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き）　中嶋斧三郎→久保九郎右衛門殿

和田虎次郎拝借証文［覚］（調練合薬1斤につき）
和田虎次郎代判久保九郎右衛門→小野熊男殿　朱書
｢巳五月廿二日、代金上納、宮津忠之丞取斗｣

9月26日 横切紙・1通 へ185-3-69

常田壬太郎拝借証文［覚］（調練合薬・調練管に
つき）　常田壬太郎→久保九郎右衛門殿

9月23日 横切紙・1通 へ185-3-70

菅沼九左衛門拝借証文［覚］（調練管500粒につ
き）　菅沼九左衛門代判久保九郎右衛門→三村大之
助殿

9月25日 横切継紙・1通 へ185-3-71

小野熊男拝借証文［覚］（舶来合薬等3筆につき）
小野熊男→久保九郎右衛門殿

9月20日 横切紙・1通 へ185-3-72

菅沼九左衛門拝借証文［覚］（舶来合薬・鉛につ
き）　菅沼九左衛門→久保九郎右衛門殿

9月19日 横切紙・1通 へ185-3-73

小野熊男拝借証文［覚］（合薬5貫目につき）　小
野熊男→久保九郎右衛門殿

9月17日 横切継紙・1通 へ185-3-74

常田壬太郎拝借証文［覚］（雷火管300粒につき）
常田壬太郎→久保九郎右衛門殿

9月17日 横切継紙・1通 へ185-3-75

根井小右衛門拝借証文［覚］（鉛1貫匁につき）　
根井小右衛門→久保九郎右衛門殿

9月16日 横切紙・1通 へ185-3-76

宮島嘉織拝借証文［覚］（鉛・舶来合薬につき）　
宮島嘉織→久保九郎右衛門殿

9月16日 横切紙・1通 へ185-3-77

菅左衛士介拝借証文［覚］（雷管2千粒につき）　
菅左衛士介→久保九郎右衛門殿

（明治元年）辰9月14日 切紙・1通 へ185-3-78

菅沼九左衛門拝借証文［覚］（袖印100枚につき）
菅沼九左衛門→久保九郎右衛門殿

（明治元年）辰9月11日 横切紙・1通 へ185-3-79

村田直太郎拝借証文［覚］（調練管1千粒につき）
村田直太郎→菅沼治郎右衛門殿

10月20日 横切継紙・1通 へ185-3-80

和田隼之助拝借証文［覚］（調練合薬5斤につき）
和田隼之助→菅沼治郎右衛門殿

10月22日 横切継紙・1通 へ185-3-81

野池秀治郎拝借証文［覚］（3匁5分筒1挺につき）
野池秀治郎→菅沼治郎右衛門殿

10月22日 横切継紙・1通 へ185-3-82

白井要人拝借証文［覚］（雷管300粒につき）　白
井要人→菅沼治郎右衛門殿

10月6日 横切紙・1通 へ185-3-83

山寺六郎拝借証文［覚］（調練管1千粒につき）　
山寺六郎代判菅沼治郎右衛門→久保九郎右衛門殿

11月3日 横切紙・1通 へ185-3-84

小野熊男拝借証文［覚］（合薬3斤につき）　小野
熊男→久保九郎右衛門殿

11月5日 横切紙・1通 へ185-3-85

木下伝五郎拝借証文［覚］（中短ミニー銃玉薬に
つき）　岡野弥右衛門附属木下伝五郎→久保九郎右
衛門殿

（明治元年）辰11月5日 横切紙・1通 へ185-3-86

祢津左馬充拝借証文［覚］（30匁御筒・鋳形につ
き）　祢津左馬充→久保九郎右衛門殿

11月8日 横切紙・1通 へ185-3-87

三村大之助拝借証文［覚］（鉛等4筆につき）　三 （明治元年）辰11月10日 横切紙・1通 へ185-3-88
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村大之助→久保九郎右衛門殿

徳田秀馬拝借証文［覚］（調練合薬・調練雷管に
つき）　徳田秀馬→久保九郎右衛門殿

11月24日 横切紙・1通 へ185-3-89

田中甲子次郎拝借証文［覚］（調練合薬3斤につ
き）　田中甲子次郎代判山崎彦太→久保九郎右衛門
殿

11月24日 横切紙・1通 へ185-3-90

関山孝之進拝借証文［覚］（三ッ俣五ッ道具1組
につき）　関山孝之進→久保九郎右衛門殿

11月24日 切紙・1通 へ185-3-91

鹿野浪江拝借証文［覚］（小筒銃1挺につき）　鹿
野浪江→久保九郎右衛門殿

11月25日 横切継紙・1通 へ185-3-92

草間一路拝借証文［覚］（ケット2枚につき）　草
間一路代判三村大之助→久保九郎右衛門殿

11月8日 横切紙・1通 へ185-3-93

菅左衛士介拝借証文［覚］（十二栂榴弾等3筆に
つき）　菅左衛士介→久保九郎右衛門殿

（明治元年）辰12月6日 横切紙・1通 へ185-3-94

加藤美作男拝借証文［覚］（調練合薬・調練管に
つき）　加藤美作男→久保九郎右衛門殿

12月7日 横切紙・1通 へ185-3-95

中村代判松沢直衛拝借証文［覚］（天幕等3筆に
つき）　中村代判松沢直衛→三村大之助殿

12月9日 横切紙・1通 へ185-3-96

斎村慶三郎拝借証文［覚］（調練合薬1貫目につ
き）　斎村慶三郎→三村大之助殿

12月11日 切紙・1通 へ185-3-97

関山孝之進拝借証文［覚］（調練合薬5斤につき）
関山孝之進→三村大之助殿

（明治元年）辰12月11日 切紙・1通 へ185-3-98

徳田秀馬拝借証文［覚］（七ッ道具1組につき）　
徳田秀馬→三村大之助殿

12月11日 横切紙・1通 へ185-3-99

菅左衛士介拝借証文［覚］（銃量器1挺につき）　
菅左衛士介→三邨大之助殿

（明治元年）辰12月15日 横切紙・1通 へ185-3-100

徳田秀馬拝借証文［覚］（調練合薬5斤につき）　
徳田秀馬→矢野倉謙兵衛殿

12月17日 横切継紙・1通 へ185-3-101

池村謹之進拝借証文［覚］（ケット1枚につき）　
池村謹之進→小野熊男殿

12月17日 横切紙・1通 へ185-3-102

小野熊男拝借証文［覚］（ヒストル・ヒストル
サックにつき）　小野熊男→三村大之助殿

12月20日 横切継紙・1通 へ185-3-103

白川税拝借証文［覚］（ヒストル1挺につき）　白
川税→‐

（明治元年）辰12月 横切紙・1通 へ185-3-104

小野熊男拝借証文［覚］（ヒストル1挺につき）　
小野熊男→久保九郎右衛門殿

12月17日 横切継紙・1通 へ185-3-105

（拝借証文綴）　 8点 へ185-3-106

山内唯七拝借証文［覚］（ロルテル2本につき）　
山内唯七→小野熊男殿

7月5日 横切紙・1通 へ185-3-106-1

菅沼治郎右衛門拝借証文［覚］（調練管50粒につ
き）　菅沼治郎右衛門→小野熊男殿

5月27日 横切紙・1通 へ185-3-106-2

松崎久左衛門拝借証文［覚］（ナホレヲン榴弾・ 6月16日 横切紙・1通 へ185-3-106-3
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ナホレヲン榴散弾につき）　松崎久左衛門→御
武具方御役所

