
神戸家・勘定場／企業出資／尾西鉄道株式会社／報告書

尾西鉄道株式会社第萱回報告書 明治29年12月31日 印刷物・1冊 い583－47・1

海西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門殿　→海 （明治30年6月ヵ） 帯（未開封）・1点 い583－49－0

西郡宝地前大字神戸新田

尾尾西鉄道株式会社第二回報告書 明治30年（6月） 印刷物・1冊 い583－49－1

海西郡神戸新田神戸銀之助殿　→海西郡神戸新田神 （明治30年12月） 帯・1点 い583－48－0

戸銀之助

尾西鉄道株式会社第三回報告書 明治30年12月5日 印刷物・1冊 い583－48－1

総会

名古屋市木挽町弐丁目神戸分左衛門殿　愛知県海 （明治30年1月4日） 封筒・1点 い583－38－0

東郡津島町尾西鉄道株式会社→神戸分左衛門

（塑糊腿1欝難鰹麟輪欝欝 明治30年1月4日 印刷用紙・1通 い583・38－1

委任状（通常会・臨時会提議）　愛知四海西郡宝地村 明治30年1月 印刷用紙・1通 い583－38－2

大字神戸新田28番戸神戸銀之助

（墾糠懇欝欝難聴輪謬難　門

明治30年1月4日 印刷用紙・1通 い583－38－3

（通常臨時総会議決の報告）　尾西鉄道株式会社→神 明治30年1月25日 印刷用紙・1通 い583－34

戸分左衛門

委任状（通常会・臨時会提議）愛知県海西郡宝地村 明治30年1月 印刷用紙・1通 い583・38－4

大字神戸新田28番戸神戸分左衛門

海西郡宝地村大字神戸新田神戸銀之助様　尾西鉄 明治30年6月24日 封筒・1点 い583・10－0

道株式会社→神戸銀之助

委任状（総会委任状、未記入用紙） （明治30年ヵ） 印刷用紙・1通 い583－10－1

海西郡宝地村大字神戸新田神戸銀之助殿　愛知県 明治31年1月16日 封筒・1点 い583・52－0

海東郡津島町尾西鉄道株式会社→神戸銀之助

（本月26日津島町得宜楼における通常・臨時総会へ 明治31年1月15日 印刷物・1通 い583－52－1

の出席要請）　尾西鉄道株式会社

委任状（未使用用紙） （明治年間） 印刷用紙・1通 い583・52－2

海西郡宝地村大字神戸新田28番神戸銀之助殿　愛 明治31年7月19日 封筒・1点 い583－53－0

知県海東郡津島町尾西鉄道株式会社→神戸銀之助

（本月28日津島町得宜楼における通常・臨時総会へ 明治31年7月17日 印刷用紙・1通 い583－53－1

の出席要請）　愛知県海東郡津島町尾西鉄道株式会
社→神戸銀之助

委任状 明治31年7月 印刷用紙・1通 い583－53－2

株式

委任状下書（尾西鉄道株式100株売渡に関する事項 明治29年10月3日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い583・21

売り渡すにつき）神戸銀之助

海西郡宝地村雨戸分泌衛門様愛知県海東郡津島町 明治30年10月29日 封筒・1点 い583－39－0

尾西鉄道株式会社→神戸分左衛門

（尾西鉄道株式会社仮株式受取方の儀につき）尾 明治30年2月17日 葉書・1通 い583－28

西鉄道株式会社→海西郡宝地村大字神戸新田神戸分
左衛門
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払込書（未使用用紙）　→銀行御中 （明治30年10月） 印刷用紙・1通 い583－39－1

（尾西鉄道株式会社株式第2回払い込み通知）　尾 明治30年4月10日 葉書・1通 い583－26

西鉄道株式会社→海西郡宝地村大字神戸新田神戸分
左衛門

（尾西鉄道株式会社第4回払い込み要請）　尾西鉄 明治30年10月28日 印刷物・1通 い583・39－2

道株式会社

（尾西株式会社株式第3回払い込みの通知）　尾西 明治30年8月25日 葉書・1通 い583・6

鉄道株式会社→海西郡宝地村神戸銀之助

（尾西株式会社株式第3回払い込みの通知）　尾西 明治30年8月25日 葉書・1通 い583－7

鉄道株式会社→海西郡宝地村神戸分左衛門

（尾西鉄道株式会社株式第3回払い込み期日過ぎて 明治30年9月19日 葉書・1通 い583－11

もこれ無きにつき催告）　尾西鉄道株式会社→海
西郡宝地村神戸銀之助

（尾西鉄道株式会社株式未払い込みにつき公売処 明治30年10月18日 葉書・1通 い583・9

分と致すにつき）尾西鉄道株式会社→海西郡宝地
村神戸銀之助

領収証（仮株券名義書換手数料1円35銭）　尾西鉄 明治30年10月30日 尾西鉄道株式会社印刷 い583－12

道株式会社→三輪定四郎 用紙・1通

委任状（尾西鉄道株式会社株券250株売り渡すにつ 明治30年10月30日 印刷用紙・1通 い583－36－4

与籍芦猛認鐵三二袋離i晶晶舗響
分左衛門

領収証（仮株券名義書換手数料85銭）　尾西鉄道株 明治30年11月30日 尾西鉄道株式会社印刷 い583－13

式会社→三輪定四郎 用紙・1通

（尾西鉄道株式会社第4回払い込みの通知）　尾西 明治30年12月8日 葉書・1通 い583－8

鉄道株式会社→海西郡宝地村神戸銀之助

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　愛知県海東郡津 （明治30年力） 封筒・1点 い583－44－0

島町尾西鉄道株式会社創立事務所→名古屋市木挽回
神戸分左衛門

払込書（未使用用紙）　→銀行御中 （明治年間） 印刷用紙・1通 い583・44－1

（尾西鉄道株式会社株式第4回払込要請）　尾西鉄 明治30年10月28日 印刷物・1通 い583。44－2

道株式会社

（株式公売中に払い込みあったにつき）愛知県海 明治31年3月28日 葉書・1通 い583・32

東郡津島町尾西鉄道株式会社→海西郡宝地村大字神
戸新田廿八番戸神戸銀之助

（尾西鉄道株式会社株式第5回払い込みの通知） 明治31年5月23日 葉書・1通 い583－25

尾西鉄道株式会社→海西郡宝地村大字神戸新田神戸
銀之助

（騨講式鋸懸灘聖愚論錨聾 明治31年6月17日 葉書・1通 い583。22

神戸新田神戸銀之助

（神戸銀之助名義の株式30株公売処分と致すべき 明治31年8月14日 葉書・1通 い583・23

につき）　尾西鉄道株式会社→海西郡宝地村神戸新
田二十八番神戸銀之助

神戸様吉田→神戸 （明治年間）3月18日 封筒・1点 い583－45・0

（尾西鉄道株券50枚分の金25円使いの者に渡した
@につき改め入手下さるべきにつき）新三郎→銀

（明治年間）3月18日 横切継紙・1通 い583－45－1

之助

証（株券の証拠金払い込み置くにつき） （明治年間） 罫紙・1通 い583－14
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その他

