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(神戸分調達金差し引き書付) 札･1点 い912-3-18

覚(享保20年からの御借上金差引勘定金224両余
につき)

(近世)丑5月 小切継紙･1通 い1191-15

　名古屋町屋敷経営
　家賃請取
盆前分寅年家賃之覚(下町･五条町･子船町他〆53
両2分余につき)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1192-4

子年家ちん覚(下町･万町･五条町など〆61両2分
余につき)

(近世) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1192-5

　下材木町
(下材木町絵図) 23.7×34.0･1鋪/(い

780-4-1巻込一括)
い780-4-1-1

当日之千代倉へ見せ候　下材木丁かこ丁屋敷□
扣　寛保元酉十月廿七日堤久助へ遣

寛保元年酉10月27日 包紙･1点/(い780-4-1
入､反故紙)

い780-4-0-2

　五条町
覚(垣石･柱石代受取書)　大舟町甚四郎→五条町庄

兵衛殿
(近世)辰12月12日 横切継紙･1通 い925-9

　正万寺町
一札(正万寺町1丁目･2丁目家屋敷持分譲状､下
書)

切継紙･1通 い1106

　車町
覚(町内掛り物割合受取書)　車町善蔵→元材木町

犬山屋様
(近世)亥極月29日 小切紙･1通 い925-28

　日置屋敷
口上(暑中窺として酒1樽お目に懸ける旨)　犬山

屋嘉兵衛→村甚蔵様
八朔日 切継紙･1通 い1171

　西水主町
西水主町絵図帳面入 袋･1点 い780-0

西水主町手前扣屋敷絵図 元文3年午7月改 60.7×110.0･1鋪 い780-1

(1～24番屋敷間口家賃書付絵図) 27.5×84.3･1鋪 い780-2

西水主町屋敷覚留 享保8年～元文3年 横長半(一ツ綴)･1冊 い780-3

水主丁絵図 包紙･1点/(い780-4
入)

い780-4-0-1

当日之千代倉へ見せ候　下材木丁かこ丁屋敷□
扣　寛保元酉十月廿七日堤久助へ遣

寛保元年酉10月27日 包紙･1点/(い780-4-1)
/(反故紙)

い780-4-0-2

かこ丁やしき付　万や小左衛門殿肝煎廣井与八→西
水主野呂忠左衛門殿

申12月14日 横切紙･1通/(い780-4
-1巻込一括)

い780-4-1-2

西水主町開発願之図　＊朱書｢以朱認置候分兼山や
与市より家請取候節庄次郎長安寺立合致候細写也｣

138.3×84.2･1鋪 い780-6

水主町屋鋪付(24軒家賃･過地子米･年貢算定書) (近世) 横切継紙･1通/(後欠) い930-7

　町名不明
(借家二軒代金7両余書付) (近世) 切継紙･1通/(い1214-

6折畳一括)
い1214-6-1

金廿壱両三分ト三分九厘 (近世) 札･1点 い1214-6-2

　名古屋町土地経営
　全体
明治十八年平吉書付之類 (明治18年) 包紙･1点/(い1207紙

縒一括)
い1207-1

記(戸長役場入用･がくし金など差引勘定〆4円余
書付)

明治18年11月4日 切紙･1通 い1207-2

記(がくし金など金銭差引勘定〆4円余書付) (明治18年) 切継紙･1通 い1207-3

記(がくし金など金銭差引勘定〆5円余書付) (明治18年)10月5日 切紙･1通 い1207-4

(十八年度役場費金5銭受取書付)　(名古屋区材木
町外六ヶ町戸長役場之印)材木町戸長役場→神戸分
左衛門様

(明治18年)11月 印刷用紙･1通 い1207-5

(がくし金など金銭差引勘定〆5円余書付) (明治18年)12月5日 切紙･1通 い1207-6

明治十八年度第一期分(地租税金2円など納入書)
　名古屋区材木町外六ヶ町戸長役場→神戸分左衛門

(明治18年) 印刷用紙･1通 い1207-7-2

記(車町･皆戸町板代金〆18銭余書付)　(名古屋木
挽町久川屋)宮田や新七

(明治18年)6月 切紙･1通 い1207-9

記(井戸縄代金12銭受取書)　柴屋原兵衛→神戸様 (明治18年)6月 切継紙･1通 い1207-10

記(木車など代金受取書､｢神戸様御借家入用｣)　
あやつや忠三郎→神戸様

(明治18年)6月30日 切紙･1通 い1207-11

明治十八年分備家書付類 (明治18年) 札･1点 い1207-12

備家入用払受取類 (明治18年) 札･1点/(紙縒共) い1207-13

記(借家代金4円余受取書)　まつ田組→神戸様 (近代)4月25日 切継紙･1通/(い1207-
14紙縒一括)

い1207-14-1

記(地□料54銭余受取書)　(名古屋末廣町)安田屋
久八→神戸分左衛門様

(近代)9月4日 切継紙･1通 い1207-14-2

記(檜代38銭受取書)　羽田屋→神戸様 (近代)午12月 竪紙･1通 い1207-14-4

記(羽重蔵入用54銭受取書)　福島屋又右衛門→神
戸様

(近代)午6月 竪紙･1通 い1207-14-6

覚(羽重蔵入用4円13銭受取書)　(名古屋和泉町)大
坂屋吉兵衛→神戸様

(近代)午6月 切紙･1通 い1207-14-7

記(借屋入用材木代1円61銭余受取書)　(名古屋和
泉町)萱津屋忠三郎→神戸様

(近代)午6月2日 切継紙･1通 い1207-14-8

記(くぎ代金等〆33銭受取書)　戸屋[　]→神戸様 (近代)4月30日 横切紙･1通 い1207-14-9

(税金15銭受取書)　名古屋区第24組戸長役場→海東
郡神戸新田神戸分左衛門殿

(明治)17年4月2日 葉書･1通 い1207-15-9

十九年一月より六月迄〆合(金294円余の差引勘
定書付)

(明治19年)7月31日 切紙･1通/(い1219紙
縒一括)/(い1219-1紙
縒一括)

い1219-1-1

(町内へ1升代金15銭取替につき書付) (明治19年) 小切継紙･1通/(い1219
-1-2畳込一括)

い1219-1-2-1

神戸家･勘定場/名古屋町屋敷経営/西水主町
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覚(10月分3円余受取書)　久田や新七→神戸様 (明治19年)11月3日 切紙･1通 い1219-1-2-2

記(栄助1円余等〆4円余金銭書付) (明治19年) 切紙･1通 い1219-1-3

キ(金5円受取書)　佐藤文三郎→旗右衛門様 (明治)19年3月4日 切紙･1通 い1219-1-4

借家払之覚(柴や等〆12円余勘定書付) (明治19年) 横切紙･1通/(い1219-
2紙縒一括)

い1219-2-1

記(屋敷売渡代金3円受取書)　梶浦陽順→神戸様 (明治)19年9月4日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い1219-2-3

記(栄助1円余等〆4円余金銭書付) (明治19年) 切紙･1通 い1219-2-6

記(借家入用1円余受取書)　(名古屋)大橋屋新兵衛
→神戸様

(明治19年)9月6日 小切継紙･1通 い1219-2-7

(4月分〆8銭金銭勘定書付) (明治19年) 札･1点 い1219-2-8

(明治19年度第一期分家屋税金1円余納入通知)　
名古屋区材木町外六ヶ町戸長役場→神戸分左衛門

(明治19年)3月 印刷用紙･1通 い1219-2-9

(明治19年度第一期分地租割税金51銭余等納入通
知)　名古屋区材木町外六ヶ町戸長役場→神戸分左
衛門

(明治19年)3月 印刷用紙･1通 い1219-2-10

(金5銭受取書)　甚吉→神戸様御店様 (明治19年)3月5日 切紙･1通 い1219-2-11

記(49銭余坪割出金額書付)　神戸→御衆中様 明治19年月6日 折紙･1通/(納入通知
貼付)

い1219-2-12

貸家諸入費帳(塩町･末廣町･和泉町など)　神戸 明治36年卯1月～37年
2月

横半半(下げ二ツ目
綴)･1冊/(紙縒で括
り)

い1161

(備荒貯蓄金13銭受取書)　名古屋区第六組戸長役
場(木清)→神戸分左衛門

(近代) 印刷用紙･1通 い1207-21

記(大屋取分受取書)　柴屋弥兵衛→神戸様 (近代)8月18日 小切紙･1通 い1059

　木挽町
(木挽町一丁目十八年地租等〆金3円余勘定書付) (近代) 小切紙･1通/(い1207-

7折畳一括)
い1207-7-1

　和泉町
覚(借家入用〆12銭受取書)　(名古屋和泉町)大坂

屋吉兵衛→神戸様
(明治)19年6日 小切継紙･1通 い1219-2-5

　塩町
(税金納入達書)　(二宮)塩町戸長役場→神戸分左衛

門殿
(近代)9月 印刷用紙･1通 い1207-14-3

塩町百三拾七番戸伊藤礒八失踪ニ付無戸編入届
差出之節保証人伊藤浜次郎ヨリ差入ル證券　
廿八年三月六日付

(明治28年) 封筒･1点 い1245-64-0

証(借家の伊藤礒八失踪の為借用料延滞分拙者
より支払う旨などにつき証文)　名古屋塩町
二百三十六番戸伊藤浜次郎→神戸分左衛門殿

明治28年3月6日 罫紙･1通 い1245-64-1

　皆戸町
皆戸町一丁目明家分(肝煎給金等〆4銭余勘定書
付)

(明治19年) 小切紙･1通 い1219-2-2

覚(借家分皆戸町一丁目井戸入用8銭受取書)　
(尾州名古屋菅原町)大工八蔵→神戸様

(明治19年)6月30日 切紙･1通 い1219-2-4

神戸家･勘定場/名古屋町土地経営/全体
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覚(10月分3円余受取書)　久田や新七→神戸様 (明治19年)11月3日 切紙･1通 い1219-1-2-2

記(栄助1円余等〆4円余金銭書付) (明治19年) 切紙･1通 い1219-1-3

キ(金5円受取書)　佐藤文三郎→旗右衛門様 (明治)19年3月4日 切紙･1通 い1219-1-4

借家払之覚(柴や等〆12円余勘定書付) (明治19年) 横切紙･1通/(い1219-
2紙縒一括)

い1219-2-1

記(屋敷売渡代金3円受取書)　梶浦陽順→神戸様 (明治)19年9月4日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い1219-2-3

記(栄助1円余等〆4円余金銭書付) (明治19年) 切紙･1通 い1219-2-6

記(借家入用1円余受取書)　(名古屋)大橋屋新兵衛
→神戸様

(明治19年)9月6日 小切継紙･1通 い1219-2-7

(4月分〆8銭金銭勘定書付) (明治19年) 札･1点 い1219-2-8

(明治19年度第一期分家屋税金1円余納入通知)　
名古屋区材木町外六ヶ町戸長役場→神戸分左衛門

(明治19年)3月 印刷用紙･1通 い1219-2-9

(明治19年度第一期分地租割税金51銭余等納入通
知)　名古屋区材木町外六ヶ町戸長役場→神戸分左
衛門

(明治19年)3月 印刷用紙･1通 い1219-2-10

(金5銭受取書)　甚吉→神戸様御店様 (明治19年)3月5日 切紙･1通 い1219-2-11

記(49銭余坪割出金額書付)　神戸→御衆中様 明治19年月6日 折紙･1通/(納入通知
貼付)

い1219-2-12

貸家諸入費帳(塩町･末廣町･和泉町など)　神戸 明治36年卯1月～37年
2月

横半半(下げ二ツ目
綴)･1冊/(紙縒で括
り)

い1161

(備荒貯蓄金13銭受取書)　名古屋区第六組戸長役
場(木清)→神戸分左衛門

(近代) 印刷用紙･1通 い1207-21

記(大屋取分受取書)　柴屋弥兵衛→神戸様 (近代)8月18日 小切紙･1通 い1059

　木挽町
(木挽町一丁目十八年地租等〆金3円余勘定書付) (近代) 小切紙･1通/(い1207-

7折畳一括)
い1207-7-1

　和泉町
覚(借家入用〆12銭受取書)　(名古屋和泉町)大坂

屋吉兵衛→神戸様
(明治)19年6日 小切継紙･1通 い1219-2-5

　塩町
(税金納入達書)　(二宮)塩町戸長役場→神戸分左衛

門殿
(近代)9月 印刷用紙･1通 い1207-14-3

塩町百三拾七番戸伊藤礒八失踪ニ付無戸編入届
差出之節保証人伊藤浜次郎ヨリ差入ル證券　
廿八年三月六日付

(明治28年) 封筒･1点 い1245-64-0

証(借家の伊藤礒八失踪の為借用料延滞分拙者
より支払う旨などにつき証文)　名古屋塩町
二百三十六番戸伊藤浜次郎→神戸分左衛門殿

明治28年3月6日 罫紙･1通 い1245-64-1

　皆戸町
皆戸町一丁目明家分(肝煎給金等〆4銭余勘定書
付)

