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醤[破損](醤油製造覚､明治17年度分他) 明治17年 横長半･1冊<13丁
墨>/(破損甚大)

18-2

ニイラ溜仕込帳　(渡辺) (明治21年9月17日～12
月5日)

横長半･1冊<8丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-5

樽番号帳 明治26年11月ヨリ 横半半折･1冊<10
丁墨>

11-1

記(明樽等代金請求書)　大野金之介→佐野御つな様 (明治28年)7月21日 小切紙･1通/(No.
29-11は88点一綴)

29-11-54

(浅溜借用願につき書状)　柳屋半二郎→佐野屋つな様 (明治)28年7月25日 横切紙･1通/(No.
29-11は88点一綴)

29-11-86

(溜借用願につき書状､前欠)　(恵那郡)柳屋半次郎
(印)→佐埜屋ツナ殿

(明治28年)7月30日 小切継紙･1通/(No.
29-11は88点一綴)

29-11-85

口伸(食庭塩代金貸渡につき)　亀屋喜平次(印文｢名古
屋納屋｣)→佐野屋佐兵衛様御店衆中様

辰3月18日 竪切紙･1通 28-282

記(小豆1斗など代金勘定)　荒川→佐野屋さま 1月31日 小切紙･1通 28-290

覚(大上130石水7升ほか書上)　山武吉清→佐野屋佐兵
衛様御店衆中様

4月6日 小切紙･1通 28-488

(中村次郎太方へ醤油高提出の件につき書状)　第6区
戸長

7月24日 小切紙･1通 28-197

(醤油製造高取調の件通知につき書状)　第6区戸長 7月24日 小切紙･1通 28-387

(道具入札の件につき書状)　鈴木久助→渡辺佐兵衛様 11月19日 横切紙･1通 28-17

(醤油造高届書案紙の通り認めるべき旨につき書状) 横切紙･1通 28-461

(味噌溜･納米など仕込み残り勘定) 横折紙･1通 28-470

(味噌溜･納麦･有物など勘定) 横折紙･1通 28-471

記(西蔵･溜蔵･からし場ほか〆157俵5斗書上) 横切継紙･1通 28-480

(本大上溜り2石ほか合方につき書付) 小切紙･1通 28-494

覚(醤油仕込みなど覚) 横長半･1冊<3丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-33

(醤油醸造関係道具･桶なわ代など勘定) 横切継紙･1通 28-530

4.1.10.奉公人･職人
御請状之事(当地新町裏万蔵伜金蔵奉公人請状､1年季

･給金1両3分)　請人美濃屋浅右衛門(印)→佐野屋惣右
衛門様

文政10年亥2月 竪紙･1通 53-4

奉公人請状之事(貞祖院門前万蔵伜金蔵奉公人請状､1
年季･給金1両3分)　美のや浅右衛門→佐野屋宗右衛門
殿

文政10年亥2月 竪紙･1通 53-5

奉公人請状之事(奉公人請状下書､1年季･給金1両2分)
　美のや浅右衛門→佐野屋宗右衛門殿

文政10年亥3月 竪紙･1通 53-6

御請状之事(中嶋郡下り津村甚右衛門伜義助奉公人請
状､4月から来年2月まで･給金1両2分)　請人美のや
浅右衛門(印)→佐野屋惣右衛門様

文政10年亥4月 竪紙･1通 53-7

御請状之事(美濃中嶋郡大沢村文蔵伜要助奉公人請
状､1年季･給金1両2分)　美濃屋浅右衛門(印)→佐野
屋惣右衛門様

文政11年子3月 竪紙･1通 53-8

御請状之事(春日井郡大野村嘉助奉公人請状､1年季･

給金1両3分)　請人美濃屋浅右衛門(印)→佐野屋惣右衛
門様

文政11年子3月 竪紙･1通 53-9
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桶工御通(代金支払帳)　桶師甚助→渡辺様 明治21年戊子1月吉日 横半半折･1冊<7
丁墨>/(No.2は9冊
紐一括)

2-1

雇人請證券(愛知郡三ツ谷村横地鈴次郎6ヶ月雇用請
証券､給金10円)　名古屋市金澤町13番戸阪本屋雇人周
旋所木原楠蔵(印)→渡辺つな様

明治33年3月4日 竪紙･1通/(木版) 53-3

雇人請證券(名古屋市大曽根町柴山ちゃう期間6ヶ月
の雇用契約書､給金14円)　名古屋市飯田町116番戸､
証人加藤浅右衛門(印)→渡辺鋤三郎殿

明治34年10月22日 竪紙･1通/(木版) 53-2

(随行につき書状)　店惣七郎→御主人 1月26日 小切継紙･1通 28-134

(身分引請証券送付につき書状)　内野八兵衛→渡辺つ
な様

10月30日 横切紙･1通 28-560

給金定(佐兵衛･鋤三郎･つな･利喜･りやう･芳治の給
金)

竪切紙･1通/(茶
色罫紙)

28-433

4.1.11.諸活動
4.1.11.1.丸屋幸八

乍恐奉願上候御事(藤七召抱えにつき御札免許願状)
　御表具師幸八(印)/(奥印)儀兵衛(印墨消)･茂兵衛(印墨

消)→杉本栄蔵様

天保3年辰12月 竪紙･1通/(№55
は18点一綴)

55-2

乍恐奉願上候御事(忰小兵衛張付師御札免許願状)　
御表具師幸八(印)/(奥印)儀兵衛(印墨消)･茂兵衛(印墨
消)→杉本栄蔵様

天保3年辰12月 竪紙･1通/(№55
は18点一綴)

55-3

乍恐奉嘆願上候御事(味噌溜出店につき平商鑑札交付
願)　第3区内2小区杉出町丸屋幸八(印)/(奥印)右町年寄
理八

(明治5年)壬申2月5日 竪紙･1通/(青色
罫紙)/(№55は18
点一綴)

55-4

(奉公人御数寄屋御用達御張付師近藤幸八略歴) 横切紙･1通 28-652

4.1.11.2.笹屋又左衛門

多留帳(古樽･新樽改ならびに樽別販売記録)　笹又出
店

明治5年壬申1月吉日 横半半折･1冊<67
丁墨>

11-2

書抜帳(売掛金受取帳)　東田町笹又 明治8年乙亥極月 横長半･1冊<10丁
墨>

22-1

書抜帳(売掛金受取帳)　笹又出店 明治9年子6月 横長半･1冊<10丁
墨>

22-4

諸品店卸帳(味噌など諸品)　笹又出店 明治9年子極月 横長半･1冊<4丁
墨>

20-1

書抜帳(売掛金受取帳)　笹又出店 明治9年丙子極月 横長半･1冊<10丁
墨>

22-2

書抜帳(売掛金受取帳)　笹又出店 明治9年丙子極月 横長半･1冊<10丁
墨>

22-3

小座諸品記(醤油など覚帳)　笹亦出店 明治10年丁丑1月1日 横半半折･1冊<4
丁墨>

6-2

諸品店卸帳(味噌など諸品)　笹又出店 明治10年丁丑6月 横長半･1冊<4丁
墨>

20-2

書抜帳(売掛金受取帳)　笹又出店 明治10年丁丑6月 横長半･1冊<10丁
墨>

22-5

書抜帳(売掛金受取帳)　笹又出店 明治10年丁丑6月 横長半･1冊<12丁
墨>

22-6

書抜記(醤油売掛金受取帳)　笹屋又左衛門 明治10年丑8月 横半半折･1冊<6
丁墨>

22-7
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4.1.12.書状
(当月末日には送金等につき書状)　(土岐郡下石村酒井

商店)→佐野や御店様
(明治28年)未8月12日 横切紙･1通/(No.

