研究院学術調査
2008 聖林文化財研究院
報告第２５冊

¥7,000

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第１３６冊

¥4,500

嶺南文化財研究院学術調査
2011 嶺南文化財研究院
報告第１９０冊

¥7,000

学術調査報告第１１５冊

¥1,500

R207 慶山束草里遺蹟
211 慶山玉山洞３００番地遺蹟
R225 慶山堂谷里４４７番地遺蹟
177 慶山堂谷里遺蹟
R206 慶山林堂洞建物址遺蹟
59

慶山巳洞遺蹟

235 慶州 石渓里 青銅器時代 生活遺蹟

2007 慶尚北道文化財研究院

2008 慶尚北道文化財研究院

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第１３１冊

¥400

嶺南文化財研究院学術調査
2008 嶺南文化財研究院
報告第１５３冊

¥9,000

韓国文化財保護財団韓国土
地公社

学術調査報告第１９７冊

2008

聖林文化財研究院 学術調
査報告 第６１冊

2011 聖林文化財研究院

4

¥4,000
¥4,000

166 慶州 花川里遺蹟 発掘調査

嶺南文化財研究院 現場説
明会資料 ４７

2010 嶺南文化財研究院

¥400

184 慶州 花川里遺蹟 発掘調査

嶺南文化財研究院 現場説
明会資料 ４７

2010 嶺南文化財研究院

¥400

233 慶州市文化遺蹟地表調査報告書

1996

嶺南埋蔵文化財研究院 慶
州市

¥1,800

聖林文化財研究院学術調査
2011 聖林文化財研究院
報告第５７冊

¥3,000

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告第１９３冊

¥1,000

R205 慶州皇吾洞１１８－６番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第５９冊

¥2,000

R212 慶州龍江洞青銅器時代集落遺蹟

聖林文化財研究院 学術調
査報告第３２冊

¥9,000

66

慶州光明洞青銅器時代集落遺蹟

162 慶州錫杖洞９３８番地遺蹟

2009 聖林文化財研究院

忠清文化財研究院文化遺蹟
2004 忠清文化財研究院公州市庁
発掘調査報告第３５輯

¥2,400

R180 公州新影里 遺蹟

忠清埋蔵文化財研究院 文
化遺蹟調査報告第４２－１
輯

¥6,000

R220 公州花井里遺蹟

忠清埋蔵文化財研究院天
忠清埋蔵文化財研究院文化
2003 安ー論山間高速道路株式会
遺跡調査報告第３０輯
社

¥3,000

忠清文化財研究院文化遺蹟
2005 忠清文化財研究院
調査報告第４１輯

¥2,500

75

76

公州牛禁峙遺蹟

洪城長尺里・湘井里遺蹟

R213 高陽食寺洞遺蹟

学術調査報告第１１９冊

208 高麗後期墓誌銘

2005 忠清文化財研究院

2010

京畿文化財団京畿文化財研
究院

¥4,000
¥4,000

5

209 高麗武人執權期墓誌銘

¥3,500
湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院韓国土地
2010
報告第１２９冊
住宅公社濟州地域本部

¥4,500

202 済州三和 ナ地域遺蹟

湖南文化財研究院 学術調
査報告 第１２８冊

2010

¥4,500

197 順天 仙厳寺

馬韓文化研究院叢書 ２０

2007 順天市 馬韓文化研究院

238 尚州 伏龍洞 ２３０－３番地遺蹟 Ⅱ

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第156冊

¥6,000

尚州伏龍洞１０－４番地遺蹟 Ⅱ

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第１６０冊

¥6,000

60

79

濟州三和 地域遺蹟 Ⅲ區域

168 尚州邑城 官衙址 発掘調査
R224 瑞山余美里墳墓群
18

全州中華山洞土廣墓

1

大旭水洞１０８－２番地遺蹟

198 大邱 屯山洞 ８５３番地遺蹟
68

大邱旭水洞生活遺蹟

204 大邱上仁洞１７１－１番地遺蹟

嶺南文化財研究院 現場説
明会資料

湖南文化財研究院 韓国土
地・住宅公社 済州地域本部

¥800

2011 嶺南文化財研究院

¥200

忠清文化財研究院文化遺跡
2005 忠清文化財研究院
発掘調査報告第４０－２輯

¥5,000

遺蹟調査報告第１７冊

2008

¥1,500

2009 嶺南文化財研究院

¥1,500

嶺南文化財研究院 学術調
査報告 第１４７冊

2008 嶺南文化財研究院

¥2,500

学術調査報告第４５冊

2004 嶺南大学校博物館

¥7,000

嶺南文化財研究院 学術調
査報告 第１１５冊

2006 嶺南文化財研究院

¥2,000

6

108 大邱上仁洞８７番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2008 嶺南文化財研究院
報告第１４４冊

¥2,000

167 大邱泛魚洞３７９番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告 第１４６冊

¥2,000

2008 嶺南文化財研究院

203

大邱－浦項間 高速道路 新設区間 文化遺蹟発掘調査
学術調査報告 第１６冊
報告書

87

大邱大泉洞４９７－２番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2008 嶺南文化財研究院
報告第１４２冊

¥1,000

156 大邱角山洞９１２－６番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2008 嶺南文化財研究院
報告第１４５冊

¥3,500

2002

慶尚北道文化財研究院 韓
国道路公社

¥7,000

80

大邱三徳洞遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告第１９６冊

¥8,000

85

大邱時至地區生活遺蹟Ⅲ

嶺南文化財研究院学術調査
嶺南文化財研究院大邱廣域
2000
報告第２５冊
市都市開発公社

¥5,000

50

大邱時至地區生活遺蹟Ⅱ

嶺南文化財研究院学術調査
嶺南文化財研究院大邱廣域
2000
報告第２１冊
市都市開発公社

¥3,500

3

大邱時至地區生活遺蹟Ⅳ

2000 嶺南文化財研究院

¥2,000

212 大邱時至地区生活遺蹟 Ⅰ

嶺南埋蔵文化財研究院学術
嶺南埋蔵文化財研究院大邱
1999
調査報告第１５冊
広域市都市開発公社

¥8,000

107 大邱時至洞６０－１番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第６７冊

¥1,500

嶺南文化財研究院学術調査
2013 嶺南文化財研究院
報告第２０５冊

¥15,000

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告第１９７冊

¥3,000

R223 大邱時至地區古墳群Ⅱ－４
218 大邱梨泉洞３０８－１番地遺蹟

7

27

大邱斗山洞窟６２１番地遺蹟

学術調査報告第９４冊

2

大邱東川洞聚落遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第43冊

¥3,500

83

大邱東湖洞１８１番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告第１９２冊

¥7,000

R202 大邱鳳舞洞遺蹟 Ⅰ

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第１６３冊

¥6,000

R332 大邱蓮湖洞墳墓群

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第52冊

¥2,000

2008 慶尚北道文化財研究院

¥2,000

55

高興寒東遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院益山地方
2006
報告第６６冊
国土管理庁

¥4,000

26

高興新陽遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
2006 湖南文化財研究院
報告第７４冊

¥4,000

湖南文化財研究院 学術調
査報告 第６５冊

¥2,500

160 高興訪士遺蹟

2006

湖南文化財研究院 益山地
方国土管理庁

42

高敞 遺蹟地表調査報告

湖南文化財研究院学術調査
2001 湖南文化財研究院高敞郡
報告第２冊

¥6,000

36

高敞龍渓里窯址

湖南文化財研究院学術調査
2008 湖南文化財研究院
報告第１１３冊

¥6,500

29

高霊古衙里１７０遺蹟

大東文化財研究院学術調査
2009 大東文化財研究院
報告第８輯

¥3,000

R214 扶餘石木里羅城遺蹟

忠清文化財研究院文化遺跡
2009 忠清文化財研究院
発掘調査報告第１０３輯

¥4,500

R215 扶餘雙北里

忠清文化財研究院文化遺跡
2008 忠清文化財研究院
発掘調査報告第８３輯

¥7,000

遺蹟

8

忠清埋蔵文化財研究院文化
忠淸埋蔵文化財研究院大田
2002
遺蹟調査報告第２８輯
地方国土管理庁

¥5,000

R167 扶餘井洞里遺蹟

忠清文化財研究院文化遺跡
忠淸文化財研究院大田地方
2005
調査報告３９輯
国土管理庁

¥10,000

R217 扶餘羅福里 ・石隅里・元門里遺蹟

忠清文化財研究院文化遺跡
2008 忠清文化財研究院
調査報告第６３輯

¥7,000

湖南文化財研究院 学術調
査報告 第２２冊

¥3,000

65

扶餘正覺里 遺蹟

201 潭陽 城山里遺蹟

2004 湖南文化財研究院

31

長城大徳里・安平里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院韓国道路
2006
報告第６７冊
公社

¥2,500

30

天安清堂洞 遺蹟

忠清文化財研究院文化遺蹟
2011 忠清文化財研究院
調査報告第１１７輯

¥3,000

忠清文化財研究院文化遺跡
2008 忠清文化財研究院
発掘調査報告第７２輯

¥2,500

R222 天安星井洞遺蹟
193 傳烏井寺址発掘調査

嶺南文化財研究院 現場説
明会資料 ４９

2011 嶺南文化財研究院

¥800

41

天安云田里遺蹟

忠清文化財研究院文化遺跡
忠清文化財研究院大田地方
2004
調査報告第３８輯
国土管理庁

¥8,000

12

統制營運籌堂址

学術調査研究叢書第４輯

¥2,000

R218 達城鋤齊里遺蹟

2000 統營市慶南文化財研究院

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第１２２冊

¥2,200

56

尚州伏龍洞１０－４番地遺蹟Ⅰ

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第１６０冊

¥5,000

49

永川銀海寺居組庵

学術調査報告第８２冊

¥2,500

9

2007 慶尚北道文化財研究院

33

長興葛頭遺蹟 Ⅰ

200 襄陽 石城山城
R166 華寧殿典祠廳址発掘調査報告書
63

聖林考古論叢

R221 春川牛頭洞遺蹟 Ⅰ

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院韓国水資
2006
報告第６２冊
源公社

¥8,000

江原文化財研究所 学術叢
書 ８５冊

2008 江原文化財研究所 襄陽郡

¥3,000

学術調査報告第４冊

2000

創刊號

2009 聖林文化財研究院

¥2,800

江原文化財研究所学術叢書
2011 江原文化財研究所
１１２冊

¥12,000

京畿文化財団附設畿甸文化
財研究院水原市

¥1,800

86

春川獐鶴里Ⅰ遺蹟

江原文化財研究所学術叢書
2011 江原文化財研究所
１１４冊

¥4,500

10

東萊鳴藏洞遺蹟

学術調査研究叢書第３8輯

¥2,500

R204 光州飛鴉遺蹟
213 光州東林洞遺蹟Ⅱ
62

光州龍岡・龍谷・金谷遺蹟

219 文化遺蹟 発掘調査 報告書
61

文化遺蹟発掘調査報告書

2005 慶南文化財研究院

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院益山地方
2007
報告第９０冊
国土管理庁

¥5,000

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院大韓住宅
2007
報告第８１冊
公社

¥5,000

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院光州廣域
2009
報告第１１７冊
市

¥4,000

東亜細亜文化財研究院 発
掘調査 報告書 第５輯

¥2,500

2006

東亜細亜文化財研究院 昌
寧郡

国立濟州博物館学術叢書第
2007 国立濟州博物館濟州税務署
５冊

165 文化財 地表調査 報告書

2004 嶺南文化財研究院

10

¥2,000
¥500

192 任實望月村遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院 益山地
2008
報告第１１２冊
方国土管理庁