(明治19年) 小切紙･1通 い1219-2-2

覚(借家分皆戸町一丁目井戸入用8銭受取書)　
(尾州名古屋菅原町)大工八蔵→神戸様

(明治19年)6月30日 切紙･1通 い1219-2-4

(皆戸町一丁目家根入用代金1円書付) (近代) 小切紙･1通 い1207-14-5

記(皆戸町地租など書付) (近代) 切紙･1通 い1207-38

記(皆戸町借家･明屋など収支書付) 切継紙･1通 い1235-3-11

　伝馬町
神戸文左衛門様　愛知縣名古屋市伝馬町五町目葡萄

組商会→神戸文左衛門様
(近代) 封筒･1点 い1245-35-0

(御扣地借用の件につき書状)　葡萄組第四分社々
員雑賀重英→神戸分左衛門様

(近代)10月12日 切継紙･1通 い1245-35-1

伝馬町三丁目　家請みのや藤右衛門　寺正方寺
町長徳寺

札･1点 い1099-13

　白川町
明治十三年辰七月後十二月至､並扣中払(白川町
関係費用)

明治13年 折紙･1通 い1235-3-15

　南武平町
武平町仲満地書付入 (近代) 袋･1点/(い766紙縒一

括)
い766-0

記(礼金過上分･塩詰代計3円72銭余出金の書付)
　廣瀬貞道→神戸様

(明治)13年11月 切継紙･1通 い766-1

旧券証　壱通　還納候事　南武平町戸長役場→神
戸分左衛門殿

(明治)13年2月6日 札･1点 い766-2

記(む平町民費他金銭書付) (明治9)子年～11年 折紙･1通/(い766-3-2
を包み)

い766-3-1

(む平町御仲満地につき差上地当り別紙割符の如
く出金したい旨書状)　神戸分左衛門→瀧川様･廣
瀬様･森田資順様

(明治)12月21日 横切継紙(桃色)･1通 い766-3-2

記(地租12年上半年分金1円34銭5厘受取上納につ
き)　南武平町戸長役場→神戸分左衛門殿

(明治)12年7月20日 小切紙･1通 い766-4

記(11年1月～6月改正民費金3円14銭4厘受取上納
につき)　南武平町用係→神戸分左衛門殿

(明治)12月 小切紙･1通/(い766-5
一綴)

い766-5-1

記(10年下半分･11年分学資金他〆35銭4厘受取上
納につき)　南武平町用係→神戸分左衛門殿

(明治)12月 小切紙･1通 い766-5-2

(紙縒り) 紙縒り･1点 い766-6

(南武平町御扣地は余人へ売却するなら通知下さ
れたき旨書状)　南武平丁一丁目馬場盛之･同梶田
繁芳･同神谷隆道→ナコヤ堀川通京橋下る東側神戸
分左衛門様

(近代)9月2日 横切継紙･1通/(切手1
銭貼付)

い766-7

記(寺割分･地価割分他計金37銭6厘受取書)　南
武平町戸長役場→神戸分左衛門殿

(明治)12年11月15日 竪切紙･1通 い766-8

(12年度下半年分地割税金63銭7厘差出の書付)　
南武平町戸長→神戸分左衛門殿

(明治)12月20日 札･1点 い766-9

(南武平町小使として3銭受取につき書付) (近代) 小切紙･1通/(い766-10
紙縒一括)

い766-10-1

(明治11年後半年分地租上納金1円34銭5厘受取
書)　旧用係→神戸分左衛門

(明治)1月17日 札･1点/(罫紙使用) い766-10-2

(用係上田義典11年7月～12月民費金3円14銭4厘
上納につき)　→神戸分左衛門殿

(明治) 札･1点/(｢愛知県第一
区｣用箋使用)/(い766
-11-1一綴)

い766-11-1-1

神戸家･勘定場/名古屋町土地経営/皆戸町
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(地位詮評入費を来11日までに拙宅へ差出す旨書
付)　南武平丁用係上田義典→神戸分左衛門殿

(明治)11年10月 札･1点 い766-11-1-2

記(改正民費･詮評入費〆金5円32銭8毛受取書)　
南武平丁用係上田義典→神戸分左衛門殿

(明治)11年10月16日 小切紙･1通/(い766-11
-1で包み)

い766-11-2

記(12年上半年分新地租･地割地方租計金3円11銭
1厘を9月26日までに上納すべきにつき)　南武
平町戸長役場→神戸分左衛門殿

(明治) 小切紙･1通 い766-12

記(南武平町民費･地券入用他金銭書付) (近代)寅10月～卯7月 折紙･1通 い766-13

(武平町坪数･地価書付) (近代) 竪切紙･1通 い766-14

(前半年分地租を15日中に拙宅まで上納すべき旨
書状)　南武平町用係三澤治□→神戸分左衛門殿

(近代)7月14日 切継紙･1通/(い766-15
紙縒一括)

い766-15-1

記(地租小遣として2銭受取書)　小使彦助→上 (明治)7月14日 小切紙(青色)･1通(い
766-15-2巻込一括)

い766-15-2-1

証(明治11年前半年分地租として金1円31銭5厘受
取上納につき)　右用係

明治11年7月15日 小切紙･1通 い766-15-2-2

(改正地券下附につき〆金2銭5厘を当所役場へ出
頭すべき旨書付)　南武平町戸長役場→神戸分左
衛門殿

(明治)13年2月11日 小切紙･1通 い766-16

(〆206円75銭の五ッ割41円35銭他金銭書付) (近代) 折紙･1通 い766-17

(桜井記信扣地所南武平町1町目5番地を今般貴殿
に売渡につき今日代金御渡の旨書状)　南武平
町副戸長礒谷正之→神戸分左衛門殿

(近代)4月5日 横切紙･1通/(い766-18
紙縒一括)

い766-18-1

記(桜井寅兵衛屋鋪世話料として金8円受取書)　
安井正愛→神戸分左衛門殿

(近代)5月5日 竪切紙･1通 い766-18-2

地券面写(南武平町1町目5番地の間口･裏巾･奥行
･坪数書付)

(近代) 竪切紙･1通 い766-18-3

(武平町･久屋町辺の23間2尺×42間1尺5寸の地所
図面)

24.5×33.5･1鋪 い766-18-4

神戸分左衛門様　瀧川忠挙･廣瀬貞道→神戸分左衛
門様

(近代) 封筒･1点/(い766-19
紙縒一括)

い766-19-1-0

(武平町持地を谷本深蔵へ売却につき未右金受
取っていない旨他書状)　瀧川忠挙･廣瀬貞道→
神戸分左衛門様

(近代)11月12日 横切継紙･1通/(い766
-19紙縒一括､封筒共)

い766-19-1-1

証(名古屋区南武平町11番地共有地につき地税･
諸入費御出金の旨)　瀧川忠挙代理兼廣瀬貞道→
神戸分左衛門殿

明治15年12月4日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い766-19-2

神戸分左衛門様　廣瀬貞道→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い766-19-3-0

記(4月～7月廣瀬出金分書付) (近代) 小切紙･1通 い766-19-3-1

記(南武平町控金1円11銭9厘受取書)　神戸分左衛
門→廣瀬様

(明治)12年6月10日 小切紙･1通 い766-19-3-2

(武平町地所御勘定金につき年貢受取証など出次
第に廻す旨書状)　廣瀬→神戸君

(近代)12月10日 切紙･1通 い766-19-3-3

記(4月～7月計3円72銭余廣瀬より出居の分書付) (明治) 小切紙･1通/(い766-19
-4紙縒一括)

い766-19-4-3

(直蔵･山田喜兵衛他5名宛辰年分年貢米取立につ
き記書付)　沢田市平取次

(明治)旧12月 横切継紙･1通/(小切
紙｢取立惣〆金高壱円
七拾七銭壱厘五毛｣を
巻込)

い766-19-4-2

記(松助･直蔵分他3名惣〆金1円11銭余金銭書付)
　沢田市平→廣瀬様

(明治)12年1月 横切継紙(灰色)･1通 い766-19-4-3

神戸家･勘定場/名古屋町土地経営/南武平町
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(地位詮評入費を来11日までに拙宅へ差出す旨書
付)　南武平丁用係上田義典→神戸分左衛門殿

(明治)11年10月 札･1点 い766-11-1-2

記(改正民費･詮評入費〆金5円32銭8毛受取書)　
南武平丁用係上田義典→神戸分左衛門殿

(明治)11年10月16日 小切紙･1通/(い766-11
-1で包み)

い766-11-2

記(12年上半年分新地租･地割地方租計金3円11銭
1厘を9月26日までに上納すべきにつき)　南武
平町戸長役場→神戸分左衛門殿

(明治) 小切紙･1通 い766-12

記(南武平町民費･地券入用他金銭書付) (近代)寅10月～卯7月 折紙･1通 い766-13

(武平町坪数･地価書付) (近代) 竪切紙･1通 い766-14

(前半年分地租を15日中に拙宅まで上納すべき旨
書状)　南武平町用係三澤治□→神戸分左衛門殿

(近代)7月14日 切継紙･1通/(い766-15
紙縒一括)

い766-15-1

記(地租小遣として2銭受取書)　小使彦助→上 (明治)7月14日 小切紙(青色)･1通(い
766-15-2巻込一括)

い766-15-2-1

証(明治11年前半年分地租として金1円31銭5厘受
取上納につき)　右用係

明治11年7月15日 小切紙･1通 い766-15-2-2

(改正地券下附につき〆金2銭5厘を当所役場へ出
頭すべき旨書付)　南武平町戸長役場→神戸分左
衛門殿

(明治)13年2月11日 小切紙･1通 い766-16

(〆206円75銭の五ッ割41円35銭他金銭書付) (近代) 折紙･1通 い766-17

(桜井記信扣地所南武平町1町目5番地を今般貴殿
に売渡につき今日代金御渡の旨書状)　南武平
町副戸長礒谷正之→神戸分左衛門殿

(近代)4月5日 横切紙･1通/(い766-18
紙縒一括)

い766-18-1

記(桜井寅兵衛屋鋪世話料として金8円受取書)　
安井正愛→神戸分左衛門殿

(近代)5月5日 竪切紙･1通 い766-18-2

地券面写(南武平町1町目5番地の間口･裏巾･奥行
･坪数書付)

(近代) 竪切紙･1通 い766-18-3

(武平町･久屋町辺の23間2尺×42間1尺5寸の地所
図面)

24.5×33.5･1鋪 い766-18-4

神戸分左衛門様　瀧川忠挙･廣瀬貞道→神戸分左衛
門様

(近代) 封筒･1点/(い766-19
紙縒一括)

い766-19-1-0

(武平町持地を谷本深蔵へ売却につき未右金受
取っていない旨他書状)　瀧川忠挙･廣瀬貞道→
神戸分左衛門様

(近代)11月12日 横切継紙･1通/(い766
-19紙縒一括､封筒共)

い766-19-1-1

証(名古屋区南武平町11番地共有地につき地税･
諸入費御出金の旨)　瀧川忠挙代理兼廣瀬貞道→
神戸分左衛門殿

明治15年12月4日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1通 い766-19-2

神戸分左衛門様　廣瀬貞道→神戸分左衛門様 (近代) 封筒･1点 い766-19-3-0

記(4月～7月廣瀬出金分書付) (近代) 小切紙･1通 い766-19-3-1

記(南武平町控金1円11銭9厘受取書)　神戸分左衛
門→廣瀬様

(明治)12年6月10日 小切紙･1通 い766-19-3-2

(武平町地所御勘定金につき年貢受取証など出次
第に廻す旨書状)　廣瀬→神戸君

(近代)12月10日 切紙･1通 い766-19-3-3

記(4月～7月計3円72銭余廣瀬より出居の分書付) (明治) 小切紙･1通/(い766-19
-4紙縒一括)

い766-19-4-3

(直蔵･山田喜兵衛他5名宛辰年分年貢米取立につ
き記書付)　沢田市平取次

(明治)旧12月 横切継紙･1通/(小切
紙｢取立惣〆金高壱円
七拾七銭壱厘五毛｣を
巻込)