29-11は88点一綴)
29-11-59

キ(すし紙在庫につき書状)　中村文蔵→渡辺御店 (明治28年)8月12日 小切継紙･1通/(No.
29-11は88点一綴)

29-11-63

(会許預り残り金返納につき書状)　みそ十柳屋→旦那
様

1月20日 横切紙･1通 28-14

(○印引合御渡し依頼などにつき書状)　ミのや彦兵衛
→さのや佐兵衛様

2月24日 横切継紙･1通 28-615

覚(金銭勘定依頼)　南佐のや哥七→渡辺定次郎様 3月12日 横切紙･1通 28-265

(表武公へ返辞不念のため一事件出来につき書状)　
□□［欠損］→□サ君

4月18日 横切紙･1通/(前
欠)

28-161

(山城屋払勘定につき書状)　中村太郎吉→渡辺定次郎
様

6月18日 横切紙･1通 28-137

(3名程井桁屋へ人員差出につき書状)　竹屋→鉄さ君 9月8日 横切紙･1通 28-106

(酒造方薬売追加税の件につき書状下書)　瀬兵衛→中
村君･渡さ君

12月11日 横切継紙･1通 28-597

(吉五郎金子75両持参につき受取状願いの書状)　中
根八右衛門→佐野屋佐兵衛様

18日 横切継紙･1通 28-97

(増減届･永伝共持参願につき書状)　祐弘→鉄サ君 24日 小切紙･1通 28-201

(売場せわしく仕切出来申さずにつき書状下書) 横切紙･2通/(下
書共)

28-8

(売場せわしく仕切出来申さずにつき書状下書) 横切紙･1通 28-9

(会計の件問合せつき書状)　三平→渡辺晋敬君 横切紙･1通 28-15

(弥平不正にて商取引差留のところ赦免の件につき書
状下書)

横切継紙･1通 28-29

口上(○印壱本借用願につき書状下書) 横切継紙･1通 28-62

4.2.綿商
4.2.1.資金

借用申金子之事(綿の仲間商いの元手のため札金150
両借用)　借主佐野屋佐兵衛(印)､加判銭屋新右衛門(印
切取)→御本家様

天保5年午9月 竪紙･1通/(№47-2
～60まで紙縒一
括)

47-6

綿元手金覚帳(くり綿株･江戸積株購入他綿仲間付合
費勘定帳)　佐野屋佐兵衛

天保9年戊戌1月吉日 横長半･1冊<8丁
墨>/(5冊紐一綴
の内)

15-1

覚(綿売り金15両をもって本家返済などにつき)　定
治郎

天保15年辰10月朔日 横切紙･1通 28-411

証文之事(銭屋新兵衛へ金50両貸渡し書入手形など3
通預かりにつき)　佐野屋佐兵衛(印)→山城屋庄兵衛
殿

嘉永6年丑6月 竪紙･1通/(№47-2
～60まで紙縒一
括)

47-8

覚(金13両2分余受取)　(名古屋京町通新町)銭屋新右衛
門(印)→佐野屋佐兵衛様

午5月晦日 小切継紙･1通 28-343

4.2.2.株
覚(中印繰株金3両1分2朱受取)　八木弥兵衛→銭屋新右

衛門様御取次
酉11月5日 横切紙･1通 28-316
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乍恐奉願上候御事(繰綿江戸積十軒株譲渡の件願書)
　鍋屋町之内喜八(印)→町方御役所あて名なし

酉12月 竪紙･1通/(№55
は18点一綴)

55-1

(積株名前の件につき願書借用願の旨書状)　銭新右衛
門→佐野屋貞次郎様

8月4日 横切紙･1通 28-61

4.2.3.取引
御買口覚(大上本住実綿15本分買付書)　平野屋太兵衛

(印)→銭屋新右衛門殿
天保8年酉11月22日 小切継紙･1通 56-1

仕切(大上本住実綿15本分仕切書､〆2貫51匁)　平野
屋太兵衛(印)→銭屋新右衛門殿

天保8年酉11月22日 横切継紙･1通 56-3

積口覚(本住みわた15本船積出帆につき)　平野屋太兵
衛(印)→銭屋新右衛門殿

天保8年酉12月14日 横切継紙･1通 28-701

御買口覚(大極上朝鮮実綿10本分他買付書)　平野屋太
兵衛(印)→銭屋新右衛門殿

天保9年戌10月4日 横切継紙･1通 56-5

実綿買付覚(43本)　(和州)村嶋長兵衛(印)→銭屋新右衛
門様

天保9年戌10月11日 横切継紙･1通 56-4

綿売買覚帳(和州綿朝鮮綿売買分など勘定帳) 天保9年戌秋 横長半･1冊<13丁
墨>/(5冊紐一綴
の内)

15-2

実綿仕切状(代金受取)　村嶋長兵衛(印)→名古屋銭屋新
右衛門殿

天保9年戌11月 横折紙･1通 28-266

亥秋綿売上覚帳(綿取引勘定帳) 天保10年 横長半･1冊<6丁
墨>/(5冊紐一綴
の内)

15-3

亥秋綿買入覚帳(綿取引勘定帳) 天保10年 横長半･1冊<8丁
墨>/(5冊紐一綴
の内)

15-4

壬寅秋綿買入覚(綿取引勘定帳) (天保13年) 横長半･1冊<3丁
墨>/(5冊紐一綴
の内)

15-5

記(大京24銭ほか〆1円70銭請取)　河内屋喜八→佐野屋
定様

(明治)10年6月 横折紙･1通 28-501

覚(大京代など諸費4円20銭余受取書)　河内屋喜八→
佐野屋定様

子11月 横切継紙･1通 50-15

覚(極上実綿売附につき)　(名古屋)みのや文介→佐野屋
佐兵衛様

丑9月19日 小切紙･1通 28-508

覚(朝せんなどに関する代金勘定) 丑10月9日改 小切継紙･1通 28-240

記(大京2本など諸品代受取書)　河内屋喜八→佐野屋定
様

丑11月 横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-39

記(村鉄など代金1円15銭5分受取書)　河内や喜八→渡
辺定様

丑12月 竪紙･1通 50-6

覚(実綿10本勘定) 寅1月28日 横切紙･1通 28-644

覚(大坂運賃など金銭勘定)　新右衛門→佐兵衛 寅2月 横切紙･1通 28-529

覚(味綿代金勘定書)　綿屋東助→佐野屋佐兵衛様 寅7月22日 横切継紙･1通/(№
28-692は4点紙縒
一括)

28-692-2

覚(金銭勘定書上)　みのや文助(印文)｢名護屋古渡新町
美濃屋｣→佐野屋佐兵衛様

寅10月5日 横切継紙･1通/(№
28-692は4点紙縒
一括)

28-692-1

覚(実綿引渡につき書上)　みのや文助(印文)｢名護屋古
渡新町美濃屋｣→佐野屋佐兵衛様

寅10月5日 小切紙･1通/(№
28-692は4点紙縒
一括)

28-692-3

記(品代金2円5銭余受取)　名古屋長島町河内屋喜八→渡
辺様･嘉様

卯12月 横切紙･1通 28-392
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覚(実綿20本など勘定)　新右衛門→(佐野屋様) 巳7月4日 横折紙･1通/(№
28-673は5点紐一
括)

28-673-2

記(品代金6円83銭9厘受取書)　(名古屋長島町)河内や
喜八(印)→渡辺佐兵衛様

巳12月 竪紙･1通 28-391

(白木綿など反物代金書立)　銭屋新右衛門→佐野屋佐
兵衛様

午1月 横切継紙･1通 28-525

覚(白木綿など金113両2分余代金受取)　銭屋新右衛門
→佐野屋佐兵衛様

午4月 横切継紙･1通 28-337

覚(繰綿3貫932匁代金書立)　銭屋新右衛門→佐野屋佐
兵衛様

戌12月 横切継紙･1通 28-474

覚(大坂拝銀･駄賃など代金勘定)　(やま新)→(まるさ)
様

亥7月 横切継紙･1通 28-522

覚(和州･朝鮮他代金228両1分3匁3分8リ書上)　さ(佐
野屋)→山新様

亥11月 横切継紙･1通 28-413

覚(橘印綿29本買請)　(尾州名古屋) →(銭屋新右衛門
様)

1月19日 小切継紙･1通 28-299

(品代金請取)　(やま新)→(まるさ)様 1月 横切紙･1通 28-526

覚(返金30両受取)　銭新→佐兵衛様 2月晦日 横切紙･1通 28-637

覚(綿代金54両)　内木屋文七→銭屋新右衛門様 6月 横切継紙･1通 28-463

覚(実綿15本代金3両3分11匁4分3リ受取)　銭屋新右衛
門→佐野屋佐兵衛様

7月 横切継紙･1通 28-409

(種繰綿纏めて御注文などにつき書状)　平野屋太兵衛
･公助･里三→銭屋新右衛門様

10月4日 横切継紙･1通 28-34

(ご注文綿指値行き違いつき書状)　村嶋長兵衛(印文
｢和州金銀不要｣)→銭屋新右衛門様

10月11日 横切継紙･1通 28-479

(孫市様仕入れの内品物15本貴家様振り替えなどにつ
き書状)　平野屋太兵衛･半助･理三郎→銭屋新右衛門様

11月22日 横切継紙･1通 28-612

覚(和州実綿代金納付)　新右衛門→左兵衛様 11月 横切継紙･1通 28-534

覚(極上綿代金7両余勘定書) 横切継紙･1通 28-747

4.2.4.金銭勘定
差引覚(出入金勘定171匁余)　平野屋太兵衛(印文｢金銀

不要｣)→銭屋新右衛門殿
天保8年酉3月晦日 横切継紙･1通 28-436

覚(綿糸など代金支払皆済につき書上) 午3月5日 小切紙･1通 28-748

小前覚(銭屋新右衛門本住実脚代金書上)　平野屋太兵
衛(印文｢金銀不要｣)→銭屋新右衛門殿

酉11月 横切継紙･1通 28-437

覚(極ミ綿代米札勘定) 横切継紙･1通 28-509

覚(極上生綿代金勘定) 横切継紙･1通 28-510

4.2.5.情報
決着相庭(繰綿相場書上)　品野屋彦左衛門→佐野佐様 10月4日 小切紙･1通 28-506

(相場･荷積み方などにつき書状)　平野屋太兵衛(印)･
半助･理三郎→銭屋新右衛門様

12月2日 横切継紙･1通 28-569
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4.3.諸商
4.3.1.肥料商