小野熊男拝借証文［覚］（洗糊杖1本につき）　小
野熊男→久保九郎右衛門殿

6月9日 横切継紙・1通 へ185-3-106-4

三村大之助拝借証文［覚］（洗糊杖1本につき）　
三村大之助→久保九郎右衛門殿

6月9日 横切継紙・1通 へ185-3-106-5

三沢元之輔拝借証文［覚］（調練管200粒につき）
三沢元之輔代判富沢常之進→久保九郎右衛門殿

6月9日 横切継紙・1通 へ185-3-106-6

某用状（短ミニー銃5挺を鎌原伊野右衛門の御
筒と引替に差遣につき）　

7月8日 横切紙・1通 へ185-3-106-7

鎌原伊野右衛門差出書（御用につき太鼓替皮等
3筆につき）　鎌原伊野右衛門→山岸左内殿　貼札
あり

7月5日 横切継紙・1通 へ185-3-106-8

（拝借証文綴）　 16点 へ185-3-107

矢野倉謙兵衛拝借証文［覚］（調練雷火管200粒
につき）　矢野倉謙兵衛代判久保九郎右衛門→山岸
左内殿　貼札｢御次男拝借之由｣

7月16日 横切継紙・1通 へ185-3-107-1

木村長男拝借証文［覚］（五ッ道具1組につき）　
木村長男（花押）→山岸左内殿

7月21日 横切継紙・1通 へ185-3-107-2

川崎仲之助拝借証文［覚］（替火門1筋につき）　
川崎仲之助（花押）→山岸左内殿

7月23日 横切紙・1通 へ185-3-107-3

白井要人拝借証文［覚］（合薬10斤につき）　白井
要人→山岸左内殿

（慶応4年）辰6月28日 横切継紙・1通 へ185-3-107-4

白井要人拝借証文［覚］（雷管1千粒につき）　白
井要人代判蟻川功→山岸左内殿

7月24日 横切継紙・1通 へ185-3-107-5

伊東熊之進拝借証文［覚］（三ッ道具1つにつき）
伊東熊之進代判富沢勇之進→久保九郎右衛門殿

9月14日 横切紙・1通 へ185-3-107-6

上原弘衛拝借証文［覚］（銅乱1つにつき）　上原
弘衛→久保九郎右衛門殿

9月4日 横切紙・1通 へ185-3-107-7

小左衛門願上書（御入料の御渡しにつき）　小左
衛門→（三村）大之助様

7月7日 横切紙・1通 へ185-3-107-8

御買物内拝借証文［覚］（棒5本につき）　御買物
内→御武具方様

4月26日 切紙・1通 へ185-3-107-9

千喜良新之進拝借証文［覚］（赤地御籏等3筆に
つき）　千喜良新之進→小野熊男殿

5月3日 横切紙・1通 へ185-3-107-10

西村喜代治拝借証文［覚］（御陣具上箱・風呂敷
につき）　西村喜代治→御武具方御役所

（慶応4年）辰2月23日 横切紙・1通 へ185-3-107-11

鈴木惣五郎拝借証文［覚］（三斤榴弾20につき） 
鈴木惣五郎→御武具方御役所

（慶応4年）辰3月 横切紙・1通 へ185-3-107-12

小野熊男拝借証文［覚］（火縄等3筆につき）　小
野熊男→久保九郎右衛門殿

9月24日 横切継紙・1通 へ185-3-107-13

三村大之助拝借証文［覚］（双眼鏡1本につき）　
三村大之助→久保九郎右衛門殿

11月20日 横切紙・1通 へ185-3-107-14

３６　藩政／番方／武具方所管武備・武具・火薬等購入製作修復費中内借
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小野熊男拝借証文［覚］（鉛・舶来合薬につき）　
小野熊男→‐　後欠

9月12日 横切紙・1通 へ185-3-107-15

山田兵衛拝借証文［覚］（管袋50につき）　山田兵
衛→久保九郎右衛門殿

（明治元年）辰9月12日 横切紙・1通 へ185-3-107-16

柳沢啓郎拝借証文［覚］（精光印200目につき）　
柳沢啓郎→御武具方御役所

慶応4年辰正月4日 竪紙・1通 へ185-3-108

木村帯刀拝借証文［覚］（50目玉御筒1挺につき）
木村帯刀→‐　朱書｢八月廿六日返上、来五月廿七日
改｣

文久3年癸亥3月 切紙・1通 へ185-3-109

（軍事用品等貸出関連書類綴）　 98点 へ185-4

調役用状［菅沼・佐久間品々御禄ニ付渡物元帳］
（閏4月～12月）　調役→‐

慶応4年辰閏4月 横長半・1冊 へ185-4-1

御役方御手附喜太郎拝借証文［覚］（袖印等4筆
につき）　御役方御手附喜太郎代判山内唯七→御武
具方御役所

（慶応4年）辰5月3日 横切継紙・1通 へ185-4-2

御役方御手附源兵衛拝借証文［覚］（刀等6筆に
つき）　御役方御手附源兵衛代判山内唯七→御武具
方御役所

（慶応4年）辰5月3日 横切継紙・1通 へ185-4-3

御役方御手附与三郎拝借証文［覚］（刀等6筆に
つき）　御役方御手附与三郎代判山内唯七→御武具
方御役所

（慶応4年）辰5月3日 横切継紙・1通 へ185-4-4

御役方御手附荘七拝借証文［覚］（刀等6筆につ
き）　御役方御手附荘七→御武具方御役所

（慶応4年）辰5月3日 横切継紙・1通 へ185-4-5

伊藤寿作拝借証文［覚］（御陣羽織等3筆につき）
伊藤寿作・早川鯉三郎・東壁恭作他2名→御武具方御
役所

（慶応4年）辰4月21日 横切継紙・1通 へ185-4-6

竹内二助拝借証文［覚］（袖印・陣羽織につき）　
竹内二助→‐

4月20日 切紙・1通 へ185-4-7

大鉄方拝借願［覚］（袖印・水呑につき）　大鉄方
→‐

切紙・1通 へ185-4-8

羽田三蔵拝借証文［覚］（袖印20枚につき）　羽田
三蔵→菅沼治郎右衛門殿

4月9日 横切紙・1通 へ185-4-9

山内唯七拝借証文［覚］（短ミニール銃等3筆に
つき）　山内唯七→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月15日 横切紙・1通 へ185-4-10

長谷川源兵衛拝借証文［覚］（御袖印2枚につき）
御用達御鋳物師長谷川源兵衛代判山口近蔵→御武具
方御役所

（慶応4年）6月6日 横切紙・1通 へ185-4-11

（ブランケット支給勘定関係書類綴）　 23点 へ185-4-12

某名面書（人名書上、長井小金吾等60名）　 横切継紙・1通 へ185-4-12-1

某用状［臨時出張ニ付ケット拝借覚］（鎌原伊野
右衛門殿2枚等6筆につき）　

切紙・1通 へ185-4-12-2

永野善十郎他一名金銭受取証文［覚］（ブラン
ケット1枚代金3両1分につき）　永野善十郎・宮

（慶応4年）辰閏4月15日 横切継紙・1通 へ185-4-12-3
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沢源之丞→長井小金吾殿