（11月3日午前10時参会願）　尾西鉄道株式会社→名 （明治29年目）10月25日 葉書・1通 い583－29

古屋市木挽町神戸分左衛門

（銀行より払い込みにつき電報）　ピサィテッドヲ 明治30年10月20日 日本政府電報送達紙・1 い583・51

カイシヤ→カンドブンザエモン 通

海西郡宝地前室神戸新田神戸銀之助殿　→海西郡 明治30年10月29日 封筒・1点 い583－46

宝地発掘神戸新田神戸銀之助

（第一銀行払込故障なく渡すにつき）　栄町井東→ （明治31年ヵ）10月25日 葉書・1通 い583－33

当市木挽町神戸分左衛門

（金額書付） （明治年間） 尾西鉄道株式会社用 い583－20
箋・1通

丸三麦酒

設立

丸三麦酒株式会社用書類 封筒・1点 い615－0

丸三麦酒株式会社定款 明治29年5月29日 印刷物・1冊 い615－1

（蟻謬醗難説翻1よ繍繍醗鶉禦 明治29年12月17日 葉書・1通 い615－4

式会社→本県七海西郡宝地村大字神戸新田28番戸神
戸銀之助

（趨欝朧雛翻よ繍繍醗舗禦 明治29年12月17日 葉書・1通 い615－5

式会社→本県下潮西郡宝地村大字神戸新田28番戸神
三分左衛門

（本社創業総会において選挙した役員名通知につ 明治29年9月9日 葉書・1通 い615－6

き）　丸三麦酒株式会社創立嘉事務所→海西郡宝地
村神戸分左衛門、神戸銀之助

（鳩無断暗潮麟離轄盆欝蓬手と蓬3 葉書・1通 い615－7

き）　愛知県半田町丸三麦酒株式会社創立事務所→
名古屋市木挽町2丁目神戸銀之助、神戸分左衛門

（丸三麦酒株式会社創業総会に出席し提出議案を 明治29年 「神戸氏蔵」用箋・1通 い615－8

難是魏難欝謝る等の件に関わる代理

丸三麦酒株式会社株式申込証（40株、下書）　愛知 明治29年8月20日 「神戸氏蔵」用箋・1通 い615－9

県尾張国海西郡宝地村大字神戸新田28番戸神戸分左
衛門→丸三麦酒株式会社発起人御中

（本社株式60株を割り当てるにつき、申込書に記入 明治29年7月 印刷用紙・1通 い615－10
のうえ証拠金・印鑑1葉を添え御申し込みなりた
き旨通知）　愛知県半田町丸三麦酒株式会社創立事
務所創立委員長盛田善平→神戸文左衛門

当温海西郡宝地村大字神戸新田神戸分左衛門殿 封筒・1点 い615－19－0

愛知県半田町丸三麦酒株式会社創立事務所→神戸分
左衛門

（半田町高等小学校にて丸三麦酒株式会社の創業 明治29年8月29日 印刷用紙・1通 い615－19－1

総会を開くにつき出席要請）　丸三麦酒株式会社
創立委員長盛田善平→神戸分左衛門

二二海西郡宝地二字神戸新田神戸銀之助殿　愛知 明治29年8月31日 封筒・1点 い615・20－0

県半田町丸三麦酒株式会社創立事務所→神戸銀之助
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神戸家・勘定場／企業出資／丸三麦酒／設立

（半田町高等小学校にて丸三麦酒株式会社の創業 明治29年8月29日 印刷用紙・1通 い615－20－1

総会を開くにつき出席要請）　丸三麦酒株式会社
創立委員長盛田善平→神戸銀之助

報告書

第二回決算報告　丸三麦酒株式会社取締役社長中置 明治31年2月 印刷物・1通 い615－11

半左衛門他常務取締役1名、取締役5名、支配人1名、監
査役4名

尾州海西郡宝地下冷神戸新田神戸分左衛門殿　→ 包紙・1点 い615・2・0

神戸分左衛門

第三回事業年度報告書　丸三麦酒株式会社 明治32年2月 印刷物・1冊 い615－2－1

第三回事業年度報告書　丸三麦酒株式会社 明治32年2月 印刷物・1冊 い615・3

総会

名古屋木挽町廿七番戸神戸分左衛門殿　愛知県半 封筒・1点 い615－17・0

田丸三麦酒株式会社→神戸分左衛門

（丸三麦酒株式会社の第一回通常総会ならびに臨 明治30年2月17日 印刷物・1通 い615－17－1

時総会開くにつき出席要請）　丸三麦酒株式会社
取締役社長中二半左衛門

名古屋市木宮町27番匠神戸銀之助殿　愛知県半田 封筒・1点 い615－18。O

丸三麦酒株式会社→名古屋市木挽町27番戸神戸銀之
助

（丸三麦酒株式会社の第一回通常総会ならびに臨 明治30年2月17日 印刷物・1通 い615－18・1

　総会を半田町光照院にて開くにつき出席要刀j丸三麦酒株式会社取締役社長中埜半左衛門

海西郡宝地村大字神戸新田二十八瀬戸神戸分左衛 明治30年9月27日 封筒・1点 い615－27・0

門殿　愛知県半田丸三麦酒株式会社→神戸分左衛門

（半田町光照院にて臨時総会開くにつき出席要請） 明治30年9月25日 印刷用紙・1通 い615－27－1

丸三麦酒株式会社取締役社長中歯半髪衛門→神戸分
左衛門

海西郡宝地村大字神戸新田二十八番戸神戸銀之助 明治30年9月27日 封筒・1点 い615－29－0

殿　愛知県半田丸三麦酒株式会社→神戸銀之助

（半田町光照院にて臨時総会開くにつき）　丸三麦 明治30年9月25日 印刷用紙・1通 い615－29－1

酒株式会社取締役社長中埜半左衛門→神戸銀之助

（丸三麦酒株式会社の第二回通常総会ならびに臨
梠拷?�ｼ田町光照院において開くにつき出席

明治31年2月2日 印刷用紙・1通 い615－13

要請）　丸三麦酒株式会社取締役社長中埜半左衛門
→神戸銀之助

海西郡宝地村大字神戸新田廿八神十分左衛門殿 明治31年2月4日 封筒・1点 い615－14－0

愛知県半田丸三麦酒株式会社→神戸分左衛門

（丸三麦酒株式会社の第二回通常総会ならびに雲

ﾊ籠魏牒羅製瀦準準幾膣
明治31年2月2日 印刷用紙・1通 い615－14－1

神戸分左衛門

株式

海西郡宝地村28番戸神戸分左衛門殿、同銀之助殿 明治29年9月23日 封筒・1点 い615－16－0

愛知県半田町丸三麦酒株式会社創立事務所→神戸分
左衛門、銀之助
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（丸三麦酒株式会社株式第一回払い込み願）　丸三 明治29年9月 印刷物・1通 い615・16－1