廃業届(肥物小売業廃業届)　名古屋区相生町41番邨味
噌溜製造卸売商渡辺佐兵衛→名古屋区役所区長吉田録在
殿

明治14年6月 竪紙･1通/(黒色
罫紙)/(№55は18
点一綴)

55-8

廃業届(肥物小売業廃業届)　名古屋区相生町41番屋敷
味噌溜製造卸売商渡辺佐兵衛→名古屋区役所区長吉田録
在殿

明治14年6月 竪紙･1通/(黒色
罫紙)/(№55は18
点一綴)

55-9

(肥物貸金等書立) 1月1日～5月25日 横切紙･1通 28-427

(肥物売掛覚､春分) 2月6日 小紙･1通 28-247

(小泉庄二分肥物売掛覚) 5月15日 小紙･1通 28-248

(肥物売上覚､奥へ渡し分) 6月17日 小紙･1通 28-250

(肥物売掛覚､又船廻渡し分) 7月12日 小紙･1通 28-249

(肥物より利子入金額など書立) 7月30日～11月24日 横切紙･1通 28-426

(肥物利子収入金など勘定) (12月)30日～31日 横切継紙･1通/(前
欠)

28-521

(肥物代金掛売覚) (12月31日～5月25日) 横折紙･1通 28-244

(肥物ほか勘定書) 横切継紙･1通/(前
後欠)

28-502

4.3.2.茶碗屋
茶わん屋株買入之覚(佐野屋佐兵衛茶碗屋株茶屋善九

郎から買入関係記録留)
天保12年丑7月10日 横長半･1冊<3丁

墨>/(№46は紐一
括)

46-9

(茶碗類売上帳) 横長半･1冊<4丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-37

4.3.3.古物商
古物営業願(居哨･行商営業許可願書)　名古屋市飯田町

3丁目78番戸花井直吉→石町警察分署長･警部武田孝継殿
明治28年12月20日 竪紙･1通/(青色

罫紙)/(№55は18
点一綴)

55-15

古物営業願(古道具･古書画･古本)　(本籍名古屋市相生
町44番戸､現住所店舗主税町80番戸)渡辺佐兵衛→鍋屋町
警察署長殿警部武田孝継殿

明治29年11月10日 竪紙･1通/(青色
罫紙)/(№60は紐
一綴)

60-13

覚(本青磁など陶磁器数量書立) 丑7月 横切継紙･1通/(№
28-112は13冊紐一
括)

28-112-1

覚(画料1両2分受取)　松吉椎渓(印)→江月堂様御取次 3月7日 横切紙･1通 28-451

記(楢木鉢など売掛金勘定書)　安井屋甚二郎→佐野屋
様

7月11日 横切継紙･1通 28-253

覚(青磁器など代金勘定)　泉九→佐野屋佐兵衛様 菊月 横切継紙･1通/(№
28-112は13冊紐一
括)

28-112-2

覚(壷代金受取書)　柏屋三左衛門→さのや佐兵衛様 11月22日 小切紙･1通 28-202

記(八戸壷代金ほか納入)　嘉平→旦那様 11月23日 小切紙･1通 28-517

記(焼物代金受取)　ちたや清八→佐野屋様 11月23日 竪切紙･1通 28-656
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覚(青磁大丼など代金書立) 横切継紙･1通/(№
28-112は13冊紐一
括)

28-112-4

覚(染付皿10枚ほか〆金1両2分書上)　宇治屋菊次郎→
渡辺佐兵衛様

小切紙･1通 28-495

覚(唐津水さしなど代金勘定)　宇治屋菊次郎→渡辺様 横切紙･1通/(№
28-692は4点紙縒
一括)

28-692-4
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号

5.家
5.1.家屋普請
現金諸木売上(檜など)　通名材木屋八右衛門(水谷し

づ)→佐野屋佐兵衛様
明治21年戊子1月吉日
～12月

横長半･1冊<3丁
墨>

14

建物新築届(名古屋市主税町20番敷地内木造建物3坪
新築届)　名古屋市相生町17番地渡辺鋤三郎→名古屋市
長志水直殿

明治34年6月14日 小切紙･1通 69-9

証(金90円建設資金書上)　中央線千種駅停車場前盛立運
送店主任相原鍋太郎→渡辺鋤之助殿

明治39年4月25日 横切紙･1通 28-490

記(材木屋賃金など勘定)　大工平助(印)→佐野屋佐兵衛
様

卯2月13日 小切継紙･1通 28-285

覚(障子12本他書上)　ミのや重兵衛(印)→佐野屋左兵衛
様

戌3月 横切継紙･1通 28-382

記(板瓦･和竹など入札額覚)　伊藤五郎吉(印) 2月14日 横切継紙･1通 28-218

記(大工手間代受取)　大工報一→さの屋様 3月30日 小切紙･1通 28-279

記(左官賃金勘定)　左官松→佐野屋様 3月31日 小切継紙･1通 28-277

届(家作普請届雛形)　→第四仕所御中 横切紙･1通 28-375

5.2.家政
5.2.1.役所関係

一札(佐兵衛妻子宗門改めにつき一札)　巾下浄土真宗
法蔵寺(印)→弓場助三郎殿･服部唯次郎殿外3名

明治3年3月 竪紙･1通/(№64
は3点紐一綴)

64-1

一札(佐兵衛ならびに子供宗門改めにつき一札)　飯
田町浄土真宗養念寺(印墨消)→弓場助三郎殿･服部唯次郎
殿外3名

明治3年3月 竪紙･1通/(№64
は3点紐一綴)

64-2

一札(佐兵衛ならびに妻子召仕男女宗門改めにつき一
札)　佐野屋佐兵衛(印)→弓場助三郎殿･服部唯次郎殿外
3名

明治3年3月 竪紙･1通/(№64
は3点紐一綴)

64-3

届(嗣子定二郎年齢届書下書)　―印→戸長天野政信殿･

日比野茂兵衛殿
明治7年9月 竪紙･1通/(№46

は紐一括)
46-96

請取証(明治14年3月13･16日分陸軍士官衆席料25銭受
取書下書)　名古屋区相生町渡辺佐兵衛→名古屋警察署

明治14年6月7日 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

50-2

請取証(明治14年3月13･16日分陸軍士官衆席料25銭受
取書下書)　名古屋区相生町渡辺佐兵衛→名古屋警察署
御中

明治14年6月7日 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

50-3

請取証(明治14年3月13･16日分陸軍士官衆席料25銭受
取書下書)

(明治14年) 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

50-4

入寄留退去届(相生町渡辺つな方寄留野村秀次郎原籍
駿河町126番へ退去につき届)　名古屋区相生町44番
渡辺つな(墨消)→名古屋区長服部直衡殿

明治22年3月8日 竪紙･1通/(青色
罫紙)

62-4

出寄留復帰届(名古屋市相生町渡辺つな方寄留野村秀
次郎原籍復帰につき届)　名古屋区駿河町戸野村伝右
衛門→名古屋区長服部直衡殿

明治22年3月8日 竪紙･1通/(青色
罫紙)

62-5

印鑑証明願(渡辺つな分)　右(名古屋市相生町44番戸)渡
辺つな(印墨消)→名古屋市中村修殿

明治23年4月15日 竪紙･1通/(青色
罫紙)/(№60は紐
一綴)

60-11
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廃家願(大橋泰恩養嗣子大橋敬造独身困却につき廃家
のうえ生家中野弥一郎方へ復籍願)　大橋敬造后見
人鍋屋町110番戸平民中野清三郎他1名

明治26年9月 竪紙･1通/(青色
罫紙)

62-6

(徴兵取調書記入依頼書)　名古屋市役所→相生町44番戸
伊藤鍬三郎殿

明治28年2月16日 小切紙･1通/(活
版)/(左部切断)

69-14

入寄留届(名古屋市門前町平民伊藤鋤三郎方へ萱屋町
戸田兼吉寄留につき届)　(本籍萱屋町175番戸平民戸
田豊教長男)戸田兼吉外1名→名古屋市長柳本直太郎殿

明治29年3月28日 竪紙･1通/(青色
罫紙)

62-2

寄留替届(桃井馬吉名古屋市白壁町より門前町伊藤鋤
三郎方へ寄留替につき届)　(本籍海東郡森村33番戸
平民)桃井馬吉二男桃井司馬次郎･伊藤鋤三郎(印)→名古
屋市長柳本直太郎殿

