
箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 1

(米借用証文､金子借用証文､新畑預渡手形､材木

相場覚､染帷子注文･干鰯売残･法事･頼母子不足

金催促･借用金返済などにつき書状)

(慶長13年･元禄5年･元禄9年･

宝永2年)
27点

ⅩⅩ 2
(御米借用願､御年貢納庭帳､御物成米請取覚､金

銭請取覚)
(寛永17年･延宝4年) 6点

ⅩⅩ 3

(奉公人請状､借用金手形､松材請取覚､借用金覚､

粕仕切状､酒道具返却･干鰯売付･頼母子金･金銭

請取などにつき書状､頼母子帳)

(寛文2年･寛文11年･延宝8年･

元禄15年･享保5年)
37点

ⅩⅩ 4

(不審者隠し置禁止につき御触状､那蘇宗門改につ

き御触状､野間庄坂井村石高･田畑･家数･人数覚

書､頼母子会案内状､大豆･小豆･大麦･小麦初相

場覚)

(寛文3年) 20点

ⅩⅩ 5

(郡奉行宛普請願状､百姓家作直のため松木売願

状､さし樋掛直願状､付船金など借金返済なく口上

書､百姓困窮のため夫食貸下願状､免定､金子借

用証文､利銀勘定延引願などにつき書状､船送状)

(寛文11年･延宝2年･元禄2年

～元禄13年･正徳5年)
18点

ⅩⅩ 6

(年貢明目につき金子借用証文､天王社･白山社な

ど地積並堂舎書上覚､諸白･米送状､頼母子会出

席･酒代勘定･薬種代･大網米袋などにつき書状)

(寛文12年･元禄15年･16年) 17点

ⅩⅩ 7

(頼母子金請取願･会所掛金延納用捨願などにつき

書状､坂井村辰年御物成覚､元金請取覚､公儀御

預り金の内借用金手形､祝儀献立)

(延宝元年～延宝4年) 11点

ⅩⅩ 8

(坂井村五人組より吉利支丹宗門につき書状及び

上申､宗門一札､宗門改手配につき書状､未年坂井

村三役御普請所見[   ]帳､物成代金請取覚､米仕

切状)

(延宝2年･延宝7年･貞享3年･

元禄3年･13年･14年･天保2年)
51点

ⅩⅩ 9

(市原村田方年貢米･松木本数･破損船触状請取な

どにつき覚､半六後家身柄･木綿相場･借用金返済

延引などにつき書状､網方不猟につき拝借金願上､

網方干上ケ勘定目録､御見分之時入用払分覚書､

宗門改帳)

(延宝6年･貞享5年) 45点

ⅩⅩ 10

(夫食金耕作金拝借村内配符帳､諸事公儀御触状

留帳､網借用金･網借用金･松相場･船寸法･酒代

金などにつき覚､小売酒･粕船積･頼母子･御蔵米

渡･米受納などにつき書状)

(延宝6年･元禄13年) 65点

ⅩⅩ 11

(酒之通､御山下苅･御山廻日役掟帳､麦御物成帳､

種当帳､酒･油買物覚帳､酒造高覚帳､山方運上

米･金覚帳､田畑元高覚帳)

(延宝6年･貞享4年･元禄7年･

宝永5年･享保3年)
9点

ⅩⅩ 12

(干鰯･米･莨･味噌･縄代金覚､買米覚､竹年貢覚､

年貢米上納覚､借用金覚､松葉数量覚､坂井村地

下入用諸白･溜･酢覚､麦成帳､三州吉田船破損に

より船荷流出･頼母子金無心･頼母子会通知などに

つき書状)

(延宝8年) 42点

ⅩⅩ 13

(坂井村夫食御願帳､宗門御改引得帳､申年種苗覚

帳､金銭差引覚､石高覚､石黒三郎兵衛年貢皆済

覚､人足所役覚､酒代金覚､頼母子金買取につき請

人依頼状)

(延宝9年･元禄3年～元禄13

年･正徳6年)
23点

ⅩⅩ 14

(村中諸事入用帳､江戸縄買帳､隠岐へ流人船遣す

につき書状､坂井村亥年山方新田見取米覚､酒代

金覚､御城餅米上納覚､天王社造用費覚)

(天和3年･元禄8年～宝永3年) 49点

ⅩⅩ 15

(鰯油･莚･酒など代金覚､米運賃覚､餅米･大豆納

入覚､〆粕買附覚､麦成未進覚､行願寺勧進･穀物

相場などにつき書状､仕切状､仕切目録通､船送状)

(貞享3年～文政7年) 130点

ⅩⅩ 16
(拾得流木指上覚､久左衛門病気･手形請取依頼･

利足金･米代残金･法事などにつき書状)
(貞享4年) 12点

ⅩⅩ 17

(金銭覚､金銭請取覚､代金差引覚､頼母子金覚､人

名覚､石高覚､船借につき書状､酒代につき書状､菓

子之通､苅料覚帳､永平寺道中記､御判物判取帳､

秋葉参詣道中記､木版刷暦)

(元禄12年･宝永3年･享保7年･

天保6年･天保16年･弘化2年･

嘉永5年)

59点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 18

(奉公人請状､宗門送状､金子借用証文､頼母子金

預り証文､干鰯･御払居米･作事入用金など代金請

取覚､調達金請取覚､為替金覚､田地譲手形､仕切

状)

(元禄14年･延享4年･宝暦2年

～宝暦9年･安永4年～安永8

年･天明7年～文化8年)

77点

ⅩⅩ 19
(金子借用証文､祝儀につき書状､心月斎より寺社

奉行宛訴状)
(元禄16年･享保3年) 7点

ⅩⅩ 20

(辰年御免割､畔築直願･頼母子金御断願などにつ

き書状､金子借用証文､酒･莨･粕など代金請取覚､

御城米積上覚､石高覚､頼母子金覚､干鰯仕切状)

(正徳2年～享保元年) 119点

ⅩⅩ 21

(奉公人請状､享保十一年ひのえうまの貞享暦､干

鰯仕切状､買物覚､御目付衆宿泊と明朝白山行に

つき書状)

(享保元年･享保4年･享保十年) 14点

ⅩⅩ 22
(酒売附覚､酒入船覚､酒･御払居米金銭覚､酒仕切

目録)

(享保2年･3年･寛政11年･文化

6年･7年)
45点 付札に｢酒仕切｣とあり

ⅩⅩ 23

(米･大豆･大麦初相場につき書状､脇差につき覚､

酒入船･味噌仕入･大豆蔵入覚､預り金･借用金覚､

御手酒･新酒代金覚､酒･種粕･油･莨･大麦など船

送状､酒･干鰯･御蔵米･古米仕切状)

(享保3年･寛延3年･文政9年～

天保元年･安政2年～安政4年)
464点

ⅩⅩ 24

(命親命名につき謹考､六郎兵衛家相続につき願

状､頼母子金預り証文､頼母子請合手形､奉公人請

状､初相場売買覚､下り荷物焼酎積手板､野間大御

堂寺安養院永代浴油帳)

(享保16年･明和2年･天明7年･

文化2年･文化8年)
14点

ⅩⅩ 25

(奉公人請状､大工入合につき願上､浜方役宛船流

出につき願上､頼母子金預り証文､酒･御蔵米･粕･

干鰯･味淋しなど仕切状､酒･糠など買附覚及び売

附覚､金銭覚､入船覚､仕切差引目録､酒相場･酒

荷物積入･仕切金渡などにつき書状､船送状)

(寛保2年～文化9年) 1125点

ⅩⅩ 26
(酒仕切状､金銭差引目録､酒目録帳､酒売附につ

き書状)
(天明4年～天明8年) 62点

包紙に｢天明六年☆午未申

三ケ年分入｣とあり

ⅩⅩ 27 (酒貫留帳､酒貫数覚､金銭覚) (天明8年～寛政5年) 12点

ⅩⅩ 28 (酒･酒樽仕切状､酒･粕･樽代金請取覚) (天明8年～寛政8年) 103点

ⅩⅩ 29

(酒･粕･樽･材木･御払居米など代金請取覚､紙･茶

苗木･米切手請取覚､頼母子金覚､浦方預り金･調

達金･金銭借用など金銭覚､酒･酒粕入船覚､当年

酒造高覚､紙･莨･粕明樽･酢･生板など船送状､酒･

焼酎･種粕･御蔵米仕切状､待宝院弟子法如消息

につき書状､御払居米先納金･酒相場･材木流失･

酒造家宛酒造高などにつき書状)

(寛政元年～寛政12年･文化8年～文化13年)1436点

ⅩⅩ 30 (酒仕切状) (寛政2年) 20点
付札に｢戌之年六百五樽

小鈴谷久左衛門｣とあり

ⅩⅩ 31 (酒仕切状) (寛政3年) 5点
付札に｢亥年六百十三樽

小鈴谷久左衛門｣とあり

ⅩⅩ 32
(御払居米志払覚､物成･年貢村免覚､金子請取覚､

頼母子金覚､奉公人請状)
(寛政4年) 25点

ⅩⅩ 33
(酒･味淋仕切状､古御手酒代金返上覚､金銭差引

目録)
(寛政4年･5年) 39点

包紙あり､包紙ウハ書に｢寛

政四年子ノ仕切目録　丑四

月｣とあり

ⅩⅩ 34 (酒･酒樽仕切状､酒代金覚) (寛政5年) 39点 付札に｢寛政五丑年分｣とあり

ⅩⅩ 35 (酒･餅米･酒粕仕切状､粕樽入津覚) (寛政5年･6年) 50点 付札に｢寛政六寅年｣とあり

ⅩⅩ 36 (酒仕切状､金銭差引目録､船送状) (寛政6年) 35点

ⅩⅩ 37

(酒粕･材木･明樽など代金覚､御払居米代金請取

覚､頼母子金覚､材木･酒粕送状､万之通､造作日

記)

(寛政9年･文化8年～文化12年) 263点

ⅩⅩ 38
(酒･粕･味淋仕切状､酒･莚など金銭覚､御手酒･酒

代金延納などにつき書状､酒入船覚)
(寛政11年～寛政13年) 131点

ⅩⅩ 39
(酒･粕･糠仕切状､酒送状､金銭覚､食事療法につき

書状)
(寛政12年･享和元年) 84点

ⅩⅩ 40

(酒･味淋･亀山御蔵米･粕など仕切状､酒･糠など代

金請取覚､土蔵出来のため職人戻し願などにつき

書状､金銭差引目録)

(享和3年～文化2年) 80点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 41

(御払居米先納金勘定所へ上納につき覚､正金指

出米切手と引替につき覚､御払居米代金請取覚､

頼母子金覚､御払居米･御蔵米･酒仕切状､御蔵

米･御払居米･材木･莨など送状､奉公人請状)

(享和3年～文化7年) 219点

ⅩⅩ 42

(御払居米など金銭覚､頼母子金覚､酒樽など品物

数量覚､御払居米･酒など送状､御払居米･糠仕切

状､手酒積入につき書状)

(文化元年･2年) 57点

ⅩⅩ 43
(酒･糠仕切状､酒･糠･調達米代金請取覚､酒入船

覚､酒樽数量覚､酒積入などにつき書状)
(文化元年～文化4年) 106点

ⅩⅩ 44
(金米受渡し通､紬･染物･小紋･莨など代金請取覚､

仕切状)
(文化元年～文化4年) 28点

ⅩⅩ 45 (酒･粕･味噌･糠･味淋など代金請取覚) (文化2年) 85点

ⅩⅩ 46

(御払居米代金請取覚､御払居米覚､借用金覚､御

払居米につき書状､造酒荷物目録､頼母子掛金請

取通､実綿買帳)

(文化2年～文化13年) 72点

ⅩⅩ 47

(材木･樽･糠など代金請取覚､御蔵米･御払居米代

金･調達金請取覚､頼母子覚､酒仕切状､材木･粕･

明樽･莚･納米･御城米など送状､上納金目録､流着

の酒樽･酢樽など村役人揚置につき上申)

(文化3年～文化8年) 390点

ⅩⅩ 48

(荷物積送･御下り金請取･米札渡･調達金返金願

などにつき書状､大豆･綿など相場につき書状､莨･

木綿･竹･酒など代金請取覚､糠俵数覚､頼母子金

預かり証文､送状､御蔵米入札)

(文化5年～文化7年) 202点

ⅩⅩ 49

(酒･御切手替米･釜揚代金請取覚､酒入船覚､酒な

ど仕切状､酒･米相場につき書状､為替証文につき

書状､御蔵米送状）

(文化6年～文化8年） 145点

ⅩⅩ 50

(酒･種油･明樽･網･菓子など代金請取覚､頼母子

金覚､御払居米積送覚､御払居米先納金請取覚､

酒･明樽･莨･御蔵米･竹船送状､酒･莨･御蔵米仕切

状､上納金などにつき書状､万買物覚帳)

(文化6年･文政7年～文政12年) 247点

ⅩⅩ 51

(御払居米切手渡･味粕など積送･木材渡などにつ

き書状､樽木･糖･種油･米･莨･竹など代金請取覚､

御払居米先納金請取上納覚､頼母子金覚､酒･粕･

明樽など仕切状､送状)

(文化7年･8年) 340点

ⅩⅩ 52
(御払居米･酒代金請取覚､頼母子金覚､莚･酒･板･

樽送状､万通､万仕切通)
(文化7年～文政5年) 146点

ⅩⅩ 53

(米･粕･品物代金引渡などにつき書状､御蔵米･粕

など積入につき書状､莨･川船運賃など金銭覚､莨

数量覚､〆粕･種粕･大豆仕切状､莨送状)

(文化8年) 66点

ⅩⅩ 54
(金銭請取･米相場などにつき書状､粕･干鰯仕切

状､金銭差引覚､粕など買附覚)
(文化8年･9年) 50点

包紙あり、包紙ウハ書に｢文

化九申年干方仕切｣とあり

ⅩⅩ 55

(莨･粕･紙･酒など代金請取覚､莨･米など入津覚､

惣仕切引合願･新引物船積などにつき書状､莨･種

粕船送状､酉年賃代仕切書､仕切状)

(文化9年･10年) 379点

ⅩⅩ 56
(干鰯積手板帳､手板帳､酒･酢･莨･菰など船送状､

年貢米につき書状)
(文化9年～文化14年) 67点

ⅩⅩ 57
(酒仕切状､酒･糠･米など代金請取覚､酒請取覚､

酒入津･酒相場などにつき書状､酒送状)
(文化10年･11年) 100点

ⅩⅩ 58

(御払居米代金請取覚､御米切手請取覚､椎茸･莚･

酒･粕代金覚､酒入船覚､船積入覚､御払居米･酒

明樽など送状､小倉村浜方役より漂流の船一艘引

揚につき書状)

(文化10年～文化12年) 165点

ⅩⅩ 59

(酒･御蔵米･杉など代金請取覚､明樽請取覚､酒入

船覚､酒･明樽など仕切状､御払居米積返につき請

取依頼･酒運搬船龍風のため豆州入津などにつき

書状､船送状)

(文化10年～文化12年) 94点

ⅩⅩ 60
(莨船送状､莨代金覚､鰯油買仕切状､干鰯･米など

につき書状)
(文化11年･12年) 231点

ⅩⅩ 61
(朝柄･莨･酒･茶･油など代金覚､頼母子金覚､石垣

人足覚帳)
(文化12年～文化14年) 245点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 62
(酒･粕･樽仕切状､大豆船積状､酒入船覚､糖代金

覚､酒相場につき書状)
(文化12年～文政元年) 51点

付札に｢文化十三子文政元

寅年迄　酒仕切三年分入｣

とあり

ⅩⅩ 63

(樽･粕･酒など請取覚､涅槃像･山水画表具･木綿･

帯･青物など代金覚､御払居米代金請取覚､頼母子

金覚､御蔵米買付･酒取引･紙など積送などにつき

書状､酒･酒樽･明樽仕切状､奉公人請状)

(文化13年･14年) 313点

ⅩⅩ 64

(船賃･酒･溜･油･大豆など代金請取覚､糠･明樽･

莨など請取覚､種･米買附覚､頼母子金覚､種･御蔵

米･白米糠など送状､莨･半紙代金などにつき書状)

(文化13年･文政元年) 185点
付札に｢子年諸々書付｣とあ

り

ⅩⅩ 65

(御切手米･限正米･御払居御判物･拝借金･人足な

ど覚､船運賃･酒･粕･種油など請取覚､半紙･味噌

注文覚､頼母子金覚､御払居米･納金･御払居御判

物などにつき書状､米･大豆･大麦･小麦など相場に

つき書状､酒造大行事宛船手運賃値上願)

(文化13年～文政元年) 381点

ⅩⅩ 66

(酒仕切状､御払居米･糖など代金請取覚､頼母子

金覚､酒送状､勘定吟味役休泊につき廻状､新田取

継金･利足差上などにつき書状､奉公人請状､万

通､材木通､正米通)

(文化13年～文政元年) 200点

ⅩⅩ 67

(御払居米･酒･表具など代金請取覚､頼母子金覚､

奉公人請状､金子借用願･表具物･御払居先納金

お渡願などにつき書状､船送状､仕切状)