麦酒株式会社→株主各位

（丸三麦酒株式会社株式第一回払い込み願）　丸三 明治29年9月 印刷物・1通 い615－16－2

麦酒株式会社→株主各位

名古屋市木挽町御出張所神戸銀之助殿　愛知県半 明治30年4月14日 封筒・1点 い615－25－0

田丸三麦酒株式会社→名古屋市木挽町御出張所神戸
銀之助

（丸三麦酒株式会社株式第2回払い込みの日限の通 明治30年4月14日 印刷物・1通 い615・25・1

知）丸三麦酒株式会社

名古屋市木挽町御出張所神戸分左衛門殿　愛知県 明治30年4月14日 封筒・1点 い615－26－0

半田丸三麦酒株式会社→名古屋市木挽町場出張所神
戸分左衛門

（丸三回戦株式会社株式第2回払い込みの日限の通 明治30年4月14日 印刷物・1通 い615－26－1

知）丸三麦酒株式会社

海西郡宝地村大字神戸新田響町神戸銀之助殿　愛 封筒・1点 い615－30－0

知県半田丸三麦酒株式会社→神戸銀之助

（丸三麦酒株式会社株式第3回払い込みの日限の通 明治30年10月12日 印刷物・1通 い615－30－1

知）丸三麦酒株式会社

海西郡宝地村大字神戸新田二十八神戸分左衛門殿 封筒・1点 い615－31・0

愛知県半田丸三麦酒株式会社→神戸分左衛門

（丸三麦酒株式会社株式第3回払い込みの日限の通 明治30年10月12日 印刷物・1通 い615－31・1

知）丸三麦酒株式会社

海西郡宝地村神戸新田神戸分左衛門殿　愛知県半 封筒・1点 い615－15－0

田丸三麦酒株式会社→神戸分左衛門

（丸三麦酒株式会社株式第4回払い込みの日限通知 明治31年1月10日 印刷物・1通 い615－15・1

につき）　丸三麦酒株式会社

海西郡宝地村神戸新田神戸銀之助殿　愛知県半田 封筒・1点 い615－21・0

丸三麦酒株式会社→神戸銀之助

（丸三麦酒株式会社株式第4回払い込みの日限の通知）丸三麦酒株式会社

明治31年1月10日 印刷物・1通 い615－21・1

海西郡宝地村大字神戸新田廿八神戸銀之助殿　愛 明治31年5月8日 封筒・1点 い615－22－0

知県半田丸生麦酒株式会社→神戸銀之助

（丸三麦酒株式会社株式第5回払い込みの日限の通 明治31年6月7日 印刷物・1通 い615・22－1

知）　丸三麦酒株式会社取締役社長中黒又左衛門

海西郡宝地村大字神戸新田廿八神二分左衛門殿 封筒・1点 い615－23・0

愛知県半田丸三麦酒株式会社→神戸分左衛門

（丸三麦酒株式会社株式第5回払い込みの日限の通知）　丸三麦酒株式会社取締役社長中埜又左衛門
明治31年6月7日 印刷物・1通 い615－23・1

海西郡宝地村大字神戸新田廿八神戸銀之助殿　愛 封筒・1点 い615－24・0

知県半田丸三麦酒株式会社→神戸銀之助

（丸三麦酒株式会社株式第6回払い込みの日限の通　知）　丸三麦酒株式会社取締役社長中埜又左衛門
明治31年10月20日 印刷物・1通 い615・24－1

海西郡宝地村大字神戸新田廿八神西分左衛門殿 封筒・1点 い615。28－0

愛知県半田丸三麦酒株式会社→神戸分左衛門

（丸三麦酒株式会社株式第6回払い込みの日限の通知）　丸三麦酒株式会社取締役社長中埜又左衛門
明治31年10月20日 印刷物・1通 い615－28・1
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讐盤晶晶辮智恵羅灘躇瀦つ明治31年 印刷用紙・1通 し、615－12

その他

起業公債証書売渡証　売渡人高橋清助・右証人安藤由 明治13年9月18日 竪紙・1通 い447－7

五郎→海西郡神戸新田神戸分左衛門

起業公債証書売渡三野　山科分左衛門代近藤利三郎　→神戸分左衛門

明治13年10月30日 罫紙・1通 い447－8

名古屋町屋敷経営

借家入用ほか

葭町作右衛門家入用 （近世後期）戌正月晦日横切継紙1通 い477－9

家賃請取

家賃受取仮覚帳

L（家賃差引勘定書上）

嘉永5年正月吉日

i明治7～14年）

横長半（一ツ綴）・1冊

｡長半（一ツ綴）・1冊

い460－2

｢463－2

収支書上

記（家賃差引勘定書上、勇助勘定金） （明治7～14年） 横長半（一ツ綴）・1冊 い463－3

証文類

元材木町

証文（元材木町町内屋敷地借用証文）　兼山屋亀吉 明和6年2月 竪紙・1通（包紙付） い426
→犬山屋孫右衛門

売券状　羽柴屋源七殿 文化10年9月29日 包紙・1点 い539・2－0

覚（売券分一金など受納につき）　元材木町丁代両 竪美切紙・1通 い539・2－1

人

永代売渡申証文之事（元材木町南隣家屋敷）　家屋 文化10年9月 竪美継紙・1通（封紙付） い539－2－2

敷売主羽柴屋源七（奥書）元材木町組頭1名、町代2名→
元材木畜犬山屋文左衛門

正万寺町

借家請状六事（正万寺町本願寺宗長徳寺寺請状貼
@り継ぎ）　正西寺町家借り主喜右衛門・中御薗町請人　理左衛門→元材木吐出山屋分左衛門

享保8年8月 竪継紙・1通 い434

車町

覚（鉄目代金請取）　かちや孫＋郎→くるま丁久助 子5月21日 横長半（一ツ綴）・1冊 い404

京町

一札（諸士・奉公人などへ買券仕るまじきにつき）
　元材木町文左衛門→京町町代衆中

天保12年5月 竪紙・1通 い448・7
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日置屋敷

日置屋敷附替　譲証文壱通入 包紙・1点 い539－1－0

携難白鷺旙縣野台響謙製 文化5年12月 竪美紙・1通 い539－1－1

人甚蔵、日置村組頭2名、庄屋2名→犬山屋辰治郎

名古屋土地経営

木挽町

回上申証文之事（借家証文）　右地所借り主塩丁二丁 明治6年6月 愛知県無印紙証書用 い449－21

目所五番指物師勇斉→神戸分左衛門 紙・1通

木鐸羅羅遠郷欝i全灘鷹 明治24年4月18日 封筒・1点 い611－0

（響翻鍵躍罐舘賭戸鷺欝二二缶 明治24年 竪紙・1通 い611－1・1

拾八番戸売渡人長尾喜兵衛→神戸分左衛門

売渡物件添書（雨戸や障子なども木挽町1丁目17番 明治24年4月18日 罫紙・1通 い611・1・2

地内の建物に添えて売り渡すにつき）　名古屋
市木挽町18番戸長尾喜兵衛→神戸分左衛門

灘羅騨曙講審灘総 明治24年6月23日 罫紙・1冊 い6114－3

尾喜兵衛→神戸分左衛門

建鵜麟難鋪麟謄；墨1坪欝鶉 明治24年6月23日 罫紙・1冊 い611－1－4

円にて売り渡すにつき）　名古屋市木挽町1丁目18
番戸長尾喜兵衛→神戸分左衛門

建物売渡証券　尾張国名古屋市木挽町18番宮売渡人 明治24年4月18日 罫紙1冊 い611・2

長尾喜兵衛→尾張国海西郡宝地村大字神戸新田28番
戸神戸分左衛門

（名古屋市木挽町2丁目宅地貸渡証券2通の袋） （明治25年ヵ） 袋・1点 い580－1

宅地賃借証券（名古屋市木挽町2丁目27番・2番の宅 明治25年7月1日 罫紙・1通 い580・2

地）　賃借人西尾東太郎・保証人名古屋市桶屋町菱田
彦右衛門→神戸分左衛門

宅地賃借証券（名古屋市木挽町2丁目25番・4番の宅 明治25年6月17日 罫紙・1通 い580・3
地）　賃借人名古屋市並置町前田常九郎・保証人名古
屋市西万町石塚文助→神戸分左衛門

名画瀦細細譜熊鼠諜臓羅 明治25年6月22日 封筒・1点 い593・6・1

神戸分左衛門

地所売渡証券（尾張国名古屋市木挽町2丁目26・3番 明治25年6月22日 竪美継紙・1通 い593－6－2

の市街宅地2筆）　尾張国名古屋市木挽町24番戸売
主西尾東太郎他1名→尾張国海西郡宝地村大字神戸新
田28番戸神戸分左衛門

和泉町

名喜慰醗三熱財講鎖纏献郎ヨリ 明治26年1月16日 封筒・1点 い593・12－1

地所売渡証券（名古屋市和泉町1丁目23番市街宅 明治26年1月16日 罫紙・1冊 い593－12－2
地）　西春日井郡新川町大字土器野新田108番戸売渡
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人天野佐兵衛→海西郡宝地村大字神戸新田28課戸神
戸分左衛門