明治29年 竪紙･1通/(青色
罫紙)

62-3

出入寄留届(渡辺貞治名古屋主税町80番戸父佐兵衛方
へ寄留につき届)　右(本籍名古屋市相生町44番戸平民
渡辺佐兵衛長男)渡辺貞治外1名→名古屋市長志水直殿

明治31年3月11日 竪紙･1通/(青色
罫紙)

69-4

(御取替金子御小納戸へ納方延引につき書状)　→渡
辺定君

4月15日 横切紙･1通 28-109

5.2.2.町関係
証(相生町水落の溝堀割費22円余受取書写)　相生町3

丁目6番地伊藤庄七印､取扱安藤難波印→渡辺佐兵衛殿外
18名

明治13年辰1月 竪紙･1通 28-453

覚(町内普請､博物館への出品雑具の件などにつき書
状)　さのや佐兵衛宅より→渡辺佐兵衛殿

(明治)13年4月15日 横切継紙･1通/(包
紙有)

28-646

5.3.家族
5.3.1.相続

一札(本屋は庄兵衛､新屋は友次郎へ永代譲り渡しの
件熟談納得につき証文)　佐兵衛→庄兵衛殿･友次郎殿
･秀吉殿

天保2年卯2月 竪紙･1通 72-1

證文(幼少にて本屋相続相成りがたく友次郎へ新屋1
ケ所譲るなど相続証文)　佐兵衛→友次郎殿･秀吉殿

天保2年卯2月 竪紙･1通 72-2

御受書之事(友二郎へ譲りの屋敷田地譲受けにつき受
書写)　庄兵衛→佐兵衛様

天保5年午8月 竪紙･1通 76-1

御受書之事(本屋跡式庄兵衛殿へ譲渡しにつき受書
写)　友二郎→佐兵衛様

天保5年午8月 竪紙･1通 76-2

預り證文之事(友二郎持分家屋敷田地など金10両書入
手形1通預り証文写)　佐兵衛→友二郎殿

天保5年午8月 竪紙･1通 76-3

譲状之事(家屋敷･下畑1反余譲渡証文写)　佐平･甚兵
衛代佐兵衛､加判庄兵衛→友治郎殿

天保5年午8月 竪紙･1通 76-4

譲状之事(家屋敷など譲渡証文下書)　佐平･甚兵衛代佐
兵衛､加判庄兵衛→友治郎殿

天保5年午8月 竪紙･1通 76-5

譲状之事(家屋敷など譲渡証文下書)　佐平･甚兵衛代佐
兵衛､加判庄兵衛→友治郎殿

天保5年午8月 竪紙･1通 76-6

譲状之事(家屋敷など3ケ所譲渡証文下書)　庄兵衛 (天保5年8月) 竪紙･1通 76-7

(友二郎･庄兵衛分屋敷等譲渡受書)　(友二郎･庄兵衛) (天保5年8月) 竪紙･1通 76-8

乍恐奉願上候御事(善蔵後家懸人こうと申す者引請
願)　九十軒町与右衛門扣借家佐兵衛(印)/(奥印)町代茂
兵衛外1名

(天保11年)子4月 竪紙･1通/(掛紙
あり)

62-1
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復籍届(渡辺鋤次郎相生町41番地渡辺佐兵衛方へ復籍
届)　本人渡辺鋤次郎､右親渡辺佐兵衛→宛名成規之通

明治9年3月 竪紙･1通/(｢相生

町｣罫紙)

62-9

戸主替届(渡辺佐兵衛多病につき定次郎へ家督相続願､
県上申の旨朱印)　(第1区相生町3丁目旧9番地新41番
屋敷居住)渡辺佐兵衛(印)､長男渡辺定次郎(印)外2名→
愛知県令安場保和殿

明治10年4月6日 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

62-12

戸主替届(渡辺佐兵衛多病につき定次郎へ家督相続願
下書)　(第1区相生町3丁目旧9番地新41番屋敷醤油業)渡
辺佐兵衛→愛知県令安場保和殿

明治10年4月 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

62-10

戸主替届(渡辺佐兵衛多病につき定次郎へ家督相続願
下書)　(第1区相生町3丁目屋敷)渡辺佐兵衛

(明治10年4月) 竪紙･1通/(青色
罫紙)/ (掛札あ
り)

62-11

改名願(代替りにつき渡辺定次郎佐兵衛と改名願､付
諸国取引先人名)　右(第1区相生町3丁目新41番屋敷
旧9番地居住)渡辺定次郎(印)､渡辺佐兵衛(印)外2名/(奥
印)副戸長大田秀一(印)､区長吉田禄在(印)→愛知県令安
場保和殿

明治10年5月5日 半･1冊<3丁墨> /
(黒色罫紙)

62-14

家作建物譲渡届(渡辺半兵衛隠居につき相生町旧3丁
目8番地新37番屋敷佐兵衛へ譲渡)　愛知県第1区相
生町旧3丁目9番地新41番屋敷譲渡人商渡辺佐兵衛事半平
(印)､譲請主渡辺定次郎事佐兵衛(印)外2名→愛知県令安
場保和殿

明治10年8月20日 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

61-3

家作建物譲渡届(渡辺半兵衛隠居につき相生町旧3丁
目9番地新38番～41番屋敷佐兵衛へ譲渡)　第1区相
生町旧3丁目9番地新41番屋敷譲渡人商渡辺佐兵衛事半平
(印)外3名→愛知県令安場保和殿

明治10年8月20日 半･1冊<4丁墨> /
(黒色罫紙)/(下
札あり)

61-6

家作建物譲渡届(渡辺半兵衛隠居につき相生町旧3丁
目24番地新160番･229番･230番屋敷佐兵衛へ譲渡､
県採択旨朱印あり)　第1区相生町旧3丁目9番地新41番
屋敷譲渡人商渡辺佐兵衛事半平(印)外3名→愛知県令安
場保和殿

明治10年8月20日 半･1冊<3丁墨>/
(黒色罫紙)/(下
札あり)

61-7

家作建物譲渡證券(渡辺半兵衛隠居につき相生町旧3
丁目9番地新38番～41番屋敷佐兵衛へ譲渡)　譲渡
人渡辺佐兵衛事半平(印)外2名/(奥印)戸谷庄七(印)/(奥
印)第1区副戸長尾崎吉従(印)→渡辺佐兵衛殿

明治10年8月23日 竪継紙･1通 61-1

明治十年八月廿三日譲渡第一区相生町旧三丁目九番
地新三十八番ヨリ四十壱番迄屋敷建物　愛知県第1
区相生町旧3丁目9番地新41番屋敷住建物持主渡辺佐兵衛
事半平(印)→渡辺佐兵衛殿

明治10年8月23日譲渡 竪紙･1通/(一部
木版)

61-2

家作建物譲渡證券(渡辺半兵衛隠居につき相生町旧3
丁目24番地･新163番･229番･230番書入屋敷佐兵衛
へ譲渡)　譲渡人渡辺佐兵衛事半平(印)親類惣代中野弥
一郎(印)外1名/(奥印)戸谷庄七(印)･第1区副戸長尾崎吉
従(印)→渡辺佐兵衛殿

明治10年8月23日 竪継紙･1通 61-4

明治十年八月廿三日譲渡第一区相生町旧三丁目廿四
番地新百六拾番･弐百二拾九番･弐百三拾番屋敷(朱
書｢第七百三拾九号｣)　愛知県第1区相生町旧3丁目9番
地新41番屋敷住居建物持主渡辺佐兵衛事半平(印)→渡辺
佐兵衛殿

明治10年8月23日譲渡 竪紙･1通/(木版) 61-5

家作建物譲渡届(渡辺半兵衛隠居につき相生町旧3丁
目8番地新37番屋敷佐兵衛へ譲渡)　譲渡人商渡辺
(傍注)｢佐兵衛事｣半平(印)外2名/(奥印)第1区副戸長尾
崎吉従(印)→渡辺佐兵衛殿

明治10年8月23日 竪紙･1通 61-8

(相生町旧3丁目8番地新新37番屋敷建物図面)　愛知
県第1区相生町旧3丁目9番地新41番屋敷住居建物持主渡
辺佐兵衛事半平(印)→渡辺佐兵衛殿

明治10年8月23日譲渡 竪紙･1通/(木版) 61-9

(西春日井郡杉村内屋敷宅地売却のところ渡辺嘉一幼
少につき三浦湛後見人証明願綴)　(名古屋主税町80
番地後見人三浦湛)→(名古屋市長中村修殿)

(明治23年4月12日) 竪紙･2点一綴<2
丁墨> / (青色罫
紙)

62-13
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(次男貞治の廃嫡･養子の件聞届けにつき通知)　愛知
県名古屋市長志水直(印)→名古屋市相生町44番戸平民渡
辺佐兵衛

明治31年7月12日 竪紙･1通/(桃色
罫紙)/ (一部木
版)