(文化13年～文政元年) 88点

ⅩⅩ 68

(御払居米･酒･〆粕･材木･紙など代金請取覚､頼

母子金覚､横須賀陣屋より知多郡当浦見分につき

書状)

(文化13年～文政2年) 245点

ⅩⅩ 69

(酒樽･酢･松･胡麻油･呉服仕立など代金請取覚､

半紙･莨･米･酒･御払居米など請取覚､酒･米積入

覚､金子借用覚､頼母子金覚､御蔵糯仕切状､御蔵

米などにつき書状)

(文化13年～文政2年) 200点

ⅩⅩ 70 (〆粕･種粕･干鰯･塩･米など仕切状､〆粕入船覚) (文化13年～文政2年) 99点

ⅩⅩ 71
(酒･明樽･〆粕･干鰯･材木など代金請取覚､米送り

一札)
(文化13年～文政10年) 47点

付札に｢文化十五寅年申年

迄｣とあり

ⅩⅩ 72

(半紙･松材･瓦･桶など代金覚､酒･米船積覚､樽買

附･金子借用覚､〆粕･干鰯請取覚､御蔵米･大豆

仕切状､米相場･極上溜･米注文･頼母子･借金返

済などにつき書状､飛脚賃代目録帳)

(文化14年～文政3年) 299点

ⅩⅩ 73

(御払居米･御蔵米･粕･酒･青物など代金請取覚､

頼母子金覚､酒･御蔵米･御払居米送状､奉公人請

状)

(文化14年･文政2人～文政6年) 224点

ⅩⅩ 74

(御払居米･品物代金支払･麦納上金請取など金銭

覚､津嶋神社造営寄附につき覚､頼母子金目録､名

古屋行造用覚)

(文政元年～天保3年) 61点

ⅩⅩ 75

(松葉･酒粕請取覚､菓子･酒･明樽･酒樽など代金

請取覚､取米代金皆済覚､蔵米売附覚､頼母子金

覚､奉公人請状､木通､万仕切通､金銭献上･大工

作料･御払居取扱人御切手請取などにつき書状､

船送状)

(文政2年･3年) 272点

ⅩⅩ 76

(巳年賃銀書抜帳､為替請求･米及び小豆相場など

につき書状､干鰯代金覚､粕･酒･莚船送状､米買仕

切状､金銭差引目録)

(文政2年～文政4年) 94点

ⅩⅩ 77

(御蔵米･御払居米･瓦･松･杉など代金覚､御払居

米先納金･上納金請取につき書状､酒･明樽船送

状､申年物成引当調達金覚)

(文政2年･文政7年～文政12年) 278点

ⅩⅩ 78

(船仕用帳､茶･味噌･酒米･油･材木など代金請取

覚､船大工料･借用金覚､莨･粕･伊勢米･塩など仕

切状､干鰯送状､下り荷物預手板)

(文政2年～天保元年) 165点
付札に｢金光丸書付入｣とあ

り

ⅩⅩ 79

（御払居米請取願･御蔵米積送･酒注文･米入札な

どにつき書状､莨･粕･明樽代金請取覚､酒預り･米

売付などにつき覚､酒･御蔵米･松葉仕切状､莨･味

噌･御払居米など送状､会所買物覚､盛田会所懸方

金銀出入帳)

(文政3年･4年） 156点
付札に｢辰九月巳九月迄書

状･書付｣とあり



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 80
(酒･御蔵米･焼酎仕切状､莨･酒･粕代金請取覚､五

七米･男山印酒など覚､入船覚､酒送状)
(文政3年～文政6年) 90点

付札に｢酒仕切　巳午未年

分　松田又吉｣とあり

ⅩⅩ 81

(御払居米･酒･俵･御蔵米まど代金請取覚､酒･粕

樽･明樽･納米など船送状､御払居米･人足手当な

どにつき書状､寛政十二申調達返済につき申達)

(文政3年～文政8年) 132点

ⅩⅩ 82

(〆粕･種粕･大豆･干鰯仕切状､干鰯積付覚､粕買

付覚､〆粕など請取覚､荷物運賃･干鰯買付などに

つき書状､仕切差引目録)

(文政4年･5年) 108点

ⅩⅩ 83

(粕･青物･魚･紙など代金請取覚､注文品･手形･種

油など請取覚､頼母子金覚､御払居米上納金･酒粕

船積･油請取などにつき書状､仕切状)

(文政4年･5年) 201点

ⅩⅩ 84

(塩･酒･油･調達米など仕切状､粕･大豆･莨･酒など

代金請取覚､粕積送状､赤穂塩相場･干鰯相場･新

造船などにつき書状､金光丸作事につき人足･材

木･釘など入用覚書)

(文政4年･5年) 183点
付札に｢午年迄金光丸書

xx｣とあり

ⅩⅩ 85

(米･味噌･材木代金請取覚､頼母子金覚､年貢米

覚､明樽･松葉･庭米積送状､仕切状､盛田会所辰

冬仕込酒売場引合帳､売取諸払帳､酒造道具改帳)

(文政4年･5年) 233点
付札に｢巳九月より午九月

迄｣とあり

ⅩⅩ 86

(酒樽･塩･魚など代金請取覚､綿･呉服･酢･溜など

代金覚､味噌･酒･油など請取覚､頼母子金覚､酒な

ど積入･頼母子･金子借用･御払居米などにつき書

状､人足通)

(文政4年～文政6年） 226点

ⅩⅩ 87

(稲荷丸入用帳､金光丸仕切留帳､金光丸入用帳､

金光丸右ふ年分惣勘定覚､船玉御作申帳､書遣

帳､釘･道具覚､樽･莚･干鰯代金覚､浦賀役所入用

金覚､糠仕切)

(文政4年～文政6年) 53点
付札に｢金光丸巳午年手板

ト通入｣とあり

ⅩⅩ 88

(酒･木綿･羽織紐など請取覚､米･種粕･御払居米

など代金覚､酒判取覚､酒造道具改覚帳､判取帳､

万物通､酒仕切状､米送状)

(文政4年～文政7年） 260点

ⅩⅩ 89

(頼母子質物覚､頼母子掛金覚､頼母子金取立覚､

頼母子不足金･頼母子会などにつき書状､心月斎

頼母子番廻帳､村頼母子新取立帳､心月斎頼母子

連中宛借用金手形一札､心月斎頼母子目録留帳)

(文政4年、天保7年、弘化5年、

嘉永5年、安政6年、文久元年

～文久三年)

229点

ⅩⅩ 90

(御払居米･酒樽･魚･米代金請取覚､油積入覚､米･

粉請取覚､材木通､陣屋宛元文以前の古金所持者

無きにつき上申､御城米積送･頼母子などにつき書

状)

(文政5年･6年) 155点

ⅩⅩ 91

(粕･半紙･油船送状､本粕･干鰯仕切状､種売附覚､

〆粕代金覚､金銭差引目録覚､金銭請取･入帳など

につき書状)

(文政5年･6年) 64点 付札に｢午未書付入｣とあり

ⅩⅩ 92

(御払居米･五七米覚､酒･樽代金請取覚､酒･溜･粕

など注文覚､酒仕切状､味噌･酒など積送状､酒相

場･年貢米預につき書状)

(文政5年･6年) 273点

ⅩⅩ 93

(御払居米先納金請取覚､寛政十二年調達金覚､種

糀･魚･〆粕など代金請取覚､御蔵米･米切手など

数量覚､御払居米･酒･板など送状､酒造仕入につ

き金子借用証文､糠値段･御払居米集会･酒注文な

どにつき書状､頼母子会につき廻文)

(文政5年～文政11年) 213点
付札に｢嘉永三年戌年〆粕

仕切｣とあり

ⅩⅩ 94
(酒･粕･鯨油･糟など仕切状､酒入船覚､酒船送状､

頼母子金覚)

(文政5年･文政8年･弘化3年～

嘉永2年)
204点

付札に｢弘化三丙午年酒仕

切｣とあり

ⅩⅩ 95-1〜104
(干鰯など代金請取覚､〆粕･干鰯仕切状､金銭差

引目録､為替手形請取などにつき書状､船送状)
(文政6年･7年) 104点

ⅩⅩ 96
(粕･米･茶･木綿･釘など代金請取覚､塩･鰯油･大

豆･味噌仕切状､酒･糠･粕送状､金光丸入用覚)
(文政6年･7年) 168点

ⅩⅩ 97
(酒･干鰯仕切状､酒入津･御払居米積入･〆粕買

附･金銭差引などにつき覚)
(文政6年～文政8年) 126点

付札に｢乙酉年干か仕切｣と

あり

ⅩⅩ 98

(酢･油･溜代金覚､頼母子金覚､酒仕切状､干鰯な

ど送状､賃銀目録､莨注文･布苔積入などにつき書

状)

(文政6年～文政8年) 238点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 99

(御払居米･粕･酒･釘など代金請取覚､酒･五七米･

油･粕船送状､御蔵米･地米相場覚､酉年賃代目録

覚､呉服物通､青物通)

(文政6年～文政9年) 195点

ⅩⅩ 100 (塩･〆粕仕切状､粕代金覚､手形送状) (文政7年) 13点

ⅩⅩ 101

(酒･米･粕･味淋･茶など代金覚､頼母子金覚､種

油･酒など積入覚､金銭借用･干鰯値段･手形請取･

米相場･莨積入などにつき書状､莚仕切状､宝珠庵

本堂修補につき寄進願書)

(文政7年･8年) 251点
荷札に｢文政八酉年諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 102
(桶･白米･味噌･酒など代金請取覚､調達米･塩仕

切状､下荷物積手板､船送状)
(文政7年･8年) 150点

ⅩⅩ 103
(材木代金につき書状､御蔵米など送状､成田鹿嶋

香取道中記独案内)
(文政7年･安政2年) 7点

ⅩⅩ 104
(御蔵米･酒･莚･大豆など仕切状､糠代金･干鰯運

賃など金銭覚)
(文政8年) 21点

ⅩⅩ 105 (御蔵米･御払居米･莨･紙･粕･酒樽など送状) (文政8年～文政10年) 83点

ⅩⅩ 106 (実綿買仕切帳､代金覚) (文政9年) 9点

袋に｢丙戌九月実綿買入帳

仕切入　小宮山宗法代　忠

八　盛田久左衛門様･御店

衆中様｣とあり

ⅩⅩ 107
(桧･砂糖･莚･人足･廻り船など代金請取覚､米･水

油など請取覚)
(文政9年) 39点

ⅩⅩ 108
(〆粕など代金請取覚､干鰯買積附覚､賃銀目録､

〆粕･干鰯仕切状､船送状)
(文政9年) 70点

ⅩⅩ 109 (代金請取覚､塩仕切状､送状) (文政9年) 4点

ⅩⅩ 110

(塩･御蔵米仕切状､干鰯･塩･杉板送状､米･塩･酒

など代金覚､米･大豆･小麦など相場につき書状､正

金囲い･銭売借禁止につき御触書)

(文政9年～文政11年) 63点

ⅩⅩ 111 (酒売仕切､明樽代金覚､為替手形) (文政9年～文政11年) 43点 付札に｢子年酒仕切｣とあり

ⅩⅩ 112
(正金請取覚､莨代金覚､頼母子金覚､小鈴谷村船

役料銀預覚､莨･御蔵米送状､酒注文につき書状)
(文政9年～文政12年) 217点

ⅩⅩ 113

(金銭預･荷物請取覚､〆粕･干鰯･材木･小麦･味噌

など代金請取覚､酒･米･糠･瓦など仕切状､大豆･

魚油･干鰯積送につき書状､溜積送状､船積手板､

大坂行扣帳､上方行勘定帳)

(文政9年～文政12年) 67点

ⅩⅩ 114

(酒造株譲請･御声懸貸渡金返済などにつき願書､

酒造家出金割合･知多両浦酒造屋搗米屋軍用備

糠備え置き･酒造道具封印解などにつき請書､酒造

株所持吟味につき廻文､酒･酢･荷物船など締方乗

船につき書状､御触写､下シ酒樽数覚帳､御払居米

村々引合覚)

(文政9年～天保9年･弘化4年･

嘉永4年･元治元年)
307点

付札に｢安政二卯年xx買米

御払居米入用書付｣とあり

ⅩⅩ 115
(莨積入覚､莨代金請取覚､金銭覚､荷物請渡など

につき書状)
(文政10年) 54点

ⅩⅩ 116 (荷物船積手板) (文政10年) 4点

ⅩⅩ 117 (荷物積手板帳､船代金請取覚､金銭覚) (文政10年･11年) 14点

ⅩⅩ 118 (干鰯･〆粕買積附覚､金銭差引覚) (文政10年･11年) 52点
付札に｢子年干鰯仕切｣とあ

り

ⅩⅩ 119

(酒･材木･御蔵米･御払居米送状､御払居米代金請

取覚､入津覚､大宮司家頼母子覚､酒造中間入用

金請取･新田年貢米･為替請取につき書状､三州判

取帳)

(文政10年～天保元年) 322点

ⅩⅩ 120

(酒･御払居米船送状､西浦組江戸下シ酒総樽数

覚､古場村儀左衛門以下八名酒造高書上覚､御払

居米延米相場につき願書､国産荷物積送引請･送

状割印下渡願､村方御声懸金御免願､御声懸金請

書､浜方年寄役心得条､別製酒積送につき書状）

(文政10年･文政12年･天保10

年･天保14年･嘉永5年)
62点

ⅩⅩ 121

(手桶･〆粕･干鰯･蜜柑など代金請取覚､御払居米

請取小手形､為替手形､年貢米船送状､尾州米･上

州大豆･小豆･油粕など相場につき書状､非人改之

覚､知多郡坂井村飢百姓之覚､〆粕銘々ひかへ

帳､金銀御状請取通帳)

(文政10年～天保3年･嘉永2

年･嘉永6年)
58点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 122

(御払居米先納金請取･御払居米御判物差上につ

き覚､御蔵米売附覚､頼母子金覚､五七米送一札､

御払居米先納金上納･酒粕代金借用などにつき書

状､呉服通帳)

(文政11年･12年) 216点

ⅩⅩ 123

(酒送状､酒･樽･木綿代金請取覚､上納金･御判物･

米切手など請取覚､頼母子金覚､御払居米代金先

納･不用道具売払につき書状､呉服･染物通帳)

(文政11年～天保3年) 267点

ⅩⅩ 124

(酒･味噌･莨･半紙注文につき覚､酒送状､酒仕切

状､頼母子金覚､酒･湯桶･大豆･蜜など代金請取

覚､御払居米･人足差上につき書状)

(文政12年･13年) 190点
付札に｢文政十三寅年店方

書附｣とあり

ⅩⅩ 125

(〆粕･干鰯買積附覚､莨･紙･青物･大豆など代金

覚､頼母子金覚､小間物通､賃銀目録､小栗新田割

合金につき書状)

(文政12年～天保2年) 131点
付札に｢天保二辛卯年店方

書付｣とあり

ⅩⅩ 126
(莨･茶･明樽･紙など代金覚､御払居御判物請取

覚､酒仕切状)
(文政12年～天保4年) 371点

付札に｢天保二辛卯年和泉

書付｣とあり

ⅩⅩ 127

(酒･粕･紙･種糀など代金覚､御払居米･干鰯船送

状､味噌売附覚､頼母子目録覚､借金願･酒入津な

どにつき書状､陣屋宛小鈴谷村御成米につき願書)

(文政12年･天保6年) 44点

ⅩⅩ 128 (酒･米･樽･材木代金請取覚､船送状､米送一札) (天保元年～天保三年) 77点 付札に｢卯年｣とあり

ⅩⅩ 129
(莨･〆粕･酒･溜･粟など船送状､御払居米･味噌･

溜船積覚､莨積送りにつき書状)
(天保元年～天保三年) 74点

付札に｢天保三辰年送り状｣

とあり

ⅩⅩ 130 (酒･粕･莨･干鰯など代金請取覚､船送状） (天保2年～天保4年) 63点
付札に｢天保四年癸巳送

状｣とあり

ⅩⅩ 131

(材木･瓦代金覚､御蔵米･御払居米請取覚､酒･樽

送状､酒仕切状､御払居米御判物請取通､御払居

米御判物渡帳､呉服通､借用金返済方延引につき

念書､寛政十二申調達金につき仰渡金､米積入･金

子返済につき書状)

(天保2年～天保6年) 381点

ⅩⅩ 132

(莨･竹･〆粕･溜など仕切状､御払居米･大豆･針･

麻･干鰯代金請取覚､伝馬銀請取覚､頼母子金覚､

弟子入請状､御蔵米送状､東浦鳴海支配下米御払

につき書状､賃代書抜帳､金子借用証文)

(天保2年～天保9年) 460点

付札に｢天明巳来之高価之

此用書ハ残シ置可也｣とあ

り

ⅩⅩ 133

(莨･〆粕仕切状､溜･味噌･酒･〆粕･莨など注文

状､頼母子金覚､小間物通､賃銀目録､金子返済･

利息につき願書､餅米･大麦･〆粕相場につき書状)

(天保2年～天保9年) 339点

ⅩⅩ 134

(御判物･御払居米･御蔵米･酒･酢など船送状､納

米･御払居米･御蔵米･新田年貢為替米･頼母子金

につき覚､御払居米につき書状)