い766-19-4-2

記(松助･直蔵分他3名惣〆金1円11銭余金銭書付)
　沢田市平→廣瀬様

(明治)12年1月 横切継紙(灰色)･1通 い766-19-4-3

(9～12年仮地租･民費･学資金他金銭見届につき
書付)　神戸分左衛門

明治9年4月6譲受 罫紙(ひねり綴･一ツ
綴)･1冊

い766-20

(11,13年分武平町地代金等〆2円余勘定書付) (明治) 切紙･1通 い1235-3-14

共有地券四拾八通アリ　菅井東作→神戸様 (明治)20年7月13日 封筒･1点/(貼紙あり) い1245-93-0

(18･19年取立勘定帳2冊受取につき書状)　すか井
東作→神戸様

(明治)7月11日 切紙･1通 い1245-93-1

　企業出資
　その他
證券印税規則 (明治7年) 印刷物･1通 い813

(証券ならびに利子受取の件､使者へ渡されたき
につき書状)

(近代)5月21日 横切紙･1通 い816-20

木挽町神戸分左衛門様　荻埜定治郎→木挽町神戸分
左衛門様

明治13年6月9日 封筒･1点 い1245-21-0

(起業に向けての金策に関する書状)　荻埜定次郎
→神戸分左衛門様

(明治13年)6月9日 罫紙･1通 い1245-21-1

(起業につき書状)　荻埜→神戸分左衛門様 (明治13年)5月1日 切紙･1通 い1245-21-2

　預金
　三井銀行
神戸新田神戸分左衛門殿　名古屋三井銀行→神戸

新田神戸分左衛門殿
(近代)6月25日 封筒･1点 い1245-45

(封筒)　名古屋伝馬町三井銀行→木挽町神戸分左衛
門殿

(近代) 封筒･1点 い1245-4

　不動産(名古屋･東京以外)
神戸様　愛知縣西春日井郡新川町天埜佐兵衛→神戸

様
(明治33年) 封筒･1点 い1245-20-0

記(貸地代金100円受取書ならびにその過程に関
する書状)　(尾州新川)天野佐兵衛→神戸分左衛門
様

明治33年11月3日 横切継紙･1通 い1245-20-1

(地所を元価に一割付けた値段で引き受ける旨承
知くだされたいとの書状)　知多郡山海村内藤さ
い→名古屋市木挽町神戸分左衛門様

(明治36年)11月25日 葉書･1通 い1245-131

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　知多郡山海村内
藤さい→名古屋市木挽町神戸分左衛門様

(明治36年)11月20日 封筒･1点/(い1245-131
･132紙縒一括)

い1245-132-0

(地所私方にて買い置きたい旨につき書状)　さ
い→神戸分左衛門様

(明治36年)11月20日 切継紙･1通 い1245-132-1

名古屋市木挽町神戸分左衛門様　美濃養老郡高田
町柏渕郁三郎→名古屋市木挽町神戸分左衛門様

(近代) 封筒･1点/(い1245紙
縒一括)

い1245-1-0

(神戸借地使用の件につき書状)　柏渕郁三郎→神
戸様

(近代)5月9日 横切継紙･1通 い1245-1-1

神戸家･勘定場/名古屋町土地経営/南武平町
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　国家･行政との関係
　貴族院議員互選
当縣海西郡宝地村神戸分左衛門様　名古屋市瀧定

助･春日井丈右衛門･武山勘七→当縣海西郡宝地村神
戸分左衛門様

明治30年6月5日 封筒･1点/(配達場所
変更の付紙あり)

い1245-7-0

(貴族院議員選挙瀧兵左衛門氏に投票してもらい
たい旨の書状)　瀧定助･春日井丈右衛門･武山勘
七→神戸分左衛門様

(明治30年)6月5日 横切継紙･1通 い1245-7-1

(貴族院議員選挙瀧兵右衛門氏に投票してもらい
たい旨の書状)　滝定助･武山勘七･春日井丈左衛
門→神戸分左衛門様

(近代)5月4日 横切継紙･1通 い1245-68

　拝借金
金弐千五百円請取証書　蟹江史郎 (明治)11年11月1日 札･1点/(い1093紙縒

一括)
い1093-1

証(愛知県庁よりの拝借金2000円代人にて受取
書)　蟹江史郎→神戸分左衛門殿

明治11年11月1日 竪紙･1通 い1093-2

記(金276円66銭受取書)　(蟹江氏)→早川忠兵衛殿 明治12年1月7日 小切紙･1通 い1093-3

　その他
為替證券(24校費用金708円余等民費下ケ金受取
書)　神戸分左衛門･神田甚三他1名

明治6年酉12月5日 罫紙･1通 い1227-2

記(地租55銭余受取書)　戸長役場→神戸分左衛門殿 (近代)12年2月4日 小切紙･1通 い1215-4

(事件の押収物品下げ渡しにつき書状)　名古屋軽
罪裁判所書記局→海西郡神戸新田二十八番戸神戸分
左衛門

明治23年10月15日 葉書･1通/(い1245ｰ
1･2はピン留一括)

い1245-5-1

(拙者帰宅の上諸事行うとの旨につき書状)　→
名古屋市南ソノ(園)町二丁目九五番戸小澤甚七殿

明治23年9月7日 葉書･1通 い1245-5-2

木挽町　神戸分左衛門様　廿三年海嘯ノ節金三
円恵与金賞状　愛知県名古屋市役所→木挽町　神
戸分左衛門様

(明治)23年 封筒･1点 い775-0

(明治22年9月当県下暴風海嘯のため被害者救恤
として金3円恵与の段奇特につき賞状)　愛知県
知事従四位勲四等千田貞暁→愛知県尾張国名古屋市
木挽町神戸分左衛門

明治25年7月20日 竪紙･1通 い775-1

記(学校推持金として金11円52銭受取書)　(名古
屋)総代橋本治兵衛→神戸宅治郎様

(近代)寅5月15日 小切継紙･1通 い1190-5

(東門学校新築費など書付) (近代) 竪切紙･1通 い1207-8

(皆戸町学校新築費用10円余分割払方書付) (近代) 折紙･1通 い1235-2

(学校金本家分･直彦分〆2円余勘定書付) (近代) 切紙･1通/(い1235-3
紙縒一括)

い1235-3-1

(明治12年5月～翌4月迄の学校金集金表)　神戸直
彦

(明治) 切紙･1通 い1235-3-2

(明治12年5月～翌4月迄の学校金集金表)　神戸 (明治) 切紙･1通 い1235-3-3

記(木挽町地租等〆5円余金銭勘定書付) (近代) 切紙･1通 い1235-3-6

記(学校金55株分5月～12月迄5円余受取書)　平
太→神戸様

(近代)寅12月 切継紙･1通 い1235-3-7

記(地租等〆7円余差引勘定書付) (近代) 横切紙･1通 い1235-3-10

神戸家･勘定場/国家・行政との関係/貴族院議員互選



－43－－43－

　国家･行政との関係
　貴族院議員互選
当縣海西郡宝地村神戸分左衛門様　名古屋市瀧定

助･春日井丈右衛門･武山勘七→当縣海西郡宝地村神
戸分左衛門様

明治30年6月5日 封筒･1点/(配達場所
変更の付紙あり)

い1245-7-0

(貴族院議員選挙瀧兵左衛門氏に投票してもらい
たい旨の書状)　瀧定助･春日井丈右衛門･武山勘
七→神戸分左衛門様

(明治30年)6月5日 横切継紙･1通 い1245-7-1

(貴族院議員選挙瀧兵右衛門氏に投票してもらい
たい旨の書状)　滝定助･武山勘七･春日井丈左衛
門→神戸分左衛門様

(近代)5月4日 横切継紙･1通 い1245-68

　拝借金
金弐千五百円請取証書　蟹江史郎 (明治)11年11月1日 札･1点/(い1093紙縒

一括)
い1093-1

証(愛知県庁よりの拝借金2000円代人にて受取
書)　蟹江史郎→神戸分左衛門殿

明治11年11月1日 竪紙･1通 い1093-2

記(金276円66銭受取書)　(蟹江氏)→早川忠兵衛殿 明治12年1月7日 小切紙･1通 い1093-3

　その他
為替證券(24校費用金708円余等民費下ケ金受取
書)　神戸分左衛門･神田甚三他1名

明治6年酉12月5日 罫紙･1通 い1227-2

記(地租55銭余受取書)　戸長役場→神戸分左衛門殿 (近代)12年2月4日 小切紙･1通 い1215-4

(事件の押収物品下げ渡しにつき書状)　名古屋軽
罪裁判所書記局→海西郡神戸新田二十八番戸神戸分
左衛門

明治23年10月15日 葉書･1通/(い1245ｰ
1･2はピン留一括)

い1245-5-1

(拙者帰宅の上諸事行うとの旨につき書状)　→
名古屋市南ソノ(園)町二丁目九五番戸小澤甚七殿

明治23年9月7日 葉書･1通 い1245-5-2

木挽町　神戸分左衛門様　廿三年海嘯ノ節金三
円恵与金賞状　愛知県名古屋市役所→木挽町　神
戸分左衛門様

(明治)23年 封筒･1点 い775-0

(明治22年9月当県下暴風海嘯のため被害者救恤
として金3円恵与の段奇特につき賞状)　愛知県
知事従四位勲四等千田貞暁→愛知県尾張国名古屋市
木挽町神戸分左衛門

明治25年7月20日 竪紙･1通 い775-1

記(学校推持金として金11円52銭受取書)　(名古
屋)総代橋本治兵衛→神戸宅治郎様

(近代)寅5月15日 小切継紙･1通 い1190-5

(東門学校新築費など書付) (近代) 竪切紙･1通 い1207-8

(皆戸町学校新築費用10円余分割払方書付) (近代) 折紙･1通 い1235-2

(学校金本家分･直彦分〆2円余勘定書付) (近代) 切紙･1通/(い1235-3
紙縒一括)

い1235-3-1

(明治12年5月～翌4月迄の学校金集金表)　神戸直
彦

(明治) 切紙･1通 い1235-3-2

(明治12年5月～翌4月迄の学校金集金表)　神戸 (明治) 切紙･1通 い1235-3-3

記(木挽町地租等〆5円余金銭勘定書付) (近代) 切紙･1通 い1235-3-6

記(学校金55株分5月～12月迄5円余受取書)　平
太→神戸様

(近代)寅12月 切継紙･1通 い1235-3-7

記(地租等〆7円余差引勘定書付) (近代) 横切紙･1通 い1235-3-10

一､金壱円八拾銭三厘　神戸通所　川岸 (近代) 札･1点/(罫紙使用) い1235-3-12

一､金五円八拾弐銭　神戸通所 (近代) 札･1点 い1235-3-13

大字神戸神戸分左衛門殿　津島税務署→大字神戸
神戸分左衛門殿

(近代) 封筒･1点 い1245-32

(11月分民費等1円余勘定書付)　→横井宅次郎 (近代) 罫紙･1通/(い1245-80
～88紙縒一括)

い1245-80

(町入費1円余受取書)　→横井宅次郎 (近代) 罫紙･1通 い1245-81

(民費･学資金1円余納税書)　(西尾)伍兵衛→横井
宅次郎

(近代)4月11日 罫紙･1通 い1245-82

十七番　九十四銭六厘　神戸分左衛門 (近代) 切紙･1通/(い1245-84
～88紙縒一括)

い1245-84

拾八番地　壱円三十銭弐厘　神戸分左衛門 (近代) 切紙･1通 い1245-85

(地券入用金10円余書付) (近代) 切紙･1通 い1245-86

学区取締守職中找費分割書附 (近代) 札･1点/(い1227紙縒
一括)

い1227-1

戸数割役場費(10銭余受取書)　→山岡栄次郎殿 (近代) 小切紙･1通/(い1207-
15-5畳込一括)

い1207-15-5-1

戸数割役場費(11銭余受取書)　→三輪喜七殿 (近代) 小切紙･1通 い1207-15-5-2

戸数割役場費(10銭余受取書)　→村瀬仲助殿 (近代) 小切紙･1通 い1207-15-5-3

　不明
記(金4円20銭受取書)　渡辺正和→神戸文左衛門殿 (明治)11年11月21日 横切紙･1通 い816-19

(断簡､｢6石3斗7升6合4勺｣) 亥12月16日 横切紙･1通/(前欠) い816-18

(8貫60文につき) 横切紙･1通/(い816-21
～29合綴)

い816-21

(12月分勘定等) (近世) 横切紙･1通 い816-22

(役人給米等335石8斗2升5合1勺割付につき) 丑12月 横切紙･1通 い816-24

(普請入用他金69両ト4匁7分4厘7毛勘定につき) (近世) 横切紙･1通 い816-25

(通2冊分総計勘定書) (近世) 横切紙･1通 い816-29

(神戸文左衛門あて封紙)　→神戸文左衛門様 (近世) 封紙･1点 い1192-7

(封筒) (近代) 封筒･1点/(引き札使用) い1245-14

神戸新田神戸分左衛門殿　海西郡東市江村青樹英
二→神戸新田神戸分左衛門殿

(近代) 封筒･1点 い1245-31

記､長尾病中ニ付不取数入(金銭〆39円余取調書) (近代) 折紙･1通/(い1250紙
縒一括)