¥6,000

192 任實望月村遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院 益山地
2008
報告第１１２冊
方国土管理庁

¥6,000

2009

¥5,000

学術調査研究叢書 第１９輯 2003 昌原市 慶南文化財研究院

¥2,000

遺蹟調査報告第４６冊

2010

¥3,500

発掘調査報告第１９１冊

2012 中央文化財研究院

¥9,000

2007 慶南考古学研究所

¥9,000

194 昌寧 社倉里 遺蹟
172 昌原 進禮山城
17

益山富坪遺蹟

217 湖南高速鉄道 建設区間（論山）内遺蹟
58

密陽貴明里三国時代(全２冊）

三国時代（１）

15

密陽希谷遺蹟

慶南発展研究院歴史文化調
2007 慶南発展研究院歴史文化
査研究報告書第６２冊

¥3,000

164 安養冠陽洞先史遺蹟 発掘調査 報告書

学術調査報告 第２３冊

京畿文化財団 附設 畿甸文
2002 化財研究院 韓国水資源公
社

163 康津三興里窯址 Ⅰ

湖南文化財研究院 学術調
査報告 第２７冊

2004

196 山清 斷俗寺址 発掘調査 報告書

国立昌原文化財研究所 学
術調査報告 第１６輯

2002 国立昌原文化財研究所

216 義城 山雲里 ７２８遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告第１９８冊

¥3,000

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院韓国道路
2007
報告第８５冊
公社

¥4,500

25

羅州永川遺蹟

11

湖南文化財研究院 農業基
盤公社 康津・莞島支社

¥1,800
¥4,000
¥1,800

43

羅州防築・上仍遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院益山地方
2006
報告第６４冊
国土管理庁

¥4,000

R211 龍仁新葛洞周溝土壙墓

学術調査報告第１２１冊

2010

京畿文化財団京畿文化財研
究院韓国鉄道施設公園

¥4,500

R209 龍仁深谷書院 Ⅱ

学術調査報告第１１４冊

2010

京畿文化財団京畿文化財研
究院龍仁市

¥1,500

6

梁山蓴池里遺蹟

慶南発展研究院歴史文化調
2005 韓国道路公社
査研究報告書第３４冊

¥3,000

81

梁山新基洞建物址昌寧橋下里遺蹟

慶南発展研究院歴史文化
調査研究報告書第４１冊

2006 慶南発展研究院歴史文化

¥4,000

45

霊厳月厳寺址

湖南文化財研究院学術調査
2006 湖南文化財研究院霊厳郡
報告第６１冊

¥1,500

Ｒ480 安城萬井里 신기(シンギ)遺蹟 本文 1

2009

¥7,000

Ｒ481 安城萬井里 신기(シンギ)遺蹟 本文 2

2009

¥7,000

2007 慶尚北道文化財研究院

¥5,500

Ｒ26 安東 造塔里寺址

学術調査報告第78冊

138 尉山 盤松里425-1遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2013 蔚山文化財研究院
報告第99冊

¥1,000

148 尉山楽泗洞平山遺蹟 Ⅱ

蔚山文化財研究院学術調査
2013 蔚山文化財研究院
報告第96冊

¥2,500

227 尉山屈火里長剣遺蹟 Ⅱ

尉山文化財研究院学術調査
2006 尉山文化財研究院
報告第３６冊

¥4,000

Ｒ83 井邑官清里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、全羅北
2006
報告第54冊
道

¥3,000

12

R297 井邑上坪洞遺蹟

遺蹟調査報告第6冊

2006 全北文化財研究院、井邑市

¥1,500

Ｒ351 井邑新月里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、全羅北
2005
報告第41冊
道

¥2,700

Ｒ404 井邑新綿遺蹟

学術調査叢書第１４０冊

湖南文化財研究院、益山地
方国土管理庁

¥6,000

R304 井邑通石里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
2004 湖南文化財研究院
報告書第20冊

Ｒ414 井邑萬壽里支石墓群

学術研究叢書第139冊

2010

R187 陰城上老里・泰生里遺蹟

発掘調査報告第197冊

2013 中央文化財研究院

¥4,500

学術調査報告第63冊

2006 畿甸文化財研究院

¥3,000

発掘調査報告第95冊

2006

Ｒ411 蔚山 華亭洞遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第9冊

2004 蔚山文化財研究院

¥2,700

Ｒ61 蔚山 上次里遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第8冊

2003 蔚山文化財研究院

¥1,300

Ｒ392 蔚山 新峴洞黄土田遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2003 蔚山文化財研究院
報告第7冊

¥4,500

Ｒ56 蔚山 聖安洞遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第4冊

2003 蔚山文化財研究院

¥2,000

110 蔚山 西河里 西河遺蹟

学術研究叢書第15輯

2006

128 烏山 水清洞遺蹟
R266

烏山葛串洞遺蹟 烏山한솔(ハンソル)地域住宅組合아파
트(アパート)新築敷地内

13

2011

湖南文化財研究院、益山地
方国土管理庁

中央文化財研究院・烏山ハン
ソル地域住宅組合

蔚山発展研究院文化財セン
ター

¥1,500
¥1,500

¥4,000

¥4,000

蔚山発展研究院文化財学術
2005 蔚山文化財研究院
研究報告書 第16冊

¥4,000

R285 蔚山 中山洞二化遺蹟

蔚山発展研究院文化財セン
ター学術研究叢書第6輯

2004

¥2,500

Ｒ407 蔚山 羅士里遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第5冊

2003 蔚山文化財研究院

¥1,620

Ｒ360 蔚山外光里貴旨遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2010 蔚山文化財研究院
報告第77冊

¥4,860

Ｒ412 蔚山栢川遺蹟 発掘調査報告書

蔚山文化財研究院学術調査
蔚山文化財研究院、蔚山広
2002
報告第1冊
域市

¥1,500

Ｒ33 蔚山弓根亭里遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第48冊

2007 蔚山文化財研究院

¥3,500

Ｒ383 蔚山屈火里생기들(センギドゥル)遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2008 蔚山文化財研究院
報告第57冊

¥2,000

Ｒ39 蔚山孝門洞栗洞遺跡Ⅱ（全２冊）

蔚山文化財研究院学術調査
2006 蔚山文化財研究院
報告第２８冊

¥12,000

Ｒ390 蔚山孝門洞竹田谷遺蹟 蔚山孝門洞遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2004 蔚山文化財研究院
報告第12冊

¥4,000

Ｒ57 蔚山孝門洞竹田谷遺蹟 蔚山孝門洞遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2004 蔚山文化財研究院
報告第12冊

¥5,500

Ｒ394 蔚山校洞里104遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第58冊

¥3,000

Ｒ379 蔚山校洞里192-37遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2009 蔚山文化財研究院
報告第62冊

¥6,000

Ｒ364 蔚山校洞里456遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2004 蔚山文化財研究院
報告第11冊

¥3,500

96

蔚山 泉谷洞遺蹟 (ナ地区)

14

蔚山発展研究院文化財セン
ター

2008 (財)蔚山文化財研究院

Ｒ08 蔚山校洞里73-2遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第56冊

2008 蔚山文化財研究院

¥1,500

Ｒ366 蔚山校洞里水南遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2007 蔚山文化財研究院
報告第41冊

¥1,800

R322 蔚山三亭里遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第44冊

2007 蔚山文化財研究院

¥4,500

Ｒ59 蔚山山下洞山陰遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2005 蔚山文化財研究院
報告第15冊

¥2,500

R333 蔚山山前里쇠골(スェゴル)遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第45冊

2007 蔚山文化財研究院

¥1,500

R131 蔚山蒋峴洞41-5遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2010 蔚山文化財研究院
報告第76冊

¥1,500

Ｒ420

蔚山上北遺蹟 -国道24号線(上北-彦陽間)発掘調査報告 韓国文化財保護財団学術調
韓国文化財保護財団、釜山
2004
査報告154冊
地方国土管理庁
書

¥5,500

R326 蔚山西沙里278遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2008 蔚山文化財研究院
報告第55冊

¥1,000

Ｒ428 蔚山川上里平川遺蹟 本文・図版 全2冊

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第25冊

2005 蔚山文化財研究院

¥9,000

Ｒ94 蔚山川上里聚落遺蹟

嶺南文化財研究院學術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第41冊

¥4,500

Ｒ408 蔚山川前里 진현・압골(ジニョン・アプゴル)遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第18冊

2005 蔚山文化財研究院

¥2,500

100 蔚山泉谷洞(カジェゴル)遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第30冊

2006 蔚山文化財研究院

¥1,500

Ｒ02 蔚山泉谷洞(カジェゴル)遺蹟 1

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第39冊

2007 蔚山文化財研究院

¥4,500

15

Ｒ01 蔚山泉谷洞(カジェゴル)遺蹟 2

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第49冊

2008 蔚山文化財研究院

¥4,500

R311 蔚山泉谷洞가재골(カジェゴル)遺蹟 3

蔚山文化財研究院 学術調
査報告書第64冊

2009 蔚山文化財研究院

¥4,000

R130 蔚山泉谷洞가재골(カジェゴル)遺蹟 4

蔚山文化財研究院 学術調
査報告書第75冊

2010 蔚山文化財研究院

¥1,800

Ｒ395 蔚山早日里遺蹟

慶星大学校博物館研究叢書
2004 慶星大学校博物館
第12輯

¥2,160

Ｒ382 蔚山太和洞遺蹟

蔚山文化財研究院 学術研
究叢書第51冊

2008 蔚山文化財研究院

¥3,024

Ｒ409 蔚山大安里遺蹟2

蔚山文化財研究院学術調査
2009 蔚山文化財研究院
報告第71冊

¥2,592

R327 蔚山茶雲洞436-5遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2008 蔚山文化財研究院
報告第53冊