(天保3年･4年) 45点

ⅩⅩ 135

(〆粕貫目控､〆粕運賃覚帳､〆粕買入小入用割､

頼母子金覚､半切･干鰯･小間物など代金覚､夫銀･

伝馬･麦成代覚､賃代仕切書抜帳)

(天保3年～天保5年) 228点

付札に｢天保三壬辰新葉癸

巳秋新葉境迄上村仕切入｣

とあり

ⅩⅩ 136

(米･大豆･大麦･酒粕･酒相場につき書状､酒･御払

居米積入につき書状､酒入船覚､御触書写､火事見

舞礼状)

(天保4年･5年) 192点
付札に｢天保五年甲午年江

戸来状｣とあり

ⅩⅩ 137
(午年賃銀仕切書抜帳､酒･粕･樽･紙仕切覚､頼母

子金覚)
(天保4年･5年) 189点

付札に｢天保五甲午店分諸

書付入｣とあり

ⅩⅩ 138

(金銭覚､酒仕切状､酒送状､酒入船覚､御払居米積

入覚､頼母子金覚､紀州熊野辺一ヶ山売地･有脇村

新田入用金につき書状､御造覆利足勘定･大代官

調達金につき書状､酒造仕入につき金子借用願､寛

政十二年調達金三十ヶ年賦返済覚､呉服通帳､金

銭出入帳､御判物請取帳､名古屋道中金銭出入帳)

(天保4年～天保9年) 381点
付札に｢天保六乙未年本家

諸書付｣とあり

ⅩⅩ 139 (桶師弟子入請状､仕限､代金覚) (天保4年～天保14年) 22点

付札に｢天保十三寅冬新葉

より同十四癸卯新葉境迄書

付入｣とあり

ⅩⅩ 140
(酒･味噌･溜注文状､酒船送状､金子借用につき書

状)
(天保5年） 68点

付札に｢天保五甲午注文状

xx方状入｣とあり

ⅩⅩ 141
(代金請取覚､品物控覚帳､莨値段･莨積入につき

書状)
(天保5年～天保7年)　 47点

付札に｢天保六乙未冬新葉

同七年申冬新葉境迄仕切

入｣とあり



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 142

(酒･材木など送状､酒仕切状､魚･酒･板など代金請

取覚､頼母子金覚､年貢米･御蔵米･御救米など覚､

酒･釜など注文状､酒相場･酒道具株･酒造桶封印

につき書状､上納金･法事につき書状､酒造酛入に

つき上申､酒造桶封印につき願書､御蔵物納所につ

き覚､御払居米御判物控帳､呉服通)

(天保5年～天保7年)　 288点
付札に｢天保七丙申年本家

諸書附｣とあり

ⅩⅩ 143
(米･味噌･酒･莨･干鰯･〆粕など代金覚､小間物

通､頼母子金覚､賃銀仕切書､蔵賃代仕切書抜)
(天保5年～天保8年) 148点

付札に｢天保七丙申諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 144
(頼母子金覚､上納米･借米･氏神入用米につき覚､

諸品買入判取帳)
(天保5年～天保10年) 57点

ⅩⅩ 145
(酒仕切状､酒入船覚､酒･材木･御払居米･御蔵米･

〆粕など代金覚)
(天保5年～天保13年) 120点

ⅩⅩ 146 (酒仕切状､年貢米請取覚､〆粕･干鰯積入覚) (天保6年･7年) 62点
付札に｢天保七丙申諸送

状｣とあり

ⅩⅩ 147
(〆粕･干鰯仕切状､〆粕手板目録帳､〆粕積送に

つき書状)
(天保6年･7年) 60点

付札に｢天保七丙申〆粕仕

切｣とあり

ⅩⅩ 148

(米･〆粕･干鰯相場覚､米･大豆相場変動につき書

状､中国酒注文状､尾勢酒江戸積分量過上分差留

につき書状､差留荷物回収策･諸雑費通知などにつ

き書状､積取御免樽数郷村別内訳中国樽数上申､

酒取引の請書差上につき当冬造酒積付願､南番所

より仲間一同出頭の指紙につき書状､尾州辺大風

雨見舞状)

(天保6年～天保8年) 301点

ⅩⅩ 149

(蔵米･大豆など仕切状､〆粕･干鰯･米代金覚､大

豆･麦･米相場につき書状､米送状､米勘定帳､米蔵

入帳)

(天保6年～天保9年) 201点

付札に｢天保七丙申年冬一

回戌年迄江戸表江米買積

之帳諸書付入　米積極外高

値也此書附未世ふ可仕候

事｣とあり

ⅩⅩ 150

(〆粕･塩･竹･大豆仕切状､飛脚代金請取覚､干鰯･

味噌･溜･粕･青物など代金覚､賃代仕切出抜､莨･

粕･味噌･干鰯･溜など注文状､油･粕･酒明･米･大

豆･酒相場覚､酒･米入船覚)

(天保6年～天保10年) 512点

ⅩⅩ 151

(小鈴谷村弥蔵泥棒を働き候につき吟味願書､酒造

道具売払請書､御触写､酉年四分一造の内他所積

御免樽数覚､米切手納取斗につき通達､酒造差留

につき請書､江戸下酒分量･西浦酒相場につき書

状､酒造大行事より桶封印解願上につき書状)

(天保6年～天保10年) 189点

ⅩⅩ 152

(樽･御蔵米･粕･金物など代金請取覚､頼母子金

覚､賃金書積帳､売附覚､布類大高値･大豆値段な

どにつき書状､入船覚)

(天保6年～天保11年) 168点

ⅩⅩ 153 (〆粕･莨･酒･干鰯･味噌など注文状) (天保7年) 105点
付札に｢天保七年丙申注文

状要用状｣とあり

ⅩⅩ 154

(酒･米相場と米取組につき書状､酒･米など入津案

内につき書状､江戸の火事報告につき書状､切米値

段･米渡りにつき御張紙写､入津高内訳覚)

(天保8年･9年) 450点

付札に｢天保九戊戌年諸所

朱状相場状諸相場高値相

場状へ此書状一切不可仕

候事｣とあり

ⅩⅩ 155 (米･莨･種粕･莚など船送状､〆粕･干鰯買付手板) (天保8年･9年) 68点
付札に｢天保九戌年店方諸

送状｣とあり

ⅩⅩ 156
(莨･干鰯など買仕切､〆粕送状､古米相場につき書

状､干鰯代金差引覚､〆粕数量覚)
(天保8年～天保10年) 38点

付札に｢天保十己亥年粕ほ

しか仕切書｣とあり

ⅩⅩ 157

(酒･莨など金銭覚､酒入船覚､酒売附覚､頼母子金

覚､酒相場･金子借用につき書状､為替金請取証

文､御払居米送状､御払居御判物請取通帳､上納

金通帳)

(天保8年～天保11年) 494点
付札に｢天保九年戌年本

家｣とあり

ⅩⅩ 158
(菓子･青物･船荷につき覚､御払居御判物請取帳､

御年入用覚､御判物請取につき書状)
(天保9年～天保11年) 40点

ⅩⅩ 159 (莨･〆粕仕切状､頼母子金覚､酒･樽･酢船送状) (天保9年～天保13年) 298点

ⅩⅩ 160
(莨･米･酒･味噌･〆粕など代金請取覚､人足代･船

賃請取覚､御払居米御判物請取通､飛脚賃代書抜)
(天保9年～天保14年) 169点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 161

(米･酒粕･瀬戸皿･蓮根･豆腐など代金請取覚､頼

母子金覚､酒入船覚え､酒売附覚､酒相場･下り荷

物不風味につき書状､村方上納米不足につき貸渡

願､船役銀預覚､御払居米御判物請取覚)

(天保10年～天保12年) 360点

ⅩⅩ 162

(入津高覚､酒･粕積入につき書状､酒･〆粕仕切状､

酒･米相場覚､干鰯買積手板､菱垣廻船積仲間十

組問屋宛問屋不正之義により株札･問屋仲間并び

に組合と唱する事相成らずにつき申渡､丑年酒造

高三分一減につき御触書写)

(天保10年～天保13年) 491点

付札に｢天保拾弐辛丑年江

戸追啓并諸用状入津高書

付入｣とあり

ⅩⅩ 163
(古米･大豆･小豆･江戸酒相場につき書状､下船船

主･桶数請書差上につき書状､代金請取覚)
(天保10年～天保13年) 165点

ⅩⅩ 164

(酒･樽･青物など代金覚､米札御渡につき覚､頼母

子金覚､金子借用･上納金見合願に付書状､上納

通帳､御判物控帳､御判物請取通帳､松田庄太夫よ

り小鈴谷村免定､横須賀陣屋より御用調達金請取

覚)

(天保10年～弘化元年) 283点

ⅩⅩ 165
(莨･〆粕仕切状､莨注文状､粕･〆粕･莨･紙･大豆

など送状)
(天保10年～弘化元年) 318点

ⅩⅩ 166

(酒仕切状､酒入船覚､御蔵米･御払居米･五七米･

年貢米送状､御払居米先納金請取覚､頼母子金

覚､掟作につき覚､横須賀陣屋宛年貢米払居引合

につき上申､酉年御払居米控､呉服物通､青物･粕･

菓子･莨など代金覚)

(天保10年～嘉永3年) 602点
付札に｢嘉永弐己酉年本家

酒方諸書附｣とあり

ⅩⅩ 167 (船送状､金銭覚) (天保11年･12年) 59点

ⅩⅩ 168
(米送一札､材木･米代金請取覚､酒･縄･杉など船

送状)
(天保11年･12年) 50点

ⅩⅩ 169

(酒･御蔵米･豆･麦など相場につき書状､酒入津に

つき書状､酒･米買附につき書状､調達金･金子借用

願などにつき書状､金銭覚)

(天保11年～天保13年) 171点
付札に｢天保拾三壬寅年江

戸追啓并用状入｣とあり

ⅩⅩ 170

(酒方金銭覚､綿･種油･酒･粕･青物など代金請取

覚､頼母子金覚､御蔵米･糠など請取覚､上納金･夫

銀･麦成･堤銀につき覚､酒･酢･御蔵米･御払居米

船送状､酒･溜入津覚､酒･米仕切状､横須賀陣屋よ

り呼出状､伊丹店金銭覚帳)

(天保11年～天保14年) 557点
付札に｢天保拾三壬寅年酒

方諸書付｣とあり

ⅩⅩ 171
(旧紙･縄･樽莚･御払居米･五七米送状､御備米上

納につき書状)
(天保11年～天保15年) 120点

ⅩⅩ 172 (酒仕切状) (天保12年) 17点

ⅩⅩ 173

(莨注文状､酒相場･酒積入･桶買入につき書状､造

酒改につき書状､酒･〆粕･油･板など代金請取覚､

船送状)

(天保12年) 109点
付札に｢天保拾弐辛丑年店

方要用状入｣とあり

ⅩⅩ 174

(御判物･御払居米につき書状､酒･〆粕･米･麦相場

につき書状､法事案内状､江戸酒諸方大行事名前

覚､下り酒値段につき願書､鳴海陣屋宛船廻による

米送につき願書)

(天保12年～天保14年) 390点

ⅩⅩ 175

(酒･莨･縄･〆粕･飛脚など代金請取覚､頼母子金

覚､為替金請取覚､手形差戻願､注文品積入差送

状につき書状､酒･味噌･大豆など仕切状､入船覚)

(天保12年～弘化2年) 217点

ⅩⅩ 176

(青物･和菓子･酒･御払居米･米など代金覚､頼母

子金覚､御払居米上納難渋につき書状､御林方皆

済覚､上納金覚)

(天保12年～弘化2年) 282点

ⅩⅩ 177

(代金請取覚､頼母子割金覚､焼酎･酒など船積帳､

頼母子金借用証文､夫銀など上納定､買物覚帳､得

意先覚帳)

(天保12年～嘉永2年) 127点
付札に｢安政三辰年いろい

ろ志らべ物書付｣とあり

ⅩⅩ 178

(検地帳預りにつき覚､御払居米先納金覚､小栗新

田入用金覚､頼母子金覚､米･菓子など代金覚､浜

嶋家屋敷の引請方などにつき書状)

(天保12年～安政2年) 128点

付札に｢安政二卯年蔵方要

用状諸書付本家書附｣とあ

り

ⅩⅩ 179 (酒仕切状､酒入津に付書状) (天保13年) 43点

付札に｢天保十二丑年江戸

売附仕切　天保十二丑年江

戸酒仕切｣とあり

ⅩⅩ 180
(干鰯･〆粕買仕切､〆粕･大麦･餅米･小豆など積

送につき覚､〆粕目録覚､為替手形)
(天保13年･14年) 42点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 181 (御触状通) (天保13年･14年) 3点

ⅩⅩ 182
(入船覚､酒仕切状､酒積送･酒相場･酒売払･冥加

金などにつき書状､頼母子金覚)
(天保13年～天保15年) 109点

ⅩⅩ 183

(酒売附･酒入津･酒水揚などにつき書状､米相場･

入津船数などにつき覚､味濃酒造方につき乍恐口

上)

(天保13年～天保15年) 161点
付札に｢天保十四年癸卯江

戸追啓用状｣とあり

ⅩⅩ 184

(横須賀陣屋宛国産荷物樽数外の酒積入之儀につ

き上申､町奉行所宛桑名定次郎船積入人名につき

上申､横須賀陣屋宛売酒積入方不行届無調法によ

り手鎖仰付の四人につき願､町奉行所宛吟中の四

人手鎖打替願､町奉行所宛手鎖仰付の四人赦免

願､渡辺次郎兵衛陣屋宛八十九才以上の高齢者

調査報告､牢扶持噌薪諸入用代請取覚､諸入用勘

定帳､宿料通)

(天保13年～弘化元年) 115点

付札に｢天保十三寅九月卯

六月迄願書下書亦諸入用

書付入　御国産江戸行荷物

御締り儀荷一件諸書付｣と

あり

ⅩⅩ 185
(酒･御払居米･五七米送状､酒･莨注文状､〆粕買

付状)
(天保13年～弘化元年) 156点

ⅩⅩ 186

(酒･莨･樽など送状､酒仕切状､酒･焼酎･樽･味淋な

ど代金請取覚､頼母子金覚､御払居米先納金覚､

御触書写､調達金操合･米消札の願書差出につき

書状､金子借用につき書状､江戸下酒株売につき引

合願､小栗新田田地譲渡証文､御判物判取帳)

(天保13年～弘化4年) 426点

ⅩⅩ 187
(〆粕代金請取覚､荷物請取覚､粕売付覚､〆粕手

板につき書状)
(天保14年･弘化元年) 35点

付札に｢天保十五年〆粕手

板｣とあり

ⅩⅩ 188 (莨仕切状) (天保14年～弘化2年) 19点

付札に｢天保十五年新葉☆

弘化二年新葉迄上村仕切｣

とあり

ⅩⅩ 189
(酒入船覚､酒売附覚､材木代金･運賃などにつき

覚､酒不風味･荷物請取につき書状､酒仕切目録)
(天保14年～弘化2年) 178点

ⅩⅩ 190 (板･魚･古米など代金請取覚) (天保14年～弘化2年) 33点

ⅩⅩ 191

(米･釘･縄･材木･酒など金銭覚､亀山米･〆粕買附

覚､石数調査依頼につき書状､〆粕･米取引につき

書状､御蔵米･糠など仕切状､賃代書抜帳)

(天保14年～弘化3年) 230点

ⅩⅩ 192

(酒粕代金請取覚､金銭覚､頼母子講金覚､永楽講

金覚､酒送状､中江新田掟元帳差上につき書状､当

冬上納御売米値段と米札上納金につき書状､調達

日懸銭･村方家並調達につき書状､下用帳陣屋へ

差出につき申達､夫銀･御物成･役銀請取小手形､

大坂買物帳､御判物判取帳)

(天保14年～弘化3年) 342点
付札に｢弘化二巳年本家諸

書付｣とあり

ⅩⅩ 193

(年貢米買納､加宿掛割賦､助人懸､年貢皆済覚､年

貢取立帳､年貢上納帳､年貢取納明細帳､年貢明

細勘定帳､小栗新田･中江入用金覚､圦普請所〆

上勘上帳)

(天保14年～嘉永4年) 132点

付札に｢天保十四卯より嘉

永四亥迄他村地皆済書近

辺村々三州地所皆済書付｣

とあり

ⅩⅩ 194

(酒･〆粕注文状､年始挨拶状､酒･味淋･油･粕･干

鰯･米など相場覚､法事案内状､西浦奉行宛酒値

段･酒造入につき願書写､溜屋久兵衛より本丸焼失

につき書状)

(弘化元年) 149点
付札に｢天保十五甲辰諸

状｣とあり

ⅩⅩ 195

(油･豆腐･麩･布など代金覚､頼母子覚､御払居米

勘定帳､御払居米先納金･調達金につき願書､米積

出につき書状)

(弘化元年～弘化3年) 68点

ⅩⅩ 196 (酒仕切状､酒入船覚､酒代金覚､為替手形之事) (弘化元年～弘化3年) 104点
付札に｢弘化二壬巳年酒方

仕切｣とあり

ⅩⅩ 197

(御払居米先納金請取覚､菰･縄･樽･油･材木など

代金覚､頼母子金覚､取次金貸付覚､為替手形請

取覚､亀山御蔵米船送状､御蔵米･水油仕切状､御

払上納金預りにつき書状､差引勘定帳､本家金銭

覚帳､諸入用帳)