某申上書［覚］（赤ブランケット1枚を岡野弥右
衛門へ渡す旨につき）　

4月21日 切紙・1通 へ185-4-12-4

宇敷元之丞他一名拝借証文［覚］（ブランケット
2枚につき）　宇敷元之丞・斎田虎尾→菅沼治郎右
衛門殿

（慶応4年）辰閏4月19日 横切継紙・1通 へ185-4-12-5

某用状（一人別ブランケット支給勘定書、宮沢
善治等17名につき）　

横切継紙・1通 へ185-4-12-6

鈴木次郎右衛門拝借証文［覚］（紺ブランケット
1枚につき）　鈴木次郎右衛門→三村大之助殿

（慶応4年）閏4月 横切紙・1通 へ185-4-12-7

小野熊男拝借証文［覚］（赤色ブランケット1枚
につき）　小野熊男→恩田靱負殿

7月5日 横切紙・1通 へ185-4-12-8

宮沢源之丞他一名金銭受取証文［覚］（ブラン
ケット1枚代金9両2分につき）　宮沢源之丞・永
野善十郎→磯田音門殿・草間一路殿・佐藤為之進殿他
3名

（慶応4年）辰閏4月14日 横切継紙・1通 へ185-4-12-9

永野善十郎他一名拝借証文［覚］（ブランケット
2枚代金6両2分につき）　永野善十郎・宮沢源之
丞→藤井浅右衛門殿・師岡源兵衛殿

（慶応4年）辰閏4月5日 横切継紙・1通 へ185-4-12-10

某用状（一人別ブランケット支給勘定書、鎌原
伊野右衛門紺1枚等47名54筆につき）　

横切継紙・1通 へ185-4-12-11

某用状（江戸より到来のブランケット366枚の
残高差引勘定につき）　

横切紙・1通 へ185-4-12-12

某用状（赤ケット5枚4月21日等12筆227枚につ
き）

横切継紙・1通 へ185-4-12-13

某用状［覚］（ケット79枚等7筆212枚につき）　 横切継紙・1通 へ185-4-12-14

某用状（桃色・赤色ブランケット50枚につき）　 （慶応4年）閏4月21日 横切紙・1通 へ185-4-12-15

某用状［覚］（赤色・桃色・松葉色・紺色ブラン
ケット251枚につき）　

横切継紙・1通 へ185-4-12-16

某用状（ブランケット21枚につき）　 切紙・1通 へ185-4-12-17

永野善十郎他一名金銭受取証文［覚］（ブラン
ケット1枚代金3両1分につき）　

（慶応4年）辰閏4月6日 切紙・1通 へ185-4-12-18

小野熊男拝借証文［覚］（ブランケット紺1枚に
つき）　小野熊男→根井小右衛門殿

（慶応4年）辰7月7日 横切継紙・1通 へ185-4-12-19

某用状［覚］（桃色・赤色・紺色・松葉色ブラン
ケットにつき）　

横切継紙・1通 へ185-4-12-20

某用状［覚］（ブランケット212枚につき）　 横切紙・1通 へ185-4-12-21

某用状［覚］（ブランケット212枚につき）　 横切継紙・1通 へ185-4-12-22

某用状（ブランケット216枚につき）　 横切継紙・1通 へ185-4-12-23

（武器関係拝借証文綴）　 25点 へ185-4-13

３６　藩政／番方／武具方所管武備・武具・火薬等購入製作修復費中内借
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池村熊次郎他一名拝借証文［覚］（三斤実弾15に
つき）　池村熊次郎・徳田次郎左衛門→山岸左内殿

10月28日 横切継紙・1通 へ185-4-13-1

池村熊次郎拝借証文［覚］（合薬10斤につき）　池
村熊次郎→三村大之助殿

（慶応2年）寅11月 横切継紙・1通 へ185-4-13-2

池村熊次郎拝借証文［覚］（合薬3斤につき）　池
村熊次郎→御武具奉行様

11月 横切継紙・1通 へ185-4-13-3

中俣一平拝借証文［覚］（雷火銃12挺等12筆につ
き）　中俣一平→牧野大右衛門殿

（慶応元年）丑閏5月 横切継紙・1通 へ185-4-13-4

大熊三郎拝借証文［覚］（管入・御薬入につき）　
大熊三郎代判大久保甲子太郎→菅沼治郎右衛門殿

10月20日 横切継紙・1通 へ185-4-13-5

中俣一平行司岩下章五郎拝借証文［覚］（六対度
地 ・実弾につき）　中俣一平行司岩下章五
郎代判徳田治郎左衛門→寺内多宮殿

7月晦日 横切継紙・1通 へ185-4-13-6

岩下章五郎拝借証文［覚］（三斤コロス・火薬に
つき）　岩下章五郎→三村大之助殿

3月14日 横切継紙・1通 へ185-4-13-7

中俣一平行司池村謹之進他一名拝借証文［覚］
（合薬5斤につき）　池村謹之進・岩下章五郎→三
村大之助殿

3月 横切継紙・1通 へ185-4-13-8

中俣一平行司池村謹之進他一名拝借証文［覚］
（三斤地 等6筆につき）　中俣一平行司池村謹
之進・岩下章五郎→三村大之助殿

3月 横切継紙・1通 へ185-4-13-9

行司岩下章五郎拝借証文［覚］（短ミニエー銃3
挺につき）　行司岩下章五郎→池田平角殿

8月 横切紙・1通 へ185-4-13-10

池村謹之進拝借証文［覚］（大胴乱・小銃胴乱に
つき）　池村謹之進→三村大之助殿

3月18日 横切紙・1通 へ185-4-13-11

池村謹之進拝借証文［覚］（時計1つにつき）　池
村謹之進→菅沼治郎右衛門殿

（慶応4年）閏4月15日 横切紙・1通 へ185-4-13-12

中俣一平行司池村謹之進拝借証文［覚］（雷管5
千粒につき）　中俣一平行司池村謹之進→小野熊
男殿

5月9日 横切紙・1通 へ185-4-13-13

池村謹之進拝借証文［覚］（短ミニール銃1挺に
つき）　池村謹之進→御武具奉行様

5月6日 横切紙・1通 へ185-4-13-14

池村謹之進拝借証文［覚］（胴乱9つにつき）　池
村謹之進→山岸左内殿

（慶応4年）辰7月4日 横切紙・1通 へ185-4-13-15

大熊三郎拝借証文［覚］（火縄1束2につき）　大熊
三郎代判倉田彦右衛門→菅沼治郎右衛門殿

明治元年辰10月19日 横切紙・1通 へ185-4-13-16

中俣一平行司池村謹之進拝借証文［覚］（雷管5
千粒につき）　中俣一平行司池村謹之進→小野熊
男殿

5月 横切紙・1通 へ185-4-13-17

池村謹之進拝借証文［覚］（管入1つにつき）　池
村謹之進代判菅沼治郎右衛門→久保九郎右衛門殿

7月2日 横切紙・1通 へ185-4-13-18

中俣一平拝借証文［覚］（両眼鏡1つにつき）　中
俣一平代判池村謹之進→久保九郎右衛門殿

9月25日 横切紙・1通 へ185-4-13-19

３６　藩政／番方／武具方所管武備・武具・火薬等購入製作修復費中内借
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３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取　　勘定所

（雷火ゲベール新規御出来御入料勘定一紙並びに
証文　嘉永5年9月～12月）　

10点 へ98

高野車之助受取証文（雷火ゲベール新規御出来
御入料代金40両3分4匁2分2厘につき）　高野
車之助／（奥印）萩原八左衛門／（奥印）宮下兵馬・藤
岡伊織・立合祢津刑左衛門→岡嶋荘蔵殿・長谷川深美
殿

嘉永5年子12月 竪継紙・1通 へ98-1

山口近蔵金銭受取証文［覚］（ゲベール20挺代金
10両40匁につき）　御鉄砲師山口近蔵→御武具御
役所

嘉永5年子9月 竪紙・1通 へ98-2

朝日喜市金銭受取証文［覚］（ヘルキシケウエー
ルカラクリ20挺分代金12両2分につき）　御鉄
砲鉄物師朝日喜市→御武具方御役所

（嘉永5年）子9月晦日 竪継紙・1通 へ98-3

内田捨治郎金銭受取証文［覚］（ケウイール真鍮
胴物御入料代銀287匁4分8厘）　御鉄砲金物師
内田捨治郎→御鉄砲方御役所

嘉永5年子10月 竪継紙・1通 へ98-4

朝日喜市金銭受取証文［覚］（ヘルキシケウエー
ルハシキ鉄等4筆代金1両3分7匁につき）　御
鉄砲鉄物師朝日喜市→御武具方御役所

（嘉永5年）子9月晦日 竪継紙・1通 へ98-5

内田捨治郎金銭受取証文［覚］（負革・負革銅物
代金3分1匁につき）　御鉄砲銅物師内田捨治郎→
御武具方御役所

嘉永5年子11月 竪紙・1通 へ98-6

山寺常吉金銭受取証文［覚］（ゲベール御筒御試 嘉永5年子10月 竪継紙・1通 へ98-7

池村謹之進拝借証文［覚］（合薬2斤につき）　池
村謹之進→菅沼治郎右衛門殿

（明治元年）辰10月7日 横切紙・1通 へ185-4-13-20

池村謹之進拝借証文［覚］（舶来雷管等2筆につ
き）　池村謹之進→菅沼治郎右衛門殿

（明治元年）10月3日 横切紙・1通 へ185-4-13-21

池村謹之進拝借証文［覚］（中短ミニー銃等3筆
につき）　池村謹之進→小野熊男殿　付箋｢サワフ
ル2本添｣

10月20日 横切紙・1通 へ185-4-13-22

池村謹之進拝借証文［覚］（大胴乱等12筆につ
き）　池村謹之進代判小野熊男→菅沼治郎右衛門殿
下筋出張のために拝借替の旨の4月28日付岩下章五
郎貼札あり

4月28日 横切継紙・1通 へ185-4-13-23

桜井喜作拝借証文［覚］（網笠11につき）　桜井喜
作→御武具方御役所　未5月27日返上の旨の朱書あ
り

8月12日 切紙・1通 へ185-4-13-24

富永新平拝借証文［覚］（六匁御筒等3筆につき）
富永新平→小野喜平太殿　未5月27日返上の旨の朱
書あり

12月10日 横切紙・1通 へ185-4-13-25

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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打玉薬御入料代金3分10匁7分4厘）　山寺常吉
→‐