62-15

戸第八四九号(伊藤鋤三郎の廃家･復籍願を了承の旨
通知)　愛知県名古屋市長志水直(印)→名古屋市相生町
44番戸伊藤鋤三郎

明治31年11月 竪紙･1通/(｢愛知

県名古屋市役所｣
罫紙)

62-8

(跡相続本家庄兵衛へ譲り遣わし候につき書状)　友
二郎･秀三･りつ母･平吉→十兵衛･庄兵衛･御組合衆

10月27日 横切紙･1通 28-125

一札之事(甚兵衛死去にて屋敷地ほか売渡につき書
状)　さのや佐兵衛→友二郎殿･秀吉殿/(奥書)友二郎･秀
吉･同人母･平吉→さのとの

横切紙･1通 28-475

(友二郎屋敷地譲渡の請書下書) 横切紙･1通 28-743

隠居家督願(老衰のため隠居につき鉄三郎へ家督願)
　(尾張国愛知郡萱屋町旧1番屋敷新2番屋敷商味噌醤油渡

世先代清六)中村次郎吉外2名

竪紙･1通/(黒色
罫紙)

62-7

5.3.2.家訓
(掟書四通入につき書付)　渡辺晋盈(印) 天保15年甲辰2月25日 横切紙･1通 28-485

父佐兵衛掟手(写､一子相伝の家訓)　渡辺佐兵衛至光
(印)､倅同定治郎晋盈(印)

天保15年甲辰2月下旬 横切継紙･1通 28-235

父佐兵衛掟書也(掟書之本書ハ御本家ニ有)　渡辺佐兵
衛(印)､同定治郎晋盈(印)書之

天保15年甲辰仲春中
旬ニ写之

横切継紙･1通 28-563

5.3.3.諸動向
証(渡辺貞治殿との一件内済につき仲裁者へ誓書)　

高橋ギカ(印墨消)→荒川清九郎殿
明治44年2月 竪紙･1通/(青色

罫紙)
68-12

覚(貴殿娘八十送り一札請取につき)　新町町代(印)→
佐野屋佐兵衛殿

未2月 竪切紙･1通 28-513

(包紙)｢嘉一様　敬参五帖｣　(印文｢愛知県下尾張国名
古屋区東鐘木町廿六番屋敷松枝杏三｣)

7月15日 包紙･1点 28-496-1

(白紙) 小切紙･1通 28-496-2

5.3.4.書状
(ご機嫌伺い等につき書状)　愛知縣名古屋相生町9番地

渡辺佐兵衛内すず→奈良北天満町福井様
明治12年1月21日 横切紙･1通/(№

28-514は4点紙縒
紐一括)

28-514-4

(写真にてご機嫌伺い等につき書状)　すず→祖母様 酉1月15日 横切継紙･1通/(№
28-514は4点紙縒
紐一括)

28-514-1

(写真にてご機嫌伺い等につき書状)　すず→祖母様 酉1月15日 横切継紙･1通/(№
28-514は4点紙縒
紐一括)

28-514-2

(写真にてご機嫌伺い等につき書状)　すず→祖母様 酉1月15日 横切継紙･1通/(№
28-514は4点紙縒
紐一括)

28-514-3

(長男の徴兵の件戸籍掛りへ内聞につき書状)　小川
→児玉様

3月8日 横切紙･1通 28-173

(東京へ出立につき近況日記)　佐兵衛→母上様 4月8日 横切継紙･1通 28-617

(商業廃止次第などにつき通知状)　渡辺→渡辺左兵衛
様

4月11日 横切継紙･ 1通/
(赤色罫紙)

28-576

(奈良福井行の手紙受渡し願につき書状)　嘉三郎→お
姉様

4月19日 横切紙･1通 28-172
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(安産まで尊家へお預り願いたく書状) 8月8日 横切継紙･1通 28-24

(庄八店へ贈呈の半切の割合調べ願につき書状)　嘉
三郎→御姉殿

12月19日 横切紙･1通 28-128

(明治37年岡本善七店東京支店に入店につき生活勤務
など近況報告の書状)　日本橋区兜町六番地岡本善七
殿支店ニテ渡辺鍬三郎→渡辺佐兵衛様

竪紙･3通/(青色
罫紙)

28-75

(生活困難にて援助願につき書状) 横切継紙･1通/(後
欠)

28-616

5.4.冠婚葬祭
5.4.1.祝事

慶事小遣覚 明治7年8月 横長半･1冊<4丁
墨>

23-5

慶事諸用留(熊田家との婚礼記) 明治7年8月 横長半･1冊<16丁
墨>

23-4

慶事到来物記 明治7年11月11日 横長半･1冊<11丁
墨>

23-6

到来[　　　　](婚礼祝儀物到来品覚帳)　渡辺佐兵衛 明治10年丁丑 横長半･1冊<5丁
墨>/(表紙欠損)

23-9

縁組届(父半平四女かつ中野清三郎との縁組届) 明治13年12月24日 竪紙･1通/(黒色
罫紙)/(№60は紐
一綴)

60-8

おりやう慶事小遣帳 明治17年6月 横長半･1冊<5丁
墨>

23-8

嘉寿帳(絞粕書付記)　尾張国名古屋区相生町17番地第
14671号渡辺ツナ

明治18年中 横長半･1冊<5丁
墨>

23-7

慶事條仮記(結納) 明治28年乙未11月3日 横長半･1冊<4丁
墨>

23-10

おしの安産到来物覚 (28日～30日) 横長半･1冊<3丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-110

諸道具目録(掛物･釜･徳利など婚礼諸品目録)　百花園 横長半･1冊<4丁
墨>

12

(婚礼祝儀品目録) 横長美･1冊<3丁
墨>/(綴じ紐部破
損)

23-16

記(婚礼祝儀品目録) 横長美･1冊<3丁
墨>

23-18

小目録(三ッ組盆1箱など婚礼品書出) 横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-114

慶事到来品記 横長半･1冊<3丁
墨>

23-13

(慶事･恵比寿講･祇園など諸品入用記) 横半半･1冊<80丁
墨>

23-14

(扇荒川清兵衛様､御祝儀など書付) 横切継紙･1通 28-484

目録(婚礼祝儀品目録) 横長美･1冊<3丁
墨>

23-15

小目録(婚礼祝儀品目録) 横長美･1冊<3丁
墨>

23-17

(婚礼次第書､断簡) 折紙･4通/(№46
は紐一括)/(帳は
ずれ､あるいは前
後欠カ)

46-92
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5.4.2.仏事
釋指月居士悔名前帳(香典帳) 文久3年癸亥4月27日 横長半･1冊<5丁

墨>
23-1

仏前江備到来物覚 明治11年6月5日 横長半･1冊<4丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-111

釋晋敬信士不幸諸事留(葬儀出席者など書付)　渡辺
扣

明治34年辛丑6月16日 横長半･1冊<7丁
墨>

23-11

不幸買物帳(葬儀諸事支払帳)　名古屋市相生町佐野屋
商店

明治39年11月 横長半･1冊<4丁
墨>

23-12

覚(金5両受納)　法蔵寺納所(印)→佐のや佐兵衛様 丑11月20日 横切紙･1通 28-698

(先祖七周忌法事相談につき書状)　清兵衛→善七様 3月4日 横切紙･1通 28-120

(香両居士法回御勤の御礼などにつき書状)　奥田五郎
→渡辺佐兵衛様

5月10日 横切継紙･1通 28-611

記(渡辺正三郎様金10銭他法事につき香儀受納)　養
念寺納所→渡辺佐兵衛様

6月5日 横切継紙･1通 28-341

覚(袖泡童子一周忌につき御仏供米受納)　養念寺納所
→佐野屋佐兵衛様

9月12日 小切継紙･1通 28-643

覚(祥月につき御供米など納付及び通夜日時通知の旨
書状)　法蔵寺納所(印)→佐の屋渡辺佐兵衛様御使中

11月10日 横切紙･1通 28-533

覚(葬祭料など金銭請取)　法蔵寺納所(印)→佐野屋佐兵
衛様御居衆中

霜月17日 横切継紙･1通 28-528

覚(御葬式の御布施金150疋･青銅30疋受取)　開源寺→
渡辺佐兵衛様御支配中

11月18日 竪紙･1通 28-447

記(葬式志受取)　宮圓寺→さのや佐兵衛様 11月18日 小切継紙･1通 28-702

(法事につき養念寺へ参詣依頼状)　中村太郎吉→渡辺
佐兵衛様･渡辺御後室様

11月19日 小切紙･1通 28-77

(養念寺法事参詣者･献立書立) 5日木曜日 横折紙･1通/(№
46は紐一括)