い1250-1

一､金三拾九円五拾壱銭五厘 (近代) 札･1点 い1250-2

新愛知市内附録(御即位式の記事) 大正4年11月11日 新聞紙･1通/(包紙に
使用ｶ)

い1250-3

(領収書)　名古屋市東区武平町1丁目大海堂商店魚住
鈴吉→長尾様

大正5年1月25日 印刷用紙･1通/(反故) い1250-4

(通信事務)　名古屋郵便局→市内木挽町二七丁目神
戸分左衛門殿

(近代) 封筒･1点/(電報用ｶ) い1250-5

三輪宅二郎殿　神戸会計→三輪宅二郎殿 (近代)12月9日 封筒･1点/(切り開き
使用)

い1250-6

記(家屋税等17円余金銭書付) (近代) 切紙･1通 い1250-7

(市税等1円余金銭書付)　＊裏書あり (近代) 切紙･1通/(前欠) い1250-8

神戸家･勘定場/国家・行政との関係/その他
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(大正5年4月25日の金銭書付) 大正5年4月25日 罫紙･1通/(反故) い1250-9

(新聞紙) (近代) 新聞紙･1通/(包紙に
使用ｶ)

い1250-10

新愛知市内附録(支那軍警暴行の記事等) 大正5年5月10日 新聞紙･1通/(包紙に
使用ｶ)

い1250-11

(小島や等店名･人名書付) 切紙･1通 い1250-12

(手数料20銭など金銭書付) 切紙･1通/(前欠) い1250-13

神戸家･勘定場/不明
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表題･作成等 年代 形態･数量 整理番号(大正5年4月25日の金銭書付) 大正5年4月25日 罫紙･1通/(反故) い1250-9

(新聞紙) (近代) 新聞紙･1通/(包紙に
使用ｶ)

い1250-10

新愛知市内附録(支那軍警暴行の記事等) 大正5年5月10日 新聞紙･1通/(包紙に
使用ｶ)

い1250-11

(小島や等店名･人名書付) 切紙･1通 い1250-12

(手数料20銭など金銭書付) 切紙･1通/(前欠) い1250-13

家
　狭義の家としての神戸家は、先述の通り、近世初期の豪商であった犬山の鵜飼屋神戸（かんべ）家

から1669年に分家して成立した家である。現在も存続している。14～16頁の系図を見ればわかる通り、

代々文左衛門を襲名する。犬山屋神戸家は、一般的な日本の家と同様に、婿取り嫁取りの関係を持つ

二つの家があることにより存続が可能であった。その一つは本家の鵜飼屋神戸家であり、もう一つは

永田家である。例えば二代目文左衛門には成人した男子がいなかったので長女勝に永田家から婿を迎

え文四郎と名乗った。しかし文四郎は家督を継ぐ前に 27 歳で死去したため、同じ永田家から文四郎

の弟が婿入りして勝は再婚し、彼が三代目文左衛門として家督を継いだ。勝と文四郎の間にも、勝と

三代目の間にも男子が出生し、いずれも成人したため兄を四代目文左衛門とし、弟はこの段階では跡

継ぎが必要となった父の実家の永田家に婿に行き永田家を相続した。この永田善次郎元礼が、最後の

サブ・フォンドに出てくる永田善次郎である。本家である鵜飼屋神戸弥兵衛家との関係では、六代目

と七代目が本家からの養子である。特に六代目については五代目の実子二人の存在にもかかわらす養

子として迎えられている。

　狭義の家としての歴史のなかで重要なことは、全体の解題で述べた通り、1859（安政 6）年の元材

木町から神戸新田への転居である。このことにより経営組織と家が空間的に分離したからである。し

かし、明治期の当主への封書や葉書の宛先も両方の住所があり、詳細に見れば時期的な変化があるの

かもしれないが、印象としては神戸新田と木挽町（元材木町）を行き来しているか、公文書の住所が

神戸新田で実態は木挽町に居住しているかのいずれかであろう。その意味では経営と家の空間的分離

もさほど長い時期ではなかった可能性もある。

　この元材木町犬山屋神戸家には同格の分家が二つある。一つは江戸の神戸彦七家であり、もう一つ

は名古屋の弥市家であるが、後者は 18 世紀前半に途絶え、前者も 19 世紀前半に廃絶した。

　この大項目に、神戸家文書のうち狭義の家の史料を収めたことは目録（その１）から（その３）と

同様である。中項目「相続・居住・由緒」では新たな小項目として「神戸直彦」がある。直彦は犬山

屋神戸文左衛門家の系図には見あたらず、また、前述の永田家の系図にも見あたらない。本家鵜飼屋

神戸弥兵衛家に関しては近世に関してしか情報がなく、直彦は本家の近代の人間である可能性がある

が、詳細は不明である。中項目「家計」では、領収書の束が一年ごとに作られていたので「一年ごと

の領収書の束」という小項目を設けて 4 つの束を収録した。そのあとの「受取書」も新しい小項目で

ある。束としてまとまっていなかった領収書のうち内容的に家計と判断されるもので、神戸あての領

収書をここに所属させた。あて先が神戸家の奉公人名と思われる領収書や、取引対象に関わる領収書

などは大項目「神戸家・勘定場」のなかの中項目「経営全体」のなかの小項目「領収書等」に配列し

ておいた。

　本目録収録文書のなかで特筆すべきものの一つとして「穠翠家乗」という日記がある。年代不明の

ものもあるが、確実なところでは 1748（寛延元）年から 1792（寛政 4）年まで、ほぼ連年の私日記

兼経営日記が現存している。横切紙の書状などを貼り継いだ長大な横長の切り紙の紙背を利用した大

きな横長帳である。1 冊に半年ないし 4 ヶ月を充てていることが多い。四代目文左衛門元楽が当主を

継いだ 3年後から記され始め、死没直前まで記され続けたのであろう。

　中項目「文化活動」では、書画骨董に関わる記録や書状が多数見られたので「目録・書状等」とい

う小項目を新たに設けた。また、膨大な領収書のなかには書画骨董の収集にかかわる領収書が多数見

られたため「文化活動」のなかに小項目「注文書・納品書・領収書等」を設けて配列した。一束全部

が書画骨董の領収書というものも見られる。

家
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　相続･居住･由緒
　一件綴りなど
九兵衛遺書之事　天満屋九兵衛､(奥書)犬山屋文左

衛門･斎次郎他3名→代々親類犬山屋文左衛門殿･同
断山本屋吉右衛門殿･同断天満屋吉十郎殿

弘化3年午11月 竪美(二ツ綴)･1冊 い812

(本宅は貸し渡し正万寺町借宅へ逼塞につき先祖
伝来の家督取り失わざる様嘆願につき書付)

(近世) 横切継紙･1通/(い927
紙縒一括)/(後欠ｶ)

い930-1

覚(堅吾方への渡金等出金内訳書付) 4月5日 折紙･1通 い1086

正万寺町隠居家絵図 29.5×22.7･1鋪 い799-22

愛知縣名古屋木挽町弐町目神戸分左衛門殿　埜
村□□→愛知縣名古屋木挽町弐町目神戸分左衛門殿

(明治)16年2月3日 封筒･1点 い1245-38-0

(御家の系譜を謄写致したいとの旨につき書状)
　加藤鏤一→神戸分左衛門様

(明治)16年1月26日 罫紙･1通 い1245-38-1

(加藤氏の履歴等に関する書付) (明治16年)2月1日 罫紙･1通 い1245-38-2

記(直彦子出来の際の入用書付) (近代) 折紙･1通 い1199-3-3

記(直養子入来の際の賃金等〆1円62銭余勘定書
上)

(近代) 小切紙･1通 い1199-3-7

(封筒)　平坂村服部伴蔵→名古屋木挽町二丁目神戸
分左衛門様

明治22年8月19日 封筒･1点 い1245-3-0

(志賀家先祖書) (明治) 横切継紙･1通 い1245-3-1

　御目見得･身分引き立て等
乍恐奉願上候御事(御奉行様御礼先例の通り仰せ
られたきにつき願書下書)　犬山屋文左衛門伜堅
吾事改名犬山屋文左衛門

(近世) 横切紙･2通/(2通一続
き)

い1071

(堅吾家督のため役所表付替の儀取斗につき書状
下書)　＊い1084の下書　高田七右衛門→川村九兵
衛様･神戸堅吾様

4月5日 横切継紙･1通 い1082

(堅吾の家督に関する取斗につき書状､写)　神戸
堅吾･川村九兵衛→高田七右衛門様

卯月4日 横切継紙･1通 い1083

(堅吾家督のため役所表付替の儀取斗につき書
状)　高田七右衛門→川村九兵衛様･神戸堅吾様

4月5日 横切継紙･1通 い1084

(継目のため屋敷へ出入頼の趣相済につき召喚状
扣)　＊端裏書｢御状蔵入五月十一日御屋敷より来候
扣｣　安井平九郎･内田善蔵→犬山屋文左衛門様

5月11日 横切継紙･1通 い1096

　丹羽郡稲置村屋敷(犬山)
養子届(神戸綾三今般昆野甚助養子に差遣につ
き)　神戸直彦･昆野甚助→稲置郡戸長役場御中

明治12年11月25日 罫紙(一ツ綴)･1冊/(い
969は一綴)/(貼紙上
書｢神戸綾三事七之助
方ヨリ離縁願事昆野
甚助へ養子願｣)

い969-1

離縁届(養子神戸綾三離縁し星野喜作同居神戸直
彦へ復籍につき)　神戸七之助亡･親類惣代同郡星
野喜作･同宮嶋栄五郎･右神戸綾三･神戸直彦→稲置
郡戸長役場御中

明治12年11月25日 罫紙(一ツ綴)･1冊 い969-2

稲置行會計帳　日比野綾三 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い929-1

記(旅費受取金額書付)　さわ之→神戸様 (明治)11月15日 横切継紙･1通 い929-2

記(領収書)　常春樓→御各様 (明治)11月15日 印刷用紙･1通 い929-3

家/相続･居住･由緒/一件綴りなど
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　相続･居住･由緒
　一件綴りなど
九兵衛遺書之事　天満屋九兵衛､(奥書)犬山屋文左

衛門･斎次郎他3名→代々親類犬山屋文左衛門殿･同
断山本屋吉右衛門殿･同断天満屋吉十郎殿

弘化3年午11月 竪美(二ツ綴)･1冊 い812

(本宅は貸し渡し正万寺町借宅へ逼塞につき先祖
伝来の家督取り失わざる様嘆願につき書付)

(近世) 横切継紙･1通/(い927
紙縒一括)/(後欠ｶ)

い930-1

覚(堅吾方への渡金等出金内訳書付) 4月5日 折紙･1通 い1086

正万寺町隠居家絵図 29.5×22.7･1鋪 い799-22

愛知縣名古屋木挽町弐町目神戸分左衛門殿　埜
村□□→愛知縣名古屋木挽町弐町目神戸分左衛門殿

(明治)16年2月3日 封筒･1点 い1245-38-0

(御家の系譜を謄写致したいとの旨につき書状)
　加藤鏤一→神戸分左衛門様

(明治)16年1月26日 罫紙･1通 い1245-38-1

(加藤氏の履歴等に関する書付) (明治16年)2月1日 罫紙･1通 い1245-38-2

記(直彦子出来の際の入用書付) (近代) 折紙･1通 い1199-3-3

記(直養子入来の際の賃金等〆1円62銭余勘定書
上)

(近代) 小切紙･1通 い1199-3-7

(封筒)　平坂村服部伴蔵→名古屋木挽町二丁目神戸
分左衛門様

明治22年8月19日 封筒･1点 い1245-3-0

(志賀家先祖書) (明治) 横切継紙･1通 い1245-3-1

　御目見得･身分引き立て等
乍恐奉願上候御事(御奉行様御礼先例の通り仰せ
られたきにつき願書下書)　犬山屋文左衛門伜堅
吾事改名犬山屋文左衛門

(近世) 横切紙･2通/(2通一続
き)