(弘化元年～文久2年) 251点
付札に｢文久二年壬戌年酒

方諸書付｣とあり

ⅩⅩ 198

(糠･〆粕･御払居米請取覚､麦上納金預覚､干鰯積

入･大豆入札･御払居米値段などにつき書状､頼母

子につき書状)

(弘化2年) 160点

ⅩⅩ 199 (代金覚) (弘化2年･3年) 21点
付札に｢弘化二巳年上村仕

切｣とあり



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 200 (酒仕切状､酒入船覚､酒代金覚) (弘化2年･3年) 42点

ⅩⅩ 201
(酒･縄･硯石など金銭覚､頼母子金覚､酒･油･麦な

ど積送りにつき書状)
(弘化2年～弘化4年) 173点

付札に｢弘化四年丁未店方

諸書附｣とあり

ⅩⅩ 202

(御判物控､御判物通､頼母子金覚､御払居米･酒･

青物･呉服など代金覚､米相場考､大岩弥平治･盛

田久左衛門･太助･権六酒造株札石高覚､御払居

米送状)

(弘化2年～弘化4年) 372点
付札に｢弘化三丙午年本家

諸書附｣とあり

ⅩⅩ 203
(酒･桶･莨･板･酢など送状､五七米･御蔵米･御払

居米･年貢米送一札)
(弘化2年～嘉永元年) 98点

ⅩⅩ 204
(〆粕･大豆･莨･五七米･麦など代金請取覚､支配

被請取候米調書覚､富士宮丸為助船差引勘定帳)
(弘化2年～安政元年) 128点

付札に｢嘉永五壬子年店方

諸書付｣とあり

ⅩⅩ 205 (〆粕･干鰯仕切状､酒入船覚) (弘化2年～元治元年) 154点

ⅩⅩ 206

(酒入津につき書状､火事につき書状､酒･米･大豆･

小豆･大麦･小麦相場覚､アメリカ船渡来につき書

状)

(弘化3年) 169点
付札に｢弘化三年丙午追

啓｣とあり

ⅩⅩ 207

(酒注文状､莨預り･〆粕売附･勘定延引につき書

状､頼母子金差上につき書状､米･為替金･運賃な

ど金銭覚､頼母子金覚)

(弘化3年) 128点

ⅩⅩ 208
(莨･砂糖･莚･材木･樽･酒など船送状､御払居米･

五七米積入覚､麦代金覚)
(弘化3年) 132点

付札に｢弘化三年丙午諸書

送状｣とあり

ⅩⅩ 209
(瓦･酒･大根送状､御払居米･年貢米･御蔵米･五七

米送一札､春麦･春粉請取覚)
(弘化3年･4年) 80点

付札に｢弘化四丁未年諸送

り状｣とあり

ⅩⅩ 210

(酒入津覚､酒･粕代金請取覚､酒相場につき書状､

酒造切手譲り受けにつき書状､干鰯･酒･魚油注文

状､大坂道中入用記)

(弘化3年～嘉永2年) 67点
付札に｢申年要用状酉三月

廿日改｣とあり

ⅩⅩ 211
(金銭覚､頼母子金覚､御蔵米積入覚､入用抜書覚､

道中雑記､御判物につき書状)
(弘化3年～嘉永3年) 219点

付札に｢嘉永三庚戌年本家

諸書附｣とあり

ⅩⅩ 212 (冥加金など金銭覚) (弘化3年～嘉永3年) 11点

ⅩⅩ 213

(酒･酒粕･御払居米代金請取覚､酒･粕･御払居米

船送状､奉公人添状､菱垣廻船積仲間問屋組合再

開につき町奉行所より申渡､高値のため尾州地方

綿と油他所売り差留につき御触写､船積･陸送時陣

屋届出につき御触写､他所行の際目付方印形書付

差出につき御触写､船手役所宛船売渡につき上申､

大行事より船主新加入につき船手引受定､奥田伝

蔵陣屋宛大風の田畑被害検分につき上申､岡崎弥

兵衛陣屋宛米･御蔵酒造米並びに大桶など数量と

酒絞場につき上申､桜木助右衛門陣屋宛米･御蔵

酒造米･道具･酒船の御渡につき請書､盛田豊三郎

船浦仕舞入用割合

(弘化3年～明治元年) 769点
付札に｢明治三午年改書状

控勘定書抜等｣とあり

ⅩⅩ 214

(相続講金上納覚､本山再建志､秋葉寺役寮より宝

蔵建立融通願､新門跡入山につき上納金覚､茶詰

上日記､節時計割元帳写､買物帳､参勤御暇割書

附､御遷幸之図､俳句､短歌､漢詩)

(弘化3年～文久2年･明治19年

～明治25年)
65点

ⅩⅩ 215 (酒入船覚､酒･酒明･米など代金覚) (弘化4年･嘉永元年) 186点

ⅩⅩ 216
(酒造道具代金覚､頼母子金覚､賃金仕切帳､桶樽

貸入につき書状)
(弘化4年～嘉永2年) 20点

ⅩⅩ 217
(干鰯･〆粕･大豆･春麦買積附覚､〆粕･干鰯･雑石

買仕切帳､三笠屋新吉船登荷物積帳)
(弘化4年～嘉永3年) 128点

ⅩⅩ 218
(青物･魚･菓子など代金覚､御判物請取覚､頼母子

金覚､神楽講金覚､送状､入用帳､田地譲渡証文)
(嘉永元年) 349点

付札に｢嘉永元申年本家諸

書附｣とあり

ⅩⅩ 219
(御払居米積送･酒相場につき書状､借用金･頼母

子につき書状､婚礼･法事につき書状､書状預り覚)
(嘉永元年･2年) 52点

付札に｢嘉永弐年酉諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 220

(酒･明樽･米･石･竹など船送状､酒･〆粕など代金

請取覚､干鰯･〆粕･糠仕切状､荷物請取につき書

状)

(嘉永元年･2年) 113点

ⅩⅩ 221 (酒入船覚､酒仕切状､酒相場につき書状) (嘉永元年･2年) 145点
付札に｢嘉永元申年酒仕切

書｣とあり



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 222

(米･大豆･麦･粕相場につき書状､金子借用願､御払

居米残金渡願､浜納屋焼失につき書状､納米入札

につき書状､半紙･〆粕･米･材木など金銭覚､借金

返納覚､頼母子金覚､半紙･大豆など船送状)

(嘉永元年～嘉永6年) 708点

ⅩⅩ 223
(粕･莨･酒･魚･溜など代金覚､御払居取扱依頼､

米･麦･種粕相場覚､賃代書抜帳)
(嘉永元年～安政3年) 395点

付札に｢嘉永七甲寅年店方

要用状｣とあり

ⅩⅩ 224
(為替手形之事､頼母子金覚､代金覚､入用覚､船送

状)
(嘉永元年～元治元年) 84点

付札に｢元治元甲子年本家

払方書付｣とあり

ⅩⅩ 225 (味淋･酒など入津高覚､酒相場などにつき書状) (嘉永2年) 23点

ⅩⅩ 226
(〆粕･酒･漢方薬･明樽･莚など代金覚､飛脚代金

請取覚､頼母子金覚)
(嘉永2年･3年) 119点

付札に｢店方諸書付入嘉永

三庚戌正月極月迄｣とあり

ⅩⅩ 227 (莨･干鰯･酒･粕･米など代金請取覚､酒･莨注文状) (嘉永2年･3年) 174点 付札に｢要用状｣とあり

ⅩⅩ 228
(莨･糠･莚･大豆･味噌代金覚､酒相場･酒船積につ

き書状)
(嘉永2年･3年) 63点

付札に｢嘉永三年戌年上村

仕切｣とあり

ⅩⅩ 229
(金銭請取覚､頼母子金覚､御払居米につき書状､

金子借用につき書状､大麦･小麦相場につき書状)
(嘉永2年･3年) 63点

付札に｢嘉永三庚戌年蔵方

用書｣とあり

ⅩⅩ 230

(御蔵米･給人米･大豆･麦･粕など相場覚､〆粕･

莨･酒･味噌･米など代金覚､〆粕･酒･莨など注文

状)

(嘉永2年～嘉永4年) 181点
付札に｢嘉永三年戌正月極

月迄店方惣用状入｣とあり

ⅩⅩ 231 (酒船送状､米仕切状､頼母子金覚) (嘉永2年～嘉永5年) 30点

ⅩⅩ 232
(酒仕切状､酒入船覚､魚通､御判物判取､頼母子金

覚)
(嘉永2年～安政元年) 305点

ⅩⅩ 233

(調達金上納催促･取次金返済につき書状､小栗新

田納米相場･小栗新田水門整備割合金につき書

状､中江平七新田年貢金納･半田新田売払につき

書状､浜嶋伝右衛門木綿世話方役退役につき書

状､浜嶋伝右衛門改名につき書状､酒造株拝借に

つき書状､利息金覚､金子預り証文､地方勘定所宛

拝借金証文､酒株切手につき呼出状､農商方御勝

手御用達名前覚書､酒造石高差下につき願書)

(嘉永2年～慶応3年) 239点

付札に｢慶応三年丁卯蔵方

融通方諸書附要用状｣とあ

り

ⅩⅩ 234

(為替手形､酒売附覚､鳴海組より東浦組々大行事

宛酒造石高調につき書状､陣屋宛売附米積渡につ

き願書､替入古酒下調写､子年造出当春入太数取

調書､金子借用書文)

(嘉永2年～明治2年) 180点

付札に｢慶応元丑寅卯下り

酒支配物伊勢売附仕切外

ニ為替手形｣とあり

ⅩⅩ 235
(借用金返済延引願､年貢御払米積入･御判物上納

につき書状､酒注文状､金銭覚)
(嘉永3年） 64点

付札に｢嘉永三年戌正月極

月迄諸書状｣とあり

ⅩⅩ 236 (酒売附仕切状､酒送状､酒入船覚) (嘉永3年･4年) 167点

ⅩⅩ 237
(莨･粕･大豆･材木･縄など船送状､米･莨･酒･粕な

ど請取覚､日雇代金請取覚)
(嘉永3年･4年) 87点

ⅩⅩ 238

(金子借用願･借用金返済につき書状､酒造米不足

につき書状､酒樽回送依頼状､心月斎無尽講につき

書状､酒･糠代金覚､金子借用証文)

(嘉永3年～嘉永5年) 133点
付札に｢嘉永四年辛亥蔵方

用状｣とあり

ⅩⅩ 239

(粕･糠･御払居米など金銭覚､莨･粕･米･大豆仕切

状､米相場につき書状､頼母子金覚､秋葉山代参道

中諸費記､買麦内訳勘定帳､江戸行諸勘定帳)

(嘉永3年～嘉永5年) 293点

付札に｢嘉永四年亥年上村

仕切地廻り色々仕切〆諸

仕切入｣とあり

ⅩⅩ 240
(油･炭･茶･辛子など買物覚､酒･味噌･味淋･生揚･

樽代金請取覚､御払居米先納金請取覚)
(嘉永3年～嘉永5年) 82点

ⅩⅩ 241

(酒･材木･粕･縄･茶仕切状､船送状､入船覚､掟高

覚､五七米･年貢米添米につき書状､富士講･頼母

子講懸金覚､奉公人請状､盛六麦成夫銀覚､納屋

役･船役金覚)

(嘉永3年～安政元年) 486点
付札に｢嘉永六年癸丑本家

諸書付｣とあり

ⅩⅩ 242

(米･竹･桶･縄･酒など代金請取覚､頼母子金覚､

米･綿仕切状､江戸大地震により綿値段下落につき

書状､奉公人請状､庄屋退役村方差引帳､尾州知

多郡高松美濃守控日記道中覚帳)

(嘉永3年～安政3年) 295点

ⅩⅩ 243

(御払居米積送状､御払居米･年貢米･陣屋差出米

などにつき覚､船借用願､松太夫家督相続につき願

書)

(嘉永3年～安政4年) 274点
付札に｢御払居米書付送状

入｣とあり

ⅩⅩ 244

(秋葉山堂社再建援助願､心月斎山堂修復完成報

告につき書状､利足金･金子操作につき書状､米相

場･酒粕値段につき書状､頼母子金覚､上納通帳)

(嘉永3年～文久2年) 68点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 245

(物産会社への租税米払下と入札払につき願書､戸

長辞職願､博覧会出品依頼につき書状､繰綿開業

にあたり積附･相場･代金につき書状､金銭覚)

(嘉永3年･明治4年～明治6年) 160点

ⅩⅩ 246 (美濃〆粕書抜覚帳､糠送状､魚油数量覚) (嘉永4年) 28点 付札に｢糖書付｣とあり

ⅩⅩ 247 (雑治者書出覚､名前覚書) (嘉永4年) 13点

ⅩⅩ 248
(上方入津･品物請取につき書状､入船覚､穀物相

場覚)
(嘉永4年) 51点

ⅩⅩ 249

(大谷村･苅屋村･西阿野村･上野間村･坂井村･桧

原村･北奥田村･熊野村･樽水村夫食割符覚､古場

村施受主帳､南奥田村難渋者人数覚)

(嘉永4年) 11点

ⅩⅩ 250
(紙･溜･粕･酒･干鰯･など船送状､酒･味噌･大豆入

津覚､米･麦･粕相場につき書状)
(嘉永4年･5年) 82点

付札に｢江戸〆粕手板地廻

り送り状子年｣とあり

ⅩⅩ 251
(入船覚､粕･米･酒･木綿代金覚､酒仕切状､酒注文

状)
(嘉永4年･5年) 58点

ⅩⅩ 252 (酒仕切状､莚･莨･材木･茶･線香送状) (嘉永4年･5年) 49点

ⅩⅩ 253

(酒相場･酒積送につき書状､村方御払居米･年貢

米につき書状､山中七平酒造始につき書状､法事案

内状､酒入津高覚､金銭覚)

(嘉永4年～嘉永6年) 97点 付札に｢子年諸書状｣とあり

ⅩⅩ 254
(糠･〆粕送状､糠･莨･米･大豆･〆粕など仕切状､

莨代金覚帳､内海〆粕銘々貫目附控)
(嘉永4年～嘉永6年) 223点

付札に｢嘉永五閏子年上村

〆粕諸仕切共上村〆粕諸

仕切共辺へ｣とあり

ⅩⅩ 255
(綿･酒仕切状､足袋など代金請取覚､富士講取口

覚､樽送状につき書状)
(嘉永4年～嘉永6年) 47点

ⅩⅩ 256

(酒･粕仕切状､年貢米･御蔵米･莨･竹･莚船送状､

酒入船覚､御払居米･五七米･酒･油代金覚､金子

借用証文､宝珠庵より村方宛御料林拝受覚)

(嘉永4年～万延元年) 178点

ⅩⅩ 257 (酒･粕･莨など送状) (嘉永5年･6年) 48点

ⅩⅩ 258 (酒仕切状､酒入船覚) (嘉永5年･6年) 152点

付札に｢嘉永五壬子酒方仕

切嘉永五子酒方書付｣とあ

り

ⅩⅩ 259 (〆粕･種粕･米･麦･大豆など仕切状､〆粕貫目控) (嘉永5年～安政元年) 174点

付札に｢嘉永六丑年〆粕仕

切並穀物共仕切入諸仕切

入｣とあり

ⅩⅩ 260 (莨･糟代金覚､金銭覚､大豆･小麦入につき書状) (嘉永5年～安政元年) 38点

ⅩⅩ 261

(酒･莨･味噌･〆粕･材木など代金請取覚､酒入船

覚､頼母子金覚､御払居米上納金預りにつき書状､

頼母子増口願につき書状､横須賀陣屋より小鈴谷

村酒造大行事宛酒造三分二酛入へ改正につき通

達､柱･竹など盗品請取につき請書､酒･樽･米仕切

状)

(嘉永5年～安政2年) 355点
付札に｢甲寅年酒方諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 262
(酒･人足･大豆･粕など代金請取覚､頼母子金覚､

為替金請取覚､借用金返納覚､酒積入につき書状)
(嘉永5年～安政5年) 122点

付札に｢嘉永六丑年店方諸

書付□請取入｣とあり

ⅩⅩ 263

(年貢取納明細帳､年貢･助郷懸皆済覚､加宿掛割

賦､年貢米買納覚､小栗新田内割金覚､小栗新田

諸入用覚､矢作川通出水ニ付用水圦中腹俄ニ漉

水致入用帳､圦普請所勘定帳､中江堤取跡竿入間

数覚､中江人足帳)

(嘉永5年～文久3年) 256点

付札に｢嘉永五子丑安政元

寅卯辰巳午未万延元申文

久元酉戌亥〆拾弐ヶ年分

田地皆済書附｣とあり

ⅩⅩ 264 (酒桶材料船送状) (嘉永6年) 14点

ⅩⅩ 265

(酒積入･唎酒･酒粕値段･坂井蔵酒取扱につき書

状､魚油買附･手酒売附仕切書差上､船荷買附につ

き書状)