記（2円50銭請取につき）　中野れい→天野 3月 横切紙・1通 い593・12・3

天野佐兵衛名義ニテ近藤市太郎ヨリ宅地買受につ 明治25年4月1日 封筒・1点 い593・12・4

き天野約定証

証離業鹸蝦繍鞍鼻雛駿趨欝 明治25年3月31日 罫紙・1通 い593－12－5

るにつき）　西春日井結滞川町天野佐兵衛→神戸分
左衛門

地所売渡証券（市街宅地42坪4合7勺）　名古屋市和 罫紙・1通 い593・12・6

泉町50番戸売主近藤市太郎後見人名古屋市関原町65
丸心加藤信三郎他親戚2名→西春日井記田川町大字土
器野108番戸天野佐兵衛

和泉町滝松五郎二係ル貸家賃請求ならびに家屋明 明治30年4月 包紙・1点 い624・0

ケ渡シ訴訟ノ要書外二訴訟費用書付類共　神戸

キ（仮差押印紙料など書上げ）角渕→神戸 7月3日 横切継紙・1通 い624－1

供託書（仮差押さえ保障のため）　右神戸分左衛門 明治30年4月29日 罫紙・1通 い624－2

→名古屋本金庫

記（滝松五郎仮差押さえに係る経費の金額書付） 罫紙・1通 い624・3

記（供託書2通など受取につき）角渕→神戸 4月29日 横切継紙・1通 い624－4

神戸分左衛門様御店中　角渕宣→神戸分左衛門 封筒・1点 い624－5－0

（供託書に調印のうえ手前まで差し出し下された 4月28日 横切紙・1通 い624・5・1

きにつき）　出始宣→神戸分左衛門様執事御中

訴酵雛鞭編鐘潔魏閣響厘贈 明治30年6月9日
「名古屋区裁判所」用箋・1冊

い624－6－1

屋下裁判所判事野田捨蔵、名古屋区裁判所書記小池宣
枝

原告訴訟費用計算書　原告代理人角渕宣→名古屋区 明治30年6月9日 罫紙・1冊 い624－6・2

裁判所民事部御中

判決書　名古屋民事書→判事野田捨蔵 明治30年5月7日 「名古屋区裁判所判決 い624－7－1

用紙」・1冊

（前記の正本神戸分左衛門に付与するにつき）名 明治30年6月9日 「名古屋区裁判所」用 い624－7－2

古屋区裁判所書記小池三枝 箋・1通

名粥醐難難喜略解講｝繹籍纏薪　共安田あいヨリ買受二関スル書類　神戸 明治30年3月28日 封筒・1点 い593－7－1

（売り地の坪数書上、絵図）安田あい 竪紙・1通 い593－7－2

地所建物売渡約定証（名古屋市和泉町2丁目20番市 明治30年3月28日 罫紙・1冊 い593－7－3

街宅地、建物）　名古屋市和泉町六拾八番戸安田あ
い他保証人1名→神戸分左衛門

懇懇錨貸間剛堅魏誓岡岬 明治30年6月22日 罫紙・1冊 い593・7－4

あい→神戸分左衛門

（売渡地所の絵図面）名古屋市和泉町68番戸売主 明治30年6月22日 印刷用紙・1通 い593－7－5

安田あい→神戸分左衛門

地券（尾張国名古屋区和泉町2丁目20番宅地）　愛 明治13年1月20日 地券紙・1通 い593－7－6

知県　主事愛知県名古屋区長吉田禄在→尾張国名古
画論和泉町　持主　安田すま
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末広町

名盤騎懸想羅綾鬼謡講翻四 明治13年3月15日 封筒・1点 い593・9－1

証（売渡地の手付金など受取につき） 保証人氷室 明治13年3月2日 罫紙・1冊 い593－9・2

長峯、右舷渡人安達久八→神戸分左衛門

（地方証印税として金46銭3厘受取につき） 名古 明治13年3月16日 印刷用紙・1通 い593－9－3

屋区租税係→神戸分左衛門

（地方証印税として金3銭7厘受取につき） 名古屋 明治13年3月16日 印刷用紙・1通 い593－9－4

区租税係→神戸分左衛門

家面懸鰹嚢画面翫禦雛魏 明治13年3月15日 竪美継紙・1通 い593・9・5

衛門

（名古屋区末広町2丁目12番地のうち家作建物の図 竪美紙・1通 い593－9－6

面） 右　家作持主安達久八→神戸分左衛門

（名古屋区白川町4丁目24番地のうち家作建物の図 竪美紙・1通 い593－9・7

面） 右　家作持主安達久八→神戸分左衛門

家画師融融輪郭竪瑠賃糧 明治13年3月15日 竪紙・1通 い593－9。8

人1丁目神戸分左衛門

心嚢魏（蕪懸鰐輩鍵灘藩 明治13年3月15日 竪紙・1通 い593－9－9

番地右上渡人安達久八他保証人1名→神戸分左衛門

末広町2丁目17番宅地白川町4丁目25番宅地家作建 明治18年9月 封筒・1点 い593－8－1

物売渡シ証券2通ならびに地図1通

地拳曝露繍翻欝証鵜喪麗門下 明治18年9月 竪美継紙・1通 い593・8・2

右売渡人 野崎惣兵衛他保証人1名→神戸分左衛門

地券ならびに家作建物売渡証券（名古屋区白川町4 明治18年9月 竪美継紙・1通 い593・8－3

丁目25番宅地、建物）　名古屋区伝馬町48番地 右

売渡人 野崎惣兵衛、他保証人1名→神戸分左衛門

（名古屋区末広町2丁目11番地の売渡地の図面） 明治18年9月29日 竪紙・1通 い593－8・4

名古屋区伝馬町野崎官兵衛→神戸分左衛門

（名古屋区白川町2丁目12番地の建物の図面） 名 明治18年9月29日 竪紙・1通 い593－8－5

古屋区伝馬町野崎惣兵衛→神戸分左衛門

江川端町・台所町

名古屋市江川端町ほか宅地二ヶ所売買書類入れ 明治24年 袋・1点 い581－0

天野・神戸

証（名古屋市江川端町宅地売渡代金受取）名古屋 明治24年10月5日 罫紙・1通 い581・1・1

市木挽町善口定次郎→天野佐兵衛・神戸分左衛門

地所売渡証（上記宅地につき、登記済印あり）　名 明治24年10月3日 罫紙・1通 い581－1－2

古屋市木挽町善口定次郎→天野佐兵衛（西春日井郡新
川町大字土器埜新田）・神戸分左衛門

此書付当方へ写取申候（以下略、近世断簡の転用） 帯・1点 い581－2－0

約定証券（名古屋市台所町二丁目宅地売渡）　名古 明治24年10月12日 竪紙・1通 い581－2－1

屋高高川端町高麗常一→神戸分左衛門
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地所売渡証券（上記宅地につき、登記済み印あり） 明治24年11月28日 竪紙・1通 い581・2・2