い1071

(堅吾家督のため役所表付替の儀取斗につき書状
下書)　＊い1084の下書　高田七右衛門→川村九兵
衛様･神戸堅吾様

4月5日 横切継紙･1通 い1082

(堅吾の家督に関する取斗につき書状､写)　神戸
堅吾･川村九兵衛→高田七右衛門様

卯月4日 横切継紙･1通 い1083

(堅吾家督のため役所表付替の儀取斗につき書
状)　高田七右衛門→川村九兵衛様･神戸堅吾様

4月5日 横切継紙･1通 い1084

(継目のため屋敷へ出入頼の趣相済につき召喚状
扣)　＊端裏書｢御状蔵入五月十一日御屋敷より来候
扣｣　安井平九郎･内田善蔵→犬山屋文左衛門様

5月11日 横切継紙･1通 い1096

　丹羽郡稲置村屋敷(犬山)
養子届(神戸綾三今般昆野甚助養子に差遣につ
き)　神戸直彦･昆野甚助→稲置郡戸長役場御中

明治12年11月25日 罫紙(一ツ綴)･1冊/(い
969は一綴)/(貼紙上
書｢神戸綾三事七之助
方ヨリ離縁願事昆野
甚助へ養子願｣)

い969-1

離縁届(養子神戸綾三離縁し星野喜作同居神戸直
彦へ復籍につき)　神戸七之助亡･親類惣代同郡星
野喜作･同宮嶋栄五郎･右神戸綾三･神戸直彦→稲置
郡戸長役場御中

明治12年11月25日 罫紙(一ツ綴)･1冊 い969-2

稲置行會計帳　日比野綾三 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い929-1

記(旅費受取金額書付)　さわ之→神戸様 (明治)11月15日 横切継紙･1通 い929-2

記(領収書)　常春樓→御各様 (明治)11月15日 印刷用紙･1通 い929-3

(人名書付) (明治) 横切継紙･1通 い929-4

記(御泊り代など受取書)　稲置大澤久兵衛→神戸
様

明治18年8月14日 小切紙･1通 い1067

縣下名古屋木挽町2丁目神戸分左衛門様　丹羽郡
稲置村鵜飼町宮嶋栄五郎→縣下名古屋木挽町2丁目
神戸分左衛門様

(近代)11月11日 封筒･1点 い1245-103

　神戸直彦
確証　壱通 (近代) 包紙･1点/(い1196紙

縒一括)/(い1196-1包
紙一括)

い1196-1-0

記(道具代150円受取書)　神戸直彦→神戸分左衛門
殿

明治7年5月 竪切紙･1通 い1196-1-1

記(道具代金の内金200円受取書)　神戸直彦代喜
作→神戸孫次良様

(近代)6月10日 横切紙･1通 い1196-1-2

記(金50円受取書)　神戸直彦代喜作→神戸孫次良様 (近代)6月10日 横切紙･1通 い1196-1-3

記(味噌店･屋敷地など〆金1579円余差引勘定に
つき)

(明治)13年1月19日 横切継紙･1通 い1196-2-1

記(太一口等〆金1559円余勘定につき) (近代) 横切継紙･1通 い1196-2-2

(本家･分家間の借金差引勘定元金残り325円書
付)　神戸分左衛門→神戸七之助様

(近代)3月10日 罫紙･1通 い1196-3

入之記并出之記(筆工料等受取ならびに盆前支払
金等差引勘定)　神戸直彦

(明治)11年9月8日 ｢名古屋裁判所岐阜支
庁｣用箋(一ツ綴)･1冊

い1196-4

(箪笥等の自分手廻道具の取扱問合せにつき書
状)　同(神戸)脩造→神戸直彦殿

4月7日 竪継紙･1通 い1196-5

(直彦より脩造が実印を預かって来た事につき書
状)　同(神戸)七之輔→神戸分左衛門様

(近代)5月27日 竪切紙･1通 い1196-6

(直彦に是迄通り取計らわせるようにとの事につ
き書状)　脩造→分左衛門様･七之輔様

4月18日 横切継紙･1通/(包紙
共)

い1196-7

(吉祥日借用金･借付金･旧冬調有品資産差引勘定
〆金1千111円余不足につき書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1196-8

記(木挽町神戸家他よりの借入金･借用金等〆金
4231円余につき差引勘定書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1196-9

記(借入金･貸付金･有品資産差引勘定〆金1435円
につき書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊/
(い1196-10巻込)/(紙
縒一括)

い1196-10-1

(借入金･貸付金･有品資産差引勘定〆1023円余不
足につき書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1196-10-2

(打合の件示談に致したいとの事につき書状)　
脩造→分左衛門様･七之輔様

4月17日 横切継紙･1通 い1196-10-3

(郵便にて親父より別紙の趣到来にてその為七之
助なりとも来てもらいたいとの事につき書状)
　柳龍→直彦様

(近代)3月4日 横切継紙･1通 い1196-10-4

年賦借用金之証券(今般要用にて金650円借用書)
　神戸直彦･神戸七之輔→伊東太一郎殿

明治8年10月 横切継紙･1通 い1196-10-5

(味噌醸造仕入代金など納入の延引願)　七之助→
分左衛門様

12月25日 横切継紙･1通 い1196-11

記(元金3300円の借金5ヵ年目まで返済勘定書) (明治)8年7月 折紙･1通 い1196-12

家/相続･居住･由緒/丹羽郡稲置村屋敷(犬山)
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記并口上(宗政茶桶代40銭など代金書付ならびに
帰宅後に代金を支払うこと等につき)　道具や
専助→神戸様

4月22日 折紙･1通 い1196-13

(下帳立合にて勘定するとの事につき) 横切紙･1通/(後欠) い1196-14

記(短刀一腰など植松先生持伝の品々書付につ
き)

3月1日 横長半(一ツ綴)･1冊 い1196-15

(箪笥･短刀など書品書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1196-16

覚(内家より拝借金800円など借金･貸金書付) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊/
(紙縒共)/(貼紙あり)

い1196-17

覚(年内飯米24石代金120両など諸品代金書付) (近世) 折紙･1通/(い1196-18
～23巻込一括)

い1196-18

覚(借金･講掛金･貸金など差引勘定〆金3568両に
つき)

(近世) 横切継紙･1通 い1196-19

(未･申両年仕込･売上差引勘定書付) 横切継紙･1通 い1196-20

覚(味噌ならびに畑･屋敷地子収入と諸入用差引
勘定書)

横切継紙･1通 い1196-21

御規則(味噌蔵御用は久兵衛･庄助両人に限るこ
と等規則書付)

横切継紙･1通 い1196-22

金銀請取通(公債利子など受取書)　神戸直彦 明治7年5月1日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1196-23

神戸直彦返金伊東太一郎請取書 (近代) 札･1点/(い1253紙縒
一括)

い1253-1

記(元金500円の内300円返金受取書)　伊東太一郎
→神戸様

明治8年9月25日 切紙･1通 い1253-2

記(上半期年済金の内より50円受取書)　伊東太一
郎→神戸様

明治10年8月13日 切紙･1通 い1253-3

宅地書入金借用証券　名古屋区桑名町三丁目右金借
用本人山田とく､美濃国多芸郡栗笠村右保証人佐藤
顕光､(奥書)右町戸長五味鈷録→美濃国本草郡高屋
村神戸通彦殿

明治16年1月1日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1冊 い1152-1-5

恩恵金請取記　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治11年9月6日～15
年2月25日

横半半(一ツ綴)･1冊/
(い1152-2は紙縒一括)

い1152-2-1

利足受取記　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1152-2-2

証(金10円借用書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治15年2月25日 竪紙･1通 い1152-2-3

金預り證券　三輪喜七→神戸直彦殿 明治11年2月17日 竪紙･1通 い1152-2-4

(元金など金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1152-2-5

証(金5円受取書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治15年2月25日 竪紙･1通 い1152-2-6

(神戸直彦分10円渡書) (明治)8月3日～8月22
日

小切紙･1通 い1152-2-7

記(金8円20銭受取書)　神戸直彦→神戸分左衛門様 (明治)8月23日 小切紙･1通 い1152-2-8

証(金7円借用書)　神戸直彦(花押)→神戸分左衛門
殿

(明治)11年5月28日 小切紙･1通 い1152-2-9

記(貸金･渡金など書付) (明治) 小切継紙･1通 い1152-2-10

記(甲冑覆･櫃代など落手証)　神戸直彦→神戸分左
衛門様

明治13年10月7日 罫紙･1通 い1152-2-11

証(硯代5円受取書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治13年6月6日 小切紙･1通 い1152-2-12

記(売渡金受取書)　神戸直彦(花押)→神戸分左衛門
殿

明治11年9月4日 小切紙･1通 い1152-2-13

家/相続･居住･由緒/神戸直彦
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記并口上(宗政茶桶代40銭など代金書付ならびに
帰宅後に代金を支払うこと等につき)　道具や
専助→神戸様

4月22日 折紙･1通 い1196-13

(下帳立合にて勘定するとの事につき) 横切紙･1通/(後欠) い1196-14

記(短刀一腰など植松先生持伝の品々書付につ
き)

3月1日 横長半(一ツ綴)･1冊 い1196-15

(箪笥･短刀など書品書付) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1196-16

覚(内家より拝借金800円など借金･貸金書付) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊/
(紙縒共)/(貼紙あり)

い1196-17

覚(年内飯米24石代金120両など諸品代金書付) (近世) 折紙･1通/(い1196-18
～23巻込一括)

い1196-18

覚(借金･講掛金･貸金など差引勘定〆金3568両に
つき)

(近世) 横切継紙･1通 い1196-19

(未･申両年仕込･売上差引勘定書付) 横切継紙･1通 い1196-20

覚(味噌ならびに畑･屋敷地子収入と諸入用差引
勘定書)

横切継紙･1通 い1196-21

御規則(味噌蔵御用は久兵衛･庄助両人に限るこ
と等規則書付)

横切継紙･1通 い1196-22

金銀請取通(公債利子など受取書)　神戸直彦 明治7年5月1日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1196-23

神戸直彦返金伊東太一郎請取書 (近代) 札･1点/(い1253紙縒
一括)

い1253-1

記(元金500円の内300円返金受取書)　伊東太一郎
→神戸様

明治8年9月25日 切紙･1通 い1253-2

記(上半期年済金の内より50円受取書)　伊東太一
郎→神戸様

明治10年8月13日 切紙･1通 い1253-3

宅地書入金借用証券　名古屋区桑名町三丁目右金借
用本人山田とく､美濃国多芸郡栗笠村右保証人佐藤
顕光､(奥書)右町戸長五味鈷録→美濃国本草郡高屋
村神戸通彦殿

明治16年1月1日 ｢神戸氏蔵｣用箋･1冊 い1152-1-5

恩恵金請取記　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治11年9月6日～15
年2月25日

横半半(一ツ綴)･1冊/
(い1152-2は紙縒一括)

い1152-2-1

利足受取記　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治14年11月12日 横半半(一ツ綴)･1冊 い1152-2-2

証(金10円借用書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治15年2月25日 竪紙･1通 い1152-2-3

金預り證券　三輪喜七→神戸直彦殿 明治11年2月17日 竪紙･1通 い1152-2-4

(元金など金銭書付) (明治) 小切継紙･1通 い1152-2-5

証(金5円受取書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治15年2月25日 竪紙･1通 い1152-2-6

(神戸直彦分10円渡書) (明治)8月3日～8月22
日

小切紙･1通 い1152-2-7

記(金8円20銭受取書)　神戸直彦→神戸分左衛門様 (明治)8月23日 小切紙･1通 い1152-2-8

証(金7円借用書)　神戸直彦(花押)→神戸分左衛門
殿

(明治)11年5月28日 小切紙･1通 い1152-2-9

記(貸金･渡金など書付) (明治) 小切継紙･1通 い1152-2-10

記(甲冑覆･櫃代など落手証)　神戸直彦→神戸分左
衛門様

明治13年10月7日 罫紙･1通 い1152-2-11

証(硯代5円受取書)　神戸直彦→神戸分左衛門殿 明治13年6月6日 小切紙･1通 い1152-2-12

記(売渡金受取書)　神戸直彦(花押)→神戸分左衛門
殿

明治11年9月4日 小切紙･1通 い1152-2-13

おぼへ(神戸分左衛門渡し直彦､するがや払分な
ど書付)

(明治)寅7月2日～卯5
月16日

小切紙･1通 い1152-2-14

記(銅シヨロ代など落手証)　神戸直彦→神戸殿 明治14年12月12日 罫紙･1通 い1152-2-15

神戸分左衛門様　神戸直彦→愛知県名古屋区木挽丁
2丁目23番地神戸分左衛門様

(明治)15年8月4日 封筒･1点 い1152-2-16-0

(薬効のことなど近況報知の書状)　直彦→盟兄君 (近代)7月23日 罫紙･4枚1綴 い1152-2-16-1

(金銭の件につき綾三へ御下附下されたき旨書
状)　直彦→盟兄君

(近代) 罫紙･3枚1通 い1152-2-16-2

証(金14円余元利共皆済につき)　神戸直彦→神戸
分左衛門殿

明治15年7月24日 罫紙･1通 い1152-2-16-3

証(金124円余など受取書)　神戸直彦→神戸分左衛
門殿

明治16年9月4日 竪紙･1通 い1152-2-17

記(金124円渡証)　神戸分左衛門→神戸直彦様 明治16年9月4日 横切継紙･1通 い1152-2-18

(珊玉一粒の価位金につき書状)　三輪→神戸様 (近代)8月16日 小切継紙･1通 い1152-2-19

(綾三のことで不体裁の件につき追啓の書状)　
(竹ヶ鼻渡辺ニ而)神戸直彦→(名古屋区)木挽丁神戸
分左衛門様

(近代)9月3日 横切継紙･1通/(包紙
共)