(嘉永6年) 150点
付札に｢嘉永六年丑年江戸

惣用状｣とあり

ⅩⅩ 266
(相場覚､品物代金覚､新田受合につき書状､頼母

子金覚)
(嘉永6年) 64点

ⅩⅩ 267
(借用金覚､御払居米先納金覚､田地替金につき請

書､御払居上納米･借用金返済延引につき書状)
(嘉永6年) 30点

ⅩⅩ 268
(莨など代金請取覚､茶相場覚､品物積入案内･酒

取引につき書状､船送状､金銭覚帳)
(嘉永6年･7年) 43点

付札に｢嘉永七甲寅年店方

上村諸所仕切｣とあり

ⅩⅩ 269

(酒積付覚､酒代金覚､酒注文状､手酒入津･酒造株

高につき書状､酒粕･米相場につき書状､酒･米〆

粕･大豆の売捌きと買付につき書状､浦賀沖異国船

来航につき書状)

(嘉永6年～安政2年) 168点 付札に｢寅年追啓｣とあり
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ⅩⅩ 270 (〆粕･種粕･干鰯･大豆など仕切状) (嘉永6年～安政2年) 131点
付札に｢嘉永七甲寅店方〆

粕仕切｣とあり

ⅩⅩ 271

(種粕･油･麦･味淋･菓子など代金請取覚､金子借

用覚､十組問屋につき覚､半紙･買入米･子の日松

積入につき書状､頼母子金覚､半紙通､他国買米

帳)

(嘉永6年～安政6年) 220点
付札に｢安政五戌午年店諸

書付｣とあり

ⅩⅩ 272

(御払居米･大豆･粕･鍬･材木など代金請取覚､頼

母子金覚､神楽講金覚､借用金帳合覚､酒･粕仕切

状､酒代金請取につき書状)

(嘉永6年～安政6年) 181点
付札に｢安政三辰年書付｣と

あり

ⅩⅩ 273
(酒入船覚､酒代金差上覚､酒売仕切状､酒入津･酒

相場･注文種粕積入などにつき書状)
(安政元年～安政3年) 173点

ⅩⅩ 274
(油仕切状､胡麻油預覚･油相場･油積送などにつき

書状)
(安政元年～安政3年) 28点

付札に｢安政二三卯辰年油

仕切入｣とあり

ⅩⅩ 275

(金銭請取覚､油･酒粕代金覚､金子借用証文､名古

屋表出府につき請書､船頭為助江戸にて勝手買積

荷不心得につき書状､大浜新田証文調印につき書

状､心月斎頼母子返金･頼母子掛金指上につき書

状､掟米･徳米覚､盛田南効漢詩集草稿)

(安政元年～安政4年) 78点

ⅩⅩ 276

(酒･米･大豆･麦･粕相場につき書状､酒積･酒入津

につき書状､御払居米御判物陣屋へ差出につき書

状､樽など入津高覚､船数覚)

(安政元年～安政5年) 152点

ⅩⅩ 277
(種粕･米･大豆･干鰯･味噌など代金請取覚､米･粕

相場などにつき書状)
(安政元年～安政5年) 128点

付札に｢安政四巳年諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 278
(糠請取･茶碗注文などにつき書状､北多大田庄屋

より一条宗門改につき覚､村頼母子請入につき覚)
(安政2年) 21点

ⅩⅩ 279
(年始挨拶状､米･酒･粕･鰯油など初相場､安政元

年十二月廿八日秋田多町火事図)
(安政2年) 38点

付札に｢子年卯年寅年年好

状｣とあり

ⅩⅩ 280
(糠･糖仕切状､塩･糠･糖代金覚､糠売付につき書

状､□□糠仕切書抜帳､糠仕切帳､糠売付帳)
(安政2年･3年) 46点

付札に｢巳年糠之仕切｣とあ

り

ⅩⅩ 281 (材木･糖など代金覚) (安政2･3年) 18点
付札に｢安政三年辰年万物

書付｣とあり

ⅩⅩ 282

(酒積送･酒入津につき書状､御手酒･莚･米･酒など

積入につき書状､〆粕･干鰯代金につき書状､米･

粕･干鰯･大豆･麦など相場につき書状､美濃紙代

金請取覚)

(安政2年･3年) 75点
付札に｢安政三辰年本家用

之状｣とあり

ⅩⅩ 283
(金銭覚､頼母子金覚､菓子･松材･粕･手桶など代

金請取覚､炭仕切状)
(安政2年～安政4年) 68点

ⅩⅩ 284

(酒入船覚､酒仕切状､御手酒美味･御手酒不風味

返品･酒値段などにつき書状､酒売付覚､酒代金支

払覚､酒預り手形)

(安政2年～安政4年) 146点
付札に｢安政三年辰酒方仕

切｣とあり

ⅩⅩ 285
(酒･粕･味噌･味淋･莚･縄など代金請取覚､呉服物

通帳､賃銀通帳)
(安政2年～安政4年) 188点 付札に｢辰年諸書付｣とあり

ⅩⅩ 286

(種粕･〆粕･干鰯仕切状､粕･干鰯･大豆買積付覚､

種粕･〆粕･干鰯･酒･味噌代金請取覚､積入〆粕な

どにつき書状)

(安政2年～安政4年) 69点
付札に｢巳年〆粕種粕仕

切｣とあり

ⅩⅩ 287

(粕･酒など積送につき書状､為替金差送･金銭借

用･印判借用･米相場などにつき書状､金銭覚､頼

母子金覚)

(安政2年～安政4年) 119点
付札に｢安政三辰年店要用

状｣とあり

ⅩⅩ 288
(半紙など代金覚､樽･米など送状､荷物請渡帳､大

坂買物帳)
(安政2年～安政4年) 100点

付札に｢安政二年卯九月上

方書状｣とあり

ⅩⅩ 289

(半紙･大豆･魚･青物･樽代金請取覚､酒請取覚､味

噌･材木･立木･味淋･干鰯など代金覚､種粕売附

覚､金銭請取覚､借用金覚､頼母子金覚､酒送状､

賃銀仕切書､味噌樽･溜樽覚)

(安政2年～安政6年) 178点
付札に｢安政未年店方諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 290
(干鰯･〆粕仕切状､干鰯･〆粕買付につき書状､〆

粕相場･干鰯積送などにつき書状､干鰯買仕切状)
(安政3年) 84点

付札に｢安政三辰年〆粕干

鰯種粕石物仕切入｣とあり

ⅩⅩ 291
(酒･米綿代金覚､米送状､御蔵米･治田米･桑名納

米仕切状､御切手米買附につき書状)
(安政3年) 77点

付札に｢安政三辰年酒方送

状｣とあり

ⅩⅩ 292
(米･酒･味噌･糟･大豆など代金覚､金銭覚､呉服物

現金売上覚､賃銀書抜覚､米送状)
(安政3年･4年) 24点
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ⅩⅩ 293

(大坂買物内訳帳､船雑事勘定帳､金銭覚帳､荷物

請渡帳､莚･板など代金請取帳､勘定不足金･荷物

積入などにつき書状､送り状)

(安政3年･4年) 112点

ⅩⅩ 294
(〆粕･種粕･干鰯･綿実など船送状､〆粕･干鰯買

積手板)
(安政3年･4年) 47点

付札に｢安政四巳年〆粕干

鰯手板｣とあり

ⅩⅩ 295 (酒仕切状､酒船送状) (安政3年･4年) 19点

ⅩⅩ 296 (酒･酒粕相場などにつき書状､葬儀･法事案内状) (安政3年･4年) 98点
付札に｢安政四巳年諸書

状｣とあり

ⅩⅩ 297

(船送状､上蓋･板底代金請取覚､大坂買物内訳帳､

大坂万買帳､金相場覚､中国米･筑前米･肥後米相

場)

(安政3年･4年) 39点

ⅩⅩ 298
(酒･種粕･〆粕･莨糠代金覚､酒･粕･莨･大豆など

注文状､御蔵米･大麦･小豆･酒相場覚)
(安政3年･4年) 248点

ⅩⅩ 299
(莨･縄･紙･米･酒など送状､御払居米･御蔵米受納

覚)
(安政3年･4年) 149点

付札に｢巳年地廻り送状｣と

あり

ⅩⅩ 300 (酒･御蔵米仕切状､酒代金請取覚) (安政3年～安政5年) 35点

ⅩⅩ 301

(酒値段･鮭株貸株･酒米大豆など相場につき書状､

御払居米･年貢米･地廻り新米につき書状､借金証

文･頼母子･念仏供養当番･葬式･人足などにつき

書状､米引渡覚､荷物船積覚)

(安政3年～安政5年) 83点

ⅩⅩ 302

(酒･野菜･豆腐･雲竜水･菓子など代金請取覚､頼

母子金覚､納役･船役金覚､残物改帳､米買勘定

帳､呉服物通､材木通､青物通､廻米石数覚､酒入

船覚､池入用払方覚､味噌酒之出附覚)

(安政3年～安政6年) 487点
付札に｢安政六年己未年諸

書附｣とあり

ⅩⅩ 303

(杉･檜･松葉･酒･油･青物など代金覚､頼母子金

覚､材木数量･普請･預米･渡米勘定など覚､上納通

帳､杉･檜･糠など送状､御蔵米･酒仕切状)

(安政3年～文久元年) 377点

付札に｢申年酒方諸書附并

ニ諸仕切　辰上納之通　未

上納之通　申上納之通入｣

とあり

ⅩⅩ 304
(酒相場･御手酒及粕入津につき書状､御蔵米請渡

につき伊勢四日市米市場定､船数覚､出帆案内状)
(安政4年) 108点

付札に｢安政四年壬巳年江

戸状｣とあり

ⅩⅩ 305

(樽蓋､底板船積覚､樽蓋･底板請取覚､香代金覚､

樽蓋･底板･樽･半紙船送状､香注文につき書状､為

替手形覚)

(安政4年･5年) 87点

ⅩⅩ 306
(粕･干鰯買付覚､粕･干鰯･種粕･〆粕仕切状､干鰯

代金覚､種粕買付につき書状)
(安政4年･5年) 63点

付札に｢安政五年午十二月

〆粕種粕干ヵ仕切送り状｣と

あり

ⅩⅩ 307

(原麻･半紙･春麦･大豆など船積覚､原麻･半紙･麦

大豆など代金請取覚､半紙積入･布送付などにつき

書状)

(安政4年･5年) 62点
付札に｢安政五年午紙類穀

物万物たばこ仕切｣とあり

ⅩⅩ 308 (〆粕貫手板､〆粕･種粕･魚油･干鰯･大豆仕切状) (安政4年～安政6年) 142点

ⅩⅩ 309

(酒･材木･油･酢･茶･桑名米など代金請取覚､味

噌･晒木綿･魚･炭･縄など代金覚､酒預覚､小栗新

田納米請取覚､木綿注文覚､本家･油屋人足覚､御

蔵米売付値段覚､夫銀･伝馬銀･麦成･鍬銀覚､瓦･

材木送状､賃銀書抜帳､呉服物現金売上通､為替

金受渡につき書状､頼母子金覚)

(安政4年～安政6年) 241点

ⅩⅩ 310
(酒･莨･半紙･御蔵米･瀬戸物など船送状､糠･溜･

麻･酒粕･莨など覚)
(安政4年～安政6年) 145点

付札に｢安政六未年地廻り

送り状｣とあり

ⅩⅩ 311

(酒･竹･材木･明樽･麦など送状､種粕･紙など請取

覚､木材など代金請取覚､石数覚､江戸出火焼失状

況などにつき書状)

(安政4年～安政6年) 126点
付札に｢安政五戊午年店方

地廻り送状｣とあり

ⅩⅩ 312

(買入米･初相場･酒積入･頼母子寄金などにつき書

状､上納金･金子証文･御判物･酒造株札などにつ

き書状､法事につき書状､御払居米渡覚､普請金･

質物書入請取などにつき覚)

(安政4年～安政6年) 94点
付札に｢安政六未年諸書

状｣とあり

ⅩⅩ 313
(金銭請取覚､酒代金請取覚､新田御蔵米仕切状､

酒仕切状)
(安政4年～文久元年) 85点

付札に｢安政七申年酒仕

切｣とあり
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ⅩⅩ 314

(頼母子金覚､神楽講金覚､御払居米･御蔵米代金

覚､春麦･糀種･青物など代金覚､盛田会所納米春

送り勘定帳､麦成覚､買い物覚)

(安政4年～文久2年) 101点

ⅩⅩ 315
(金銭請取覚､利足差上･代金覚､御払居米先納金

につき覚)
(安政4年～元治元年) 42点

付札に｢壬戌年要用　蔵方

融通方手紙書附入｣とあり

ⅩⅩ 316
(船送状､荷物積入･米大豆相場などにつき書状､船

積附覚帳)
(安政5年) 38点

ⅩⅩ 317

(御払居米引合･御年貢米石高につき書状､陣屋へ

御判物差出べき旨御触につき書状､御払居米･御

蔵米積送状､御払居米･御蔵米･桝粕米指上につき

覚､御払居米積訳控)

(安政5年) 62点
付札に｢安政五年午冬御払

居米手紙并送状｣とあり

ⅩⅩ 318

(酒入津と相場につき書状､雲竜水積入と代金につ

き書状､酒造大行事宛酒造荷物積下し方議定につ

き覚､大麦･小麦･米･塩･大豆など相場覚､一ヶ年酒

入津高覚､江戸火事につき見舞状､亜米利加･英吉

利船渡来につき書状)

(安政5年) 126点

ⅩⅩ 319

(樽蓋･底･油･ちり紙･半紙船送状､樽蓋積入･積入

荷物取調･底蓋納入延引･船破損などにつき書状､

上板･樽底･樽口代金請取覚､草履代請取覚)

(安政5年･6年) 107点

ⅩⅩ 320
(注文品積入･送付につき書状､油･半紙･大豆･板張

など代金請取覚､仕切状､半紙通帳､紙積入覚)
(安政5年･6年) 71点

付札に｢安政六年己未莨万

物紙類仕切｣とあり

ⅩⅩ 321
(亀山米･神戸米･地廻り米･入替米･御蔵米･悪御

蔵米など相場入札につき書状)
(安政5年･6年) 67点

付札に｢安政六未年十二月

三日｣｢店方相場｣とあり

ⅩⅩ 322 (大豆仕切状､大豆･春麦代金覚) (安政5年･6年) 17点
付札に｢穀物類仕切入安政

六年己未八月改｣とあり

ⅩⅩ 323

(酒入船覚､酒送状､亀山米･御蔵米･新樽仕切状､

御手酒印見本送付･御払居米引合などにつき書

状､酒相場･頼母子につき書状)

(安政5年～安政7年) 352点
付札に｢安政七申年入船書

瓶月々入津高｣とあり

ⅩⅩ 324

(干鰯･〆粕買積覚､干鰯･〆粕･種粕･水油仕切状､

干鰯･種粕売付覚､〆粕貫手板､種油･種粕買付

覚､借用金覚､御触書写)

(安政5年～安政7年) 161点

付札に｢安政七年庚申正月

ヨリ極月迄〆粕干鰯種粕油

仕切入｣とあり

ⅩⅩ 325
(半紙･干鰯･葉莨など代金請取覚､頼母子金覚､酒

送状､酒･莨注文状､金銭賃借につき書状)
(安政5年･文久元年) 284点

付札に｢安政五午年要用

状｣とあり

ⅩⅩ 326 (年始挨拶状) (安政6年) 66点
付札に｢安政六未年年始

状｣とあり

ⅩⅩ 327

(粕代金･金子融通･酒注文･御蔵米相場につき書

状､江戸〆粕干鰯相場高値品薄につき出荷依頼

状､春麦積出･大豆取引などにつき書状､江戸触之

写､為替手形)

(安政6年･万延元年) 407点
付札に｢万延元申年店用要

状｣とあり

ⅩⅩ 328
(莚･莨･半紙･干鰯など代金覚､搗麦･種粕売付覚､

搗麦･莨積入覚､半紙･種粕･麦仕切状､船送状)
(安政6年･万延元年) 70点

付札に｢申年店方｣｢烟草紙

燭店方諸仕切｣とあり

ⅩⅩ 329
(油･干鰯･米･種粕･紙･材木など代金覚､頼母子金

覚､酒･米相場覚)
(安政6年･万延元年) 174点

付札に｢万延元申年店諸書

附｣とあり

ⅩⅩ 330
(酒及米相場･酒入津につき書状､御手酒不風味に

て返品などにつき書状､入津高覚､酒など代金覚)
(安政6年･万延元年) 157点

付札に｢安政七申年酒方諸

書付｣とあり

ⅩⅩ 331
(酒･紙･樽･縄･干鰯･莨船送状､種粕･材木･綿実･

油樽など代金請取覚)
(安政6年･万延元年) 122点

付札に｢安政七年庚申正月

より十二月迄　地廻り諸送り

状入　店方｣とあり

ⅩⅩ 332
(金銭出入帳､米相場･預り粕売払いなどにつき書

状､運賃など金銭覚､酒･米･大豆など送状)
(万延元年) 64点

付札に｢慶応元丑年諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 333
(酒入船覚､御手酒･荷物など代金につき覚､酒売附