¥3,500

Ｒ389 蔚山中山洞藥水遺蹟1

蔚山文化財研究院学術調査
2007 蔚山文化財研究院
報告第42冊

¥2,800

Ｒ62 蔚山東川里遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第37冊

2006 蔚山文化財研究院

¥3,000

Ｒ89 蔚山徳峴里遺蹟 1

蔚山文化財研究院学術調査
2007 蔚山文化財研究院
報告第46冊

¥4,000

Ｒ32 蔚山徳峴里遺蹟 Ⅱ

蔚山文化財研究院学術調査
2007 蔚山文化財研究院
報告第47冊

¥6,000

Ｒ58 蔚山梅岩洞170遺蹟 蔚山梅岩洞259-1遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2005 蔚山文化財研究院
報告第26冊

¥1,000

Ｒ393

蔚山梅谷洞遺蹟 Ⅲ-2地區・Ⅳ-2地區・Ⅴ地區 附録:蔚山 蔚山文化財研究 学術調査
報告第43冊
新亭洞1063-10遺蹟
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2007 蔚山文化財研究

¥4,000

Ｒ64 蔚山梅谷洞新基遺蹟 1

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第31冊

2006 蔚山文化財研究院

¥3,800

Ｒ65 蔚山梅谷洞新基遺蹟 2

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第34冊

2006 蔚山文化財研究院

¥4,000

Ｒ439 蔚山文化財研究 院学術調査報告第50冊

2008 蔚山文化財研究院

¥4,500

Ｒ449 蔚山文化財研究院 学術調査報告第13冊

2004 蔚山文化財研究院

¥3,000

Ｒ469 蔚山文化財研究院 学術調査報告第18冊

2005 蔚山文化財研究院

¥2,500

Ｒ458 蔚山文化財研究院 学術調査報告第25冊

2005 蔚山文化財研究院

¥10,000

Ｒ453 蔚山文化財研究院 学術調査報告第58冊

2008 (財)蔚山文化財研究院

¥3,500

Ｒ474 蔚山文化財研究院 学術調査報告第5冊

2003 蔚山文化財研究院

¥1,500

Ｒ446 蔚山文化財研究院 学術調査報告第65冊

2009 (財)蔚山文化財研究院

¥2,500

Ｒ457 蔚山文化財研究院 学術調査報告第9冊

2004 蔚山文化財研究院

¥2,500

Ｒ475 蔚山文化財研究院 学術調査報告第9冊

2004 蔚山文化財研究院

¥2,500

Ｒ477 蔚山文化財研究院学術調査報告第105冊

2013 蔚山文化財研究院

¥6,500

Ｒ445 蔚山文化財研究院学術調査報告第1冊

2002

17

蔚山文化財研究院、蔚山広
域市

¥1,800

Ｒ456 蔚山文化財研究院学術調査報告第54冊

2008 蔚山文化財研究院

¥3,500

Ｒ473 蔚山文化財研究院学術調査報告第57冊

2008 蔚山文化財研究院

¥2,000

Ｒ442 蔚山文化財研究院学術調査報告第70冊

2009 蔚山文化財研究院

¥2,000

Ｒ441 蔚山文化財研究院学術調査報告第79冊

2010 蔚山文化財研究院

¥5,500

Ｒ440 蔚山文化財研究院学術調査報告第81冊

2010 蔚山文化財研究院

¥4,000

Ｒ463 蔚山文化財研究院学術調査報告第81冊

2010 蔚山文化財研究院

¥3,500

Ｒ472 蔚山文化財研究院学術調査報告第95冊

2012 蔚山文化財研究院

¥1,800

Ｒ391 蔚山兵營城鎮海樓

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第10冊

2004 蔚山文化財研究院

¥2,500

Ｒ74 蔚山芳基里286遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第22冊

2005 蔚山文化財研究院

¥2,000

R272 蔚山北区蓮岩洞遺蹟 -蓮岩中学校建立敷地内遺蹟-

蔚山発展研究院文化財セン
ター学術研究叢書第12輯

2005

Ｒ397 蔚山立岩里遺蹟

蔚山文化財研究院学術研究
2010 蔚山文化財研究院
叢書第78冊

¥7,000

Ｒ410 蔚山蓮岩洞山城遺蹟

蔚山文化財研究院 学術調
査報告第13冊

2004 蔚山文化財研究院

¥4,320

Ｒ415 蔚山渭陽里遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2008 蔚山文化財研究院
報告第54冊

¥4,000
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蔚山発展研究院文化財セン
ター

¥2,000

Ｒ396 蔚山藥泗洞861遺蹟

蔚山文化財研究院学術調査
2005 蔚山文化財研究院
報告第14冊

¥3,000

R339 蔚山藥泗洞平山遺蹟 2

蔚山文化財研究院 発掘調
査報告第96冊

¥4,000

Ｒ406 蔚山한지골(ハンジゴル)遺跡2

蔚山文化財研究院学術調査
2012 蔚山文化財研究院
報告第95冊

¥1,800

蔚山発展研究院文化財学術
2007 蔚山文化財研究院
研究報告書 第23冊

¥6,000

97
R284

蔚州 九英里遺蹟 蔚山九英地区宅地開発事業敷地内
Ⅳ・Ⅴ地区

蔚州 九秀里遺蹟 ( 언양하수종말처리장 건립부지내(彦 蔚山発展研究院文化財セン
ター学術研究叢書第7輯
陽下水終末処理場建立敷地内))
蔚州 盤谷里遺跡 ―京釜高速鉄道 蔚山区間（第１次）
内遺跡―

2013

2004

(財)蔚山文化財研究院・韓国
土地住宅公社

蔚山発展研究院文化財セン
ター

¥3,000

蔚山発展研究院文化財学術
2006 蔚山文化財研究院
研究報告書 第17冊

¥3,500

R273 蔚州校洞里遺蹟

蔚山発展研究院文化財セン
ター学術研究叢書第5輯

2004

蔚山発展研究院文化財セン
ター

¥1,000

R271 蔚州西部里南川遺蹟

蔚山発展研究院文化財セン
ター学術研究叢書第9輯

2005

蔚山発展研究院文化財セン
ター

¥2,000

Ｒ07 蔚珍外仙味里遺蹟 付録。盈徳 地区遺蹟試掘

学術調査報告第76冊

2007 慶尚北道文化財研究院

¥4,500

112 蔚珍竹邊里5-1番地遺蹟 蔚珍後亭里42-1番地

学術調査報告第28・29冊

2012 三韓文化財研究院

¥2,000

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第38冊

¥3,000

聖林文化財研究院学術調査
2008 聖林文化財研究院
報告第22冊

¥2,000

学術調査報告第80冊

¥1,200

98

Ｒ377 蔚珍徳川里三國時代生活遺蹟
115 浦項 烏島里 朝鮮墓群
R104 浦項 三政2里・石屏里遺蹟
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2007 慶尚北道文化財研究院

123 浦項 芝谷洞遺蹟

慶州大学校博物館叢書第3
輯

2003 慶州大学校博物館

¥3,800

Ｒ369 浦項烏島里新羅墓群

聖林文化財研究院学術調査
2008 聖林文化財研究院
報告第26冊

¥4,320

R260 浦項迎日長鬐邑城東門址遺蹟

聖林文化財研究院 学術調
査報告第16冊

2008 聖林文化財研究院

¥1,500

Ｒ06 浦項江沙里遺蹟

学術調査報告第77冊

2007 慶尚北道文化財研究院

¥10,000

Ｒ93 浦項三政1里遺蹟(1)、(2) 全2冊

慶尚北道文化財研究院学術
2007 慶尚北道文化財研究院
調査報告第79冊

¥12,000

R179 浦項世界里新羅墓・高麗瓦窯群

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第47冊

¥14,000

Ｒ12 浦項草谷里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2000 嶺南文化財研究院
報告第２４冊

¥3,000

Ｒ416 浦項良徳洞遺蹟1 -生活遺蹟-

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第45冊

¥6,000

R106

栄州赤西洞建物址 : 韓國댐(ダム)人參公社營州新製造倉
学術調査報告第20冊
建設敷地榮州赤西工團進入道路編入敷地内

2002

慶尚北道文化財研究院、栄
州市

¥1,500

R200 永川海仙里甕器・木炭窯遺蹟

聖林文化財研究院 学術調
査報告第14・15冊

2007 聖林文化財研究院

¥2,000

R246 永川徳岩里新羅墓群

聖林文化財研究院 学術調
査報告第24冊

2008 聖林文化財研究院

¥1,800

Ｒ10 盈徳妙蔵寺址

慶尚北道文化財研究院 学
術調査報告第28冊

2003

慶尚北道文化財研究院・農
業基盤公社盈徳支部

¥2,000

142 益山 松鶴洞遺蹟

遺蹟調査報告第21冊

2008

全北文化財研究院 韓国道
路公社潭陽建設事業所

¥4,000
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Ｒ42 益山源水里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
2004 湖南文化財研究院
報告第36冊

Ｒ373 益山光岩里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国道
2009
報告第121冊
路公社

¥3,456

Ｒ82 益山射徳遺蹟 2

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国道
2007
報告第84冊
路公社

¥15,000

R274 나주 장산리유적(羅州 長山里遺蹟)