い1152-2-20

(借財などは近々催促につき書状)　直彦 (近代)9月3日 横切継紙･1通 い1152-2-20

通運物受取証(岐阜末継町神戸直彦宛紙包につ
き)　内国通運会社名古屋出張所→神戸分左衛門殿

明治18年8月29日 印刷用紙･1通 い1065

記(神戸直彦よりの紙包受取につき)　嶋屋商店
(内国飛脚美濃岐阜嶋屋圓七)→上様

(近代)9月25日 小切紙･1通 い1006

神戸直彦起稿証券ノ案 札･1点/(い1209-3-1
～5紙縒一括)

い1209-3-1

借地受作証券(借地受作証券雛形) (近代) 罫紙(一ツ綴)･1冊 い1209-3-2

(借家契約条項九箇条書付) (近代) 罫紙(一ツ綴)･1冊 い1209-3-3

宅地借用証券(宅地借用証券雛形) (近代) 罫紙(一ツ綴)･1冊/(い
1209-3-4･5折畳一括)

い1209-3-4

(耕地賃借契約条項書付) (近代) 罫紙(一ツ綴)･1冊 い1209-3-5

(借金の件直彦様よりの御歎願の旨につき書状)
　栄五郎→神戸様

(近代)11月11日 切継紙･1通 い1245-130

　他家の相続等
奉願上候御事(父四郎左衛門病死につき諸式相続
したき旨､下書)　蟹江本町邑鈴木恵源太→半田小
平治様

宝暦7年丑11月 切紙･1通 い1168

岩井栄二ニ属スル并借家書付 (近代) 札･1点/(い1206紙縒
一括)

い1206-1

九月十四日陳元贇贈于小出道恕書牘(岩井平吉助
カ死去につき)

(近代) 罫紙･1通 い1206-2

記(書状袋･暦等〆19円42銭余代金勘定書付につ
き)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊/
(い1206-3-2～4はい
1206-1の間に挟込)

い1206-3-1

明治通宝半円(明治初年の紙幣･なほ六三四三) (明治) 紙幣･1点 い1206-3-2

明治通宝二十銭(明治初年の紙幣･ふう七一九四) (明治) 紙幣･1点 い1206-3-3

明治通宝二十銭(明治初年の紙幣･よむの
九〇七六)

(明治) 紙幣･1点 い1206-3-4

家/相続･居住･由緒/神戸直彦
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新摺り米請取記(入津米〆1529俵につき) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊/
(い1206-4畳込一括)

い1206-4-1

覚(品代金7円受取書)　(名護屋伝馬町三丁目高山与
右衛門)→神戸様

(近代)11年5月 横切継紙･1通 い1206-4-2

栄治事岩井平助死後仕払之覚(栄二死後遺物など
書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1206-6-1

(車ノ町等普請入用金書付) (近代) 綴･1綴 い1206-6-2

　町との関係
覚(文政12年3月､町代川崎屋太兵衛等への酒肴振
舞料書付)

(文政12年丑3月) 小切紙･1通 い1090

覚(町代衆･組頭衆･肝煎衆御礼の鰹節など代金勘
定書)

(近世) 小切紙･1通 い1075

覚(町代衆･組頭衆等への振舞金書付) (近世) 小切紙･1通 い1087

覚(壱軒役につき酒肴膳料等書付) (近世) 小切紙･1通 い1089

覚(壱軒役につき酒肴膳料等書付) (近世) 小切紙･1通 い1091

　家計
　一年ごとの受取書の束
十三年元帳より出入分受取書付類 (明治) 札･1点/(い1199紙縒

一括)/(い1199-1紙縒
一括)

い1199-1-1

記(桃島硯代金4円受取書)　(塩町四丁目)かし出屋
藤十→神戸様

(近代)10月7日 小切紙･1通 い1199-1-2

記(硯代金4円書付) (近代) 罫紙･1通 い1199-1-3

(買上値段につき)　とく→知水様 (近代)30日 横切継紙･1通 い1199-1-4

(貸金〆8円75銭勘定書) (近代) 小切紙･1通 い1199-1-5

記(金銭受取書)　□□庄兵衛→神戸文左衛門様 (明治)13年8月11日 小切紙･1通 い1199-1-6

記(米代金15円受取書)　藤屋平助→神戸様御勝手 (近代)11月23日 小切紙･1通 い1199-1-7

記(借用金のうち金1680円返済につき)　新田忠兵
衛･綱蔵→神戸旦那様

明治13年辰12月23日 罫紙･1通 い1199-1-8

記(納米売付につき申上書)　(栄治)神戸店→清水
理八殿口入藤屋平助殿

(近代)辰8月7日 小切紙･1通 い1199-1-9

記(銅樋代金〆12円余受取書)　本一後→神戸様 (近代)11月6日 小切紙･1通 い1199-1-10

第一四四号(新築費80円受取書)　愛知県海東･西郡
長横田太一郎→神戸新田神戸分左衛門

明治13年11月19日 ｢愛知県海東･西郡役
所｣用箋･1通

い1199-1-11

記(米代金差引勘定〆金71円余につき) (近代)10月24日 横切継紙･1通 い1199-1-12

記(小判等両替価値につき書付) (近代) 横切継紙･1通/(破損甚
大)

い1199-1-13

明治十七年元帳より出金受取書付類 (近代) 札･1点/(い1199-2紙
縒一括)/(い1199-2-1
紙縒一括)

い1199-2-1-1

記(銅樋代金差引勘定〆22円余書付)　笹屋惣助→
神戸文左衛門様

(近代)10月6日 横切継紙･1通 い1199-2-1-2

※記(景山公尺版東湖翁金紙購入代金7円受取書)
　浅香呉山→神戸分左衛門殿

明治17年11月10日 切紙･1通 い1199-2-1-3

記(品代金3円受取書)　(愛知県)松田会社→神戸様 (近代)3月30日 小切紙･1通 い1199-2-2-1

家/相続･居住･由緒/他家の相続等
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新摺り米請取記(入津米〆1529俵につき) (近代) 横長半(一ツ綴)･1冊/
(い1206-4畳込一括)

い1206-4-1

覚(品代金7円受取書)　(名護屋伝馬町三丁目高山与
右衛門)→神戸様

(近代)11年5月 横切継紙･1通 い1206-4-2

栄治事岩井平助死後仕払之覚(栄二死後遺物など
書付)

(近代) 横長半(一ツ綴)･1冊 い1206-6-1

(車ノ町等普請入用金書付) (近代) 綴･1綴 い1206-6-2

　町との関係
覚(文政12年3月､町代川崎屋太兵衛等への酒肴振
舞料書付)

(文政12年丑3月) 小切紙･1通 い1090

覚(町代衆･組頭衆･肝煎衆御礼の鰹節など代金勘
定書)

(近世) 小切紙･1通 い1075

覚(町代衆･組頭衆等への振舞金書付) (近世) 小切紙･1通 い1087

覚(壱軒役につき酒肴膳料等書付) (近世) 小切紙･1通 い1089

覚(壱軒役につき酒肴膳料等書付) (近世) 小切紙･1通 い1091

　家計
　一年ごとの受取書の束
十三年元帳より出入分受取書付類 (明治) 札･1点/(い1199紙縒

一括)/(い1199-1紙縒
一括)

い1199-1-1

記(桃島硯代金4円受取書)　(塩町四丁目)かし出屋
藤十→神戸様

(近代)10月7日 小切紙･1通 い1199-1-2

記(硯代金4円書付) (近代) 罫紙･1通 い1199-1-3

(買上値段につき)　とく→知水様 (近代)30日 横切継紙･1通 い1199-1-4

(貸金〆8円75銭勘定書) (近代) 小切紙･1通 い1199-1-5

記(金銭受取書)　□□庄兵衛→神戸文左衛門様 (明治)13年8月11日 小切紙･1通 い1199-1-6

記(米代金15円受取書)　藤屋平助→神戸様御勝手 (近代)11月23日 小切紙･1通 い1199-1-7

記(借用金のうち金1680円返済につき)　新田忠兵
衛･綱蔵→神戸旦那様

明治13年辰12月23日 罫紙･1通 い1199-1-8

記(納米売付につき申上書)　(栄治)神戸店→清水
理八殿口入藤屋平助殿

(近代)辰8月7日 小切紙･1通 い1199-1-9

記(銅樋代金〆12円余受取書)　本一後→神戸様 (近代)11月6日 小切紙･1通 い1199-1-10

第一四四号(新築費80円受取書)　愛知県海東･西郡
長横田太一郎→神戸新田神戸分左衛門

明治13年11月19日 ｢愛知県海東･西郡役
所｣用箋･1通

い1199-1-11

記(米代金差引勘定〆金71円余につき) (近代)10月24日 横切継紙･1通 い1199-1-12

記(小判等両替価値につき書付) (近代) 横切継紙･1通/(破損甚
大)

い1199-1-13

明治十七年元帳より出金受取書付類 (近代) 札･1点/(い1199-2紙
縒一括)/(い1199-2-1
紙縒一括)

い1199-2-1-1

記(銅樋代金差引勘定〆22円余書付)　笹屋惣助→
神戸文左衛門様

(近代)10月6日 横切継紙･1通 い1199-2-1-2

※記(景山公尺版東湖翁金紙購入代金7円受取書)
　浅香呉山→神戸分左衛門殿

明治17年11月10日 切紙･1通 い1199-2-1-3

記(品代金3円受取書)　(愛知県)松田会社→神戸様 (近代)3月30日 小切紙･1通 い1199-2-2-1

記(一寸鉄板代金等〆金16円余書付) (近代)7月3日 小切紙･1通 い1199-2-2-2

記(銅樋板代金等〆20円余受取書)　笹屋宗助→神
戸文右(ママ)衛門

(近代)11月7日 横切継紙･1通 い1199-2-2-4

記(銅樋など購入代金差引勘定)　(尾張名古屋茶屋
町岐阜屋清兵衛)キフ清→神戸分右(ママ)衛門様

(近代)2月 切紙･1通 い1199-2-2-8

※記(神戸米売り払い185円余につき書付) (近代)30日 小切紙･1通 い1199-2-2-3

※記(神戸新田の納米300俵にて売り払い価格検
討につき書状)　木挽町神戸→米屋忠兵衛殿御取
次･大野幸次郎殿

(明治)17年8月28日 小切紙･1通/(い1199-
2-2-5･6巻込一括)

い1199-2-2-5

※記(納米300俵売り払い代金579円余書付)　→
忠兵衛取次･大野幸次郎殿

(近代)9月2日 横切継紙･1通 い1199-2-2-6

※記(米11石余売り払いにつき書付) (近代) 横切継紙･1通 い1199-2-2-7

十八年分受取書付之内 (明治18年) 札･1点/(い1068紙縒･
紐一括)

い1068-1

キ(諸品代受取書)　車や→神戸様 (明治18年)8月 小切紙･1通 い1068-2

記(花車直し代受取書)　国ゑだ幸吉→神戸文左衛門
様

(明治18年)9月13日 小切紙･1通 い1068-3

キ(雁皮半切代受取書)　藤□屋勇蔵→上 (明治18年)9月13日 小切紙･1通 い1068-4

覚(あら麦代など受取書)　万庄→神戸様 (明治18年)8月 小切紙･1通 い1068-5

記(玉子代受取書)　駒や清助→神戸様 (明治18年)酉8月 小切紙･1通 い1068-6

記(味醂代受取書)　＊7月4日～8月16日までの勘定
あり　下□市蔵→神戸様

(明治18年) 小切紙･1通 い1068-7

(鰻代受取書)　香位火→神戸様 (明治18年)8月4日 札･1点 い1068-8

明治十八年分受取書□□内申仕初後之分 明治18年 札･1点/(い1098紙縒
一括)