覚､酒仕切目録､荷物預通)
(万延元年) 85点

付札に｢申年酒方酒仕切并

ニ諸仕切｣とあり

ⅩⅩ 334

(酒･米･大豆･麦･油･干鰯など相場覚､船荷積入に

つき書状､酒･米･大豆･大麦など入津覚､酒注文

状､御囲他所米買入につき上申)

(万延元年) 269点
付札に｢万延元年用状｣とあ

り

ⅩⅩ 335

(莨･御蔵米･縄･糠･粕･酒など船送状､杉など代金

覚､莨･粕など入手覚､米･大豆など相場につき書

状､品物売値などにつき書状)

(万延元年･2年) 105点
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ⅩⅩ 336

(干鰯･〆粕仕切状､為替手形､大豆･種粕売付覚､

莨･味噌･材木代金請取覚､米相場･浦賀表買入荷

物値段･代金差上につき書状､桶職人紹介状､粕･

種油など請取覚)

(万延元年･文久元年) 331点

ⅩⅩ 337
(酒･酒粕･御蔵米･五七米など代金請取覚､酒･酒

粕･御蔵米･五七米など船送状､頼母子金覚)
(万延元年･文政元年) 18点

ⅩⅩ 338

(入津樽高覚､入津者名前覚､当酉年諸国作割被仰

出候写､酒入津案内状､酒･大豆相場につき書状､

水揚唎酒結果につき書状)

(万延元年～文久2年) 127点

付札に｢文久二年壬戌追啓

江戸借用状酒月々入津書

入｣とあり

ⅩⅩ 339 (法事案内状､御祝儀礼状､粕･米･大豆･麦相場覚) (万延元年～文久2年) 104点

ⅩⅩ 340
(米初相場･大坂初相場･切手米などにつき書状､送

状､頼母子金覚､熊野船･御判物･酒などにつき覚)
(万延元年～文久2年) 144点

付札に｢戌年酒方要用状｣と

あり

ⅩⅩ 341

(小判江戸相場･米切手新酒売出取極･種粕入用な

どにつき書状､宗門改当番･大行事陣屋出張などに

つき書状､持宝院頼母子落札につき書状)

(万延元年～文久3年) 32点
付札に｢文久元酉年本家要

用状｣とあり

ⅩⅩ 342

(酒･粕･米･糀･紙･油など代金請取覚､瓦･木材見

積覚､糠売付覚､種粕買付覚､頼母子金覚､菰･縄･

莚･干鰯･鏡などにつき覚､借用金覚､御払居米代

金預覚､年貢米預覚､新田米預覚､年貢米代金･借

用金などにつき書状､賃銀書上覚帳､金銀差引帳､

米指引勘定帳､氏神様入用覚､夫銀覚)

(万延元年～文久3年) 366点
付札に｢亥文久三年店諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 343
(粕目録覚､種粕･粕明樽･大豆･米など代金覚､頼

母子金覚､賃銀書抜)
(万延元年～文久3年) 156点

付札に｢文久二年壬戌年店

諸書附｣とあり

ⅩⅩ 344

(慶久丸新造諸具買入覚､盛宝丸勘定控､盛宝丸勘

定仕揚帳､盛宝丸仲作事入用控､乗宝丸仲作事入

用控､積勘定覚)

(万延元年～慶応3年) 12点

付札に｢乗宝丸勢三郎盛宝

丸豊三郎勘定諸帳面｣とあ

り

ⅩⅩ 345

(金銭覚､代金請取覚､金銭差引覚､御払居米先納

金上納･御払居米御判物受渡･調達金上納難渋に

つき書状､大行事へ株札添書差出の旨通知･西浦

組酒株協議のため集会･農方久治郎葬儀などにつ

き書状､会計御用達免役につき調達金下ゲ方願

書､浜嶋伝右衛門所持木綿世話職中埜半六へ譲

渡につき上申､除地竿入につき書状､小栗新田買納

金取替受渡･小栗新田引ヶ方小作人不承知のため

お越願などにつき書状､大浜村内地所他借につき

証文一札)

(万延元年～明治5年) 194点

ⅩⅩ 346
(船送状､頼母子金覚､染物･手拭勘定覚､米･酒運

搬覚､運賃･晒木綿代など覚)
(文久元年) 69点

ⅩⅩ 347

(御払居米･御年貢米送状､御払居米船積覚､御払

居米請取覚､済米･御払居米･御年貢米取扱･御判

物上納などにつき書状)

(文久元年･2年) 43点
付札に｢文久元酉年御払居

米送状并手紙入｣とあり

ⅩⅩ 348

(莨･酒･〆粕注文状､酒干鰯･粕･半紙･大豆など積

付につき書状､米･粕相場覚､酒造大行事より鳴海

陣屋買上米につき書状､御払居米･御判物につき書

状)

(文久元年･2年) 441点
付札に｢店方要用状文久二

年壬戌年｣とあり

ⅩⅩ 349 (酒･酒粕仕切状､運賃覚､酒代金覚) (文久元年～文久3年) 36点

ⅩⅩ 350 (酒･〆粕･種粕･竹･大豆･綿実など仕切状､種粕など金銭覚､種粕売付覚､積荷延引などにつき書状)(文久元年～文久3年) 118点

ⅩⅩ 351 (粕･酒･紙･米･莨など送状) (文久元年～文久3年) 92点
付札に｢万送り状戌年｣とあ

り

ⅩⅩ 352
(酒代金覚､酒売付覚､酒･漬粕仕切状､酒売付につ

き書状)
(文久元年～文久4年) 164点

付札に｢文久元酉戌亥年江

戸勢州道売酒仕切書｣とあ

り

ⅩⅩ 353

(粕･種油･御払居米･布など代金請取覚､勘定差引

覚帳､頼母子金覚､借用金覚､五七米など請取覚､

木綿値段につき書状､仕切状､送状)

(文久元年～慶応元年) 141点
付札に｢元治元甲子年諸書

附｣とあり

ⅩⅩ 354

(乾物･魚･塗物･金物･合羽など買附覚､青物･酢･

味淋など代金覚､乾物通､魚買日記､買物払方覚

帳､饗応方･料理方役割覚帳､客人名簿)

(文久2年) 82点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 355

(入津案内･酒相場につき書状､浦賀相場･江戸相

場につき書状､米･大豆･麦･繰綿･油･粕など相場

覚､粕･大豆買付につき書状､鴻池より奉行所御触

につき書状､尾州様国産材木積入船水船にて難事

につき村方取計らい願につき書状)

(文久2年) 443点

ⅩⅩ 356

(大浜新田年貢金差上･小栗新田入用書付･小栗半

七新田勘定帳取調などにつき書状､両浦酒造大行

事惣代宛酒増造承認申渡状写､小鈴谷村五平所

持株札引分方につき上申､浜嶋店勘定帳清算につ

き書状)

(文久2年) 45点

ⅩⅩ 357

(粕･大豆売付覚､粕･大豆買付覚､大豆積付覚､春

麦預覚､干鰯･粕･大豆･春麦･米･糖･水油･半紙仕

切状､半紙･染紙･大豆･胡麻･縄･莚代金覚､上州･

水戸など大豆買付につき書状)

(文久2年～元治元年) 200点
付札に｢文久三年亥年借仕

切｣とあり

ⅩⅩ 358

(酒積送･繰綿買置などにつき書状､中江平七両新

田納米金納･新田蔵米･山片見分などにつき書状､

大行事より船頭辰三郎加入につき西浦組請人承諾

依頼状､金銭覚)

(文久2年～元治元年) 104点
付札に｢元治元甲子□送案

内状｣とあり

ⅩⅩ 359
(御払居米･御蔵米･五七米など船送状､御払居米･

五七米請取覚､五七米預け分新米入替覚)
(文久2年～慶応元年) 33点

ⅩⅩ 360
(金銭請取覚､酒相場･金子返済につき書状､年貢

納方･酒造株などにつき書状)
(文久2年～慶応元年) 108点

付札に｢慶応元乙丑年　蔵

方要用状　□□方諸書付｣

とあり

ⅩⅩ 361

(西浦酒造大行事宛酒造本株･増株禄高取調差出

につき通達､酒造屋共宛酒造酛入銘々造高一分五

り通酒造差免につき通達､酒造大行事宛桶道具封

印取締につき通達､酒造増株申請方につき願書､御

油宿助郷役申付につき御触書写､金銭覚､名前覚

書､金銭拝借願･小栗新田検見などにつき書状)

(文久2年～明治元年) 167点

付札に｢不用なれ共他見無

用の書附類数年分巳年改｣

とあり

ⅩⅩ 362

(拝借金返済につき書状､御払居米御引合高返金･

株利金受渡などにつき書状､御払居米先納金預

覚､利足金請渡覚､頼母子金覚､掟米覚)

(文久3年) 67点

付札に｢文久三癸亥年蔵方

諸要状融通方諸書付｣とあ

り

ⅩⅩ 363
(酒入船覚､金銭覚､縄菰など覚､酒特売･菰積入な

どにつき書状)
(文久3年～元治元年) 96点

付札に｢文久三亥年下シ酒

入船案内　縄莚積附書　登

セ金案内｣とあり

ⅩⅩ 364
(酒･粕仕切状､酒代金請取覚､御手酒値段などに

つき書状)
(文久3年～慶応元年) 84点

ⅩⅩ  365-A-63-1-1～A-63-22-6

(明樽･障子･種油など金銭覚､米･豆･麦相場につき

書状､御手酒積送･念仏供養などにつき書状､海外

留学希望者手続心得につき書付写､パリ万国博出

品希望者募集につき周防守殿御渡書付写､長州征

伐につき信濃守殿御渡書付写､南群役所より東京

御行幸の際の心得につき書付､当丑年酒造道具改

につき御触書写､御払居先納金利足渡方につき願

書､金子借用証文､船送状)

(文久3年～明治元年) 666点
付札に｢文久三亥年本家払

方書付｣とあり

ⅩⅩ 366
(酒･樽巻菰･莨･鮭･御蔵米･糖など船送状､種請取

覚)
(元治元年･慶応元年) 94点

ⅩⅩ 367
(干鰯･桶板･青物･魚など代金覚､護摩料覚､船数

覚､支払延納謝礼などにつき書状､船送状､仕切状)
(元治元年･慶応元年) 296点

付札に｢慶応元丑年本家払

方書付｣とあり

ⅩⅩ 368 (酒入船覚､酒･莚･縄など代金請取覚) (元治元年) 81点

付札に｢元治元甲子年　江

戸入船書　金子案内　積附

案内｣とあり

ⅩⅩ 369

(頼母子金覚､利足金請取覚､サフランなど数量覚､

御用達金三百両返納につき書状､小栗新田納米請

取･年貢納入･地所買戻につき書状､麻･莨買付･子

の日松注文などにつき書状､金子借用証文)

(元治元年) 67点
付札に｢甲子年要用手紙書

附｣とあり

ⅩⅩ 370 (酒･白米･納米･明樽･莨など送状､船賃覚) (元治元年･慶応元年) 37点

ⅩⅩ 371
(酒･縄･桶･春麦など送状､日雇代など金銭請取覚､

米積入手板)
(元治元年･慶応元年) 17点

付札に｢乙丑年送状々也｣と

あり



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 372

(酒･竹･御払居米･種油など代金覚､御払居米請取

覚､頼母子金覚､金子借用証文､送状､仕切状､金

銭差引帳､賃銀書抜帳)

(元治元年～慶応2年) 318点

ⅩⅩ 373

(酒･種油･酢･昆布･石灰･莨など代金請取覚､紙･

板張･〆粕･干鰯･木綿など代金覚､頼母子金覚､借

用金覚､小栗新田割合金覚､御払居米先納金覚､

石灰･竹船送状)

(元治元年～慶応2年) 448点
付札に｢慶応二寅年諸書

附｣とあり

ⅩⅩ 374

(酒･油など相場につき書状､御手酒積送･御手酒入

津･御手古酒及綿実など買付につき書状､樽冥加

銀設立案内につき書状､富士御来詣につき書状)

(元治元年～慶応2年) 82点
付札に｢慶応元丑年江戸諸

用状｣とあり

ⅩⅩ 375

(御払居先納金利足返済につき書状､金銭借用願･

証文署名押印願につき書状､役替決定報告･増株

代返納につき書状､小栗新田入用割合につき書状､

大野店年内勘定･借り入金手配などにつき書状､御

払居米など代金請取覚､上納金預覚､占覚)

(元治元年～慶応2年) 143点

付札に｢慶応二年丙寅蔵方

融通方諸書付并ニ要用状｣

とあり

ⅩⅩ 376

(酒･米･種糀･麦･紙など代金覚､御払居米など石高

覚書､酒相場･酒入津につき書状､酒株札受渡など

につき書状､桜木助左衛門陣屋宛桑名表出津差留

につき願書､酒積出に関する易､送状)

(元治元年～慶応2年) 133点

ⅩⅩ 377
(青物･材木･莨･味噌･酒･鍬など代金覚､賃代書抜

覚､頼母子金覚)
(元治元年～明治元年) 367点

付札に｢慶応三卯年諸書

付｣とあり

ⅩⅩ 378
(人足･石･鯛･木綿･種油･下駄など代金請取覚､松

葉仕切状､材木･湯葉など送状)
(元治元年～明治2年) 254点

付札に｢慶応四年戊辰本家

入用方書附｣とあり

ⅩⅩ 379

(葬儀･法事案内につき書状､病気･大風見舞につき

書状､書画骨董品購入につき書状､浜嶋木綿店勘

定検査につき立会案内状､御局御用達辞退につき

歎願､御蔵酒積下･酒造禄高の照合検分につき通

達､金･銀･銅幣など新金目方割覚､米･小麦･油･

粕･大豆･小豆など相場覚､船手役所へ船数取調べ

書上提出につき覚)

(元治元年～明治6年) 495点
付札に｢明治三未年同五癸

酉迄　本家不用状｣とあり

ⅩⅩ 380

(大浜村･平七村･棚尾村･榎戸村掟米皆済覚､小栗

新田掟米覚､米上納覚､年貢米先納金覚､御払居

米覚､助郷懸金覚､夫銀覚､棚尾平七両村区費請

取覚､地租改正入費請取覚､棚尾村地券入費請取

覚､平七村より圦樋伏替入費請取覚､盛六分御物

成覚､人夫入用高掛覚､普請入用金覚､前新田掟

米勘定記､大浜村年貢取立明細帳)

(元治元年～明治9年) 387点

付札に｢元治元甲子年ヨリ

明治八乙亥年マデ〆十二

年分田地方諸書附｣とあり

ⅩⅩ 381 (入船覚､御手酒･縄積附などにつき書状) (慶応元年) 87点
付札に｢慶応元丑年　酒入

船書　金案内　積附｣とあり

ⅩⅩ 382
(鈴木利兵衛･中野又左衛門病状につき書状､病気

見舞礼状､書画骨董買入につき書状)
(慶応元年) 23点

包紙あり、包紙ウハ書に｢戊

辰ヨリ前五七年之手紙書附

と入｣とあり

ⅩⅩ 383
(木材･春麦･米･横縄･明樽など送状､杉材長さ覚､

御蔵米手船へ引渡願)
(慶応元年･2年) 84点

付札に｢慶応二年寅年諸々

送状｣｢庄太郎書之｣とあり

ⅩⅩ 384
(酒･酢･茶･俵･羽織･蓮根など代金請取覚､長持･

黒砂･酢など送状)
(慶応元年～慶応3年) 183点

付札に｢慶応二年丙寅本家

入用方書附｣とあり

ⅩⅩ 385

(酒･酒粕･材木･瓦など代金覚､蔵米･五七米代金

覚､頼母子金覚､酒送状､むらむら献金諸取覚､役

銀預覚､夫銀･浦方･麦成覚､年貢米請取覚､各村

石高覚､元千代様上京の節水主賃銀割覚､夷人着

往来の節宮中乗入につき覚､火の番掟につき覚､

瓦･板積入控､送出板控､賃金仕切書)

(慶応元年～明治2年) 640点
付札に｢慶応四辰年書書

附｣とあり



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 386

(代金差引覚､金子請取覚､融通金利足･借用金返

済延引につき書状､地租改正のため帳簿へ連署印

判･中江地券取調のため役人入来につき書状､伏

見屋外新田地引帳､検図面差送につき書状､小栗

新田事件のため大割勘定前年分取調出張依頼

状､当冬造大減造塩商会社取詰･中泉店味噌残荷

などにつき書状､両浦大行事より御蔵酒御蔵元高

世話料取決につき出張願状､眼病のため物産会社

取締退役願につき書状､国立銀行設立につき書状､

酒造株譲請金借用証文)

(慶応元年～明治10年) 321点

付札に｢明治九年丙子　蔵

方融通方諸書附要用書状

入｣とあり

ⅩⅩ 387 (婚礼道具通､名古屋買物覚､金銭覚) (慶応2年･3年) 31点

付札に｢慶応三年丁卯四月

慶事につき茂兵衛名古屋買

物書付｣とあり

ⅩⅩ 388

(年貢銀差引勘考違につき書状､五七米免定につき

書状､村々囲米石数吟味につき書状､海防御用･御

上京御用調達金につき書状､海岸御備のため囲飼

葉吟味につき書状､大行事より船手運賃米･酒造新

株につき書状､物価高にて救民飢餓につき救済願

上､村山林につき上申)