馬韓文化財研究叢書29

馬韓文化財研究院、益山地
方国土管理庁

¥2,800

221 燕岐 龍湖里遺蹟

2008

公州大学校博物館学術叢書
2008 公州大学校博物館
08-08

R121 燕岐葛雲里遺蹟 2

行政中心複合都市発掘調査
中央文化財研究院、韓国土
2011
報告4冊、発掘調査報告第
地住宅公社
177冊

Ｒ347 燕岐月山里遺蹟

忠清文化財研究院文化遺蹟
2006 忠清文化財研究院
調査報告第47輯

R188 燕岐鷹岩里遺蹟

公州大学校博物館学術叢書
公州大学校博物館、忠清南
2008
08-07
道綜合建設事業所

¥13,000

¥8,000
¥10,000
¥4,104
¥11,000

136 王京遺蹟 １３

新羅文化遺産研究院調査研
2009 新羅文化遺産研究院
究叢書第２４冊

Ｒ29 加午宅地開発事業地区内 大田 加午洞遺蹟

発掘調査報告第32冊

2003

145 河東 白蓮里 陶窯址

学術研究叢書第28輯

2003 慶南文化財研究院

¥1,500

144 河南 校山洞建物址発掘調査中間報告書（99）

学術調査報告第2冊

2000 京畿文化財団

¥3,000

学術調査報告第48冊

2004 畿甸文化財研究院、河南市

R186 河南校山洞建物址 発掘調査綜合報告書
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中央文化財研究院 韓国土
地公社

¥1,500
¥5,000

¥13,000

R145 河南校山洞建物址 発掘調査中間報告書 Ⅱ(2000)

学術調査報告第20冊

2001 畿甸文化財研究院、河南市

¥5,000

現場説明会資料 14

2003 畿甸文化財研究院

¥1,000

R298 華城尚安里遺蹟 2

学術調査報告第184冊

2007 韓国文化財保護財団

¥2,500

R156 華城馬霞里古墳群

湖巌美術館遺蹟發掘調査報
1998 湖巖美術館
告 5冊

Ｒ27 牙山屯浦里遺蹟

発掘調査報告第184冊

2011 中央文化財研究

R241 牙山鳴岩里遺蹟

忠南大学校 百済研究所
学術研究叢書第8輯

2004 忠南大学校 百済研究所

R280 海雲臺 佐洞遺蹟 -E지구(地区)-

釜山大学校博物館研究叢書
2011 釜山大学校博物館
第35輯

¥4,000

Ｒ388 海南新今遺跡

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2005
報告第44冊
方国土管理庁

¥7,000

Ｒ71 海南白也里窯址

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2004
報告第33冊
方国土管理庁

¥5,000

151 華城 発安里遺蹟 旗安里 製鉄遺蹟 発掘調査

¥6,000
¥15,000
¥3,000

Ｒ487 学術調査報告第109冊

2009

京畿文化財研究院、韓国土
地公社

¥1,000

Ｒ478 学術調査報告第115冊

2010

京畿文化財研究院、韓国土
地住宅公社

¥10,000

Ｒ488 学術調査報告第86冊

2007

畿甸文化財研究院、韓国土
地公社

¥9,000

Ｒ479 学術調査報告第89冊

2007 畿甸文化財研究院
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¥3,000

Ｒ455 釜慶大学校博物館遺蹟調査報告第3輯
R249 器興舊葛(3)宅地開發地区内 龍仁舊葛里遺蹟

1998 釜慶大学校博物館
学術調査報告第35冊

2003

畿甸文化財研究院、京畿地
方公社

¥3,000
¥7,000

蔚山文化財研究院学術調査
2013 蔚山文化財研究院
報告第104冊

¥2,500

Ｒ368 機張安平遺蹟

学術調査研究叢書第77輯

¥3,000

Ｒ16 機張林基里遺蹟

慶南文化財研究院学術調査
慶南文化財研究院、韓国鉄
2007
研究叢書第58輯
道施設公団

¥2,500

畿甸文化財研究院 ㈱SJ総
合建設

¥4,000

147 機張 南山烽燧大臺

Ｒ484 畿甸文化財研究院 学術調査報告第57冊
Ｒ92 義城山雲里・水浄里遺蹟
R299

求禮松亭遺蹟・順天乾川遺蹟 光陽福星里遺蹟・光陽東
珠遺蹟

2009 慶南文化財研究院

2005

慶尚北道文化財研究院学術
2006 慶尚北道文化財研究院
研究報告第64冊

¥2,700

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国道
2009
報告第119冊
路公社

¥4,000

学術研究叢書第25・26輯

2003

韓国土地公社 慶南文化財
研究院

¥4,000

R178 居昌正荘里遺蹟 1 舊石器時代 1、2 全2巻

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター調査研究報告書第21
冊

2004

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター

¥15,000

R290 京釜高速鐵道建設工事區間内 慶州松仙里遺蹟

嶺南文化財研究院 學術調
査報告第90冊

2005 嶺南文化財研究院

¥4,000

学術研究叢書第37輯

2005 慶南文化財研究院

¥1,500

153 居昌上洞遺蹟 Ⅰ・Ⅱ

150 金海 松亭里遺蹟
90

金海伽耶の（）造成敷地内 金海茂渓里共同住宅建設敷
地内遺蹟発掘調査報告書

東亜細亜文化財研究院発掘
2006 東亜細亜文化財研究院
調査報告書 第８輯

23

¥10,000

Ｒ370 金海花亭遺蹟 2

福泉博物館学術研究叢書第
2009 福泉博物館
26冊

¥9,000

Ｒ423 金海新安遺蹟

釜山大学校博物館研究叢書
釜山大学校博物館、韓国土
2010
第34輯
地住宅公社

¥1,500

R335 金海農所里遺蹟

学術調査研究叢書第30輯

2004

釜山地方国土管理庁、慶南
文化財研究院

¥3,000

R276 金海鳳凰洞遺蹟 -176-2・16・17番地-

博物館叢書第5冊

2007 大成洞古墳博物館

¥1,800

Ｒ398 金海盆山城烽燧臺

博物館叢書第8冊

2010 大成洞古墳博物館

¥1,800

R154 金剛山神渓寺 2次(塔址・萬歳樓址)文化遺蹟発掘調査

大韓仏教曹溪宗聖宝文化財
金剛山神渓寺復元推進委員
2005
学術叢書23
会、文化遺産発掘調査団

¥2,000

R140 金泉市 文化遺蹟 地表調査 報告書

嶺南埋蔵文化財研究院発掘
1996 嶺南埋蔵文化財研究院
調査報告第1冊

¥1,800

R230 金泉帽岩洞1號墳 移轉・復元報告書

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第62冊

¥1,500

R331 金泉帽岩洞遺蹟 1

嶺南文化財研究院学術調査
2001 嶺南文化財研究院
報告第38冊

¥3,000

Ｒ73 金泉帽岩洞遺蹟 2

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第57冊

¥10,000

141 金堤 長華洞遺蹟

遺蹟調査報告第58冊

2011 全北文化財研究院

¥4,000

Ｒ374 金堤山稚里・兩青里・羅是里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国農
2009
報告第125冊
漁村公社錦江事業団

¥4,104

Ｒ431 金堤大青里・堤上里・内南里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国農
2009
報告第124冊
漁村公社錦江事業団

¥3,500

24

R310 群山高峰里遺蹟 瑞穂-群山間道路擴・舗装工事区間内

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2003
報告第12冊
方国土管理庁

¥1,400

群山大学校博物館 益山地
方国土管理庁

¥3,000

Ｒ450 群山大学校博物館叢書27

2002

226 慶山 玉山洞300番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第190冊

2011 嶺南文化財研究院

¥7,000

239 慶山 新垈里670番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第164冊

¥4,000

R257 慶山 堂谷里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第131冊

¥800

R116 慶山 林堂洞 마을(集落)遺蹟 1、2 全2巻

嶺南文化財研究院学術叢書
2008 嶺南文化財研究院
第154冊

¥20,000

R159 慶山大坪洞遺蹟 1

嶺南文化財研究院学術叢書
2005 嶺南文化財研究院
第８８冊

¥11,000

Ｒ443 慶山大坪洞遺蹟 2

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第88冊

2005 嶺南文化財研究院

¥7,000

R302 慶山中山洞160-1番地生活遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2011 聖林文化財研究院
報告第55冊

¥8,000

R293 慶山中山洞建物址遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第75冊

¥4,000

R289 慶山麻谷里遺蹟 京釜高速鐵道建設工事区間内

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第91冊

¥2,500

Ｒ359 慶山林堂洞遺蹟3 -G地區墳墓-

嶺南文化研究院学術調査報
2001 嶺南文化財研究院
告第35冊

¥10,000

R314 慶山林堂洞環濠遺蹟

嶺南文化財研究院学術叢書
2010 嶺南文化財研究院
第175冊

¥5,000
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Ｒ482 慶山林堂洞低濕地遺蹟 １

嶺南文化財研究院学術叢書
2008 嶺南文化財研究院
第155冊

¥7,000

Ｒ483 慶山林堂洞低濕地遺蹟 ２

嶺南文化財研究院学術叢書
2008 嶺南文化財研究院
第155冊

¥7,000

Ｒ362 慶山縣内里1 遺蹟 京釜高速鐵道建設工事區間内

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第102冊

¥4,320

Ｒ380 慶山縣内里2遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究
報告第87冊

¥3,000

R248 慶州 花谷里新羅墳墓群

聖林文化研究院 学術調査
報告第13冊

2007 聖林文化研究院

¥6,000

R123 慶州 西部洞小賣店新築敷地内 遺蹟発掘調査報告書

発掘調査報告第70冊

2005 中央文化財研究院、慶州市

¥1,000

Ｒ422 慶州 東川洞792-3番地遺蹟 慶州仁洞里636番地遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2006 慶州市 聖林文化財研究院
報告第8・9冊

¥4,000

Ｒ19 慶州 徳泉里古墳群

発掘調査報告第73冊

2005 中央文化財研究院 慶州市

¥8,000

220 慶州 牟梁里５３０番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第188冊

2011 嶺南文化財研究院

¥5,000

R153 慶州 隍城洞 267遺蹟

東国大学校慶州キャンパス博
物館研究叢書第9冊

2010 嶺南文化財研究院

¥1,800

R133 慶州花川里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第137冊

¥3,000

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告第１９９冊

¥18,000

53

慶州花川里山２５１－１遺蹟 Ⅰ～Ⅲ（全３冊）

Ｒ38 慶州花谷里遺蹟

学術調査報告第７１冊
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2007 慶尚北道文化財研究院

¥1,500

R258 慶州花谷里祭壇遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2007 聖林文化財研究院
報告第18冊

¥1,500

R176 慶州乾川龍明里製鐵遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2006 聖林文化財研究院
報告第3冊

¥3,000

R105 慶州金丈里遺蹟

学術調査報告第72冊

2007 慶尚北道文化財研究院

¥6,000

R244 慶州五柳里遺蹟発掘調査報告書

学術調査報告第35冊

2004 慶尚北道文化財研究院

¥3,500

R193 慶州光明洞青銅器時代聚落遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2011 聖林文化財研究院
報告第57冊