い1098-0

貨物受取証(神戸直彦行金子につき)　内国通運会
社名古屋支店→神戸分左衛門様

明治19年1月5日 印刷用紙･1通 い1098-1

記(1円31銭7厘受取書)　牛巻孫七→上 (明治)1月2日 小切紙･1通 い1098-2

記(番傘代受取書)　大岩→神戸様 (明治)12月27日 小切紙･1通 い1098-3

記(玉子代受取書)　駒清→神戸様 (明治)酉12月 小切継紙･1通 い1098-4

明治十一年十二月牛乳之記　名古屋区本重町養牛
社→神戸文左衛門様

明治11年12月 印刷用紙･1通 い1098-5

記(品代46銭余受取書)　こまや清助→神戸様 (明治)とり12月30日 小切紙･1通 い1098-6

受領証(牛乳代受取書)　名古屋本重町五丁目養牛社
→神戸分左衛門殿

明治18年12月31日 印刷用紙･1通 い1098-7

記(19年中仏供米料受取書)　勝鬘→神戸分左衛門
殿

明治18年12月30日 罫紙･1通 い1098-8

記(19年中消散童子仏供米6升受取書)　称名院住
職服部宗信→神戸分左衛門殿

(明治)18年12月30日 小切紙･1通 い1098-9

記(神戸直彦行紙包受取書)　内国飛脚美濃岐阜嶋
屋圓七→神戸様

(明治)7月28日 小切紙･1通 い1098-10

(受取書)　→神戸文左衛門□ 小切紙･1通/(破損甚大
のため開披不能)/(い
1098の紙縒一括より
別置)

い1098-11

記(品代1円受取書)　藤嶋や久助→神戸様 (明治)9月20日 札･1点 い1098-12

記(品代28銭受取書)　藤嶋屋久助→上 (明治)12月27日 小切紙･1通 い1098-13

家/家計/一年ごとの受取書の束
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(明治18年第2期分役場費受取書)　名古屋区材木
町外六ヶ町戸長役場→神戸分左衛門

(明治18年)12月 印刷用紙･1通 い1098-14

記(品代3円50銭受取書)　植木屋覚左衛門→上様 (明治)12月23日 小切紙･1通 い1098-15

記(河島とけ代受取書)　吉嶋屋九一郎→神戸様 (明治)12月18日 小切紙･1通 い1098-16

名古屋絵入新聞代価領収之証(12月1日～8月22日
分)　名古屋本町四丁目三番地績立社→神戸文左衛
門様

明治18年12月 印刷用紙･1通 い1098-17

金子入書状請取証合符(大和国奈良春日神社社務
局行金75銭につき)　名古屋郵便局→名古屋区木
挽町神戸分左衛門

(明治)18年12月22日 印刷用紙･1通 い1098-18

(自由12月中代金35銭受取書)　名古屋本町二丁目
石版舎→神戸分左衛門様

(明治)18年12月19日 印刷用紙･1通 い1098-19

記(日雇兼吉への渡金など書付) (明治) 小切紙･1通 い1098-20

記(12月分代金受取書)　吉嶋屋九一郎→神戸様 明治18年12月16日 小切紙･1通 い1098-21

貨物受取証(神戸直彦行金100円につき)　内国通
運会社名古屋支店→神戸分左衛門様

明治18年12月15日 印刷用紙･1通 い1098-22

記(扇面塗直代受取書)　赤堀→神戸様 (明治)12月1日 小切紙･1通 い1098-23

記(あずき代受取書)　川村七右衛門→神戸様 (明治)12月6日 小切紙･1通 い1098-24

記(白石代80銭手形)　石清兵衛→神戸様 (明治)12月7日 小切紙･1通 い1098-25

記(味噌代受取書)　尾張屋→神戸様 (明治)12月5日 小切紙･1通 い1098-26

記(玉子代など受取書)　牛巻彦六→上 (明治)12月5日 小切紙･1通 い1098-27

記(こんぶ代など受取書)　植物師勇介→神戸分左
衛門様

(明治)11月 小切紙･1通 い1098-28

記(鳥代受取書)　左栄→上 (明治)11月29日 罫紙･1通 い1098-29

キ(玉子代受取書)　駒清→神戸様 (明治)12月2日 小切紙･1通 い1098-30

証(11月度代金受取書)　名古屋区玉屋町壱丁目柴垣
仙次郎竹林鉄之介→神戸分左衛門殿

明治18年11月31日 印刷用紙･1通 い1098-31

記(品代勘定書)　鉄蔵 (明治)12月2日 小切紙･1通 い1098-32

記(品代60銭受取書)　愛知名古屋区本町通八丁目美
濃屋吉次郎→神戸様

(明治)12月1日 小切紙･1通 い1098-33

記(品代受取書)　おた屋文助→神戸様 (明治)11月30日 横切継紙･1通 い1098-34

記(玉子代など受取書)　駒屋清助→神戸様 (明治)11月 小切紙･1通 い1098-35

記(137わ代勘定書)　鯉村鉄蔵 (明治)3月1日 小切紙･1通 い1098-36

覚(上みりん代受取書)　伊藤怳之→神戸様 (明治)11月30日 小切紙･1通 い1098-37

受領証(牛乳代受取書)　名古屋本重町五丁目養牛社
→神戸分左衛門殿

明治18年11月30日 印刷用紙･1通/(い1098
-38-2に巻込)

い1098-38-1

明治十八年十一月牛乳之記　名古屋区本重町養牛
社→神戸分左衛門様

明治18年11月 印刷用紙･1通 い1098-38-2

記(品代20銭受取書)　(名古屋本町)竹内伊左衛門→
神戸様

(明治)18年11月26日 罫紙･1通 い1098-39

記(85わ代勘定書)　鯉村鉄蔵 (明治) 小切紙･1通 い1098-40

(品代受取書)　花のや伝七→神戸様 (明治)10月29日 小切紙･1通/(破損甚大
のため開披不能)

い1098-41

記(小皿代受取書)　尾州名古屋陶器売捌所瀧藤萬治
郎→上様

(明治)11月27日 小切紙･1通 い1098-42

家/家計/一年ごとの受取書の束
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(明治18年第2期分役場費受取書)　名古屋区材木
町外六ヶ町戸長役場→神戸分左衛門

(明治18年)12月 印刷用紙･1通 い1098-14

記(品代3円50銭受取書)　植木屋覚左衛門→上様 (明治)12月23日 小切紙･1通 い1098-15

記(河島とけ代受取書)　吉嶋屋九一郎→神戸様 (明治)12月18日 小切紙･1通 い1098-16

名古屋絵入新聞代価領収之証(12月1日～8月22日
分)　名古屋本町四丁目三番地績立社→神戸文左衛
門様

明治18年12月 印刷用紙･1通 い1098-17

金子入書状請取証合符(大和国奈良春日神社社務
局行金75銭につき)　名古屋郵便局→名古屋区木
挽町神戸分左衛門

(明治)18年12月22日 印刷用紙･1通 い1098-18

(自由12月中代金35銭受取書)　名古屋本町二丁目
石版舎→神戸分左衛門様

(明治)18年12月19日 印刷用紙･1通 い1098-19

記(日雇兼吉への渡金など書付) (明治) 小切紙･1通 い1098-20

記(12月分代金受取書)　吉嶋屋九一郎→神戸様 明治18年12月16日 小切紙･1通 い1098-21

貨物受取証(神戸直彦行金100円につき)　内国通
運会社名古屋支店→神戸分左衛門様

明治18年12月15日 印刷用紙･1通 い1098-22

記(扇面塗直代受取書)　赤堀→神戸様 (明治)12月1日 小切紙･1通 い1098-23

記(あずき代受取書)　川村七右衛門→神戸様 (明治)12月6日 小切紙･1通 い1098-24

記(白石代80銭手形)　石清兵衛→神戸様 (明治)12月7日 小切紙･1通 い1098-25

記(味噌代受取書)　尾張屋→神戸様 (明治)12月5日 小切紙･1通 い1098-26

記(玉子代など受取書)　牛巻彦六→上 (明治)12月5日 小切紙･1通 い1098-27

記(こんぶ代など受取書)　植物師勇介→神戸分左
衛門様

(明治)11月 小切紙･1通 い1098-28

記(鳥代受取書)　左栄→上 (明治)11月29日 罫紙･1通 い1098-29

キ(玉子代受取書)　駒清→神戸様 (明治)12月2日 小切紙･1通 い1098-30

証(11月度代金受取書)　名古屋区玉屋町壱丁目柴垣
仙次郎竹林鉄之介→神戸分左衛門殿

明治18年11月31日 印刷用紙･1通 い1098-31

記(品代勘定書)　鉄蔵 (明治)12月2日 小切紙･1通 い1098-32

記(品代60銭受取書)　愛知名古屋区本町通八丁目美
濃屋吉次郎→神戸様

(明治)12月1日 小切紙･1通 い1098-33

記(品代受取書)　おた屋文助→神戸様 (明治)11月30日 横切継紙･1通 い1098-34

記(玉子代など受取書)　駒屋清助→神戸様 (明治)11月 小切紙･1通 い1098-35

記(137わ代勘定書)　鯉村鉄蔵 (明治)3月1日 小切紙･1通 い1098-36

覚(上みりん代受取書)　伊藤怳之→神戸様 (明治)11月30日 小切紙･1通 い1098-37

受領証(牛乳代受取書)　名古屋本重町五丁目養牛社
→神戸分左衛門殿

明治18年11月30日 印刷用紙･1通/(い1098
-38-2に巻込)

い1098-38-1

明治十八年十一月牛乳之記　名古屋区本重町養牛
社→神戸分左衛門様

明治18年11月 印刷用紙･1通 い1098-38-2

記(品代20銭受取書)　(名古屋本町)竹内伊左衛門→
神戸様

(明治)18年11月26日 罫紙･1通 い1098-39

記(85わ代勘定書)　鯉村鉄蔵 (明治) 小切紙･1通 い1098-40

(品代受取書)　花のや伝七→神戸様 (明治)10月29日 小切紙･1通/(破損甚大
のため開披不能)

い1098-41

記(小皿代受取書)　尾州名古屋陶器売捌所瀧藤萬治
郎→上様

(明治)11月27日 小切紙･1通 い1098-42

記(唱歌集代受取書)　愛知県名古屋中近堂支店→上 明治18年11月28日 印刷用紙･1通 い1098-43

記(白葡萄酒代受取書)　三誠舎→上 (明治)9月30日 小切紙･1通 い1098-44

受領証(牛乳代受取書)　名古屋本重町五丁目養牛社
→神戸分左衛門殿

明治18年10月30日 印刷用紙･1通 い1098-45

記(品代受取書)　(長者町四丁目)ぬし安兵衛→神戸
様

(明治)酉10月 小切紙･1通 い1098-46

記(紙代受取書)　傘屋→かんどう様 (明治) 小切紙･1通 い1098-47

記(木綿嶋綿入代受取書)　吉嶋屋九一郎→神戸様 (明治)10月31日 小切紙･1通 い1098-48

記(渋紙包･紙包受取書)　彦助→神戸様 (明治)11月1日 小切紙･1通 い1098-49

記(上筆代受取書)　愛知名古屋区本町通八丁目美濃
屋吉次郎→神戸様

(明治)11月初1日 小切継紙･1通 い1098-50

証(10月度代金受取書)　朝日新聞大売捌所名古屋区
玉屋町壱丁目柴垣仙次郎代林鉄之介→神戸分左衛門
殿

明治10年10月31日 印刷用紙･1通 い1098-51

覚(吸い物椀代など受取書)　道具梅治郎→神ど様 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-52

記(座ふとん代など受取書)　織田屋文助→神戸様 (明治)10月 横切紙･1通 い1098-53

(明治18年度第2期分壱丁目分地租割税納税通知
書)　名古屋区材木町外六ヶ町戸長役場受取人木清
→神戸分左衛門

明治18年 印刷用紙･1通/(い1098
-54-2に巻込)

い1098-54-1

(明治18年度第2期分地租割税･家屋税通知書)　
名古屋区材木町外六ヶ町戸長役場受取人木清→神戸
分左衛門

明治18年 印刷用紙･1通 い1098-54-2

記(大豆代など受取書)　米藤→神戸文左衛門様 (明治)10月 横切継紙･1通 い1098-55

記(金巾代受取書)　(桜町)奈良兼→神戸様 (明治)10月 小切紙･1通 い1098-56

(銀之亮等4人分賃銭書付)　松岡 (明治)11月1日 札･1点 い1098-57

記(金45銭受取書)　市蔵→神戸様 (明治)10月31日 小切紙･1通 い1098-58

記(味醂代受取書)　市蔵→神戸様 (明治)10月30日 小切紙･1通 い1098-59

記(諸品直し代受取書)　ぬし安兵衛→神戸様 (明治)酉10月 小切紙･1通 い1098-60

(品代受取書)　丸伊 (明治) 小切紙･1通 い1098-61

記(金時計表硝子替代受取書)　塩町飯田覚三郎→
神戸様

(明治)11月11日 罫紙･1通 い1098-62

記(品代受取書)　(名古屋長者町)岡岩屋惣七→神戸
様

(明治)11月7日 横切継紙･1通 い1098-63

記(品代受取書)　(名古屋新柳町)橋本屋繁八→神戸
様

(明治)11月12日 小切紙･1通 い1098-64

記(11月分代金受取書)　松浦九一郎→神戸様 (明治)11月13日 小切紙･1通 い1098-65

記(ヲレーフ油代受取書)　(愛知県名古屋区京町壱
丁目村松)丸屋五郎→上

(明治)11年11月19日 小切紙･1通 い1098-66

記(掛物代など受取書)　勇斎→神戸分左衛門様 (明治)11月21日 横切紙･1通 い1098-67

記(和製三盆白代受取書)　(名古屋伝馬町)井桁屋
佐兵衛→神戸様

(明治)11月19日 小切紙･1通 い1098-68

記(金30銭受取書)　鈴木執事→神戸様 (明治)11月19日 小切紙･1通 い1098-69

記(神戸直彦宛紙包運賃受取書)　(内国飛脚美濃岐
阜嶋屋圓七)嶋圓支店→神戸様

(明治)10月22日 小切紙･1通 い1098-70

家/家計/一年ごとの受取書の束
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記(神酒代受取書)　＊｢新田分｣とあり　つ島店→神
戸様