(慶応2年～明治元年) 244点
付札に｢慶応二寅年近辺要

用状｣とあり

ⅩⅩ 389
(奉公人請状､金銭請取覚､御物成などにつき覚､あ

げ･豆腐･こんにゃくなど代金請取覚)
(慶応2年～明治4年) 74点

ⅩⅩ 390

(第七大区東区副戸長･同介人名取調につき書状､

地券地価取調確定願･調達金出金願･証文加判願

につき書状､年貢割引願などにつき書状､東大高村

元戸長より愛知県令宛開拓地年延につき願状､元

農方用達盛田久左衛門より調達金歩合増方につき

歎願､小栗新田反別内訳覚､品物代金覚､金子借

用証文)

(慶応2年～明治7年) 203点

付札に｢明治六癸酉年　蔵

方融通方諸書附書状其外

要用状｣とあり

ⅩⅩ 391

(新切手下附につき大行事代呼出状､御領内木綿

名府六軒問屋他国売捌方許可につき書状､拝借金

返済方月延につき願書､桧原村困窮者取調につき

書状､内海地所抵当証書改めにつき書状､起業公

債利子渡し日限につき書状､山方新田勘定帳につ

き書状､三河国中江のうち抵当物件目録､小栗新

田大割勘定清算済につき集会案内･小栗新田売却

一件落着につき書状､盛田弥吉･久三郎商社商い

に失敗し金子借用の上大足会所譲り受けにつき差

入証券､古記録中地震回数取調方依頼につき通

知､酒･葡萄酒相場覚)

(慶応2年～明治14年) 154点

付札に｢明治十三庚辰年

蔵方融通方諸書附書状｣と

あり

ⅩⅩ 392

(金銭請取覚､酒･紙･桶･菓子･昆布など代金請取

覚､塩･麩･莨･呉服･白粉･合羽など代金覚､酒･酢･

瀬戸物送状､米相場･大豆相場などにつき書状)

(慶応3年) 295点
付札に｢慶応三年丁卯本家

入用方書附｣とあり

ⅩⅩ 393 (魚仕切状､代金請取覚) (慶応3年) 11点
付札に｢慶応三年丁卯慶事

之節さかな屋書附｣とあり

ⅩⅩ 394 (酒代金覚､酒注文覚､大浜村年貢買納金上納につき書状､勘定所役人ら酒造改につき書状､調達金上納につき書状､松尾講などにつき書状､大行事久松五平宛桑名一紙送状紙受渡依頼につき書状､陸井太右衛門より酒株貸料請取につき覚､御蔵米･美濃米･大麦･小麦･種油など相場につき書状)(慶応3年～明治元年) 164点
付札に｢慶応三卯年近辺要

用状｣とあり

ⅩⅩ 395

(酒注文状､酒送状､米･小麦･大豆･粕･塩など初相

場覚､江戸･浦賀相場覚､南郡役所より人足請負賃

上納覚､信州行人足請負賃金上納につき触状写､

庄屋衆宛人足賃郡上納触状につき書状､奉行より

勅使下向につき書状､酒造大行事宛当年酒造道具

請書につき書状､大行事より樽廻船建惣集会につ

き書状､大行事引請元盛田久左衛門より半田栄三

郎船破船につき廻文)

(慶応3年～明治2年) 302点

付札に｢明治元年辰年要用

状｣とあり､番号を書いた付

箋が付いている､-1の袋に

はA-63-1～A-63-4とA-

63-11～A-63-15が､-2の

袋にはA-63-5～A-63-10

とA-63-16～A-63-22が

入っている



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 396

(金子融通願･○印引渡･○印利足増方願などにつ

き書状､御取次金振込願･調達金上納･農方へ米上

納･酒造蔵受渡などにつき書状､証文借主証人認

め願･借用金返納につき書状､取次金･農方懸金･

麻代など金銭覚､金子借用証文)

(慶応3年～明治2年) 205点

付札に｢明治元年戌辰　蔵

方融通方諸書附書状｣とあ

り

ⅩⅩ 397

(金銭覚､御払居米先納金につき書状､中江･平七

地取調覚､借用金利子･返済などにつき書状､小栗

三郎左衛門相続請につき書状､小栗新田内割金に

つき書状､小栗新田引方集会につき覚､小栗新田

引請割符､半田新田受渡及元締人撰につき書状)

(慶応3年～明治4年) 249点

付札に｢明治三年庚午　蔵

方融通方諸書附書状｣とあ

り

ⅩⅩ 398

(干鰯･麦･莨･繰綿･酒明樽など船送状､酒請取覚､

御払居米･御年貢米･小栗新田納米など船送状､干

鰯･樽木などにつき覚)

(明治元年) 59点
付札に｢明治元年辰年送

状｣とあり

ⅩⅩ 399

(上納金･調達金･農方持込金･金札請取･選金預･

返済金当月分請取につき覚､借用金質地所小栗一

分書入･小栗新田一部売払･酒株売付･御払居米

入札･農方より戻り金などにつき書状､河和村佐左

衛門所持四百石半次郎へ譲渡許可につき申達､大

谷村五平所持酒造稼高二百六十石譲請許可申

達)

(明治元年･2年) 173点

付札に｢明治二年己巳年

蔵方融通方御書附書状｣と

あり

ⅩⅩ 400

(版籍返上の時勢御家の沙汰と行政官廿一ケ条写

取報告･[商号:ﾏﾙ勘]取次金利足不足分差越･正金

と金札持参･浜嶋店勘定帳などにつき書状､金銭

覚､人名覚､地積覚､盛田久左衛門家家族覚､金子

借用証文)

(明治元年～明治3年) 98点

ⅩⅩ 401

(地方勘定所宛お茶物借金返納につき願書､利足

取計願･為替返納などにつき書状､金銭覚､村石高

覚)

(明治元年～明治4年) 62点
包紙に｢不用なれ共たいし

のほふぐ｣とあり

ⅩⅩ 402 (金子借用証文､金銭覚) (明治元年～明治5年) 55点

ⅩⅩ 403
(船送状､酒道具覚､麻など代金覚､材木積入覚､頼

母子などにつき書状)
(明治2年) 32点

ⅩⅩ 404

(金銭覚､開港仮条約五港外の一港清水港開港･中

江平七地所地券下調･取次金元利と利子･書画骨

董購入などにつき書状､三河国産繰綿越中国へ輸

出開業にあたり取決諸条約､浜嶋店勘定検査立会

案内状)

(明治2年～明治9年) 189点

付札に｢明治八乙亥年　蔵

方融通方諸書附書状｣とあ

り

ⅩⅩ 405
(石塚池普請人足勘定覚帳､池人足控帳､大泉池人

足覚帳)
(明治3年･4年) 7点

付札に｢大高雨池新築帳｣と

あり

ⅩⅩ 406-F-38-1～48

(酒造大行事酒造規則改訂･名古屋通商会社頭取

申付･物産会社開業･証文調印願などにつき書状､

蒸気船調達金御下ケ方につき願書､会計御用達免

役のため調達金元利返済につき願書)

(明治3年･4年) 51点
番号を書いた付箋が付いて

いる

ⅩⅩ 407

(金子融通願･取次金利足取決･蒸気負債のため新

証券引渡･証文調印依頼･前新田勘定などにつき

書状､借用金･地券入用費･掟米代金など金銭覚､

頼母子金覚､地積･人名覚､証券請取覚､貨幣借用

証券､田畑道敷坪数記)

(明治3年～明治8年) 225点

付札に｢明治七甲戌年　蔵

方融通方諸書附諸状｣とあ

り

ⅩⅩ 408
(板･瓦送状､金銭覚､買物覚､御用達ら謁見につき

申達)
(明治4年･5年) 45点

ⅩⅩ 409

(種粕･油･青物･酢･帯など代金請取覚､酒･瓦･運

賃など覚､米覚帳､県庁出頭通知､額田県への知多

郡産物上申につき廻状)

(明治4年～明治6年) 187点

ⅩⅩ 410-1～162

(金銭覚､金札請取･借用元金と利足返済･物産会

社事件･博覧会などにつき書状､地券代価決定につ

き報告状)

(明治4年～明治6年) 197点

付札に｢蔵方　申年｣とあり､

番号を書いた付箋なし、仮

番号をつける



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 411-1～124

(博覧会出品届と出品目録につき書状､小栗新田小

作料変更･小栗新田地所掟増米訴訟勧解承知･小

栗新田検見取立などにつき書状､地租改正租税増

に伴う小栗新田掟米改定につき約束証雛形､小栗

新田貸附につき条約書､榎戸村検見記､河和地所

高覚､地価覚､山ノ神･本松など定免覚､国立銀行

起業公債申請･石高割貸下金抵当所取調･人民貧

富一覧取調などにつき書状､貢米積方願､眼病につ

き取締方辞退願､名古屋博物館開場会期延長につ

き通達)

(明治5年～明治12年) 240点

付札に｢明治十一年戊寅

蔵方融通方諸書附要用状｣

とあり､番号を書いた付箋な

し、仮番号をつける(一括形

態の確認必要)

ⅩⅩ 412

(借用金返済覚､金銭請取覚､地所差入証券､小栗

新田寺沢小作掟米減額歎願･小栗新田掟米取立

出張･小栗新田一件勧解などにつき書状､棚尾小

作作請証券､浜嶋店勘定清算･起業公債金額取

決･起業出債証券請渡などにつき書状､地引帳･地

価帳奥印の上差出につき書状､盛田命稘窮民救助

など奇特につき羽二重一匹下賜褒状写､日本形船

雛形博物館へ献納願書､磯部昇平中泉改正許可

につき届書)

(明治6年～明治13年) 149点

付札に｢明治十二年卯　蔵

方融通方諸書附書状｣とあ

り

ⅩⅩ 413

(薬･釘･酢･密柑など代金覚､茶の実送状､茶の実

請渡･酒注文･清水商況などにつき書状､人足覚

帳､本家浜普請帳)

(明治7年･8年) 202点
付札に｢乙亥年入用方書

附｣とあり

ⅩⅩ 414 (三河国幡豆郡小栗新田地引絵図帳) (明治9年) 1点

ⅩⅩ 415

(地方税･田畑税･宅地税･村費など覚､溜池修繕費

覚､地租改正につき諸普請の指令願､地租改正に

つき民費課出の伺状､知多郡奥田村困窮者取調

書､中泉店勘定報告･県令葡萄園出張･書画骨董

購入などにつき書状､入用方金銭通)

(明治9年～明治16年) 257点

付札に｢明治十五年壬午

蔵方融通方諸状諸書附及

近年田地方諸書附｣とあり

ⅩⅩ 416
(味淋･卵･反物･美術品など代金覚､薬代金請取

覚､奉公人請状､書留郵便物･電報など請取証)
(明治9年～明治19年) 445点

付札に｢明治十八酉年　諸

書附入｣とあり

ⅩⅩ 417

(地券取調･小栗新田地価決定･小栗会所より新田

掟米取立帳取調･中野又左衛門より久左衛門三男

養子貰い受けたく問合･北村新兵衛店を中泉昇平

店へ名儀変更･官軍状勢報告･入津品相場などに

つき書状､浜蔵酒造道具代金覚､浜嶋店勘定帳写､

収穫米覚書)

(明治10年･11年) 313点

付札に｢明治十年丁丑年

蔵方融通方諸書附諸状　寅

三月迄此中ﾆ入ル｣とあり

ⅩⅩ 418

(為替金受領証､金銭差引覚､木綿･味淋･莨･材木

など代金覚､慶事買物帳､大足原丈量帳､一統代参

秋葉参り入用覚帳､入力車税領収証)

(明治10年～明治25年) 814点

ⅩⅩ 419

(新地券下付のため大浜村･平七村･棚尾村地券引

換につき書状､守田屋にて自分商い厳禁の儀･奥

田村困窮者取調･葡萄園規則書提出･清水へ[商

号:ﾏﾙ勘]酢支店開設などにつき書状､小栗新田小

作離れ事件につき委任状､守田屋醸酒商絞油の社

中申合せ違背につき一札､三谷村分離のため所有

地訂正出願督促状)

(明治11年～明治18年) 103点

ⅩⅩ 420

(紙･呉服･油など代金請取覚､材木積送状､種粕入

手･葡萄苗注文などにつき書状､買物覚帳､名古屋

行勘定帳､東京行勘定帳､妙音寺普請寄附金領収

書)

(明治12年～明治18年) 343点

ⅩⅩ 421

(地方税地価割備蓄金請取覚､平七村田地租請取

覚､地券訂正･三州大浜年貢買納などにつき覚､醤

油搾取善悪評議･字山の田内官山払下地買受･葡

萄園害虫予防薬･葡萄園地価上申･葡萄園器械拝

借･福田逸人醸造法研究のため渡仏･酒積出など

につき書状)

(明治12年～明治廿年) 219点

付札に｢明治十九年丙戌

本家奥及田地方諸書附諸

書状｣とあり

ⅩⅩ 422

(中泉･盛田両主人表向辞職の書面差出につき書

状､酒店･入船問屋分裂につき書状､土地拝借願･

証書調印･利子払い方などにつき書状､官吏昼泊

料簿､金銭借用証書､坪数覚､金銭覚､田畑間数見

取図)

(明治13年～明治15年) 144点

付札に｢明治十四辛巳年

蔵方融通方諸書附書状｣と

あり



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 423

(盛田命稘より福沢諭吉宛草稿送付の礼状､品川

少輔鑑定へ出来の通辞につき書状､長官など葡萄

園巡覧･洋種苗取寄願･山梨県葡萄酒醸造所生徒

雇入取計･葡萄苗送付･諸器械買付･大豆買付値

段などにつき書状､官林払下願書､拝借地検査につ

き通知､三田育種場御払下葡萄苗記､開拓地日傭

帳､反別･地価内訳覚え､葡萄種類･数量･性質･代

価内訳覚､粕･明樽など金銭覚､灰送状)

(明治13年～明治15年) 439点

付札に｢明治十三年命稘甲

州行初官山拝借葡萄園開

墾　官山五百町歩事件　明

治十四年同人東京行諸書

状類｣とあり

ⅩⅩ 424

(酒･溜･油･味淋など代金覚､所得税･県税など諸税

領収書､掟米懸り･救助売下米金皆済覚､道路修繕

費覚書､諸入用覚書帳､本家買物記､慶事入用覚

帳､伊勢参宮道中勘定覚帳､木材･樽･石など積送

状)

(明治13年～明治廿八年) 1245点
付札に｢廿六年巳年諸入用

書　廿七年調｣とあり

ⅩⅩ 425 (金銭覚､薬･味淋･糠など代金請取覚) (明治14年･15年) 184点
付札に｢明治十五年二月よ

り九月迄之書附｣とあり

ⅩⅩ 426

(九月上納酒税･大足倉売却･商標･人減などにつき

覚､土倉方･本倉･清水屋など金銭覚帳､葡萄培養･

開墾一切につき委任状扣)

(明治18年～明治20年) 14点

ⅩⅩ 427

(代金覚､水盤代金･注文の刻煙草お届･天皇巡幸

の際行在所装飾･法会のため仏参案内などにつき

書状)

(明治19年～明治26年) 110点

ⅩⅩ 428

(切手･薬･ブリキなど代金領収証､熱田参詣金銭

覚､愛知病院手術料･歯科雑費など請取覚､米相場

覚)

(明治21年･22年) 89点

ⅩⅩ 429

(隠居死去のお悔状､心月斎住職外山善隣より施餓

鬼会開催･衆議院議員総選挙運動尽力願･取次金

御払下願･陸井合資会社精算願･商業会議所発起

人会開催･盆栽展覧会そのほか催し案内などにつ

き書状､豊醸組頭取稲生治右衛門より盛田久治郎

宛全国酒家大会出席委員当選につき通知､書籍代

金･診察料など金銭覚)

(明治21年～明治27年) 547点
付札に｢明治廿四年中諸国

来状書状)

ⅩⅩ 430

(亀崎銀行･知多貯蓄銀行･愛知銀行創業総会及び

定式株式総会開催につき書状､衣浦貯金銀行株金

払のため重役会開催･亀崎銀行半田出張所開設･

半田商業会議所書記帳選挙･名古屋城内征清役

の戦死軍人ら招魂祭のため義損金願･東京酒相場

などにつき書状､酒税納期改正･知多郡農会臨時

会開催通知などにつき葉書)

(明治23年～明治29年) 782点

ⅩⅩ 431 (手酒積入･入津につき書状､入津高覚) (子年) 212点

ⅩⅩ 432 (御居米･材木･酒粕につき書状､年始挨拶状) (子年) 14点

ⅩⅩ 433
(莨･酒･唐津物･半紙送状､五七米･御払居米代金

請取覚)
(子年) 56点

ⅩⅩ 434
(酒･砂糖･木綿･干物･板など代金請取覚､頼母子

金覚､伝馬銀･御払居米添米指上覚)
(子年) 52点

ⅩⅩ 435 (糠･粕･白米など仕切覚) (子年) 43点

ⅩⅩ 436
(種粕･干鰯･溜･菰･縄･莨船送状､酒･莨･麻など代

金覚)
(子年･丑年) 76点

ⅩⅩ 437
(酒代･御払居米利足などにつき覚､御払居米請取

覚､初相場につき書状､酒樽･御払居米など送状)
(子年･丑年) 87点

ⅩⅩ 438
(莚･縄積入覚､種粕･大豆･布･莨代金覚､金子借用

願､荷物積送案内状､小麦買附につき書状)
(子年･丑年) 80点

ⅩⅩ 439 (糠送状､糠売付覚) (子年･丑年) 71点

ⅩⅩ 440

(酒･米相場につき書状､酒注文状､江戸下り酒につ

き書状､御蔵米入札･御払居米･上納金につき書

状､津波による荷物流失･地震見舞につき書状､酒･

小麦･粕につき覚､内海男山会所より内海入見神社

御文庫奉納額願)