46-82

(養念寺様･渡辺正三郎様など寺院･人名書上) 横折紙･1通 28-36

(伝馬町幸八ほか正敬寺埋葬者戒名書立) 小切紙･1通 28-110

(幸八縁者戒名書立) 小切紙･1通 28-111

覚(佐野屋与右衛門様金50疋他香典書上) 横切紙･1通 28-345

覚(人別香典料書上) 横切継紙･1通 28-632

(人別香典料書上) 横切継紙･1通/(前
欠)

28-642

(葬儀行列次第図) 横切継紙･1通 28-677

(葬儀行列次第図) 横切継紙･1通 28-678

(献立表) 横折紙･1通/(№
46は紐一括)

46-81

御所持之もの覚(御湯かん･仏前御伽之ものなど葬儀
関係者書出)

横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-116

5.5.教育教養
5.5.1.学校

(渡辺りやう小学校入校願)　右(渡辺りやう)父渡辺佐
兵衛

明治8年1月13日 竪紙･1通/(黒色
罫紙)

74-7
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入学願(渡部貞治入学願下書)　右(本籍名古屋市相生町
44番戸寄留名古屋市主税町80番戸平民商渡辺佐兵衛長男
渡辺貞治)父(渡辺佐兵衛)

明治21年8月11日 竪紙･1通/(青色
罫紙)

69-1

入学願(渡辺貞治名古屋市棣棠尋常小学校入学願)　
右(名古屋市主税町80番戸渡辺貞治)父渡辺佐兵衛印→名
古屋市棣棠尋常小学校長吉田光三郎殿

明治31年3月11日 竪帳･1通/(活版) 69-25

(坂上学校定期試験参観通知依頼状)　月添(印文｢田
宮｣)→神谷伝右衛門殿･渡辺佐兵衛殿

4月29日 竪切紙･1通 28-548

5.5.2.教養
図解帳(和算問題)　渡辺定治郎 天保13壬寅年12月11日

出来
横長半･1冊<16丁
墨>

44

胼(詠歌)　渡辺鋤三郎 明治3年庚午仲秋日 半･1冊<8丁墨> 27-1

祝(和歌詠草) 明治10年5月15日 竪紙･1通 68-6

(相生町参殿時に詠んだ歌) (明治11年)8月21日 竪切紙･1通/(№
28-3は15冊紐一
括)

28-3-12

東田道具売上記(茶道具売上帳)　渡辺氏 明治11年戊寅 小半･1冊<3丁墨>
/(罫紙)

5

御通(諸品代金支払帳)　名古屋東橘町山田屋鎌吉→渡辺
鋤三郎様

明治30年 横半半折･1冊<5
丁墨>/(No.2は9冊
紐一括)

2-8

(答書)　鉄→渡辺若様 3月10日 小切紙･1通 28-200

(封筒､和歌関係)　富方(印文｢石黒陸介｣)→さのや様御
産者様

4月28日 封筒･1点 27-11

(封筒､和歌関係)　寸副(印)→佐野屋佐兵衛様 5月5日 封筒･1点 27-12

(封筒､和歌関係)　前副(印文｢石黒陸介｣)→佐野屋様御
内方

7月5日 封筒･1点 27-10

(封筒､和歌関係)　方副(印文｢石黒陸介｣)→佐野屋様 8月23日 封筒･1点 27-9

(前句付などの件につき書状)　信正→忠継雅兄 8月25日 横切継紙･1通 28-144

(立春に関する俳諧) 横折紙･1通 28-28

(俳句､｢草の餅｣など7首)　→青山大宗匠 横切紙･1通 28-238

庭上白鶴別(和歌詠草2首) 小切継紙･1通 28-191

(和歌詠草2首｢氷停｣)　→晋敬 横折紙･1通 27-3

(和歌詠草) 横折紙･1通 27-4

(和歌詠草2首｢夕雪｣｢名所雪｣) 横折紙･1通 27-5

(和歌詠草5首｢首夏｣｢時鳥｣) 横折紙･1通 27-6

(和歌詠草2首､付添削)　→かよし 横折紙･1通 27-7

(和歌詠草2首｢元日｣)　→定次 横折紙･1通 27-8

([冬床｣他和歌詠草3首､付添削)　→晋敬 横折紙･1通 27-13

夜時雨(和歌詠草)　元行 横切紙･1通 28-118

(漢詩) 横切紙･1通 28-138

(漢詩､五言絶句) 横切紙･1通 28-139

久田耕甫好図　東月堂 半･1冊<9丁墨> 27-2

(詩文草案｢四海浪静に｣) 竪紙･1通 28-675

(拝生飛之楚) 小切紙･1通 28-189-1
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唐土歴代之覚(中国歴代王朝書上) 横切紙･1通 28-558

5.5.3.諸芸能
初日四月十三日竪杉町於加藤邸故呉清追吉善能組(能

演目､付14日能組)
4月13日～14日 横折紙･1通 69-23

四月二十二日能組(大野での能演目など) 4月22日 横折紙･1通/(一
部木版)

69-22

五月一日能組(大野での能演目など) 5月1日 横切紙･1通/(一
部木版)

69-17

初日十月十三日竪杉町於加藤邸故呉清追吉善能組(能
演目､付14日能組)

10月13日～14日 横折紙･1通 69-24

(能土日定めにつき口上覚)　大野→庄五郎様､定次郎様 11月2日 横切紙･1通 28-20

(能開催につき諸道具など覚書) 横切紙･1通 28-268

着類記(狂言関係) 横長半･1冊<2丁
墨>/(前欠カ)

27-14

鳴子(狂言) 横切半半折･1冊
<6丁墨>

27-15

ふみ荷　全(狂言) 半･1冊<12丁墨> 27-16

(狂言1円･装束料2円ほか代金書上) 横切紙･1通 28-500

5.6.家計
5.6.1.買物

丙申改地元繭･長生草おほえ(盆栽売買記) (天保7年) 横長半･1冊<6丁
墨>

16

記(品代金3円23銭余請取)　河内屋文左衛門(印)→渡辺
定様

(明治)12年6月(28日) 竪紙･1通 68-1

記(茶上田嶋･唐綸子ほか代金71銭受取)　扇屋佐右衛
門→佐野屋佐兵衛様

(明治)15年8月 横切継紙･1通 28-481

記(花瓶1口6円10銭受取)　柴里堂忠三郎(印文｢名古屋鍋
屋加藤｣)→青山新七

明治15年12月 小切継紙･1通 28-704

記(綿代金受取)　大喜楼→相生町佐の屋佐兵衛様 (明治)20年6月 竪紙･1通 28-450

御料理御肴通(代金支払帳)　→相生町渡辺様 明治31年戊戌 横半半折･1冊<8
丁>/(No.2は9冊紐
一括)

2-9

記(品代･人力車代2円3銭受取)　河内屋文左衛門→渡辺
定様

子6月 竪紙･1通 28-477

記(御酒正坪ほか代金請取)　近江屋周吉→佐野屋佐兵
衛様､若御旦那様

子6月 竪紙･1通 28-511

覚(酒さのや様金2両遣し) 丑5月23日 横切紙･1通 28-342

覚(品代24両受取)　たからや佐兵衛→佐のや佐兵衛様 丑11月22日 小切紙･1通 28-696

覚(品代5貫文余受取)　三竹屋長左衛門→佐野屋佐兵衛
様

丑11月28日 横切継紙･1通 28-636

記(澤原別工など代金勘定)　山城屋店 寅盆 小切紙･1通/(付
札あり)

28-275

記(杉代金仕切)　八なや佐兵衛→佐野や佐兵衛様 寅11月 小切紙･1通 28-155

記(21年分品代金3書上)　さのやつな→樋口安蔵様 卯2月 小切紙･1通 28-403

記(三木16俵代金受取)　大の屋増兵衛→中嶋や太七様 卯3月29日 小切紙･1通/(№
28-541は2点紙縒
紐一括)

28-541-1
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記(賃金ほか請取)　川喜(名古屋長島町河内屋喜八)→渡
辺様

卯6月 横切紙･1通 28-519

記(食庭塩代金10円受取)　三地屋喜平次(印)→斉田庄八
様

卯11月22日 小切紙･1通 28-746

覚(けわたなど代金勘定)　新七 巳3月 横切紙･1通 28-458

(佐野屋佐兵衛分絹織物書上)　大丸屋惣四郎→佐野屋
與兵衛様迄

巳5月 横切継紙･1通 28-721

記(金銭勘定書､〆16円)　見崎屋重太郎･幸七(印)→渡辺
おつな様

巳6月 小切継紙･1通 28-728

覚(本縮羽一重など金銭書上)　大掛屋松助→佐野屋佐
兵衛様

巳9月12日 横切紙･1通 28-730

覚(戸はり代金など受取)　指物屋源兵衛→佐野屋清兵衛
様

巳11月29日 横切紙･1通 28-699

覚(織物代金受取)　織田屋文助→渡辺佐兵衛様 巳霜月晦日 横切紙･1通 28-700

覚(白ふさ代金受取)　山形や平助→佐兵衛様 巳11月 小切紙･1通 28-241

覚(品代金受取)　さし源→佐野屋清兵衛様 巳12月 小切紙･1通 28-538

覚(棹直し代金など勘定書上)　井沢屋専助→佐野様 午1月28日 横切継紙･1通/(後
欠)