名古屋市江川端町高麗常一→神戸分左衛門

登記変更願写（宅地坪数の誤謬訂正につき）　名古 明治24年11月27日 罫紙・1通 い581－2－3

屋野江川端町高麗常一→名古屋区裁判所

買請証（本家・物置・土蔵代金百円のうち内金十円 明治24年9月22日 横切継紙・1通 い581－3－1

渡しにつき）　堀田清八・前田吉次郎・伊藤善吉→天
野佐兵衛・神戸文左衛門代理谷口高忠

証（江川端町家屋売払い手数料受取）　谷口高忠→ 明治24年12月10日 横切継紙・1通 い581・3－2

神戸分左衛門

売縷麟斜懸i叢論騰醗鵬雑 明治24年9月22日 横切継紙・1通 い581・3－3

理人谷口高忠→増田清八・前田吉次郎・伊藤善吉

証（名古屋市江川端町五丁目六番の家屋借受につ 明治24年9月2日 罫紙・1通 い581－4－1

き）　河村書跡→今井芳三郎

地所建物売渡証（名古屋翁面川端町五丁目特番の
@土地建物につき、登記済み印あり）　名古屋市堀

明治24年9月2日 罫紙・1冊 い581・4・2

詰町十番戸今井芳三郎→天野佐兵衛・神戸分左衛門

騨甑羅辱響義魏門門親鑑隔 （明治年間） 竪紙・1通 い581・4・3

番戸建物図面　名古屋市堀詰町売主今井芳三郎→
天野佐兵衛・神戸分左衛門

東二葉町

名古屋市東二葉町弐拾七番市街宅地外五筆宅地畑
蝠l書斎台臨襯彦右衛門ヨリ買受に

封筒・1点

（売渡地所の坪数、代金など書付）　本重町百八拾番 「愛知県」用箋

戸売主大口彦右衛門、保証人高橋

地所売渡追約証（名古屋市二葉町の畑地・宅地な 明治28年11月4日 罫紙・1冊

ど）　名古屋市本重町180番戸大口彦右衛門他2名→
天野佐兵衛、神戸分左衛門

地所売渡証券（名古屋市二葉町の畑地・宅地）　名 明治28年11月8日 罫紙・1冊

古屋市本訴町180番戸売主大口彦右衛門他保証人1名
→西春日井七号川町大字土器野新田108番戸天野佐兵
衛、海西郡宝地村大字神戸新田28番前神戸分左衛門

名藤謡言新誌藤棚麟無二血温へ売 封筒・1点

証（共有地売渡代金の半分を受け取るにつき）西 明治29年10月 罫紙・1通

春日井郡新小町天野佐兵衛→神戸分左衛門

天職纏ブ罐裂輪譲鐙響鍼ヒ東二 封筒・1点

記（東二葉町共有地売払い代金など受取につき） 明治30年1月29日 横切継紙・1通

天野佐兵衛→神戸

東二葉町売渡シ代金内金五百円ノ内天野殿へ弐五
@拾円渡シ受書

明治29年9月19日 封筒・1点

記囎萬難藩獣陶欝。円本日受取に 明治29年9月19日 横切継紙・1通

言幣血塗犠轄羅い代金・利子愚直につ 明治30年2月4日 横切紙・1通

し、593－11－1

し、593，11・2

し、593－11－3

し、593“11－4

し、593－16－1

し、593－16－2

し、593－16－3

し、593－16－4

し、593－16－5

し、593－16－6

し、593－16－7
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預金

　駅逓局預金

全般

番号わい〇三三八八　駅逓局預金渡通帳　神戸分 明治18年7月23日 封筒・1点 い625－0

左衛門

（明治17・18・19年の利率書上げカ） （明治19年目） 小切紙・1通 い625－2－6－1

領収通知書

通知書（金15円領収につき）駅逓局→尾張国名古屋 明治18年7月23日 印刷用紙・1通 い625－2－5・2

木挽町2丁目23番地神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）駅逓局→名古屋木挽丁 明治18年8月21日 印刷用紙・1通 い625－2－5－4

2丁目神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）駅逓局→尾張国名古屋 明治18年9月22日 印刷用紙・1通 い625－2－5・3

木挽町2丁目23番屋敷神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）駅逓局→名古屋木挽町 明治18年10月21日 印刷用紙・1通 い625－2－5－5

2丁目23番地神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）　駅逓局→名古屋木挽町 明治18年11月25日 印刷用紙・1通 い625－2－5－1

2丁目23番地神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）駅逓局→名古屋木挽町 明治18年12月25日 印刷用紙・1通 い625・2－5－6

2丁目神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）駅逓局→名古屋木挽町 明治19年1月25日 印刷用紙・1通 い625・2・4－3

2丁目神戸分左衛門

通知書（金45円領収につき）駅逓局→名古屋木挽町 明治19年7月29日 印刷用紙・1通 い625・2－4－4

2丁目23番地神戸分左衛門

通知書（金45円領収につき）駅逓局→名古屋木挽町 明治19年7月30日 印刷用紙・1通 い625－2－4－5

2丁目23番地神戸分左衛門

通知書（金15円領収につきγ駅逓局→名古屋木挽町 明治19年8月30日 印刷用紙・1通 い625・2・4・2

2丁目23番邸神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）駅逓局→名古屋木挽町 明治19年9月27日 印刷用紙・1通 い625－2－4－6

2丁目23番地神戸分左衛門

通知書（金15円領収につき）駅逓局→名古屋木挽町 明治19年10月30日 印刷用紙・1通 い625・2・4－1

2丁目23番邸神戸分界衛門

貯金領収通知書　逓信省為替貯金局→名古屋木挽町2 明治23年6月 印刷用紙・1通 い625－2－3－5

丁目23番戸神戸分左衛門

貯金領収通知書　逓信省為替貯金局→名古屋市木挽 明治23年8月 印刷用紙・1通 い625－2・3・1

町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金領収通知書　逓信省為替貯金局→名古屋木挽町2 明治23年9月 印刷用紙・1通 い625－2－3－2

丁目23番地神戸分左衛門

貯金領収通知書　逓信省為替貯金局→名古屋木挽町2 明治23年10月 印刷用紙・1通 い625－2・3・3

丁目23番戸神戸分左衛門

貯金領収通知書　逓信省為替貯金局→名古屋木挽町2 明治23年11月 印刷用紙・1通 い625・2・3・4

丁目23番戸神戸分左衛門
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通帳調査済通達書

貯金通帳調査面通達書　逓信省為替貯金局→名古屋 明治21年11月6日 印刷用紙・1通 い625－2－6－2

区木挽町2丁目23番神戸分左衛門

貯金通帳調査済通達書　逓信省為替貯金局→名古屋 明治22年8月21日 印刷用紙・1通 い625・2－6・3

木挽町2丁目23番地神戸分左衛門

貯金通帳調査面通達書　逓信省為替貯金局→名古屋　木挽町2丁目23番地神戸分左衛門

明治24年2月10日 印刷用紙・1通 い625－2－6－4

登記済通知書

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋市材木 明治24年2月 印刷用紙・1通 い625。2－2・7

町2丁目33番神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋市木挽 明治24年3月 印刷用紙・1通 い625・2・2－5

町2丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋市木挽 明治24年6月 印刷用紙・1通 い625－2－2－6

町2丁目23番地神三分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋木挽町2 明治24年7月 印刷用紙・1通 い625－2・2・2

丁目23番地神三分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋市木挽 明治24年7月 印刷用紙・1通 い625－2－2－3

町2丁目23番地神三分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋市木挽 明治24年7月 印刷用紙・1通 い625－2－2－4

町2丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋木挽町2 明治24年8月 印刷用紙・1通 い625・2・2・1

丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金局→名古屋木挽町2 明治24年8月 印刷用紙・1通 い625－2－2－8

丁目23二戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治24年9月 印刷用紙・1通 い625－2－2－9

挽回2丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治24年10月 印刷用紙・1通 い625－2・2－10

挽町2丁目23番地神二分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治24年12月 印刷用紙・1通 い625－2－2－11

挽町2丁目33番地神三分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋区 明治25年1月 印刷用紙・1通 い625－2－2－12

木挽町2丁目33番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年5月 印刷用紙・1通 い625－2－1－2