(子年･丑年･寅年) 212点

ⅩⅩ 441 (莨代金請取覚､莨送状) (子年･丑年･寅年) 61点

ⅩⅩ 442
(干鰯仕切状､干鰯買付及び積入につき書状､金銭

覚)
(子年･寅年) 48点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 443
(糠仕切状､糠船送状､米糠･糠･小麦･大麦につき

覚)
(子年･寅年･卯年) 58点

ⅩⅩ 444
(莨･竹･紙･米船送状､酒粕など代金請取覚､頼母

子金覚)
(子年･丑年･寅年･巳年) 46点

ⅩⅩ 445
(飛脚賃銀目録帳､御払居米･莨請取覚､御払居米

船送状､粕仕切状)
(子年･丑年･卯年･未年) 24点

ⅩⅩ 446 (莨･紙･鰊油･五七米送状､種･米･麦など仕切状) (子年･寅年･午年･未年) 79点

ⅩⅩ 447

(扇子･釘･木綿･樽代金覚､代金請取覚､頼母子金

覚､石高覚､三州粕･売附粕覚､〆粕仕切状､瓦送

状､酒注文･酒代金･酒届けにつき書状､庄屋村方

拝借金につき書状､草山見取集帳)

(子年･丑年･寅年･卯年･辰年･

巳年･午年･申年･酉年･亥年)
88点

ⅩⅩ 448 (干鰯･粕仕切状､年貢米･御払居米送状､金銭覚)
(子年･卯年･巳年･午年･未年･

申年･酉年･亥年)
36点

ⅩⅩ 449

(借金返済の代納鰯不足につき催促状､鰯代金受

渡につき書状､酒･材木･繰綿代金請取覚､心月斎

末寺東光庵寺内建造物形態及規模につき覚)

(子年･辰年･巳年) 18点

ⅩⅩ 450
(莚代金請取覚､米仕切状､米積入覚､〆粕･油取引

につき書状､酒代金勘定につき書状､頼母子金覚)
(丑年) 99点

ⅩⅩ 451 (酒･干鰯仕切状､船送状) (丑年) 6点

ⅩⅩ 452
(酒･米･大豆･麦相場につき書状､手酒入津につき

書状､大豆買附につき書状)
(丑年) 267点

ⅩⅩ 453
(御物成の内五七米御払居につき覚､頼母子金覚､

種油積入願､鰊油送状､人足差出につき申達)
(丑年･寅年) 95点

付札に｢戌年支配物酒仕

切｣とあり

ⅩⅩ 454 (莨･酒代金請取覚) (丑年･寅年) 18点

ⅩⅩ 455
(入船覚､手酒積入及び代金相渡につき書状､手形

差上につき書状､金銭請取覚)
(丑年･寅年･卯年) 130点

ⅩⅩ 456 (五七米･莨･菰･炭･紙･鰊油船送状､干鰯仕切状) (丑年･卯年･辰年) 44点

ⅩⅩ 457
(酒･干鰯･莨送状､〆粕･干鰯につき覚､味噌入津に

つき書状)
(丑年･辰年) 12点

ⅩⅩ 458
(金銭覚､樽･米･種粕･干鰯につき覚､味噌入津につ

き書状)
(丑年･寅年･卯年･辰年･巳年･午年)68点

ⅩⅩ 459

(棒砂糖･魚･青物･素麺･麩など代金覚､金銭請取

覚､大平石送状､新茶値段･薬服用法につき書状､

葬式案内状)

(丑年･寅年･辰年･巳年･午年) 165点
付札に｢巳午年諸書附入用

方｣とあり

ⅩⅩ 460

(御払居米引合･御払居御判物書替につき書状､御

払居米利足及び内金払につき書状､調達金連印に

つき書状､金子融通願､御払居米･薬代金覚､地所

譲渡内金請取証文)

(丑年･寅年･午年) 57点

ⅩⅩ 461 (剣菱･焼酎･下粕売仕切状､送状) (丑年･午年) 20点

ⅩⅩ 462
(干鰯･半紙･酒樽･人足代金請取覚､頼母子覚､買

仕切状､送状)
(丑年･未年) 48点

ⅩⅩ 463

(鰯･〆粕･茶･縄代金請取覚､為替代金請取覚､御

払居米先納金覚､干鰯･〆粕仕切状､船送状､頼母

子金覚)

(丑年･寅年･酉年) 119点

ⅩⅩ 464 (莨･紙･材木船送状) (寅年･卯年) 17点

ⅩⅩ 465 (莨送状) (寅年･卯年) 26点

ⅩⅩ 466
(酒相場･酒造株売買につき書状､酒･粕注文状､金

子借用願､金銭覚､送状､御蔵米入札)
(寅年･卯年･辰年) 232点 付札に｢卯年要用状｣とあり

ⅩⅩ 467 (半紙･大豆仕切状､品物積入覚､金銭覚) (寅年･辰年･巳年) 35点
付札に｢巳年たばこ･万物･

石物仕切｣とあり

ⅩⅩ 468 (亀山米など買仕切状､御蔵米など送状) (卯年) 21点

ⅩⅩ 469 (書抜帳･金銭出入帳､船積覚) (卯年) 12点

ⅩⅩ 470 (荷物受渡･人足につき書状､酒請取覚) (卯年) 53点

ⅩⅩ 471
(干鰯･大豆･〆粕･種粕仕切状､運賃･種粕･麦代金

覚､油入船覚)
(卯年) 83点

ⅩⅩ 472
(莨代金覚､莨新葉積送りにつき書状､莚上印見分

につき書状)
(卯年･辰年) 17点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 473

(酒入津覚､酒･干鰯注文覚､年貢米･種粕･大豆積

入につき書状､御蔵米･入替米･亀山入札相場･御

飛米年貢につき書状､酒不風味につき引替願､中ノ

郷村大三浜嶋店にて綿屋仲買開始につき添状願)

(卯年･辰年) 145点
付札に｢辰年店方用要状｣と

あり

ⅩⅩ 474
(木綿代金請取覚､入津覚､〆粕注文状､酒相場･子

の日不風味につき書状)
(卯年･巳年) 18点

ⅩⅩ 475 (布･紙･板･桶･青物代金請取覚､廻船につき書状) (卯年･辰年･巳年･午年) 196点
付札に｢巳午年書書附入用

方｣とあり

ⅩⅩ 476

(金銭覚､御蔵米･御年貢米代金覚､莨･酒･溜請渡

につき覚､金子借用覚､縄･莚･大麦･豊後半紙･蔵

札につき覚､こし油積入につき書状)

(卯年･午年･未年) 170点

ⅩⅩ 477
(酒代金覚､酒注文覚､種粕･胡麻･油積入覚､半紙

買付･種粕積送りにつき書状､頼母子金覚)
(卯年･午年･未年) 72点

ⅩⅩ 478 (莨入津覚､金銭請取覚) (卯年･未年) 59点

ⅩⅩ 479
(麦･糠取引につき書状､米相場･酒造につき書状､

鰯油･半紙につき覚)
(卯年･辰年･未年･戌年) 29点

ⅩⅩ 480
(樽･材木･種油･手酒代金請取覚､人足覚､佐伯粕

送状)
(卯年･辰年･巳年･午年･亥年) 100点

ⅩⅩ 481
(酒･米･莨･種粕･莚船送状､明樽請取覚､酒売付

覚､金銭覚)
(卯年･辰年･亥年) 120点

付札に｢辰年地廻り送り状｣

とあり

ⅩⅩ 482

(青物･魚･茶･反物･呉服代金請取覚､回向料請取

覚､献上金出分覚､頼母子金覚､酒造株譲渡につき

書状､酒風味につき書状)

(卯年･未年･申年･酉年･戌年･亥年)133点
付札に｢戌年二季并ﾆ年内

本家入用方書付他｣とあり

ⅩⅩ 483 (米相場につき書状､青物代金覚､金銭覚) (辰年) 26点

ⅩⅩ 484
(糠代金請取覚､糠･材木送状､粕積送りにつき書

状)
(辰年) 51点

付札に｢辰年積送り状｣とあ

り

ⅩⅩ 485 (莨･酒樽･紙送状､御蔵米覚) (辰年) 29点

ⅩⅩ 486 (莨送状) (辰年) 18点

ⅩⅩ 487
(手酒の積入･入津につき書状､酒相場につき書状､

酒注文状､酒代金請取覚)
(辰年･巳年) 81点

ⅩⅩ 488 (莨･紙･粕･酢･酒など船送状) (辰年･巳年) 54点

ⅩⅩ 489
(青物･豆腐･菓子などにつき覚､金銭差引覚､買物

覚)
(辰年･巳年･午年) 76点

ⅩⅩ 490
(油･菓子･魚･白木代金覚､御払居米･御蔵米売付

につき書状､金子返済につき書状､頼母子金覚)
(辰年･巳年･午年) 69点

ⅩⅩ 491

(酒･帳面･運賃など金銭覚､御払居米添米差上に

つき覚､樽木数量覚､莚･米仕切状､金銭覚帳､注文

の樽木買付につき書状､船送状)

(辰年･巳年･午年･未年･戌年･亥年･子年)41点

ⅩⅩ 492
(手酒売附･酒積入･手酒入津につき書状､酒･米相

場につき書状､荷物船送りにつき書状､蔵米売附覚)
(巳年) 155点 付札に｢巳年追啓｣とあり

ⅩⅩ 493 (樽･御払居米送状､米代金請取覚) (巳年) 12点

ⅩⅩ 494 (酒入船覚､酒代金覚) (巳年) 63点

ⅩⅩ 495
(運賃･酒･縄代金覚､酒･米積入につき書状､御蔵米

買仕切状､酒代金目録)
(巳年･午年) 41点

ⅩⅩ 496
(紙･莨･酒造米･溜･種粕など船送状､御払居米につ

き覚)
(巳年･未年･申年) 68点

ⅩⅩ 497
(金銭覚､木綿･味噌･大豆代金請取覚､法事･料理

材料につき覚､頼母子につき書状)
(午年･未年) 128点

ⅩⅩ 498

(〆粕注文状､魚油･米･酒積送りにつき書状､粕･干

鰯相場につき書状､桑名地粕買付につき書状､御蔵

米･麦･大豆･油･味淋取引相場覚､莨数量覚)

(午年･未年) 68点

ⅩⅩ 499
(土佐紙･半紙積入につき書状､手酒代金覚､大豆･

米注文覚)
(午年･未年) 45点

ⅩⅩ 500
(酒入船覚､酒船送状､酒仕切状､品物代金覚､酒積

送り･品物注文につき書状)
(午年･申年･酉年) 175点

ⅩⅩ 501

(内海粕･明樽･御蔵米積入につき書状､念仏供養に

つき書状､奥田村三郎兵衛倅中屋敷へ奉公につき

書状)

(未年) 24点

ⅩⅩ 502 (酒･明樽･莨･板･紙など船送状､粕代金請取覚) (未年) 54点

ⅩⅩ 503-1～14 (干鰯･〆粕･種粕船送状) (未年･申年) 20点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 504
(莨･納米･干鰯･酒･明樽船送状､為替米請取覚､仕

切状､頼母子金覚)
(未年･酉年) 62点

ⅩⅩ 505

(手酒入津･酒相場･酒返品につき書状､酒･大豆注

文状､手古酒皆済売付につき口上､浪人狼籍者捕

押えにつき通達)

(未年･申年･酉年･戌年･亥年) 125点
付札に｢亥年江戸諸用状｣と

あり

ⅩⅩ 506
(初相場･御払居米上納につき書状､念仏供養につ

き書状､獅子舞につき書状)
(申年) 45点

ⅩⅩ 507
(板･竹･肴など代金覚､村人増減覚､頼母子会･頼

母子金取立･酒仕切などにつき書状)
(申年) 28点

ⅩⅩ 508
(材木代金請取覚､為替金請取覚､御蔵米仕切状､

習字手本)
(申年･酉年) 18点

ⅩⅩ 509 (莨･糠仕切状) (申年･酉年) 101点 付札に｢畑け仕切｣とあり

ⅩⅩ 510 (酒･油･莨･昆布など代金覚､納米払方内訳覚) (申年･戌年･亥年･子年) 36点

ⅩⅩ 511
(酒入津高覚､酒･米･干鰯･大豆･小豆相場につき書

状､新川大神宮造営につき書状)
(酉年) 25点

ⅩⅩ 512
(松葉仕切覚､酢･粕･丸薬･紙･桶など代金請取覚､

莨送状､御払居米請取覚)
(酉年･戌年･亥年) 202点

ⅩⅩ 513 (酒仕切状､酒代金目録覚､酒代金請取覚) (戌年) 154点

ⅩⅩ 514

(酒･米･〆粕相場につき書状､酒積入･酒入津･手酒

返品･唎酒につき書状､雷による米蔵焼失につき書

状､春麦金銭覚､入津高覚)

(戌年) 200点

ⅩⅩ 515 (種粕･酒･薬･材木･種油代金覚) (戌年･亥年) 21点

ⅩⅩ 516

(金銭覚､仕切状､頼母子覚､買物覚､御払居米請取

覚､船送状､船役銀預覚､御年貢米･御膳米引合せ

覚､法事につき礼状)

(戌年･亥年) 119点

ⅩⅩ 517
(紙･筍･晒など代金請取覚､荷送り･金子届につき

書状)
(戌年･亥年･子年) 17点

ⅩⅩ 518 (〆粕送状､粕売仕切状､手船入津につき書状) (戌年･亥年･子年) 5点

ⅩⅩ 519 (買付覚､買仕切状) (亥年) 12点

ⅩⅩ 520 (味噌･樽･材木･莚･油代金覚､白米仕切状) (亥年) 24点

ⅩⅩ 521

(注文〆･粕･大豆･酒･紙積入案内につき書状､米･

粕･紙･樽作相場につき書状､〆粕･半紙･莨積入

願､金子借用願､御払居米引合につき書状､搗屋人

足入替願､年貢米相揃につき手船差向願､菰･半紙

数量覚､金銭覚)

(亥年) 229点
付札に｢亥年近辺要用状｣と

あり

ⅩⅩ 522 (莨代金覚､材木売付覚､材木･紙･枡代金覚) (亥年･子年) 24点 付札に｢子年莨仕切｣とあり

ⅩⅩ 523

(樽の焼印取斗及び船積につき書状､酒･米相場に

つき書状､酒入津･酒不風味のため積戻しにつき書

状､入津高覚)

(亥年･子年) 217点

ⅩⅩ 524

(金銭覚､御蔵米･大豆･小豆･小麦･種粕相場につき

書状､粕売捌きにつき書状､酒注文状､借用金返

済･為替手形につき書状､江戸出火につき書状､三

州行味噌樽･酒樽覚､油積送覚)

(亥年･子年) 242点

ⅩⅩ 525
(粕･干鰯代金請取覚､〆粕仕切状､〆粕代金請取

につき書状)
(亥年･子年) 27点

ⅩⅩ 526 (大坂買物帳､春麦･大豆代金覚) (亥年･子年) 5点

ⅩⅩ 527
(莨･酒･紙･米･油船送状､頼母子覚､御払居米覚､

御蔵米送札)
(亥年･丑年) 64点

ⅩⅩ 528

(酒･〆粕積入･手酒入津につき書状､為替金振込

延引･為替手形請取につき書状､品物蔵入のため

取引中止につき書状､酒代金覚)

(年不詳) 121点

ⅩⅩ 529 (拝借金未進金覚帳､夫銀取替覚帳) (年不詳) 2点

ⅩⅩ 530 (御払居米積入及び先納につき書状､酒送状) (年不詳) 28点

ⅩⅩ 531
(諸白粕･糠･油･莨など代金覚､酒･米代催促状､酒

送状､頼母子金覚)
(年不詳) 26点

ⅩⅩ 532
(書物差上につき書状､酒代金差引･金子借用など

につき書状)
(年不詳) 6点



箱番 整理番号 史料名 日付 数量 一括情報 備考

ⅩⅩ 533

(家並帳､久左衛門小作納帳､奉公人請状､船作事

拝借金返上につき証文一札､金子借用証文､御払

居米積取･御判物上納につき書状､船入津･船荷請

取･酒値段･相場につき書状､本家老母死去につき

お悔み状､粕買仕切状､坂井村他十三ケ村石高覚､

御払居米など代金請取覚､株金覚､御蔵米･下用

米･味噌･溜･酒船送状､衆議院解散･豊醸組役員

会通知･巴里万国博覧会などにつき葉書)

(年不詳) 965点