¥3,500

R150 慶州沙正洞170-5番地王京遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2011 聖林文化財研究院
報告第56冊

¥13,000

Ｒ356 慶州舎羅里525番地遺蹟

嶺南文化財研究院 學術調
査報告第92冊

2005 嶺南文化財研究院

¥6,480

Ｒ88 慶州城乾洞172-2番地統一新羅時代遺蹟

聖林文化財研究院 学術調
査報告第23冊

2008 聖林文化財研究院

¥2,000

R142 慶州城乾洞342-17番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第73冊

¥2,000

Ｒ52 慶州城東洞386-6番地生活遺蹟 慶州電話局新築豫定地

嶺南文化財研究院学術調査
嶺南文化財研究院、韓国通
1999
報告第16冊
信

¥7,000

Ｒ21 慶州西岳洞256番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術叢書
2009 嶺南文化財研究院
第167冊

¥4,500

Ｒ14 慶州西部洞255-21番地遺蹟 慶州甘浦五柳里遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2006 聖林文化財研究院
報告第1・2冊

¥1,800

R141 慶州西部洞4-1番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第51冊

¥3,000

27

R342 慶州東川洞793番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
報告第69冊

Ｒ358 慶州徳泉里遺蹟2 -木槨墓ー

嶺南文化財研究院学術調査
2008 嶺南埋蔵文化財研究院
報告第152冊

¥2,800

Ｒ363 慶州奉吉里117-2番地遺蹟

嶺南文化財研究院 學術調
査報告第93冊

2005 嶺南文化財研究院

¥2,160

R132 慶州芳内里生活遺蹟

嶺南文化財研究院 学術叢
書第134冊

2007 嶺南文化財研究院

¥8,300

Ｒ424 慶州勿川里高麗墓群遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2007 聖林文化財研究院
報告第10冊

¥6,000

Ｒ384 慶州楊月里高麗墓群

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第40冊

¥2,000

慶州路西洞133-23番地朝鮮時代生活遺蹟、慶州路西洞
169-13番地統一新羅時代生活遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第43・44冊

¥3,500

Ｒ385 慶州隍城洞402-7番地遺蹟 慶州神堂里883-1番地遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2009 聖林文化財研究院
報告第27・28冊

¥2,700

Ｒ386

Ｒ426

慶州蓀谷洞・勿川里(2)墳墓群 : 競馬場豫定敷地(史蹟430 東国大学校慶州キャンパス博
物館研究叢書第12冊
号號)B地區

Ｒ462 慶星大学校博物館研究叢書第5輯

嶺南文化財研究院

2002

東国大学校慶州キャンパス博
物館、韓国馬事会

2000 慶星大学校博物館
韓国土地住宅公社・慶南文
化財研究院

125 古村遺蹟（Ⅰ地区） 全2冊

学術研究叢書第85輯

2010

240 固城内山里古墳群 1

学術調査報告第18輯

2002 国立昌原文化財研究所

Ｒ22 固城武仙里遺蹟

学術調査研究叢書第39輯

2005
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慶南文化財研究院、釜山地
方国土管理庁

¥2,000

¥3,900
¥2,000
¥12,000
¥4,000
¥1,000

Ｒ448 湖南文化財研究院学術調査報告第108冊

2008 湖南文化財研究院、全州市

¥9,000

Ｒ471 湖南文化財研究院学術調査報告第118冊

2009

湖南文化財研究院、光州広
域市

¥7,000

Ｒ468 湖南文化財研究院学術調査報告第123冊

2009

湖南文化財研究院、韓国農
漁村公社康津・莞島支社

¥6,000

Ｒ459 湖南文化財研究院学術調査報告第124冊

2009

湖南文化財研究院、韓国農
漁村公社錦江事業団

¥4,000

Ｒ491 湖南文化財研究院学術調査報告第40冊

2005

湖南文化財研究院、韓国水
資源公社

¥1,500

Ｒ466 湖南文化財研究院学術調査報告第95冊

2008

湖南文化財研究院 大韓住
宅公団

¥2,000

2002

中央文化財研究所、大田広
域市

¥2,000

Ｒ387 光州香嶝遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、光州広
2004
報告第35冊
域市都市公社

¥3,500

R157 光州山亭・己龍遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、光州広
2009
報告第118冊
域市

¥10,000

Ｒ403 光州山亭・己龍遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、光州広
2009
報告第118冊
域市

¥7,000

R107 光州成徳遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国土
2008
報告第93冊
地公社

¥9,000

R254 公州 新官洞 遺蹟

忠清文化財研究院 文化遺
2006 忠清文化財研究院
蹟試掘調査報告第2006-1輯

¥3,000

Ｒ81 公州下鳳里 장고개(ジャンコゲ) 遺蹟

忠清文化財研究院 文化遺
跡調査報告第42-2輯

¥3,000

88

梧井洞～大禾洞間道路開設区間内 大田 大禾洞遺蹟

発掘調査報告第21冊

29

2005 忠清文化財研究院

忠清文化財研究院文化遺蹟
忠清文化財研究院、公州市
2004
発掘調査報告第35輯
庁

¥2,400

江原文化財研究所学術叢書
2011 江原考古文化研究院
12冊

¥5,000

Ｒ367 江陵 草堂洞遺蹟 4

江原文化財研究所学術叢書
2008 江原文化財研究所、江陵市
90冊

¥6,000

Ｒ79 洪城 長尺里・湘井里遺蹟

(財)忠清文化財研究院 文化
遺蹟調査報告第41輯

2005 (財)忠清文化財研究院

¥2,500

R255 洪城洪州城北門址・西門址

遺跡調査報告67冊

2010 忠清南道歴史文化研究院

¥2,800

Ｒ418 洪川物傑里寺址學術調査報告書

国立春川博物館学術調査報
2007 国立春川博物館
告第1冊

¥3,000

Ｒ345 紅蓮峰第2堡壘 -1次発掘調査報告書-

高麗大学校考古環境研究所
高麗大学校考古環境研究
2007
研究叢書第25輯
所・ソウル特別市

¥6,000

Ｒ47 高興 訪士遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2006
報告第65冊
方国土管理庁

¥4,500

103 高霊 大興里遺蹟

学術調査報告第９３冊

2008 慶尚北道文化財研究院

¥4,500

Ｒ37 高霊快賓里遺蹟

学術調査報告第７５冊

2007 慶尚北道文化財研究院

¥2,500

R172 公州牛禁峙遺蹟
129 江陵 江門洞聚落

230 高麗後期墓誌銘

¥4,000

231 高麗武人執権期墓誌銘

¥3,500

R296 高敞三仁里遺蹟

遺蹟調査報告第5冊
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2006 全北文化財研究院、高敞郡

¥1,500

Ｒ375 高敞石橋里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2005
報告第39冊
方国土管理庁