挽町51番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年5月 印刷用紙・1通 い625－2－1－3

挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年6月 印刷用紙・1通 い625－2・1－1

挽町2丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年6月 印刷用紙・1通 い625－2・1－4

挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年7月 印刷用紙・1通 い625－2－1－7

挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年8月 印刷用紙・1通 い625。2－1－5

挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋市 明治25年8月 印刷用紙・1通 い625－2－1－9
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木挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年9月 印刷用紙・1通 い62脇1マ6

挽町23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年10月 印刷用紙・1通 い625－2－1－8

挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年10月 印刷用紙・1通 い625・2－1－12

挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年ll月 印刷用紙・1通 い625－2－1・13

挽町2丁目23番地神戸三左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治25年12月 印刷用紙・1通 い625－2・1－11

挽町2丁目23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治26年1月 印刷用紙・1通 い625－2－1－10

挽町2丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治26年1月 印刷用紙・1通 い625－2－1・14

挽町2丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治26年3月 印刷用紙・1通 い625－1・8

挽町2丁目23番神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治26年4月 印刷用紙・1通 い625－1－7

挽町23番神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治26年6月 印刷用紙・1通 い625－1－6

挽町23番戸神戸文左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋市 明治26年7月 印刷用紙・1通 い625－1－5

木挽町23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋市 明治26年8月 印刷用紙・1通 い625・1－4

木挽町3丁目23番地神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋市 明治26年9月 印刷用紙・1通 い6251をゴ

木挽町33番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋市 明治26年9月 印刷用紙・1通 い625－1－3

木挽町23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋市 明治26年11月 印刷用紙・1通 い625－1－1

木挽町33番戸神戸文左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治26年11月 印刷用紙・1通 い625－1－9

挽町3丁目33番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治26年12月11日 印刷用紙・1通 い625－2－7

挽町2丁目23番地神三分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋木 明治27年1月13日 印刷用紙・1通 い625－2－8

挽町23番戸神戸分左衛門

貯金登記済通知書　郵便為替貯金管理所→名古屋市 明治27年1月25日 印刷用紙・1通 い625・2－9

木挽町23番戸神戸文左衛門

三井銀行

へ号 切符（三井銀行当座預り金小切手帳） 三井 （明治12年）1月 小切手帳（印刷）・1冊 い579－3－1

銀行→神戸分左衛門

（三井銀行当座預金小切手帳）十三年六月十九日立 （明治12年） 小切手帳（印刷）・1冊 い579－3－2

戸宝印皆済　三井銀行→神戸分左衛門

（三井銀行当座預金小切手帳）切符百枚済 三井銀 （明治14年） 小切手帳（印刷）・1冊 い579－3・3
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　第百三拾四国立銀行

預金通帳・小切手帳など

第百三拾四国立銀行当座頂金振出シ小切手帳　神 明治28年8月 袋・1点 い579－1－0

戸

第壱号　当座預金引出小切手帳　第百三十四国立 明治27年1月1砧 小切手帳（印刷）・1冊 い579－1－2

銀行

第百五拾四号　当座預金通帳　第百三＋四国立銀行 明治27年1月 横美半（印刷）・1冊 い579－1－3

（名古屋市部柳町）→神戸分左衛門

当座預金引出小切手帳　第百三十四国立銀行 明治27年11月30日 小切手帳（印刷）・．1冊 い579－1－1

第百三拾四国立銀行　当座預金引出シ之覚　神戸 明治29年 横半半・1冊 い579－1・4

貸越

第百三拾四国立銀行　廿八年六月迄利子受取証な 明治28年 包紙・1点 い607・0

らびに来状入

飾編蕪騙麟轡野町尽鴨嵐暑 明治26年8月2日 印刷用紙・1通 い607－6

支配人松田有信→神戸銀之助

（貸金1350円の返却願）　名古屋第百三十四国立銀行 明治27年1月31日 印刷用紙・1通 い607・28

．→神戸分左衛門

記（当座貸越金利息金1円37銭5厘領収につき）第 明治27年2月19日 印刷用紙・1通 い607－35

百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金1650円の返却願）　名古屋第百三十四国立銀行 明治27年2月28日 印刷用紙・1通 い607－30

→神戸分左衛門

記（当座預貸越金8円77銭8厘領収につき）　第百三 明治27年3月24日 印刷用紙・1通 い607－36

十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金1450円の返却願）　名古屋第百三十四国立銀行 明治27年3月31日 印刷用紙・1通 い607。29

→神戸分左衛門

記（当座預貸越金利息ll円42銭9厘受取につき） 明治27年4月20日 印刷用紙・1通 い607・37

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金2100円の返却願）　名古屋第；百三＋四国立銀行 明治27年4月30日 印刷用紙・1通 い607－31

→神戸分左衛門

（貸金1800円の返却願）　名古屋第百三＋四国立銀行 明治27年5月31日 印刷用紙・1通 い607－32

→神戸分左衛門

記（当座預貸越金利息金10円61銭5厘受取につき） 明治27年6月6日 印刷用紙・1通 い607－7

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

神戸分左衛門殿　第百三十四国立銀行→神戸分左衛

@門
（明治27年6月22日） 封筒・1点 い607－1－0

（当座預金・同貸越金利息本月25日より改定するに 明治27年6月22日 印刷用紙・1通 い607－1・1

つき通知）　第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座預貸越金利息13円12銭1厘受取につき） 明治27年6月27日 印刷用紙・1通 い607・38

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金1800円の返却願）　名古屋第百三十四国立銀行 明治27年6月30日 印刷用紙・1通 い607－26

→神戸分左衛門
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記（金額、利金額書付） 小切紙・1通 い607－27

記（当座預貸越金利息金13円15銭8厘受取につき） 明治27年7月24日 印刷用紙・1通 い607・34

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

神戸分左衛門殿　第百三十四国立銀行→神戸分左衛

@門
（明治27年7月28日） 封筒・ユ点 い607－2－0

（当座預金・同貸越金利息来る8月1日より改訂につ 明治27年7月28日 印刷用紙・1通 い607－2・1

き通知）　第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金900円の返却願）　名古屋第百三＋四国立銀行 明治27年7月31日 印刷用紙・1通 い607－25

→神戸分左衛門

（貸金1250円の返却願）　第百三十四国立銀行→神戸 明治27年8月31日 印刷用紙・1通 い607・24

分左衛門

記（当座預貸越金利息金9円46銭3厘受取につき） 明治27年9月7日 印刷用紙・1通 い607－33

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座預貸越金利息金10円23銭5厘受取につき） 明治27年9月28日 印刷用紙・1通 い607・39

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金ユ450円の返却願）　第百三十四国立銀行→神戸 明治27年9月30日 印刷用紙・1通 い607－23

分左衛門

記（当座貸越利子金10円59銭2厘受取につき）　第 明治27年10月31日 印刷用紙・1通 い607－21

百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金1050円の返却願）　第百三＋四国立銀行→神戸 明治27年10月22日 印刷用紙・1通 い607・22

分左衛門

（貸金2280円の返却願）　第百三十四国立銀行→神戸 明治27年11月30日 印刷用紙・1通 い607－19

分左衛門

（当座貸越利子金6円16銭2厘受取につき）　第百三 明治27年11月30日 印刷用紙・1通 い607・20

十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座預貸越金利息金14円93銭2厘領収につき） 明治27年12月24日 印刷用紙・1通 い607－17

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金2680円の返却願）　第百三十四国立銀行→神戸 明治27年12月31日 印刷用紙・1通 い607－18
分左衛門