代官町熊治金銭受取証文［覚］（雷火銃台代金6
両2分2朱2匁5分につき）　代官町熊治→御武具
御役所

嘉永5年子11月 竪紙・1通 へ98-8

山口近蔵金銭受取証文［覚］（雷火銃等3筆代金2
両2朱2匁5分につき）　御鉄砲師山口近蔵→御武
具方御役所

嘉永5年子11月 竪継紙・1通 へ98-9

山口近蔵金銭受取証文［覚］（雷火銃鋳形代金1
分3匁につき）　御鉄砲師山口近蔵→御武具御役所

嘉永5年子11月 竪継紙・1通 へ98-10

（武具代金関係書類一括　天保4年3月～5年正月）
　封筒一括

110点 へ81

［非常・御固前　江府御武器御入用金証文　壱］
（封筒）　菅沼弥惣右衛門→‐

封筒・1点 へ81-1

水井忠蔵他一名金銭受取証文（非常固前武器仕
立入用につき）　水井忠蔵・坂本常左衛門／（奥書）
菅沼弥惣右衛門→‐

天保4年巳12月 竪紙・1通 へ81-2

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（旗・竿代金332匁
5分につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-3

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御馬驗御幣仕立
代金150匁につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-4

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御舟印竿代金
160匁につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-5

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御幕串875匁御
用代につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-6

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御三つ道具代金
2両につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-7

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御馬印等代金
335匁につき）　御鑓師与惣左衛門→矢澤様御用人
衆中様

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-8

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御馬驗代金327
匁につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-9

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御数槍等代金2
貫137匁につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-10

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御数槍等代金3
貫225匁御用代につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-11

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御鎗印代金5両3
分につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-12

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御指物代金2分
2朱と2匁5分につき）　御鑓師与惣左衛門→坂本
（常左衛門）様

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-13

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御指物竿代金21
両1分につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-14

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御指物代金705
匁につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-15

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（御持鎗代金830
匁につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-16

与惣左衛門金銭受取証文［覚］（鎗袋仕立て代2
分4匁につき）　御鑓師与惣左衛門→‐

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-17

白木屋庄兵衛他一名金銭受取証文［覚］（龍門胴
赤御指物代金18両3分2朱と7匁2分につき）　
白木屋庄兵衛・喜兵衛→菅沼弥惣右衛門様

（天保4年）巳8月 竪継紙・1通 へ81-18

白木屋庄兵衛他一名金銭受取証文［覚］（幕･平
網代金3貫568匁につき）　白木屋庄兵衛・喜兵衛
→‐

（天保4年）巳5月 竪継紙・1通 へ81-19

白木屋庄兵衛他一名金銭受取証文［覚］（法被代
金4貫76匁5分につき）　白木屋庄兵衛・喜兵衛→
‐

（天保4年）巳6月9日 竪継紙・1通 へ81-20

越後屋本店藤十郎金銭受取証文［覚］（5間幕20
張調達確約につき）　越後屋本店彦四郎代藤十郎
→菅沼弥惣右衛門様

（天保4年）巳3月2日 竪継紙・1通 へ81-21

越後屋惣吉金銭受取証文［覚］（御指物等代金17
両2分につき）　越後屋彦四郎・清十郎・長十郎代惣
吉→菅沼弥惣右衛門様御取次中様

（天保4年）巳6月26日 竪継紙・1通 へ81-22

越後屋金七金銭受取証文［覚］（風呂敷等代金
325匁5分につき）　ゑちごや金七→菅沼弥惣右衛
門様御取次衆中様

（天保4年）巳7月 竪継紙・1通 へ81-23

大丸屋和助他一名金銭受取証文［覚］（五郎丸幕
等代金9両270文につき）　大丸屋和助・卯兵衛→
真田様御役人中様

（天保4年）巳4月24日 横切継紙・1通 へ81-24

大丸屋和助他一名金銭受取証文［覚］（幕･風呂
敷代金6両3分2朱につき）　大丸屋和助・卯兵衛
→真田様御役人中様　へ81-25-1、-2一紙

（天保4年）巳4月晦日 横切継紙・1通 へ81-25-1

大丸屋和助他一名金銭受取証文［覚］（5両2分2
朱につき）　大丸屋和助・卯兵衛→真田様御役人中
様　へ81-25-1、-2一紙

5月2日 横切継紙・1通 へ81-25-2

大丸屋和助金銭受取証文［覚］（法被半天等代金
8両3分3朱につき）　大丸屋和助→真田様御役人
中様

5月18日 横切継紙・1通 へ81-26

大丸屋卯兵衛金銭受取証文［覚］（半天等代金3
両2分1朱につき）　大丸屋和助代卯兵衛→真田様
屋敷御役人中様

6月晦日 横切継紙・1通 へ81-27

大丸屋和助他一名金銭受取証文［覚］（反物等1
貫167匁7分につき）　大丸屋和助・卯兵衛→御役
人衆中様

7月27日 横切継紙・1通 へ81-28

谷治兵衛金銭受取証文［覚］（3両につき）　谷治
兵衛→御役人衆中様　へ81-29-1、-2貼付

（天保4年）巳7月6日 竪紙・1通 へ81-29-1

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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谷治兵衛金銭受取証文［覚］（弓注文手付け代2
両につき）　谷治兵衛→御役人衆中様　へ81-29-1、
-2貼付

（天保4年）巳5月28日 横切継紙・1通 へ81-29-2

中川林蔵金銭受取証文［覚］（御征矢390目御
用代につき）　御矢師中川林蔵→菅之間様　へ
81-30-1・2貼付

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-30-1

中川林蔵金銭受取証文［覚］（260目御用代につ
き）　御矢師中川林蔵→菅沼様　へ81-30-1・2貼付

（天保4年）巳6月15日 竪紙・1通 へ81-30-2

中村屋次兵衛金銭受取証文［覚］（胴差代金320
匁6分につき）　中村屋次兵衛→御買物方御役人中
様

竪紙・1通 へ81-31

中村屋次兵衛金銭受取証文［覚］（72匁9分につ
き）　中村屋次兵衛→御買物方御役人中様

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-32

中村屋次兵衛金銭受取証文［覚］（地流し代300
匁につき）　中村屋次兵衛→御買物方御役人中様

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-33

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（小長持代金67
匁につき）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-34

岩吉金銭受取証文［覚］（6貫648文につき）　南部
坂御門岩吉→菅沼弥惣右衛門様御内

7月13日 切紙・1通 へ81-35

松本浅吉金銭受取証文［覚］（鎌杭板打建等代金
につき）　杖突松本浅吉→‐

（天保4年）巳8月 横切継紙・1通 へ81-36

庄司美濃兵衛金銭受取証文［覚］（長巻代70両
につき）　庄司美濃兵衛→菅沼弥惣右衛門様　へ
81-37-1、-2貼付

正月14日 横切継紙・1通 へ81-37-1

庄司美濃兵衛金銭受取証文［覚］（金具等代金1
貫180匁につき）　庄司美濃兵衛→菅沼弥惣右衛門
様　へ81-37-1、-2貼付

横切継紙・1通 へ81-37-2

御武具方金銭受取証文［覚］（十手20本につき）
　御武具方／（奥書）坂本常左衛門→‐

（天保4年）巳6月 横切継紙・1通 へ81-38

坂本常左衛門金銭受取証文［覚］（生焔硝につ
き）　坂本常左衛門→‐

（天保4年）巳8月 横切継紙・1通 へ81-39

大坂や八右衛門金銭受取証文［覚］（硫黄等につ
き）　大坂や八右衛門→上　へ81-40-1～3一紙

8月11日 横切継紙・1通 へ81-40-1

大坂や八右衛門金銭受取証文［覚］（硝石等につ
き）　大坂や八右衛門→上　へ81-40-1～3一紙

8月11日 横切継紙・1通 へ81-40-2

坂本常左衛門金銭受取証文［覚］（銀4匁5分につ
き）　坂本常左衛門→‐　へ81-40-1～3一紙、下ケ札
あり

（天保4年）巳8月 横切継紙・1通 へ81-40-3

山城や平兵衛金銭受取証文［覚］（金22両1分2朱
につき）　山城や平兵衛→上　下ケ札あり

（天保4年）巳2月29日 竪紙・1通 へ81-41

三川屋平右衛門金銭受取証文［覚］（鞍等22両に
つき）　三川屋平右衛門→矢沢様御用

4月14日 横切継紙・1通 へ81-42

舛屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（7両1分と銀10匁 （天保4年）巳6月20日 竪紙・1通 へ81-43

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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につき）　舛屋吉兵衛→菅沼（弥惣右衛門）様