28-738

覚(わん代金2朱受取)　けの屋小三郎→佐野屋佐兵衛様 午2月11日 小切継紙･1通/(№
28-673は5点紐一
括)

28-673-1

覚(白金代金受取)　三井甚左衛門(印文｢名古屋鉄砲塚｣)→
佐野屋佐兵衛様

午2月18日 横切紙･1通 28-685

覚(髪結など代金受取)　鏡屋平兵衛→佐野屋清兵衛様 午2月 横切継紙･1通 28-298

覚(長袴など代金勘定)　成田屋元助→佐野屋佐兵衛様 午3月 横切紙･1通 28-296

覚(キス大丹など代金書上)　宇野屋菊次郎→渡辺佐兵
衛様

午3月 横切継紙･1通 28-735

覚(金銭受取)　かさや平兵衛→佐野屋清兵衛様 午4月 横切紙･1通 28-297

覚(笹喜分など勘定書上)　山本→さの屋佐兵衛 午8月 横切継紙･1通/(貼
紙あり)

28-722

記(下駄9足手間代ほか受取)　山雲屋藤三郎→渡辺佐兵
衛様

午12月 横継切紙･1通 28-459

記(酒代金など12円余請取)　河内屋庄助(印)→渡辺佐
兵衛様

午12月 横切継紙･1通 28-598

記(氷ほか代金1円余受取)　井政→佐の屋定様 午12月 横切継紙･1通 28-601

覚(雑用薪代金他書上) 壬申8月 横切継紙･1通 28-394

覚(枕5ツ他代金書上)　綿屋勘兵衛→佐野屋佐兵衛様 酉7月朔日 小切紙･1通/(№28-
399は3点紙紐一
括)

28-399-1

覚(米搗代金など書上) 小切紙･1通 28-726

(代金受取)　*№28－726の後半部分か　巴屋勘七→佐野
屋佐兵衛様

酉11月29日 小切紙･1通 28-727

覚(藍一文字など代金請取)　成文堂(印文｢尾張書籍｣)→
佐野屋様

亥12月12日 横切継紙･1通 28-532

覚(10匁代金受取)　笹屋惣七 1月2日 横切継紙･1通/(後
欠)

28-725

覚(満の汐見3冊代金受取)　本間清六(印文｢名古屋善林
山本伊｣)→佐野屋佐兵衛様

2月1日 横切継紙･1通 28-705

覚(筋光など代金受取)　柏屋庄八→上 2月5日 小切継紙･1通 28-300

覚(水引など代金8匁余受取)　かしわ屋正二→上 2月5日 小切継紙･1通 28-631
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覚(上刀1丁ほか代金1両余受取)　(尾張名古屋本町)笹
屋惣助(印)→佐野屋佐兵衛様

2月5日 横切継紙･1通 28-719

覚(扇子12本･色紙4ツ他代金受取)　大黒屋源兵衛→銭
新様

2月6日 横切紙･1通 28-483

覚(都島など代金受取)　藤五郎→佐野屋様 2月10日 横切継紙･1通 28-706

覚(金焼下に付かんさし3本代金60匁6分他受取)　柏
屋庄八→佐野屋佐兵衛様

2月11日 横切紙･1通 28-412

覚(染物代金受取)　松崎屋伝六→佐野屋佐兵衛様 2月11日 小切紙･1通 28-688

覚(手拭など代金受取)　大ひしや松太郎→上 2月11日 横切継紙･1通 28-689

覚(打ひも代金受取)　柏屋庄八→佐野屋様 2月11日 小切紙･1通 28-707

覚(品代金1貫250文受取)　くまのや小三郎→佐野屋様 2月18日 小切紙･1通 28-410

覚(竹代金ほか勘定)　石ウす清兵衛→佐野屋佐兵衛様 2月晦日 小切紙･1通 28-630

記(京物4半など代金2円48銭皆済)　河内屋喜八 2月 横切継紙･1通 28-469

覚(白4袋指ほか〆165匁代金6匁6分書上)　よし田 2月 小切紙･1通 28-498

覚(金31両余受取)　鏡屋平兵衛→佐野屋清右衛門様 2月 小切継紙･1通 28-749

(傘代金受取)　名古屋本町通伝馬町下ル(玉屋町)金屋庄
三郎(印)→佐野屋さま

3月16日 竪紙･1通/(木版) 28-432

記(玉子代金ほか2円40銭5厘受取)　清兵衛→上 3月21日 横切紙･1通 28-422

記(晒代金3円80銭5厘にて皆済)　因竹右衛門→渡辺佐
兵衛様

3月25日 横切紙･1通 28-455

記(御酒ほか代金2円15銭受取)　清兵衛→上 3月26日 横切紙･1通 28-428

記(唐紙わし物30銭書上)　春近屋坪井→佐野屋様 3月31日 小切紙･1通 28-491

キ(品代金勘定)　(印文)｢竹皮商名古屋市西区小鳥町44番
中尾音七｣→佐野屋さま

4月7日 小切紙･1通 28-302

記(さしミ他代金1円69銭5厘受取書)　(新廓若宮)清々
楼→定様

4月8日 横切継紙･1通 28-313

覚(鍄代金勘定)　美濃屋甚助→新蔵様 4月11日 小切紙･1通 28-690

覚(金2両受取)　表くや→佐野や様 4月24日 小切紙･1通 28-734

覚(ふとん他代金5円20銭8厘書上)　(印文)｢新守座前茶
屋相生｣→河喜善様

4月28日 小切紙･1通 28-312

記(手間賃など請取)　広セ(印文｢白地軒｣)→佐野屋佐兵
衛様

4月30日 小切紙･1通 28-260

記(大46人ほか計178円10銭書上)　桶甚→佐野屋様 4月30日 横切紙･1通 28-482

覚(茶碗など代金勘定)　宇治屋菊治郎→渡辺佐兵衛様 5月7日 小切継紙･1通 28-691

覚(女帯地ほか品物送付)　半兵衛→佐野佐様(佐野屋佐
兵衛)

5月20日 横切継紙･1通/(№
28-673は5点紐一
括)

28-673-3

記(大繭など代金受取)　川喜(印文｢河内屋喜八｣)→渡辺
定様

5月 横切紙･1通 28-311

(八百屋代金など受取記) (6月5日～8日) 横長半･1冊<2丁墨>
/(№46は紐一括)

46-35

記(フナ代金ほか勘定)　七のや→渡辺様 6月31日 小切継紙･1通 28-454

記(大黒屋5本など品代受取)　川喜(名古屋長嶋町河内
屋喜八)→佐野屋定様

6月 横切継紙･1通 28-287

記(御酒代金ほか1円96銭受取)　井政(井桁屋政吉)→御
客様

6月 横切継紙･1通 28-423

覚(櫛など代金受取)　(名古屋門前町)呉竹(印)→上 7月2日 小切紙･1通 28-301
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覚(盆栽楊枝ちりめん2本立1鉢代金受取)　植木屋佐造
(印文｢志版味佐蔵｣)･甚右衛門→南彦様

閏7月12日 小切継紙･1通 28-456

記(しき2銭他代金77銭請取)　(印文)｢新守座前茶屋米
つる｣→佐野屋様

7月17日 横切紙･1通 28-335

記(鉄など量書立)　中川→上 8月2日 横切紙･1通 28-274

記(代金24円受取書)　(印文)｢大嘉新廓常磐町旭棲｣→上 8月2日 小切紙･1通 28-404

覚(菜盛わん代金勘定)　春伊→塗師庄七様 8月4日 小切継紙･1通 28-744

記(波文練1円60銭受取)　美濃屋伊助(印)→佐野佐様(佐
野屋佐兵衛)

8月6日 横切紙･1通 28-424

記(てつじかし金62銭受取)　中川→上 8月6日 横切継紙･1通 28-465

記(酒代1円余)　(印文｢中茶屋｣) (8月10日) 小札･1点 68-19

覚(扇子台代金など受取)　ひものや吉兵衛→佐野屋様 8月13日 小切継紙･1通 28-657

記(木綿代内金1円余受取)　成岩屋弥一郎→佐の屋佐兵
衛様

8月26日 横切紙･1通/(№28-
3は15冊紐一括)

28-3-13

口上(青畳送り状)　新右衛門→佐兵衛様 9月5日 小切紙･1通 28-165

(箱炭櫃ほか届方等につき書状)　山本屋佐兵衛→渡辺
佐兵衛様

9月13日 横切継紙･1通 28-683

覚(たんすなど代金勘定)　いづミや久七 9月17日 横切紙･1通/(№28-
112は13通紐一括)