（貸金3000円の返却願）　名古屋第百三十四国立銀行 明治28年1月31日 印刷用紙・1通 い607・14
→神戸分左衛門

記（当座貸越利息金19円5銭3厘領収につき）　第百 明治28年1月31日 印刷用紙・1通 い607－16
三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利息金22円82銭8厘領収につき）　第 明治28年2月23日 印刷用紙・1通 い607－15
百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金2750円の返却願）名古屋第百四十三国立銀行 明治28年2月28日 印刷用紙・1通 い607－13
→神戸分左衛門

記（当座貸越利息金17円84銭9厘領収につき）　第 明治28年3月25日 印刷用紙・1通 い607－12
百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金2450円の返却願）　名古屋第百三＋四国立銀行 明治28年3月31日 印刷用紙・1通 い607－11

→神戸分左衛門

（貸金3000円の返却願）　名古屋第百三十四国立銀行 明治28年4月30日 印刷用紙・1通 い607－4
→神戸分左衛門

記（当座貸越利子金18円72銭領収につき）　第百三
@十四国立銀行→神戸分左衛門

明治28年4月30日 印刷用紙・1通 い607－10
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（貸金3000円の返却願）名古屋第百三＋四国立銀行 明治28年5月31日 印刷用紙・1通 い607－9・1

→神戸分左衛門

記（当座貸越利息金23円29銭6厘領収につき）　第 明治28年5月31日 印刷用紙・1通 い607・9－3

百三十四国立銀行→神戸分左衛門

木挽町廿七番地神三分左衛門様　第百三＋四国立 （明治28年6月11日） 封筒・1点 い607－3－0

銀行→神戸分左衛門

（当座預金利足本月16日ヨリ更正につき）　第百三 明治28年6月11日 印刷用紙（こんにゃく い607－3－1

十四国立銀行→神戸分左衛門 版）・1通

記（当座貸越利息金24円18銭領収につき）　第百三 明治28年6月28日 印刷用紙・1通 い607・9－2

十四国立銀行→神戸分左衛門

（貸金3000円の返却願）　名古屋第百三＋四国立銀行 明治28年6月30日 印刷用紙・1通 い607－8

→神戸分左衛門

（当座預金1000円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治28年7月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4－16－1－2

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利息金23円40銭領収につき）　第百三 明治28年7月31日 印刷用紙・1通 い607・5

十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利子受取）　第百三＋四国立銀行→神戸 明治28年8月21日 百三十四国立銀行用紙 い579。4－16・1－1

分左衛門 ・1通

（当座預金2700円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治28年8月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579・4－16・3－2

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（当座預金貸越利息通知）　第百三＋四国立銀行預金 明治28年9月11日 竪切紙（こんにゃく版、 い579－4－20

掛→神戸分左衛門 封筒付き）・1通

（当座預金1000円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治28年9月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4－16－2・2

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治28年9月26日 百三十四国立銀行用紙 い579－4・16－3・1

分左衛門 ・1通

記（当座貸越利子受取）　第百三＋四国立銀行→神戸 明治28年10月22日 百三十四国立銀行用紙 い579－4－16－2－1

分左衛門 ・1通

（当座預金1700円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治28年10月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4－16－4

第百三十四週目銀行→神戸分左衛門

（当座預金950円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治28年11月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4・15

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治28年11月30日 百三十四国立銀行用紙 い579－4－17

分左衛門 ・1通

（当座預金2200円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治28年12月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4・13

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治28年12月28日 百三十四国立銀行用紙 い579－4－14

分左衛門 ・1通

（当座預金1000円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治29年1月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4・11

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利子受取）　第百三＋四国立銀行→神戸 明治29年1月31日 百三十四国立銀行用紙 い579－4－12

分左衛門 ・1通

記（当座貸越利子受取）　第百三＋四国立銀行→神戸 明治29年2月19日 百三十四国立銀行用紙 い579－4－10

分左衛門 ・1通

（当座預金3000円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治29年2月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4－9

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門
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（当座預金1000円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治29年3月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4－7

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治29年3月30日 百三十四国立銀行用紙 い579－4・8

分左衛門 ・1通

（当座預金2050円の貴店貸し勘定につき照会状） 明治29年4月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4－19

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治29年4月30日 百三十四国立銀行用紙 い579－4・18

分左衛門 ・1通

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治29年5月30日 百三十四国立銀行用紙 い579－4－6

分左衛門 ・1通

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治29年6月29日 百三十四国立銀行用紙 い579－4－5

分左衛門 ・1通

（当座預金貸越利息改定通知）　第百三十四国利銀行 明治29年9月15日 竪切紙（印刷、封筒付 い579・2－2

預金係→神戸分左衛門 き）・1通

（当座預金300円の貴店より借勘定につき照会状） 明治29年9月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4－4

第百三十四国立銀行→神戸分左衛門

（当座預金貸越利息改定通知）　第百三十四国利銀行 明治29年10月28日 竪切紙（印刷、封筒付 い579・2－3

預金係→神戸分左衛門 き）・1通

（当座預金100円の貴店より借り勘定につき照会 明治29年11月25日 竪切紙（印刷）・1通 い579－4・22

状）第百三十四国立銀行預金掛→神戸分左衛門

（当座預金貸越利息改定通知）　第百三＋四国利銀行 明治29年ll月30日 竪切紙（印刷、封筒付 い579－2・4

預金係→神戸分左衛門 き）・1通

（国立銀行の株式会社移行通知）　第百三＋四国利 明治29年12月17日 竪切紙（印刷、封筒付 い579・2－5

銀行預金係→神戸分左衛門 き）・1通

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治30年2月12日 百三十四国立銀行用 い579－4・3

分左衛門 紙・1通

（当座預金1425円の前勘定につき照会状）　第百三 明治30年3月25日 竪切紙（印刷、封筒付 い579・2－6－1

十四国利銀行預金係→神戸分左衛門 き）・1通

（株式会社移行につき小切手宛名訂正依頼）　第百 明治30年3月25日 竪紙（こんにゃく版）・1 い579・2－6－2

三十四国利銀行預金係→神戸分左衛門 通

記（当座貸越利子受取）　第百三十四国立銀行→神戸 明治30年3月26日 百三十四国立銀行用 い579－4・2

分左衛門 紙・1通

（当座預金貸越約定期日切れにつき返金催促状） 明治30年4月8日 株式会社百三十四銀行 い579－2－7

株式会社百三十四銀行→神戸分左衛門 用箋・1通

証（当座貸越利子受取）　株式会社百三十四銀行→神 明治30年4月9日 百三十四銀行受取証用 い579・4－1・1

戸分左衛門 紙・1通

（利子計算明細書） 百三十四銀行用箋・1通 い579－4・1・2

（当座預金貸越利息通知）　第百三十四国立銀行預金 10月13日 竪切紙（こんにゃく版、 い579・4－21

掛→神戸分左衛門 封筒付き）・1通

（当座預金貸越約定期日満期通知）　第百三＋四国 12月23日 銀行便箋（封筒付き）・1 い579－2－1

利銀行預金係→神戸分左衛門 通

枇杷島銀行

預金通帳・小切手帳など

枇杷島銀行当座預金覚　神戸 明治31年1月 横半半（一ツ綴）・1冊 い606・5
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小切手帳　第百廿四号　株式会社枇杷島銀行→神戸 （明治31年）1月10日～ 小切手帳（印刷）・1冊 い606－2

分左衛門 33年12月18日

当座預金通帳　第百廿四号　株式会社枇杷島銀行→ 明治31年1月10日～34 横降半（印刷）・1冊 い606・1

神戸分左衛門 年8月30日

貸越

枇杷島銀行約束手形反故 封筒・1点 い606－3－2・0

記（当座貸越金利息17円余受取）　株式会社枇杷島 明治32年1月5日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606・3－2－1

銀行→神戸分左衛門 通

記（当座貸越金利息15円余受取）　株式会社枇杷島 明治33年6月30日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606－3・2－2