舛屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（4両1分につき） 
舛屋吉兵衛→菅沼（弥惣右衛門）様　へ81-44-1～2一
紙

（天保4年）巳7月 竪継紙・1通 へ81-44-1

舛屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（4両1分につき） 
舛屋吉兵衛→菅沼（弥惣右衛門）様　へ81-44-1～2一
紙

（天保4年）巳8月 竪継紙・1通 へ81-44-2

舛屋吉兵衛金銭受取証文［覚］（24両2分1朱と銀
1匁2分5石につき）　舛屋吉兵衛→菅沼（弥惣右衛
門）様

（天保4年）巳7月晦日 竪継紙・1通 へ81-45

平蔵金銭受取証文［覚］（紺染口代金3両につき）
御屋敷内平蔵→‐

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-46

山下善八金銭受取証文［覚］（812両2分と銀4匁6
分につき）　山下善八→菅沼弥惣右衛門様

（天保4年）巳8月 竪継紙・1通 へ81-47

志摩屋太七金銭受取証文［覚］（5両2分と銀6匁2
分につき）　志摩屋太七→菅沼弥惣右衛門様

（天保4年）巳7月12日 横切継紙・1通 へ81-48

えびすや清四郎金銭受取証文［覚］（細見風呂敷
等代金10両につき）　えひすや清四郎→菅沼弥惣
右衛門様

（天保4年）巳5月 竪紙・1通 へ81-49

えびすや栄助金銭受取証文［覚］（12両2分につ
き）　えひすや清四郎代栄助→菅沼弥惣右衛門様　
下ケ札あり

（天保4年）巳7月晦日 竪継紙・1通 へ81-50

松坂屋清助金銭受取証文［覚］（紺才味代6両2分
2朱と2匁5分につき）　松坂屋清助→御用菅沼弥
惣右衛門様

（天保4年）巳5月 竪紙・1通 へ81-51

横谷源八郎金銭受取証文［覚］（296両2朱と銀2
匁5分につき）　横谷源八郎→御役所様

（天保4年）巳7月 竪継紙・1通 へ81-52

浦田甚右衛門金銭受取証文［覚］（金18両3分に
つき）　浦田甚右衛門→菅沼弥惣右衛門様御取次中
様　へ81-53-1～2一紙

（天保4年）巳7月 竪紙・1通 へ81-53-1

浦田甚右衛門金銭受取証文［覚］（金27両2分に
つき）　浦田甚右衛門代甚五郎→菅沼弥惣右衛門様
御取次中様　へ81-53-1～2一紙

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-53-2

万屋源八金銭受取証文［覚］（2貫733文につき） 
万屋源八→菅沼弥惣右衛門様

（天保4年）巳8月8日 竪紙・1通 へ81-54

某金銭受取証文（山下善八等2名分代金書上に
つき）　

横切紙・1通 へ81-55

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（46両につき）　
（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→上

3月28日 横切継紙・1通 へ81-56

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（1両3分と4匁に
つき）　（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→上　矢
沢様御長屋菅沼（弥惣右衛門）様

4月14日 横切継紙・1通 へ81-57

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（1両2分につき）
（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→上　矢沢様御長

4月14日 横切継紙・1通 へ81-58

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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屋迄菅沼（弥惣右衛門）様

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（2両3分2朱と330
文につき）　（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→
矢沢様御七家迄・菅沼（弥惣右衛門）様

4月19日 横切継紙・1通 へ81-59

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（2両2分と1匁5分
につき）　（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→矢沢
様御七家迄・菅沼（弥惣右衛門）様

4月27日 横切継紙・1通 へ81-60

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（1両2分2朱と163
文につき）　（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→
矢沢様御七家納・菅沼（弥惣右衛門）様

5月4日 横切継紙・1通 へ81-61

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（1両2分2朱と28
文につき）　（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→
矢沢様・菅沼様

5月19日 横切継紙・1通 へ81-62

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（2両につき）　（江
戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→矢沢様・菅沼様

5月24日 横切紙・1通 へ81-63

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（3分と163文につ
き）　（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→御役人衆
中様

6月9日 横切継紙・1通 へ81-64

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（2両2歩につき）
（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→御役人衆中様

6月20日 横切継紙・1通 へ81-65

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（2両2歩につき）
（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→御役人衆中様

7月8日 横切継紙・1通 へ81-66

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（3両3歩につき）
（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→御役人衆中様

8月5日 横切継紙・1通 へ81-67

万屋久兵衛金銭受取証文［覚］（2両2歩につき）
（江戸京橋金六町万久）万屋久兵衛→御役人衆中様

8月14日 横切継紙・1通 へ81-68

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（1両2分2朱に
つき）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳3月22日 竪継紙・1通 へ81-69

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（4両2朱につ
き）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳5月 竪継紙・1通 へ81-70

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（8両2朱につ
き）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳6月15日 竪継紙・1通 へ81-71

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（3両1歩につ
き）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳7月28日 竪継紙・1通 へ81-72

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（3両1歩につ
き） 桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳6月 竪継紙・1通 へ81-73

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（3両1歩につ
き）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳7月 竪継紙・1通 へ81-74

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（4両3分2朱に
つき）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳8月 竪継紙・1通 へ81-75

桧物屋助三郎金銭受取証文［覚］（4両3歩2朱に
つき）　桧物屋助三郎→上

（天保4年）巳8月14日 竪継紙・1通 へ81-76

山本善八金銭受取証文［覚］（3両1歩2朱と5匁5 （天保4年）巳8月 竪継紙・1通 へ81-77

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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歩につき）　山下善八→菅沼弥惣右衛門様

庄七金銭受取証文［覚］（28匁5分につき）　大工
庄七→上　へ81-78-1,2一紙

6月6日 横切継紙・1通 へ81-78-1

庄七金銭受取証文［覚］（11匁2分につき）　大工
庄七→上　へ81-78-1,2一紙

7月10日 横切継紙・1通 へ81-78-2

清次郎金銭受取証文［覚］（278両2分2朱につき）
大工清次郎・信州屋文右衛門→菅沼弥惣右衛門様

天保4年巳8月 竪継紙・1通 へ81-79

大沢宗左衛門金銭受渡書［覚］（7両2分につき） 
矢沢監物内大沢宗左衛門→菅沼弥惣右衛門様

8月 横切紙・1通 へ81-80

荘司美濃兵衛金銭受取証文［覚］（10両2分につ
き）　荘司美濃兵衛→矢澤様御家来様　虫損あり（金
額部分不明）

5月3日 竪紙・1通 へ81-81

中田屋五右衛門金銭受取証文［覚］（銀75匁3分6
夕につき）　中田屋五右衛門→御買物方御役人中
様　虫損あり（金額部分不明）

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-82

山下善八金銭受取証文［覚］（16貫648文につき）
山下善八→菅沼弥惣右衛門様　虫損あり（金額部分
不明）

（天保4年）巳8月 竪紙・1通 へ81-83

栄助金銭受取証文［覚］（1両1分と3匁5分につ
き）　戎や清四郎代栄助→御納戸御役人衆中様　虫
損あり（金額部分不明）

（天保4年）巳9月4日 竪紙・1通 へ81-84

和助金銭受取証文（5両1分2朱と383文につき） 
大丸屋和助→菅沼様御取次衆中様他1名

9月17日 横切継紙・1通 へ81-85

白木屋庄兵衛他1名金銭受取証文［覚］（5両2分2
朱と2匁5分につき）　白木屋庄兵衛・喜兵衛→菅
沼弥惣右衛門様

（天保4年）巳9月 竪紙・1通 へ81-86

えびす屋清四郎金銭受取証文［覚］（2両3分2朱
と6匁6分6厘につき）　えひす屋清四郎代彦七→
御納戸酒井重左衛門様・寺沢小兵衛様

（天保4年）巳11月晦日
日

竪紙・1通 へ81-87

（金銭書上帳）　坂本常左衛門→‐ （天保4年）巳8月 横長半・1冊 へ81-88

坂本常左衛門金銭受取証文［覚］（3分につき）　
坂本常左衛門→‐

（天保4年）巳8月 横切紙・1通 へ81-89

相模屋利兵衛金銭受取証文［覚］（3朱につき）　
相模屋利兵衛→‐

9月26日 横切紙・1通 へ81-90

錫屋勇左衛門金銭受取証文［覚］（1分2朱と270
文につき）　錫屋勇左衛門→菅沼弥惣右衛門

8月12日 横切紙・1通 へ81-91

伊勢屋善四郎金銭受取証文［覚］（8匁7分につ
き）　伊勢屋善四郎→御役人衆中様

□月12日 竪紙・1通 へ81-92

大塚藤三郎金銭受取証文［覚］（2貫11匁5分9厘
につき）　大塚藤三郎→‐

9月 横切継紙・1通 へ81-93

松井与兵衛金銭受取証文［覚］（40匁5分につき）
松井与兵衛→坂本常左衛門

（天保4年）巳9月 横切紙・1通 へ81-94

山下善八金銭受取証文［覚］（銀15枚につき）　山 天保4年巳9月15日 竪紙・1通 へ81-95

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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下善八→菅沼弥惣右衛門