28-112-11

覚(小袴など着物代金勘定)　伊兵衛→佐野屋様 9月18日 横切継紙･1通/(№
28-112は13通紐一
括)

28-112-5

覚(金50疋ほか受納)　養念寺納所→佐野屋佐兵衛様 9月19日 小切紙･1通 28-741

記(晒代30反代金)　→佐野屋様 9月28日 小切紙･1通 28-276

請求書(小浪之ワケタン代金受取)　(印文)｢古銅鉄諸機
械類製成原料売買商　名古屋市中区相生町3丁目12林篤
三郎｣→佐兵衛様

9月30日 小切紙･1通 28-537

口上(品代金支払願)　米物屋(伊兵衛)→(さのや)佐兵衛
様

菊月 横切紙･1通/(№
28-112は13通紐一
括)

28-112-8

覚(吸物わんなど代金勘定)　はや藤七→さのや庄七様 10月3日 横切紙･1通/(№
28-112は13通紐一
括)

28-112-12

記(杉ノたん巻1本65銭請取)　(尾州本町6丁目有職調進
町)新七→佐野様

10月14日 小切紙･1通 28-408

記(白南京21人前90銭受取)　伊奈屋円兵衛→佐野屋様 10月14日 小切紙･1通/(青色
罫紙)

28-420

覚(さかな他代金1円4銭2厘書上)　三朝楼→上 10月 小切紙･1通 28-478

(付箋) 11月1日 小切紙･1通 28-339

覚(金2両余受取)　取次幸七→佐野屋佐兵衛様 11月7日 小切紙･1通 28-718

覚(吸物膳等購入案内状)　品野屋彦左衛門→佐野佐様
(佐野屋佐兵衛)

11月8日 小切紙･1通 28-507

覚(品代請取)　石磨清兵衛(印)→佐の屋佐兵衛様 11月12日 横切継紙･1通 28-629

(注文かけ物仕入などにつき書状)　佐の佐(佐野屋佐兵
衛)→キヨス山城屋半平様

11月13日 横切紙･1通 28-146

記(大嶋竹代金受取)　八百宇(印文｢大曽根｣)→上 11月16日 横切紙･1通 28-628

記(白味噌代金受取)　三長(印文｢名古屋相生町三井長右
衛門｣)→さの屋さ兵衛様

11月16日 小切紙･1通 28-697

記(柾杓1本代金受取)　名古屋門前町七ツ番地角桝屋儀
三郎→浅野善七様

11月19日 小切紙･1通/(一
部木版)

28-654
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(女帷子など代金案内状)　小舟丁→相生町様 11月20日 横切継紙･1通 28-271

記(若菜など代金82銭受取)　清兵衛→上 11月21日 横切紙･1通 28-419

覚(11月17日258文請取)　中嶋屋甚右衛門→佐の屋佐兵
衛様

11月22日 小切紙･1通 28-473

覚(白砂糖代金受取)　おかしや長兵衛→佐野屋佐兵衛様 11月22日 小切紙･1通 28-493

覚(干菓子など返礼状)　津嶋屋徭兵衛→佐野屋佐兵衛様 11月22日 小切紙･1通 28-703

覚(髷物など小間物代金請取)　芝立長右衛門(印文｢名
古屋赤塚町｣)→佐野屋佐兵衛様

11月25日 小切紙･1通 28-142

覚(絹糸36文他代金1貫330文受取)　萬屋久助→さのや
佐兵衛様

11月28日 横切紙･1通 28-344

覚(損料代金受取)　綿屋勘兵衛→佐野屋佐兵衛様 11月29日 小切継紙･1通 28-724

覚(とうふなど代金31匁5分受取につき)　葛本屋清八
→佐の屋様

11月 横切継紙･1通 28-41

記(御酒他代金60銭受取)　(新廓若宮)清々楼→上 12月 横切紙･1通 28-314

覚(白砂糖代金受取)　丸や庄兵衛→佐野屋佐兵衛様 12月 小切継紙･1通 28-723

覚(御湯代金受取)　子源→上 1日 横切紙･1通 28-441

(着物の寸法伺いなどにつき書状)　善七→佐兵衛様 8日 横切継紙･1通 28-739

記(御酒ほか料理代金1円90銭受取)　掛元→上 21日 横切継紙･1通 28-444

(羽織など太郎吉･佐野屋持分の代金書立) 横切継紙･1通 28-289

覚(茶碗など金銭書上)　宇治屋菊次郎→渡辺佐兵衛様 横切紙･1通 28-732

(大吉物拵代金など支払書)　渡辺正三郎→定次君 横切紙･1通 28-76

覚(吸物差など数量書立) 横切紙･1通/(№
28-112は13通紐一
括)

28-112-3

覚(茶箱など品物書立) 小切紙･1通/(№
28-112は13通紐一
括)

28-112-6

覚(品代金書立)　三兵衛→さのや様 小切紙･1通/(№
28-112は13通紐一
括)

28-112-7

覚(仙台平袴など着物数書立) 横折紙･1通/(№
28-112は13通紐一
括)

28-112-10

別段口上申上候(衣類口･大小口の口返納方伺につき)
　中根→佐兵衛様

横切紙･1通 28-219

記(色紙など雑貨代金書立) 横切継紙･1通 28-259

覚(人名･献立書上) 横切紙･1通/(付
箋挿入)

28-338

覚(品代金書上) 小切紙･1通 28-378

覚(品代金書上) 横切紙･1通 28-379

(品代金書上) 小切紙･1通 28-383

記(小鯛他代金10円67銭6厘5毛書上) 横切継紙･1通 28-415

覚(先切袋仕立代金ほか11両7分勘定) 横切紙･1通 28-417

(加密列1両ほか書上) 横切紙･1通 28-492

覚(上綿ほか代金書上) 横切継紙･1通 28-503

(諸品勘定書) 横切継紙･1通 28-504

覚(たくわんなど諸品書立) 横折紙･1通 28-540
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(米代金21円余受取)　松な屋→中嶋や様 小切紙･1通/(№28-
541は2点紙縒紐
一括)/(前欠カ)

28-541-2

覚(某品10本勘定書)　石町 小切継紙･1通 28-687

(こより) こより･1点 28-708

證(金2円余書上､紙背に金銭書上あり) 小切紙･1通/(№28-
711は3点紙紐一
括)

28-711-2

(利足金勘定につき書上)　→新蔵様 小切紙･1通/(№28-
711は3点紙紐一
括)

28-711-3

覚(金銭人別勘定書上) 横切継紙･1通 28-712

覚(人名書立) 横切継紙･1通 28-716

(品物･金銭書上) 横折紙･1通 28-729

御献立 横切継紙･1通 28-731

(ふち高など代金書上) 小切紙･1通 28-733

覚(紙代金ほか6両勘定書上) 横切継紙･1通/(後
欠)

28-737

(諸品買物決済帳)　→玉水屋丈助様 横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-13

小遣覚(豆腐他諸品買入帳) 横長半･1冊<3丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-28

(金銭75銭余書出)　(印文｢八代久愛知公園松浦屋｣) 小札･1点 68-20

5.6.2.支払
記(人力代金など諸品受取書)　川喜(河内屋喜八)→渡

辺佐兵衛様
(明治)15年12月 横長半･1冊<3丁

墨>/(№46は紐一
括)

46-29

証(御酒代金ほか3円余受取)　八尾善→(宛名部墨消) (明治)18年6月 横折紙･1通/(№
46は紐一括)

46-79

証(御酒代金ほか4円余受取)　愛知縣名古屋区長者町3
丁目八尾善(印)→(宛名部墨消)

(明治)18年12月 横折紙･1通/(№
46は紐一括)

46-78

覚(酒など代金受取)　河内屋庄助→渡辺定様 子3月30日 横切紙･1通 28-270

記(御酒･妓など代金請取)　河内屋文左衛門(名古屋)→
渡辺定様

丑6月 竪継紙･1通 28-520

表具師初二郎金子覚(家賃･親法事など出金覚共) (丑9月～卯7月3日) 横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)/(貼紙あり)

46-36

記(酒代他諸品代受取書)　河内屋弥助→佐野屋定様 丑12月　 横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-16

記(人力代金など諸品受取書)　河内屋喜八(印文｢河内
屋｣)→渡辺佐兵衛様

寅年6月 横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-30

記(人力代金など諸品代受取書)　河内屋喜八→渡辺佐
兵衛様

寅12月 横長半･1冊<2丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-21

記(酒代など受取)　河内屋弥助→佐野屋佐兵衛様 卯6月 横切継紙･1通 28-294

記(酒肴など代金受取)　川喜(河内屋喜八)→渡辺様 卯6月 横切継紙･1通 28-308

記(人力代金など諸品受取書)　河内屋喜八→渡辺佐兵
衛様

卯6月 横長半･1冊<3丁
墨>/(№46は紐一
括)

46-22
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