銀行→神戸分左衛門 通

記（当座貸越金利息14円余受取）　株式会社枇杷島 明治34年9月6日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606－3－2・3

銀行→神戸分左衛門 通

記（当座貸越金利息7円入金につき記帳報告）株 明治33年9月5日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606－3－2－4

式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

割引勘定表株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 明治31年4月13日 枇杷島銀行こんにゃく い606－3・2－5

版様式（ペン書き）・1通

記（当座貸越金に対する利息金15円68銭受取につ 明治34年6月29日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606－3。2－6

き）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

記（当座貸越金に対する利息金18円20銭受取につ 明治35年3月5日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606・3－2－7

き）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

記（当座貸越金に対する利息金2円24銭受取につ 明治33年12月29日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606－3－2－8

き）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

（明治32年6月25日当座借り越利子率の書付） 明治32年6月25日 小切紙・1通 い606－3。2－9

記（割引料75円60銭済ますにつき）　枇杷島銀行→ 7月21日 横切継紙・1通 い606－3・2－10

天野

記（当座貸越金に対する利息金17円8銭受取につ 明治34年5月3日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606・3－2・11

き）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

金言蝦粛融融鋸翻就謡誤塔羅 明治30年10月16日 封筒・1点 い606－3－2・12－0

受取書　三十年一月十六日

記（金3000円に対する割引料75円60銭受取につき） 明治30年10月17日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606・3・2－12・1

株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

（枇杷島銀行へ振り出す金3000円の入金期日の通 明治31年10月6日 枇杷島銀行印刷用紙 い606・3－2－13

知につき）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 （こんにゃく版）・1通

神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神戸分左衛門 封筒・1点 い606・3－3・0

（金17円51銭3厘入金下されたき旨）株式会社枇杷 明治31年10月31日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606－3－3－1

島銀行→神戸分左衛門 通

記（当座貸越金に対する利子金17円51銭3厘受取に 明治31年11月4日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606－3－3・2

つき）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3－4・0

戸分左衛門

（当座貸越の日歩引き下げの儀につき）　枇杷島銀 10月24日 株式会社枇杷島銀行用 い606－3・4－1

行→神戸分左衛門 箋・1通

神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神戸分左衛門 封筒・1通 い606・3－5－0
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（貸越金の利息支払い下されたきにつき）枇杷島 6月25日 株式会社枇杷島銀行用 い606－3－5・1

銀行→神戸分左衛門 紙用箋・2通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→名 封筒・1点 い606－3・6－0

古屋市木挽町神戸分左衛門

（利息金18円11銭7厘の入金願い）枇杷島銀行→神 明治31年6月30日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3・6－1

日分左衛門 画用紙・1通

記（当座貸越利子金14円85銭受取につき）株式会 明治31年3月4日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－6－2

社枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

記（当座貸越金利子金18円11銭7厘受取につき） 明治31年6月25日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－6－3

株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木泊町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3－7・0

戸分左衛門

（利息金14円85銭の入金願い）株式会社枇杷島銀行 明治31年2月28日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－7－1

→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3－8－0

戸分左衛門

（当座貸越金利曲金の入金願い）　株式会社枇杷島 明治31年6月25日 印刷用紙（こんにゃく い606・3－8－1

銀行→神戸分左衛門 版）・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 明治33年 封筒・1点 い606－3－9－0

戸分左衛門

（当座預金及び貸越金利息改正につき了承下され 明治33年7月12日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606・3－9－1邑

たき旨）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3・10－0

戸分左衛門

（当座預金及び貸越金利息改正につき了承下され 明治33年4月5日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3・10－1

たきにつき）　株式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3・11－0

戸分左衛門

（当座預金及び貸越金利息改正につき）　枇杷島銀 明治32年12月26日 印刷用紙（こんにゃく い606－3・11・1

行→神戸分左衛門 版）・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3－12－0

戸分左衛門

（当座日歩引き下げにつき）　枇杷島銀行→神戸分左 8月7日 横切継紙・1通 い606－3－12・1

衛門

（当座預金及び貸越金利息改正につき）株式枇杷 明治32年8月7日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－12－2

島銀行→神戸分左衛門 画用紙・1通

名古屋市木挽町神戸義左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606・3－13－0

戸分左衛門

（当座預金及び貸越金利息改正につき）株式会社 明治32年5月24日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－13－1

枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3－14－0

戸分左衛門

（当座預金及び貸越金利息改正につき）　株式会社 明治32年4月11日・ 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－14－1

枇杷島銀行→神戸分左衛門 画用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　尾州枇杷島銀行 封筒・1点 い606－3－15－0

→神戸分左衛門
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（当座預金及び貸越金利息改正につき）　株式会社 明治35年12月11日 株式会社枇杷島銀行印 い606・3－15－1

枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606・3－16－0

戸分左衛門

（利息金16円10銭7厘の入金願い）　株式会社枇杷島 明治32年2月28日 株式会社枇杷島銀行印 い606・3－16－1

銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

入金票　枇杷島銀行 枇杷島銀行印刷用紙・1

ﾊ
い606・3－16－2

記（当座貸越金利子金16円17厘受取につき）　株式 明治32年3月6日 枇杷島銀行印刷用紙・1 い606・3・16－3

会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 通

名古屋市木挽型神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606・3・17－0

戸分左衛門

記（当座貸越金利金10円79銭1厘受取につき）　株 明治32年9月5日 株式会社枇杷島銀行印 い606・3－17－1

式会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽二神寸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606・3－18－0

戸分左衛門

記（貸越金利息金27円29銭5厘受取につき）　株式 明治32年6月27日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－18－1

会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

（頭取の命により日歩2歩5厘に仕置くにつき）枇 明治32年6月27日 「株式会社枇杷島銀行 い606－3－18・2

杷島銀行→神戸分左衛門 用紙」用箋・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3－19・0

戸分左衛門

（来る5日までに当行へ金3000円入金下されたき 明治32年1月4日 印刷用紙（こんにゃく い606－3・194

旨）　枇杷島銀行→神戸分左衛門 版）・1通

（利息金17円51銭3厘の入金願い）株式会社枇杷島 明治31年12月31日 株式会社枇杷島銀行印 い606・3－19・2

銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606・3・20－0

戸分左衛門

（当座預金及び貸越金利息改正につき）　株式会社 明治31年9月20日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－20・1

枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606・3－21・0

戸分左衛門

（利息金18円40銭4厘の入金願い）株式会社枇杷島 明治31年8月31日 株式会社枇杷島銀行印 い606・3－21・1

銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

記（貸越金利子金18円40銭4厘受取につき）　株式 明治31年9月5日 株式会社枇杷島銀行印 い606－3－21・2

会社枇杷島銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

名古屋市木挽町神戸分左衛門殿　枇杷島銀行→神 封筒・1点 い606－3－22・0

戸分左衛門

（利息金18円11銭7厘の入金願い下書き）　株式会 明治31年4月31日 罫紙・1通 い606－3－22・1

社枇杷島銀行→神戸分左衛門

（利息金18円11銭7厘の入金願い）株式会社枇杷島 明治31年4月30日 株式会社枇杷島銀行印 い606・3－22・2

銀行→神戸分左衛門 刷用紙・1通

解約証書（当座預過振借越の約定今般解約につき） 明治35年2月3日・ 「神戸氏蔵」用箋・1通 い606・4

名古屋市木挽町神戸分左衛門→枇杷島銀行頭取天野
佐兵衛

当座預金借越約定追保証（雛形）　約定主→枇杷島 アオヤキ（判読困難）・1 い606・3・1

銀行取締役・頭取嘉言佐兵衛 通
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