坂本常左衛門金銭受取証文［覚］（1両1分につ
き）　坂本常左衛門→‐

（天保4年）巳12月 横切紙・1通 へ81-96

青木元之助金銭受取証文［覚］（1両5厘につき） 
青木元之助→‐

12月 横切継紙・1通 へ81-97

脇田錠之助金銭受取証文［覚］（4匁につき）　脇
田錠之助→‐

午正月 横切紙・1通 へ81-98

万屋澤八金銭受取証文［覚］（416文につき）　万
屋澤八→御役人衆中様

□月 横切紙・1通 へ81-99

周作金銭受取証文［覚］（2分1匁8分5厘につき） 
菅沼弥惣右衛門御借人周作→‐

（天保4年）巳8月 横切紙・1通 へ81-100

大工清次郎金銭受取証文［覚］（3両につき）　大
工清次郎→‐

天保4年巳10月 竪紙・1通 へ81-101

（江川英龍大筒鋳造代金受取証文綴　天保13年10
月～弘化3年11月）　

35点 へ80

［江川太郎左衛門様江御頼大銃御入料請取印書
入］（封筒）　御側御納戸→‐

封筒・1点 へ80-1

山中鹿渡金銭受取証文［覚］（大銃鋳造入料の件
内借金につき）　山中鹿渡→竹村金吾殿

11月 横切紙・1通 へ80-2

（金額書上）　 切紙・1通 へ80-3

銅屋嘉七金銭受取証文（吹丁銅等につき）　銅屋
嘉七→真田信濃守様御役人衆中様

天保13年寅10月15日 竪紙・1通 へ80-4

越後屋七兵衛金銭受取証文［覚］（鉄板等につ
き）　越後屋七兵衛（大門通小伝馬二越後屋）→佐久
間修理様

（天保13年）寅10月24日 横切継紙・1通 へ80-5

日野屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（軽子等につ
き）　日野屋忠兵衛→荘司美濃兵衛様

（天保13年）10月29日 横継紙・1通 へ80-6

石橋弥七郎金銭受取証文［覚］（鉄板等につき） 
石橋弥七郎→庄司簑兵衛様

（天保13年）寅10月15日 横切紙・1通 へ80-7

佐久間修理金銭受取証文［覚］（ボンベン銕丸等
につき）　佐久間修理→飯嶌楠左衛門

（天保13年）寅10月 横切紙・1通 へ80-8

（惣出金書上）　 竪紙・1通 へ80-9

［豆州韮山ニ而御鋳造御筒御差廻御入料覚］　金
光忠兵衛→片岡十郎兵衛殿

天保15年甲辰7月 竪半・1冊 へ80-10

［御大筒運賃書上帳］　駿州沼津積問屋矢部十郎兵
衛→松代様御内金児忠兵衛様

天保15年辰5月 竪半・1冊 へ80-11

［覚］（大筒運賃等につき）　駿州沼津積問屋矢部十
郎兵衛→松代様御内金児忠兵衛様

天保15年辰5月 竪半・1冊 へ80-12

金谷村茂作金銭受取証文［覚］（大筒持運人足に
つき）　金谷村茂作→真田様御家中金児忠兵衛様

（天保15年）辰4月 切紙・1通 へ80-13

正木村名主半左衛門金銭受取証文［覚］（鉄砲持
運人足につき）　正木村名主半左衛門→真田様御

（天保15年）辰3月 横切紙・1通 へ80-14

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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内金児忠兵衛様

正木村名主半左衛門金銭受取証文［覚］（ホー
イッスル等持運人足につき）　正木村名主半左
衛門→真田様御内金児忠兵衛様

（天保15年）辰5月20日 横切継紙・1通 へ80-15

正木村役人金銭受取証文［覚］（鉄砲につき）　正
木村役人→金児忠兵衛様

（天保15年）辰5月20日 竪紙・1通 へ80-16

竹村金吾金銭受取証文［覚］（内借金につき）　竹
村金吾→山中鹿渡殿

弘化3年午11月11日 切紙・1通 へ80-17

（内借金受取関連書類）　 4点 へ80-18

山中鹿渡金銭受取証文［覚］（130両内借金につ
き）　山中鹿渡→三沢刑部丞　へ80-17-1～4一紙

弘化3年午3月 横切継紙・1通 へ80-18-1

山中鹿渡金銭受取証文（46両内借金につき）　山
中鹿渡→右同人（三沢刑部丞）　へ80-17-1～4一紙

弘化3年午3月 横切継紙・1通 へ80-18-2

山中鹿渡金銭受取証文（7両1分2朱内借金につ
き）　山中鹿渡→右同人（三沢刑部丞）　へ80-17-1～
4一紙

弘化3年午3月 横切継紙・1通 へ80-18-3

山中鹿渡金銭受取証文（52両内借金につき）　山
中鹿渡→右同人（三沢刑部丞）　へ80-17-1～4一紙

弘化3年午3月 横切継紙・1通 へ80-18-4

山中鹿渡依頼書［覚］（内借金返上の件納戸へ廻
しにつき）　山中鹿渡→御郡奉行様

11月 横切紙・1通 へ80-19

（金額書上）　 切紙・1通 へ80-20

綿屋善兵衛金銭受取証文［覚］（鉄砲運賃につ
き）　綿屋善兵衛→金児（忠兵衛）様

（天保15年）辰5月20日 横切紙・1通 へ80-21

綿屋善兵衛金銭受取証文［覚］（春莚等運賃につ
き）　綿屋善兵衛→金児（忠兵衛）様

（天保15年）辰5月20日 横切紙・1通 へ80-22

正木村役人金銭受取証文［覚］（鉄砲持運人足に
つき）　正木村役人→金児忠兵衛様

（天保15年）辰5月20日 竪紙・1通 へ80-23

斉藤順五郎申上書［覚］（綿屋善兵衛へ金子遣わ
しにつき）　斉藤順五郎→金児忠兵衛殿

（天保15年）甲辰5月21
日

竪紙・1通 へ80-24

半治郎金銭受取証文［覚］（鉄砲船積みにつき） 
沼津平町半治郎→真田様御内金児忠兵衛様

（天保15年）辰5月28日 竪紙・1通 へ80-25

矢部十郎兵衛金銭受取証文［覚］（人足につき） 
沼津宿積問屋矢部十郎兵衛→松代金児忠兵衛様御家
来中様

（天保15年）辰5月27日 竪紙・1通 へ80-26

角屋三左衛門金銭受取証文［覚］（人足につき） 
沼津宿角屋三左衛門→真田様御内金子（忠兵衛）様

6月4日 横切継紙・1通 へ80-27

会右衛門礼状［覚］（祝儀金銭につき）　船頭会右
衛門→金児忠兵衛様

（天保15年）辰6月10日 竪紙・1通 へ80-28

清水三郎助受取証文［覚］（ホーウィスル玉等に
つき）　清水三郎助→片井京助殿

（天保15年）辰6月11日 横切継紙・1通 へ80-29

北村三郎治金銭受取証文［覚］（豆州韮山往来道
中路銭につき）　北村三郎治→‐

天保15年4月 竪切紙・1通 へ80-30

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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藤田繁之丞金銭受取証文［覚］（御用金につき） 
藤田繁之丞→片岡十郎兵衛殿