¥6,480

R295 高敞南山里遺蹟 -住居址-

遺蹟調査報告第15冊

2007

全北文化財研究院 韓国道
路公社潭陽建設事業所

¥10,000

Ｒ46 高敞芙谷里遺蹟

湖南文化財研究院 学術調
査報告第68冊

2006

湖南文化財研究院、韓国道
路公社

¥4,500

Ｒ429 高敞芙谷里甑山遺蹟1

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国道
2009
報告第127冊
路公社

¥4,000

Ｒ43 高敞茂長邑城 2

湖南文化財研究院学術調査
2008 湖南文化財研究院、高敞郡
報告第114冊

¥4,500

R136 高靈 快賓里433-11番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第133冊

¥4,500

R227 高靈池山洞遺蹟

慶尚北道文化財研究院学術
2007 慶尚北道文化財研究院
調査報告第70冊

¥5,000

R287 高靈池山洞古墳群 Ⅵ -高麗・朝鮮墳墓-

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第112冊

¥5,000

R113 高靈桃津里古墳群

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第45冊

¥2,500

2007

(財)嶺南文化財研究院・大伽
耶博物館

229 山清 坪村里遺 Ⅱ（全３冊）

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター調査研究報告書第54
冊

2007

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター

¥10,000

Ｒ35 山清下村里遺蹟 Ⅰ

学術調査研究叢書第８４輯

2010

釜山地方国土管理廳慶南文
化財研究院

¥10,000

Ｒ365 山清智谷寺跡 -試掘調査報告書-

国立昌原文化財研究所学術
国立昌原文化財研究所、山
2003
調査報告第20輯
清郡

¥4,500

R300 山清明洞遺蹟 1

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター調査研究報告書第17
冊

¥7,000
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2004

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター

R329 史蹟第391號 高敞고인돌(支石墓)遺蹟地表調査報告
223 始興 去毛洞建物址
Ｒ485 時至의(の) 文化遺蹟

5

Ｒ489 時至의(の) 文化遺蹟 8

湖南文化財研究院 学術調
査報告第2冊

2001

(財)湖南文化財研究院・高敞
郡

¥5,000

学術調査報告第53冊

2004

京畿文化財研究院、韓国道
路公社

¥2,500

嶺南大学校博物館学術調査
嶺南大学校博物館、大邱広
1999
報告第26～33冊
域市都市開発公社

¥7,000

嶺南大学校博物館学術調査
嶺南大学校博物館、大邱広
1999
報告第26～33冊
域市都市開発公社

¥500

140 漆谷 深川里遺蹟発掘調査報告 全４冊

学術調査報告第37冊

2004 慶尚北道文化財研究院

¥18,000

121 漆谷 梅院里遺蹟発掘調査報告

学術調査報告第19冊

2002 慶尚北道文化財研究院

¥800

154 漆谷 龍山里遺蹟

学術調査報告第81冊

2007 慶尚北道文化財研究院

¥1,000

Ｒ09 漆谷福星里支石墓群

嶺南文化財研究院學術調査
嶺南文化財研究院、韓國高
2001
報告第37冊
速鉄道建設公団

¥3,500

R259 淳昌 内洞里支石墓

湖南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第89

¥1,500

慶尚北道文化財研究院 尚
州市

120 尚州 今突城地表調査報告書

学術調査報告第11冊

Ｒ55 尚州伏龍洞256番地遺蹟 Ⅰ（本文Ⅰ）

嶺南文化財研究院学術調査
2008 嶺南文化財研究院
報告第148冊

¥1,000

R115 尚州伏龍洞397-5番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第120冊

¥1,800

R325 尚州柳谷里古墳群 中部内陸高速道路 建設區間内

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第17冊

¥1,300
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2001

1999

嶺南文化財研究院、韓国道
路公社

¥1,200

R318 尚州養真堂

学術調査報告第66冊

2006 慶尚北道文化財研究院

¥1,200

R334 昌原 聖住洞遺蹟

学術調査研究叢書第18輯

2003 慶南文化財研究院、昌原市

¥2,500

132 昌寧 餘通山峰燧臺 昌寧ゴルフ場の勵精地内

韓国文化財研究院学術調査
2007 韓国文化財研究院
報告第５冊

¥3,000

R275 昌寧桂城里遺蹟 本文、写真 全2冊

ウリ文化財研究院学術調査
報告8冊

2008 ウリ文化財研究院

Ｒ05 昌寧校里遺蹟

ウリ文化財研究院学術調査
報告25冊

2010 ウリ文化財研究院、昌寧郡

Ｒ90 트 건립부지내 (大邱寿城区上洞ウバンアパート建立敷地

学術調査報告第21冊

2002

慶尚北道文化財研究院、㈱
ウバン

¥10,000

R201 城南島村洞遺蹟

学術調査報告第105冊

2009

京畿文化財研究院、大韓住
宅公社

¥12,000

R269 晋州月坪遺蹟 晋州-集賢間4車線道路建設区間内

慶南文化財研究院学術調査
慶南文化財研究院、釜山地
2004
研究叢書第31輯
方国土管理庁

¥6,000

Ｒ18 晋州城 拱北門

慶南文化財研究院 学術調
査研究叢書第2輯

2000 慶南文化財研究院、晋州市

¥2,000

118 仁川 元堂洞遺蹟（Ⅱ）全2冊

学術調査報告第201冊

2008 韓国文化財保護財団

¥5,000

143 水原 好梅実洞・金谷洞遺蹟

学術調査報告第131冊

2011 近畿文化財団他

¥4,000

上洞遺蹟発掘調査報告書 대구 수성구 상동 우방아파

内) 本文、寫眞 全2冊

R175 瑞山葛山里 무리치(ムリチ)遺蹟

忠清文化財研究院文化遺跡
2005 忠清南道歴史文化研究院
発掘調査報告第40-1輯
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¥12,000
¥1,500

¥2,000

R109 星州柳月里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第97冊

R268 清原大栗里・馬山里・楓井里遺蹟

發掘調査報告第68冊

中央文化財研究院・忠清北
道

¥5,000

R306 清原雙清里遺蹟 五松生命科學團地造成事業敷地内

中央文化財研究院発掘調査
中央文化財研究院、韓国土
2006
報告第86冊
地公社

¥7,000

2005

¥2,800

R240

清原雙清里青銅器時代遺蹟 五松生命科學團地造成事
業敷地内

発掘調査報告第89冊

2006

中央文化財研究所、韓国土
地公社

¥7,000

R319

清原雙清里多重環濠 五松生命科學團地造成事業敷地
内

発掘調査報告第90冊

2006

中央文化財研究院、韓国土
地公社

¥8,000

発掘調査報告第76冊

2006

中央文化財研究院 韓国土
地公社

¥3,800

R118 清州 江西(1) 宅地開發事業地區内 清州 江西洞遺蹟
R238

清州 粉坪洞 계룡리슈빌아파트(鷄龍里シュビルアパート)新
発掘調査報告第99冊
築敷地 清州 粉坪洞遺蹟

2007 中央文化財研究院

¥2,800

Ｒ490

清道 陳羅里遺蹟 大邱-釜山間高速道路工事區間内
写真

2005 嶺南文化財研究院

¥1,500

R288 清道元井里古墳群

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第50冊

¥1,500

Ｒ15 清道大田里高麗・朝鮮墓群 1

聖林文化財研究院 学術調
査報告第19冊

2008 聖林文化財研究院

¥5,000

R148 清道大田里高麗・朝鮮墓群 2

聖林文化財研究院 学術調
査報告第20冊

2008 聖林文化財研究院

¥13,000

Ｒ464 清道陽院里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2011 嶺南文化財研究院
報告第180冊

¥3,000

2010 聖林文化財研究院

¥5,000

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第85冊

Ｒ451 聖林文化財研究院学術調査報告第42冊
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Ｒ452 聖林文化財研究院学術調査報告第45冊

2010 聖林文化財研究院

¥6,000

149 全州 沙根里遺蹟

学術調査報告第7冊

2006 全北文化財研究院

¥1,500

117 全州 聖谷遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
2006 湖南文化財研究院
報告第89冊

¥2,000

湖南文化財研究院学術調査
2009 湖南文化財研究院、ヘラ開発
報告第120冊

¥4,860

Ｒ372 全州大亭遺蹟
Ｒ454 大韓仏教曹渓宗聖宝文化財学術叢書16
R245

2004

大田 秋洞 (하추・성뫼(ハチュ・ソンメ)) 遺蹟 : 大清湖接岸地
發掘調査報告 第59冊
域内

軍威郡、文化遺産発掘調査
団

2005 中央文化財研究院
中央文化財研究院 NDMサイ
バー

¥2,000
¥1,500

R239 大田 伏龍洞遺蹟

発掘調査報告第72冊

2005

Ｒ28 大田 福守洞遺蹟 : 福守地区土地區劃整理事業地區内

發掘調査報告 第4册

2001 中央文化財研究院

¥1,300

Ｒ03 大田 龍溪洞・龍雲洞・佳陽洞遺蹟

発掘調査報告第93冊

2006 中央文化財研究院

¥3,000

R265 大田 槐亭高等學校新築敷地内 遺蹟発掘調査報告書

発掘調査報告第54冊

2005

中央文化財研究院 ・大田廣
域市教育廳

¥1,500

Ｒ04 大田官坪洞遺蹟 事業地區内

発掘調査報告第22冊

2002

中央文化財研究院、大徳テク
ノベリー

¥5,000

Ｒ348 大田月坪洞山城

忠清文化財研究院文化遺蹟
忠清文化財研究院、大田広
2003
調査報告第32輯
域市

Ｒ40 大田綜合流通團地北部進入路區間内大田大井洞遺蹟

発掘調査報告第６５冊
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2005

中央文化財研究院高麗開発
（株）

¥4,000

¥5,000
¥1,200

中央文化財研究院、大田地
方国土管理庁

¥1,500

中央文化財研究院発掘調査
中央文化財研究院、韓国土
2006
報告第74冊
地公社

¥2,000

R192 大田大徳研究團地支援道路建設區間内 大田下基洞遺蹟 発掘調査報告第71冊
R199 大田老隠地区西側連結道路区間内 大田九岩洞遺蹟

2005

Ｒ433 大東文化財研究院学術調査報告第13輯

2009 大東文化財研究院

¥3,200

Ｒ434 大東文化財研究院学術調査報告第14輯

2009 大東文化財研究院

¥3,000

Ｒ432 大東文化財研究院学術調査報告第1輯

2008 大東文化財研究院

¥1,800

Ｒ435 大東文化財研究院学術調査報告第9輯

2009 大東文化財研究院

¥2,800

Ｒ66 大邱 旭水洞 364-3番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第125冊

2006 嶺南文化財研究院

¥1,500

R169 大邱 佳川洞古墳群 生活遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告204

¥13,000

R112 大邱 孝睦洞1107-8番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第123冊

2006 嶺南文化財研究院

¥3,000

Ｒ100 大邱 上仁洞 123-1番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第138冊

¥4,000

R110 大邱 上仁洞 152-1番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第129冊

¥2,500

学術調査報告第3冊

2010 三韓文化財研究院

¥6,500

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第40冊

2001 嶺南文化財研究院

¥7,500

113 大邱 新川洞621-1番地遺蹟
Ｒ421 大邱 西邊洞古墳群1
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R343 大邱 鶴亭洞151番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術叢
書第132冊

2007 嶺南文化財研究院

¥1,500

嶺南文化財研究院学術調査
2012 嶺南文化財研究院
報告第192冊

¥6,000

大邱 鳳舞洞365-9番地遺蹟 : 대구 봉무지방산업단지 진
嶺南文化財研究院学術調査
Ｒ381 입도로 확장구간내(大邱鳳舞地方産業団地進入道路拡
2006 嶺南文化財研究院
報告第116冊
張区間内)

¥6,000

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第52冊

¥1,000

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第64冊

¥6,000

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第107冊

¥2,500

R161 大邱旭水洞128番地生活遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第58冊

¥4,000

R323 大邱旭水洞130-3番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第89冊

2005 嶺南文化財研究院

¥1,800

Ｒ96 大邱旭水洞134番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第71冊

¥2,000

Ｒ355 大邱旭水洞388番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第60冊

¥2,700

R228 大邱旭水洞390-2番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第72冊

¥1,800

R101 大邱旭水洞391-2番地生活遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第23冊

2000 嶺南文化財研究院

¥1,000

R129 大邱旭水洞392-2番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第113冊

¥2,500

241 大邱 東湖洞181番地遺蹟

137 大邱 蓮湖洞墳墓群
Ｒ419 大邱旭水洞・慶山玉山洞遺蹟1
R103

大邱旭水洞107-1番地遺蹟 大邱-釜山間高速道路工事
区間内
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Ｒ438

大邱佳川洞遺蹟 大邱-釜山間高速道路工事区間内 〈本 嶺南文化財研究院 学術調
査報告第78冊
文〉、〈写真〉 全2冊

2004 嶺南文化財研究院

¥9,000

R191 大邱佳川洞新羅墓群

聖林文化財研究院学術調査
2011 聖林文化財研究院
報告第58冊

¥14,000

Ｒ378 大邱佳川洞統一新羅時代生活遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第39冊

¥3,000

学術調査報告第47冊

¥5,500

Ｒ91

大邱-釜山間高速道路建設區間(第4・5工區)文化遺蹟發
掘調査報告書-清道松邑里・楡湖里・内湖里遺蹟-

2005 慶尚北道文化財研究院

R308 大邱琴湖洞79番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第159冊

¥3,000

Ｒ95 大邱月城洞1261番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第127冊

¥3,000

R281 大邱月城洞591番地遺蹟

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第30冊

111 大邱三徳洞188-1番地遺蹟 大邱三徳洞149-72番地遺蹟 発掘調査報告第12・13冊

2007 (財)嶺南文化財研究院

¥3,500

2011 三韓文化財研究院

¥2,000

R124 大邱時至地区古墳群 2-2 B407

嶺南文化財研究院学術調査
2013 嶺南文化財研究院
報告第20５冊

¥18,000

R256 大邱時至地区古墳群 Ⅰ

嶺南文化財研究院学術調査
2001 嶺南文化財研究院
報告第33冊

¥7,000

225 大邱時至地區生活遺蹟 Ⅲ

嶺南文化財研究院学術調査
2000 嶺南文化財研究院
報告第25冊

¥4,500

Ｒ86 大邱上仁洞98-1遺蹟

大東文化財研究院学術調査
2008 大東文化財研究院
報告第3輯

¥8,000

Ｒ444 大邱新塘洞遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第84冊

¥6,500

38

Ｒ357 大邱新梅洞164番地遺蹟

嶺南文化財研究院學術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第48冊

¥2,160

Ｒ11 大邱大鳳洞 (マウル)遺蹟

慶尚北道文化財研究院学術
2006 慶尚北道文化財研究院
調査報告第68冊

¥8,000

Ｒ17 大邱辰泉洞508番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2007 嶺南文化財研究院
報告第140冊