（天保15年）辰10月6日 横切紙・1通 へ80-31

長崎屋平助金銭受取証文（硫黄等につき）　長崎
屋兵助→金児（忠兵衛）様・片岡（十郎兵衛）様

（天保15年）11月12日 横切紙・1通 へ80-32

伊豆屋太郎兵衛金銭受取証文（船賃につき）　伊
豆屋太郎兵衛→上

11月14日 横切紙・1通 へ80-33

江川太郎左衛門御内雨宮新平他一名金銭受取
証文［覚］（大筒鋳造等諸入用につき）　江川太
郎左衛門内雨宮新平・柏木荘蔵→真田信濃守様御内
柿崎甚蔵殿

（天保15年）辰12月11日 竪切紙・1通 へ80-34

江川太郎左衛門御内雨宮新平他一名金銭受取
証文［覚］（大筒鋳造等諸入用につき）　江川太
郎左衛門内雨宮新平・柏木荘蔵→河原衛守様

（天保14年）卯6月27日 竪切紙・1通 へ80-35

（武器差送切手・諸取証文一括　弘化3年7月～文
久元年4月）　封筒一括

12点 へ133

（袋）［武器類□□（証）文入］　御武具方→‐　虫損
あり

袋・1点 へ133-1

（武具受取等関連書類綴　嘉永7年12月～文久
元年4月）　　

11点 へ133-2

宮嶋嘉織送状［覚］（鞘2筆、赤澤助之進指図につ
き）　宮嶋嘉織→岩下縫殿丞殿　端裏書｢文久元酉年
四月七日到来｣

文久元年酉4月 竪継紙・1通 へ133-2-1

一場茂右衛門受取証文［覚］（ワートルパスキエ
ンデ1本）　一場茂右衛門→岩下縫殿丞殿・片山半之
輔殿　端裏書｢安政六未年十二月到来｣

安政6年未10月 竪紙・1通 へ133-2-2

三村大之助受取証文［覚］（雷火銃1挺負革附）　
三村大之助→岩下縫殿丞殿・片山半之輔殿　端裏書｢
安政六未年十一月廿一日到来｣

安政6年未11月 竪紙・1通 へ133-2-3

山岸左内受取証文（胴乱1つ）　（山岸）左内→（岩
下）縫殿丞様・（片山）半之輔様

3月18日 横切継紙・1通 へ133-2-4

宇敷元之丞送状［覚］（硝石63貫匁、御台場御入
料として望月主水指図につき）　宇敷元之丞→
岩下縫殿丞殿・片山半之輔殿・三村大之助殿

安政4年巳7月 竪紙・1通 へ133-2-5

宮嶋嘉織他四名送状［覚］（十文字御槍1筋、恩田
頼母指図につき）　宮嶋嘉織・岩下左源太・菅鉞太
郎他2名→岩下縫殿丞殿・片岡山半之輔殿　宮嶋嘉織
は｢御用無印｣

安政2年4月 竪継紙・1通 へ133-2-6

岩下左源太金銭受取証文［覚］（大銃火薬・稽古
火薬代金4両2分2朱4匁9分6厘）　岩下左源太→
岩下縫殿丞殿・片山半之輔殿・鈴木熊次郎殿

嘉永7年寅12月 竪紙・1通 へ133-2-7

菅沼小弥太送状［覚］（狙撃銃10挺）　菅沼小弥太
→岩下縫殿丞殿・片山半之輔殿

4月24日 竪継紙・1通 へ133-2-8

宮嶋嘉織金銭受取証文［覚］（狙撃銃胴乱・雷火
帽入）　宮嶋嘉織→岩下縫殿丞殿・片山半之輔殿・鈴

嘉永7年寅10月 竪継紙・1通 へ133-2-9

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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木熊次郎殿

中俣一平受取書［覚］（二十四ホントホウイッス
ル・1貫目カノン）　中俣一平→岩下縫殿丞殿

丑8月 竪継紙・1通 へ133-2-10

飯嶋楠左衛門受取書［覚］（竿鉛46貫900目）　飯
嶋楠左衛門→岡本廣人殿

弘化3年午7月 横切紙・1通 へ133-2-11

（御武具方鉄砲入料受取関係書類綴　嘉永3年4月
～嘉永5年8月）　裏書｢御武具方｣

29通 へ204

金児忠兵衛他四名金銭受取証文（去亥年中御新
調6匁玉御筒20挺御入料73両2分13匁9分9厘、
御鉄砲御引当金の内より勘定帳引合につき）
金児忠兵衛・小野喜平太・三村源五右衛門他2名／（奥
印）萩原八左衛門／（奥印）宮下兵馬・金井諫・立合音
田与三郎→岡嶋庄兵衛殿・山寺源大夫殿・長谷川深美
殿　端書｢証文数弐拾八通」

嘉永5年子8月 竪紙・1通 へ204-1

芦田屋左久助金銭受取証文［覚］（正上山印鉄等
2筆代金7両2匁1分652文につき）　芦田屋左久
助→松代山寺彦吉様　印｢信州上田芦田屋｣

（嘉永3年）戌4月 竪紙・1通 へ204-2

柳屋三五郎代為作金銭受取証文［覚］（二三印鉄
12貫590目代金2両5匁9分につき）　柳屋三五郎
代為作→御鉄砲方御役所

嘉永3年戌4月 竪紙・1通 へ204-3

小泉友司金銭受取証文［覚］（二三印鉄5貫20匁
代金2両1分4匁5分につき）　小泉友司→高野車
之助殿

嘉永4年亥11月 竪紙・1通 へ204-4

小泉友司金銭受取証文［覚］（匁鉄400匁代銀7匁
2分7厘）　小泉友司→高野車之助殿

嘉永4年亥11月 竪紙・1通 へ204-5

下軽井沢村孫左衛門金銭受取証文［覚］（鍛冶炭
大俵116俵代金8両2朱200文につき）　下軽井
沢村孫左衛門→御鉄砲御掛り様

嘉永3年戌12月 竪紙・1通 へ204-6

八町村清吉代文吉金銭受取証文［覚］（鍛冶炭中
俵41俵代金1両3分2朱300文につき）　八町村
清吉代文吉→御鉄砲方御役所

嘉永3年戌7月 竪紙・1通 へ204-7

上軽井沢村久三郎金銭受取証文［覚］（鍛冶炭17
俵代金1両2朱448文につき）　上軽井沢村久三郎
→小泉友司様　訂正付箋多数

（嘉永5年）子7月 竪紙・1通 へ204-8

中沢屋徳治金銭受取証文［覚］（鍛冶炭大俵等2
筆代銭4貫800文につき）　中沢や徳治→小泉友
司様　印｢信松代西木町□□｣

嘉永4年亥12月 竪紙・1通 へ204-9

御雇御鉄砲師黒澤吉作金銭受取証文［覚］（去戌
4月中より6匁玉御筒御張立御雇作料254匁に
つき）　御雇御鉄砲師黒澤吉作→山寺常吉殿

嘉永4年亥11月 竪紙・1通 へ204-10

横田武作金銭受取証文［覚］（去戌4月中より6匁
玉御筒御張立御雇作料196匁につき）　横田武
作→山寺常吉殿

嘉永4年亥11月 竪紙・1通 へ204-11

片井庄作金銭受取証文［覚］（去戌4月中より6匁 嘉永4年亥11月 竪紙・1通 へ204-12

３７　藩政／番方／武具方所管武具・火薬等購入製作・修復その他諸費受取
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玉御筒御張立作料172匁につき）　片井庄作→
山寺常吉殿