¥7,000

R229 大邱辰泉洞遺蹟

嶺南文化財研究院學術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第66冊

¥4,000

R315 大邱鶴亭洞474番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術叢書
2009 嶺南文化財研究院
第168冊

¥1,500

R309 大邱東湖洞遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究
報告第61冊

¥6,000

Ｒ354 大邱東内洞遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第46冊

¥7,000

R128 大邱内患洞墳墓群

嶺南文化財研究院 學術調
査報告第26冊

2000 嶺南文化財研究院

¥7,000

Ｒ50 大邱南城路33番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第82冊

¥2,800

R328 大邱南城路45番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第170冊

¥2,500

Ｒ437 大邱梅湖洞1008番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2009 嶺南文化財研究院
報告第162冊

¥8,000

Ｒ430 大邱梅湖洞979-4番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第103冊

¥2,200

R114 大邱鳩岩洞6番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第56冊

¥2,500
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R190 大邱晩村洞新羅墓群

聖林文化財研究院学術調査
2010 聖林文化財研究院
報告第４８冊

¥8,000

R117 大邱鳳舞洞遺蹟 5

嶺南文化財研究院学術叢書
2011 嶺南文化財研究院
第191冊

¥15,000

R149 大邱鳳舞洞遺蹟 Ⅱ

嶺南文化財研究院学術叢書
2010 嶺南文化財研究院
第172冊

¥6,000

R147 大邱鳳舞洞遺蹟 Ⅲ

嶺南文化財研究院学術叢書
2010 嶺南文化財研究院
第173冊

¥6,500

Ｒ54 大邱鳳舞洞古墳群 大邱永信初・中・高移転敷地内

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第104冊

¥5,500

R165 大邱蓮湖洞墳墓群

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第52冊

¥2,800

Ｒ76 大邱蘆邊洞社稷檀遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第86冊

¥2,500

R137 達城 玉盆里643-1番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術叢
書第135冊

2007 嶺南文化財研究院

¥1,000

R111 達城 大見寺址 試掘調査 報告書

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第79冊

¥1,500

R102 達城 竹谷里 9-2番地遺蹟

嶺南文化財研究院 学術調
査報告第126冊

2007 嶺南文化財研究院

¥3,800

Ｒ465 達城 内里古墳群

嶺南文化財研究院学術叢書
2009 嶺南文化財研究院
第166冊

¥6,500

学術調査報告第10冊

2011 三韓文化財研究院

¥2,500

嶺南文化財研究院学術調査
2005 嶺南文化財研究院
報告第81冊

¥6,000

114 達城 本里里405番地遺蹟
R286 達城舌化里古墳群
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Ｒ20 達城竹谷里107番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2011 嶺南文化財研究院
報告第181冊

¥7,000

Ｒ400 達城冷泉里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第118冊

¥3,500

Ｒ400 達城冷泉里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第118冊

¥3,500

Ｒ470 達城冷泉里遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第118冊

¥3,500

Ｒ399 達城汶陽里古墳群1

嶺南文化財研究院学術調査
2003 嶺南文化財研究院
報告第55冊

¥7,000

嶺南埋蔵文化財研究院学術
嶺南埋蔵文化財研究院 韓
1997
調査報告第8冊
国道路公社

¥1,080

R317 忠州 九龍里白磁窯址

中央文化財研究院発掘調査
2005 中央文化財研究院
報告第57冊

¥4,000

R233 忠州金生寺址 忠州龍頭-金加間迂回道路建設区間内

発掘調査報告第91冊

Ｒ353

中央高速道路 建設豫定地域内 文化遺蹟發掘調査報告
書 (安東〜榮州間)

忠州水龍里遺蹟 中部内陸高速道路及び忠州支社建設
工事敷地内

2006

中央文化財研究院・大田地
方国土管理庁

¥6,000

中央文化財研究院発掘調査
2002 中央文化財研究院
報告第12冊

¥3,500

Ｒ492 忠清文化財研究院文化遺跡調査報告第115集

2011 忠清文化財研究院

¥7,000

Ｒ493 忠清文化財研究院文化遺跡調査報告第115集

2011 忠清文化財研究院

¥6,000

Ｒ350 長興下芳村古墳群・瓦窯址

湖南文化財研究院学術調査
2004 湖南文化財研究院
報告第26冊

¥5,000

R126 長興松亭支石墓-나(ナ)群-

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院 韓国水
2005
報告第38冊
資源公社

¥3,500

R262
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R185 長城環校遺蹟 2

学術調査叢書第135冊

2010 湖南文化財研究院、長城郡

¥9,000

Ｒ36 長城環校遺蹟 Ⅰ

学術調査叢書第１３４冊

2010 湖南文化財研究院

¥8,000

Ｒ63 長城西陽里・冠東里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、陸軍尚
2009
報告第122冊
武台軍務支援団

¥13,000

Ｒ69 長成鷲岩里窯址

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院 農業基
2006
報告第56冊
盤公社長成支部

¥9,000

R305 堤川下所洞遺蹟 堤川下所洞아파트(アパート)新築敷地

発掘調査報告第100冊

¥4,000

R267 天安 梅城里遺蹟 天安並川골프장(ゴルフ場)造成敷地内 發掘調査報告第68冊

2007 中央文化財研究院
2005

中央文化財研究院・忠清北
道

¥2,500

Ｒ346 天安 龍谷洞遺蹟

忠清文化財研究院文化遺蹟
2006 忠清文化財研究院
調査報告第46輯

¥3,500

R252 天安清堂洞舊石器遺蹟

忠清文化財研究院文化遺蹟
2006 忠清文化財研究院
調査報告第53輯

¥1,500

R253 天安命徳里遺蹟

遺跡調査報告65冊

¥3,000

Ｒ447 土地博物館学術調査叢書第22集

2010 忠清南道歴史文化研究院
2004

韓国土地公社土地博物館、
京畿文化財団

¥4,500

忠清文化財研究院文化遺蹟
2005 忠清文化財研究院
調査報告第42-3輯

¥5,000

Ｒ349 唐津大雲山里 호구마루(ホグマル) 遺蹟

忠清文化財研究院文化遺跡
2005 忠清文化財研究院
発掘調査報告第40-3輯

¥4,000

R158 東海望祥洞遺蹟 2

学術調査報告第36冊

91

唐津 自開里遺蹟 Ⅱ
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2010 芸脈文化財研究院

¥15,000

Ｒ467 東国大学校慶州キャンパス博物館研究叢書第15冊

2002

東国大学校慶州キャンパス博
物館

¥2,000

Ｒ413 東萊古邑城址 -本文・附録-、-図面・写真- 全2冊

学術調査研究叢書第60輯

2007 慶南文化財研究院

Ｒ34 桃開新里遺蹟

学術調査報告第６９冊

2006 慶尚北道文化財研究院

R270 統營三徳港内 唐浦水中遺蹟

統營三徳港内 唐浦水中遺
蹟

2001

馬山地方海洋水産庁、慶南
文化財研究院

¥3,500

2001

畿甸文化財研究院 韓国土
地公社

¥4,500

R146

南楊州 好坪・坪内宅地開発地区内文化遺蹟試・発掘調査
学術調査報告第21冊
報告書 (Ⅰ)-朝鮮時代墳墓群-

R301 南楊州 好坪洞 지새울(チセウル) 遺蹟
R184

畿甸文化財研究院、ソウル地
2007 方国土管理庁、㈱韓進重工
業

南楊州好坪・坪内宅地開発地区内文化遺蹟試・発掘調査 畿甸文化財研究院学術調査
畿甸文化財研究院、韓国土
2002
報告第27冊
地公社
報告(Ⅱ) -朝鮮時代瓦窯址-

116 寧越 三玉里遺蹟 先史時代
R247 寧越酒泉里聚落
R163

学術調査報告第85冊

寧越文山里遺蹟 寧越文山里山村開発敷地発掘調査報
告書

R162 寧越報徳寺 四天王門址発掘調査報告書

¥6,000

¥5,000
¥6,500

江原文化財研究所学術叢書
2010 江原文化財研究所
106冊

¥5,000

江原考古文化研究院学術叢
2011 江原考古文化研究院
書11冊

¥3,500

江原文化財研究所学術叢書
2008 江原文化財研究所、寧越郡
81冊

¥3,800

江原文化財研究所学術叢書
2005 江原文化財研究所、寧越郡
32冊

¥3,500

中央文化財研究院・韓国土
地住宅公社

¥2,000

Ｒ486 発掘調査報告第196冊
R155 美湖川 流域 地表調査 報告書

¥15,000

2013
学術調査報告書第2冊
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1993 国立清州博物館

¥2,500

Ｒ68 扶安格下貝塚

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2005
報告第45冊
方国土管理庁

Ｒ461 扶余郡文化財保存センター発掘調査研究報告第12冊

2011 扶余郡文化財保存センター

¥2,000
¥2,300

R231 扶餘 九鳳・蘆花里 遺蹟

忠南大学校百済研究所、高
忠南大学校百済研究所学術
2004 麗大学校埋蔵文化研究所、
研究叢書第11輯
大田地方国土管理庁

¥5,000

R338 扶餘 羅福里통실(トンシル)・石隅里・元門里遺蹟

忠清文化財研究院文化遺跡
2008 忠清文化財研究院
調査報告第63輯

¥8,000

R235 扶餘舊衙里434番地百濟遺蹟

遺跡調査報告第12冊

2012

畿甸文化財研究院、京畿地
方公社

¥5,000

228 文化遺蹟発掘調査報告書

東亜細亜文化財研究院発掘
2006 東亜細亜文化財研究院
調査報告書第５輯

¥2,500

Ｒ51 聞慶矛田洞遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第68冊

¥4,000

江原文化財研究所学術叢書
2011 江原文化財研究所
109冊

¥2,800

95

平昌泉洞里２２０番地遺蹟

R197

平澤宮里遺蹟 -古徳栄和APT新築敷地内文化遺蹟発掘
学術調査報告第71冊
調査報告書-

2006

R196

保寧 花山洞옥약골(オギャクコル)墳墓群및(及び)倉洞里움 忠清文化財研究院 文化遺
蹟調査報告第50輯
골(ウムゴル)遺蹟

2006 忠清文化財研究院

¥4,000

(財)忠清埋蔵文化財研究院
文化遺蹟調査報告第7輯

2006 忠清文化財研究院

¥1,500

155 奉化 青巖亭周辺遺蹟

学術調査報告第11冊

2008 慶尚北道文化財研究院

¥1,000

R198 抱川 吉明里黑釉瓷窯址

学術調査報告第69冊

2006 研究院・ソウル地方国土管理庁・

R234 保寧花山洞遺蹟

畿甸文化財研究院、㈱栄和
建設

¥6,000

京畿文化財団付設 畿甸文化財
㈱ヒョジャ建設
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¥3,000

Ｒ70 務安通亭遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院 益山地
2006
報告第58冊
方国土管理庁

¥2,500

R067 羅州雨山里窯址

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、羅州観
2004
報告第32冊
光開発㈱

¥2,500

湖南文化財研究院学術調査
2007 湖南文化財研究院
報告第85冊

¥4,000

R125 羅州錦城館外三門(望華樓)周邊 発掘調査報告書

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院・羅州市
2002
報告第10冊
庁

¥2,000

R313 羅州大道里白磁窯址

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院 韓国道
2006
報告第57冊
路公社

¥3,000

Ｒ425 羅州長燈遺蹟 本文、圖面・寫眞 全2巻

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国道
2007
報告第88冊
路公社

¥8,000

Ｒ352 羅州邑城 2

湖南文化財研究院学術調査
2004 湖南文化財研究院・羅州市
報告第28冊

¥3,240

R122 羅州邑城東門址-1・2次発掘調査報告書-

湖南文化財研究院学術調査
2003 湖南文化財研究院 羅州市
報告第17冊

¥4,500

R307 羅州龍虎古墳群

湖南文化財研究院学術調査
2003 湖南文化財研究院
報告第18冊

¥4,000

R84 羅州龍虎舊石器遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2004
報告第34冊
方国土管理庁

¥1,000

101 羅州永川遺蹟-務安造山・水盤遺蹟-

R278

利川2001世界陶磁器엑스포(エキスポ)敷地試掘調査報告
学術調査報告第15冊
書

2001 畿甸文化財研究院、利川市

¥1,000

124 龍仁 霊徳洞遺蹟 全2冊

学術調査報告第116冊

2010

畿甸文化財研究院 韓国土
地公社

¥12,000

243 龍仁 霊徳洞遺蹟（本文 2）

学術調査報告第116冊

2010

畿甸文化財研究院 韓国土
地公社

¥3,000

45

R320 龍仁麻北里百濟土壙墓
139 梁山 龍塘里遺蹟
Ｒ371 梁山所土里古墳群
93

霊光雲堂里遺蹟

学術調査報告第45冊

2005 畿甸文化財研究院

¥3,800

蔚山文化財研究院学術調査
2013 蔚山文化財研究院
報告第99冊

¥800

慶南文化財研究院、韓国道
路公社

学術調査研究叢書第41輯

2005

馬韓文化研究院叢書35

2009 馬韓文化研究院

¥7,000
¥3,500

R264 麗水 美坪洞 죽림(竹林) 支石墓

順天大博物館地方文化叢書
1998 順天大学校博物館、麗水市
第17

¥2,000

R277 麗水月平遺蹟

学術調査叢書第137冊

湖南文化財研究院、韓国鉄
道施設公団

¥3,000

Ｒ80 論山中里遺蹟

忠清埋蔵文化財研究院 天
忠清埋蔵文化財研究院文化
2003 安-論山間高速道路株式会
遺蹟調査報告第30輯
社

¥2,000

Ｒ75 和順開天寺 新築大雄殿敷地内発掘調査報告

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、大韓仏
2002
報告第11冊
教曹渓宗開天寺

¥4,000

R243 舒川鳳仙里・台城里遺蹟

忠南大学校百済研究所学術
忠南大学校百済研究所、韓
2005
研究叢書第12輯
国道路公社

¥3,000

보령 명천동・화산동 오야골 유적 (保寧鳴川洞・花山洞オ 忠清文化財研究院 化遺跡
調査報告第78集
ヤゴル遺跡)

2010

2008 忠清文化財研究院

¥10,000

Ｒ376 咸平老迪遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
2005 湖南文化財研究院
報告第50冊

¥4,000

Ｒ45 咸平磻岩遺跡

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国道
2007
報告第87冊
路公社

¥7,000

Ｒ30 咸陽 黄谷里遺蹟

ウリ文化財研究院学術調査
報告11冊

¥5,000

Ｒ78

46

2008 ウリ文化財研究院、咸陽郡

Ｒ25 咸陽 花山里遺蹟

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター調査研究報告書第59
冊

2007

Ｒ361 咸陽沙斤山城 추정(推定)西門址발굴조사(発掘調査)

ウリ文化財研究院学術調査
報告2冊

2006 ウリ文化財研究院、咸陽郡

R303 坡州瓦洞里1遺蹟 1～3 全3巻

学術調査報告第112冊

2009

慶南発展研究院歴史文化セ
ンター

¥8,000

¥4,500

京畿文化財研究院、大韓住
宅公社

¥22,000

坡州金蝿里・徳隠里遺蹟 파주 LCD지방산업단지내 문
畿甸文化財研究院学術調査
畿甸文化財研究院、京畿地
R236 화재 시・발굴조사 보고서(坡州LCD地方産業団地内文化
2006
報告第68冊
方公社
財試・発掘調査報告書

¥9,000

京畿文化財研究院、韓国土
地住宅公社

¥3,500

R282 坡州野塘里2遺蹟

学術調査報告第127冊

2011

R195 廣州墻枝洞聚落遺蹟

学術調査報告第120冊

2010 京畿文化財研究院

Ｒ344 檜岩寺1 試掘調査報告書

京畿道博物館遺蹟調査報告
京畿道・楊州郡・京畿道博物
第6冊/畿甸文化財研究院学 2001
館・畿甸文化財研究院
術報告書第20冊

R183 서천 봉선리 유적 (舒川鳳仙里遺跡)

忠清文化財研究院文化遺跡
2009 忠清文化財研究院
発掘調査報告第98輯

¥12,000

R174 서천 오석리 유적 (舒川烏石里遺跡)

忠清文化財研究院文化遺跡
2008 忠清文化財研究院
発掘調査報告第74輯

¥3,000

学術研究叢書第40輯

2005 慶南文化財研究院

¥1,500

Ｒ401 潭陽金城山城

学術調査叢書第133冊

2010 湖南文化財研究院、潭陽郡

¥2,800

Ｒ48 潭陽中玉里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、韓国道
2005
報告第51冊
路公社

¥5,500

Ｒ427 潭陽邑内里遺蹟

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、益山地
2002
報告第8冊
方国土管理庁

¥3,500

152 泗川 牛川里 陶窯址

47

¥5,000
¥7,000

94

濟州 三和ナ地域遺蹟―Ⅲ区域―

湖南文化財研究院学術調査
2010 湖南文化財研究院
報告第129冊

¥5,000

89

濟州 梨湖洞遺蹟―２８８番地―

学術調査報告第13冊

2011 濟州文化財研究院

¥2,000

Ｒ77 아산 풍기동 앞골 유적 (牙山豊基洞アプ谷遺跡)

忠清文化財研究院文化遺跡
2009 忠清文化財研究院
調査報告第101集

¥12,000

146 襄陽 臨湖亭里遺蹟

江原文化財研究所学術叢書
2008 江原文化財研究所
88冊

¥2,500

大韓住宅公社 慶南文化財
研究院

R336 鎭海自隱洞水田址

学術調査研究叢書第8輯

Ｒ402 【品切】鎭川松斗里舊石器遺蹟1

中原文化財研究院調査報告
2006 中原文化財研究院
叢書第16冊

R316 鎭川新月里遺蹟 鎭川梨月迂回道路建設区間内

發掘調査報告第60冊

中央文化財研究院 大田地
方国土管理庁

¥2,000

R321 靈光石田支石墓

湖南文化財研究院学術調査
湖南文化財研究院、農業基
2004
報告第29冊
盤公社霊光支社

¥1,000

Ｒ13 龜尾玉渓洞317番地遺蹟

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第124冊

¥7,500

2001

2005

¥3,000

Ｒ97

龜尾鳳山里1遺蹟 龜尾國家産業團地第4團地造成事業
敷地内

嶺南文化財研究院学術調査
2004 嶺南文化財研究院
報告第74冊

¥4,000

R138

龜尾鳳山里2遺蹟 龜尾國家産業團地第4團地造成事業
敷地内

嶺南文化財研究院学術調査
2006 嶺南文化財研究院
報告第101冊

¥6,300

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第49冊

¥3,000

R143 龜尾黄桑洞382番地遺蹟
Ｒ53

龜尾-琴湖間京釜高速道路擴張區間内 文化遺蹟発掘調 慶尚北道文化財研究院 学
術調査報告第9冊
査報告書 -漆谷永梧里・龍山里・梧山里遺蹟-

48

2001

慶尚北道文化財研究院、韓
国道路公社

¥5,000

Ｒ49

龜尾國家産業團地第4團地造成豫定地區文化財試掘調
査報告書

R170 직산 수헐리 유적 (稷山愁歇里遺跡)
R171

충남 각지 문화유적 시(발)굴조사 보고서 (忠南各地文
化遺跡 試(発)掘調査報告書

嶺南文化財研究院学術調査
2002 嶺南文化財研究院
報告第53冊

¥2,000

忠清文化財研究院文化遺跡
2009 忠清文化財研究院
調査報告第97集

¥4,500

忠清文化財研究院文化遺跡
2006 忠清文化財研究院
調査報告第95集

¥6,500

49