片井京助金銭受取証文［覚］（去戌4月中より6匁
玉御鉄砲御張立御雇職人作料685匁7分5厘） 
片井京助→山寺常吉殿

嘉永4年亥11月 竪紙・1通 へ204-13

小泉友司金銭受取証文［覚］（6匁玉御筒40挺御
細工料69匁5分につき）　小泉友司→‐　後欠

（嘉永5年）子 竪紙・1通 へ204-14

御鉄砲師黒澤吉作金銭受取証文［覚］（6匁玉御
筒4挺仕立御受負作料43匁2分につき）　御鉄
砲師黒沢吉作→小泉友司殿

嘉永4年亥12月 竪紙・1通 へ204-15

片井京助金銭受取証文［覚］（6匁御筒16挺荒切
請負代銀54匁につき）　片井京助→山寺常吉殿

嘉永3年戌12月 竪紙・1通 へ204-16

片井京助金銭受取証文［覚］（荒錐入4挺代銀34
匁につき）　片井京助→小泉友司殿

（嘉永5年）子7月 竪紙・1通 へ204-17

現金屋利兵衛金銭受取証文［覚］（水油1升代銭
548文につき）　現金屋利兵衛→小泉友治様　印｢
信州松代西木町□□｣

嘉永4年亥12月 横切紙・1通 へ204-18

大丸屋忠兵衛金銭受取証文［覚］（硫黄等2筆124
文につき）　大丸や忠兵衛→御鉄砲方御役所　印｢
御用松代大丸□種｣

（嘉永4年）亥7月 横切継紙・1通 へ204-19

中澤徳治金銭受取証文［覚］（生うるし30匁代銀
5匁につき）　中澤徳治→御鉄砲方御役所　印｢御
塗物師信松代西木町中澤｣

（嘉永4年）亥7月 横切紙・1通 へ204-20

神戸革治金銭受取証文［覚］（樫木10本御買上代
金1両2分2朱2匁5分、片井京助へ渡した旨）　
神戸革治→高野車之助殿　挟込あり

7月10日 竪紙・1通 へ204-21

佐藤太兵衛金銭受取証文［覚］（6匁御筒20挺分
御細工手間料6両につき）　佐藤太兵衛→高野車
之助殿

（嘉永4年）亥10月 竪紙・1通 へ204-22

内田捨治郎金銭受取証文［覚］（6匁御筒16挺調
物御入料9両2分銀14匁につき）　内田捨治郎→
御鉄砲方御役所

（嘉永4年）亥10月 竪紙・1通 へ204-23

御調物師小林浅吉金銭受取証文［覚］（御筒40挺
分代銀146匁につき）　御調物師小林浅吉→小泉
友司殿

嘉永5年子6月 竪紙・1通 へ204-24

古川治助金銭受取証文［覚］（御鉄砲20挺御入料
1匁6分につき）　古川治助→金児忠兵衛殿

（嘉永5年）子7月 竪紙・1通 へ204-25

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（6匁玉鋳
型2挺新規御出来御入料1分1匁につき）　御鉄
砲師山口近蔵→御武具方御役所

（嘉永5年）子7月 竪紙・1通 へ204-26

小泉友司金銭受取証文［覚］（御鉄砲御張立代金
2両、片井京助へ渡した旨）　小泉友司→高野車
之助殿　年代は付箋｢四亥年｣に従った、付箋挟込

嘉永4年亥7月 竪紙・1通 へ204-27

小泉友司金銭受取証文［覚］（御鉄砲御張立代金 嘉永4年亥12月 横切紙・1通 へ204-28
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2両、片井京助へ渡した旨）　小泉友司→高野車
之助殿

小泉友司金銭受取証文［覚］（御細工勤日数172
日分金2分4匁2分、佐藤太兵衛へ渡した旨）　
小泉友司→高野車之助殿

嘉永4年亥12月 横切紙・1通 へ204-29

（ゲベール銃修復費用等代金受取関連一括　元治
2年4月～明治2年9月）　旧史料館ビニール紐一括

161点 へ164

（ビニール紐）　 紐・1点 へ164-1

成本栄左衛門金銭受取并金銭受渡書［覚］（当八
月中御飛脚路銭並びに御手当〆金26両7分2
厘銭17貫83文下し置かれるにつき）　成本栄
左衛門／（奥印）牧野大右衛門／（奥印）玉井浅之進／
（奥印）相沢龍太郎→池田富之進殿・堤常之丞殿・長谷
川直太郎殿他4名

明治2年巳9月 竪半・1冊 へ164-2

（ゲベール銃修理関連書類綴　慶応3年11月～
明治2年6月）　

9点 へ164-3

矢野倉謙兵衛他五名金銭受渡約定証文（ゲベー
ル銃42挺御修復代金6両3分12匁5分9厘受取
の上請渡す旨、証文8通分につき）　矢野倉謙兵
衛・池田平角・久保九郎右衛門他3名／（奥印）萩原勘
八／（奥印）岸太五之丞・斎田虎尾・木内助右衛門→池
田富之進殿・堤常之丞殿・長谷川直太郎殿他4名　端
裏書「証文八通」、訂正の貼札あり、枝番号1～9まで一
綴、合印あり、表紙

明治2年巳6月 竪継紙・1通 へ164-3-1

御鉄砲鉄物師杉田浅吉金銭受取証文［覚］（ゲ
ベール銃6挺修復代金銀40匁3分5厘受取につ
き）　御鉄砲鉄物師杉田浅吉→御武具方御役所　訂
正のための貼札あり、合印あり

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-2

御鉄砲師高木吉蔵金銭受取証文［覚］（ゲベール
銃5挺修復代金銀36匁2分9厘受取につき）　御
鉄砲師高木吉蔵→御武具方御役所　訂正のための貼
札あり、合印あり

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-3

御鉄砲師竹内二助金銭受取証文［覚］（ゲベール
銃6挺修復代金銀56匁8分受取につき）　御鉄
砲師鉄物師竹内二助→御武具方御役所　合印あり

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-4

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（ゲベール
銃5挺修復代金銀21匁5分受取につき）　御鉄
砲師山口近蔵→御武具方御役所　訂正のための貼札
あり、合印あり

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-5

御鉄砲師横田二作金銭受取証文［覚］（ゲベール
銃5挺修復代金銀93匁9分5厘受取につき）　御
鉄砲師横田二作→御武具方御役所　訂正のための貼
札あり、合印あり

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-6

御鉄砲師小林作左衛門他一名金銭受取証文
［覚］（ゲベール銃5挺修復代金銀49匁受取に

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-7
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つき）　御鉄砲師小林作左衛門・代印杉田浅吉→御
武具方御役所　訂正のための貼札あり、合印あり

御鉄砲師山口近蔵金銭受取証文［覚］（ゲベール
銃5挺修復代金銀48匁7分受取につき）　御鉄
砲師山口近蔵→御武具方御役所　訂正のための貼札
あり、合印あり

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-8

御鉄砲師横田二作金銭受取証文［覚］（ゲベール
銃5挺修復代金銀71匁受取につき）　御鉄砲師
横田二作→御武具方御役所　訂正のための貼札あ
り、合印あり

慶応3年卯11月 竪継紙・1通 へ164-3-9

成本栄左衛門金銭受取并金銭受渡書［覚］（去辰
十月中御飛脚路銭並びに御手当〆金28両13
匁6厘銭18貫947文支給につき）　成本栄左衛門
／（奥印）宮島嘉織／（奥印）萩原勘八／（奥印）相沢龍
太郎→池田富之進殿・長谷川直太郎殿・高久専之助殿
他3名　訂正のための貼札あり

明治2年巳6月 竪半・1冊 へ164-4

（軍事品等購入関連書類綴　慶応2年2月～明治
2年6月）

14点 へ164-5

宮下力他十名金銭受渡約定証文［覚］（メリヤ
ス・ゲベール銃等〆代金185両3分13匁5分2厘
受取の上請渡す旨、証文13通分につき）　宮下
力・菅沼治郎右衛門・小野熊男他8名／（奥印）岸太五
之丞・綿貫泰蔵・渡辺憲蔵・笠原平六郎／（奥印）相沢
龍太郎→池田富之進殿・堤常之丞殿・長谷川直太郎殿
他4名　端裏書「証文数拾三通」、訂正のための貼り札
あり、枝番号1～14まで一綴、合印あり

明治2年巳6月 竪継紙・1通 へ164-5-1

鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（メリヤス50着
購入代金6両2分5朱受取につき）　鍵屋芳左衛
門→御武具方御役所　合印あり

慶応2年寅 竪紙・1通 へ164-5-2

上田御用達高山久左衛門金銭受取証文［覚］（メ
リヤス50着購入代金5両受取につき）　上田御
用達高山久左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応2年寅8月 竪継紙・1通 へ164-5-3

鍵屋芳左衛門金銭受取証文［覚］（メリヤス50着
等購入代金〆1両2分5朱受取につき）　鍵屋芳
左衛門→御武具方御役所　合印あり

慶応2年寅9月 竪継紙・1通 へ164-5-4

しまや新兵衛金銭受取証文［覚］（真鍮胴購入代
金5両受取につき）　しまや新兵衛→松代様御役
人衆中様　合印あり

6月22日 竪継紙・1通 へ164-5-5

須田屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（御太鼓等購入
代金〆金45両ﾄ銀247匁受取につき）　須田屋
惣兵衛→松代様武具方御役人中様　合印あり

丑12月20日 竪紙・1通 へ164-5-6

島屋新兵衛金銭受取証文［覚］（表裏革等購入代
金〆金3分銀4匁5分につき）　島屋新兵衛→松代
様清水様　訂正のための貼札あり、合印あり

10月26日 竪継紙・1通 へ164-5-7

須田屋惣兵衛金銭受取証文［覚］（雷火管購入代 （慶応2年）寅2月 竪継紙・1通 へ164-5-8
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