(明治)酉10月17日 小切紙･1通 い1098-71

送り状(紙包小箱逓送につき)　＊｢海陸荷物運送所
京都柳馬場六角下ル中牛馬会社｣印あり　山城宇治
宮林源蔵→名古や木挽町弐丁目神戸分左衛門殿

(明治)18年10月21日 竪切紙･1通 い1098-72

記(真綿代など勘定書) (明治)10月16日 横切継紙･1通 い1098-73

記(10月分代金受取書)　松浦九一郎→神戸様 (明治)10月27日 小切紙･1通 い1098-74

記(味噌代受取書)　尾張屋→神戸様 (明治)10月27日 小切紙･1通 い1098-75

記(名古屋絵入新聞10月分代金受取書)　本町三丁
目後藤彦右衛門→神戸文左衛門様

明治18年10月 印刷用紙･1通 い1098-76

記(金20銭受取書)　□□→神戸様 (明治)10月26日 小切紙･1通 い1098-77

(銀之亮等4人分賃銭書付)　松岡 (明治)10月26日 札･1点 い1098-78

記(謝金受取書)　西村大蔵→神戸様 (明治)10月28日 小切紙･1通 い1098-79

記(木綿代受取書)　めん儀→上 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-80

(銀之亮等2人分賃銭書付)　松岡 (明治) 札･1点 い1098-81

明治十八年九月牛乳之記　名古屋区本重町養牛社
→木挽町二丁目神戸分左衛門様

明治18年9月 印刷用紙･1通 い1098-82-1

明治十八年九月牛乳之記(控)　名古屋区本重町養
牛社→神戸分左衛門様

明治18年9月 印刷用紙･1通/(い1098
-82-1に巻込)

い1098-82-2

受領証(本月分牛乳代受取書)　名古屋区本重町五
丁目養牛社→神戸分左衛門殿

明治18年9月30日 印刷用紙･1通/(い1098
-82-2に巻込)

い1098-82-3

貨物受取証(岐阜栄町渡辺満寿宛金7円入1封受取
書)　内国通運会社(名古屋支店)→渡辺太吉様

明治18年10月1日 印刷用紙･1通 い1098-83-1

記(金7円受取書)　神戸□□→神戸分左衛門様 (明治)9月28日 小切紙･1通/(い1098-
83-1に巻込)

い1098-83-2

(明治18年度第1期分役場費等納税通知書)　名古
屋区材木町外六ヶ町戸長役場→神戸分左衛門

明治18年 印刷用紙･1通 い1098-84

記(縮緬代受取書)　織田屋文助→神戸様 (明治)9月11日 横切継紙･1通 い1098-85

記(白葡萄酒代受取書)　三誠舎→神戸様 (明治)10月2日 小切紙･1通 い1098-86

記(戸棚直し代など受取書)　念治郎→神戸様 (明治)9月30日 横切継紙･1通 い1098-87

記(品代受取書)　(尾州伏見町六丁目)吉田屋和七→
神戸様

(明治)9月30日 小切紙･1通 い1098-88

記(品代受取書)　(愛知県名古屋区京町壱丁目丸屋)
村松五郎→上

(明治)10月5日 小切紙･1通 い1098-89

神戸分左衛門様御茶料(茶代受取書)　宮林源蔵→
(神戸分左衛門)

(明治) 竪切紙･1通/(破損甚
大のため年代判読不
能)

い1098-90

記(供米受取書)　八事山執事→神戸分左衛門殿 (明治)18年10月25日 小切紙･1通 い1098-91

記(神戸直彦宛紙包他運賃受取書)　(内国飛脚美
濃岐阜嶋屋圓七)嶋圓支店→神戸様

(明治)10月22日 小切紙･1通 い1098-92

記(品代勘定書)　吉田屋和七→神戸分左衛門様 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-93

記(平おり代受取書)　橋本や繁八→神戸様 (明治)11月13日 小切紙･1通 い1098-94

覚(味醂代受取書)　伊藤怳之→神戸様 (明治)11月15日 小切紙･1通 い1098-95

(自由11月代受取書)　名古屋本町二丁目石版舎→神
戸分左衛門様

(明治)18年11月17日 印刷用紙･1通 い1098-96

記(ちりめん代など受取書)　半田や久八→神戸様 (明治)10月29日 小切紙･1通 い1098-97

家/家計/一年ごとの受取書の束
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記(神酒代受取書)　＊｢新田分｣とあり　つ島店→神
戸様

(明治)酉10月17日 小切紙･1通 い1098-71

送り状(紙包小箱逓送につき)　＊｢海陸荷物運送所
京都柳馬場六角下ル中牛馬会社｣印あり　山城宇治
宮林源蔵→名古や木挽町弐丁目神戸分左衛門殿

(明治)18年10月21日 竪切紙･1通 い1098-72

記(真綿代など勘定書) (明治)10月16日 横切継紙･1通 い1098-73

記(10月分代金受取書)　松浦九一郎→神戸様 (明治)10月27日 小切紙･1通 い1098-74

記(味噌代受取書)　尾張屋→神戸様 (明治)10月27日 小切紙･1通 い1098-75

記(名古屋絵入新聞10月分代金受取書)　本町三丁
目後藤彦右衛門→神戸文左衛門様

明治18年10月 印刷用紙･1通 い1098-76

記(金20銭受取書)　□□→神戸様 (明治)10月26日 小切紙･1通 い1098-77

(銀之亮等4人分賃銭書付)　松岡 (明治)10月26日 札･1点 い1098-78

記(謝金受取書)　西村大蔵→神戸様 (明治)10月28日 小切紙･1通 い1098-79

記(木綿代受取書)　めん儀→上 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-80

(銀之亮等2人分賃銭書付)　松岡 (明治) 札･1点 い1098-81

明治十八年九月牛乳之記　名古屋区本重町養牛社
→木挽町二丁目神戸分左衛門様

明治18年9月 印刷用紙･1通 い1098-82-1

明治十八年九月牛乳之記(控)　名古屋区本重町養
牛社→神戸分左衛門様

明治18年9月 印刷用紙･1通/(い1098
-82-1に巻込)

い1098-82-2

受領証(本月分牛乳代受取書)　名古屋区本重町五
丁目養牛社→神戸分左衛門殿

明治18年9月30日 印刷用紙･1通/(い1098
-82-2に巻込)

い1098-82-3

貨物受取証(岐阜栄町渡辺満寿宛金7円入1封受取
書)　内国通運会社(名古屋支店)→渡辺太吉様

明治18年10月1日 印刷用紙･1通 い1098-83-1

記(金7円受取書)　神戸□□→神戸分左衛門様 (明治)9月28日 小切紙･1通/(い1098-
83-1に巻込)

い1098-83-2

(明治18年度第1期分役場費等納税通知書)　名古
屋区材木町外六ヶ町戸長役場→神戸分左衛門

明治18年 印刷用紙･1通 い1098-84

記(縮緬代受取書)　織田屋文助→神戸様 (明治)9月11日 横切継紙･1通 い1098-85

記(白葡萄酒代受取書)　三誠舎→神戸様 (明治)10月2日 小切紙･1通 い1098-86

記(戸棚直し代など受取書)　念治郎→神戸様 (明治)9月30日 横切継紙･1通 い1098-87

記(品代受取書)　(尾州伏見町六丁目)吉田屋和七→
神戸様

(明治)9月30日 小切紙･1通 い1098-88

記(品代受取書)　(愛知県名古屋区京町壱丁目丸屋)
村松五郎→上

(明治)10月5日 小切紙･1通 い1098-89

神戸分左衛門様御茶料(茶代受取書)　宮林源蔵→
(神戸分左衛門)

(明治) 竪切紙･1通/(破損甚
大のため年代判読不
能)

い1098-90

記(供米受取書)　八事山執事→神戸分左衛門殿 (明治)18年10月25日 小切紙･1通 い1098-91

記(神戸直彦宛紙包他運賃受取書)　(内国飛脚美
濃岐阜嶋屋圓七)嶋圓支店→神戸様

(明治)10月22日 小切紙･1通 い1098-92

記(品代勘定書)　吉田屋和七→神戸分左衛門様 (明治)10月21日 小切紙･1通 い1098-93

記(平おり代受取書)　橋本や繁八→神戸様 (明治)11月13日 小切紙･1通 い1098-94

覚(味醂代受取書)　伊藤怳之→神戸様 (明治)11月15日 小切紙･1通 い1098-95

(自由11月代受取書)　名古屋本町二丁目石版舎→神
戸分左衛門様

(明治)18年11月17日 印刷用紙･1通 い1098-96

記(ちりめん代など受取書)　半田や久八→神戸様 (明治)10月29日 小切紙･1通 い1098-97

(御謝儀受取につき礼状)　平出順良→神戸様御内 (明治)10月16日 小切紙･1通/(い1098-
98紙縒一括)

い1098-98-1

記(白す代受取書)　□や治兵衛→神戸様 (明治)10月9日 小切紙･1通 い1098-98-2

記(品代受取書)　ぬしや安兵衛→神戸様 (明治)酉9月 小切紙･1通 い1098-98-3

記(金1円受取書)　寺田→神戸 (明治)10月12日 小切紙･1通 い1098-98-4

記(御膳料受取書)　金刀比羅社社務所→神戸分左衛
門

(明治)10月10日 小切紙･1通 い1098-98-5

記(名古屋より栗笠辺までの人力賃･舟賃など書
付)

(明治)7日～10日 竪切紙･1通 い1098-98-6

(64銭受取書)　(末都遠可) (明治) 札･1点 い1098-98-7

記(かます代など受取書)　柴や→神戸様 (明治)10月5日 横切継紙･1通 い1098-98-8

記(玉子代受取書)　駒や清助→神戸様 (明治)酉9月 横切継紙･1通 い1098-98-9

記(重膳代受取書)　嘉永桜→神戸様 (明治)10月3日 小切紙･1通 い1098-98-10

記(44銭9分5厘受取書)　中嶋や弥兵衛→神戸様 (明治)酉9月 横切継紙･1通 い1098-98-11

十八年元帳より出之分受取書(帯) (明治18年) 帯･1点 い1098-99-0

記(1円50銭受取書)　江戸久→内藤様 (明治18年)12月1日 小切継紙･1通 い1098-99-1

記(山陽之帖代受取書)　百承堂甚助→神戸様 (明治18年)11月30日 小切紙･1通 い1098-99-2

記(金銭受取書)　(名古屋区橘町七丁目)妙善寺納所
→神戸分左衛門殿

(明治)12月26日 小切紙･1通 い1098-100

記(来19年中仏供米料受取書)　大□寺住職村上博
随→神戸分左衛門殿

明治18年12月30日 罫紙･1通 い1098-101

(金銭受取書) 小切紙･1通/(虫損甚
大のため開披不能)

い1098-102

申年用書 札･1点 い1127

　受取書等
(12月15日さかな･豆腐など代金書付) 横切紙･1通/(綴り跡

有)
い1099-12

覚(金12両余受取書)　川方屋忠治→犬山屋文左衛門
様

(近世)12月28日 切継紙･1通 い1214-8

小遣り下ノ覚(〆1両2分の書付) (近世)9月～10月 小切紙･1通 い1102

覚(ゆば代金など1貫文余受取書)　八百屋常七→
神戸忠兵衛様

(近世)3月5日 横切継紙･1通/(い901
は 巻 込 一 括 ) / ( い
901-1一綴)　

い901-1-1

覚(上ふしなど代493文受取書)　八百屋常七 (近世)3月15日 横切紙･1通 い901-1-3

覚(上せんまい代等405文受取書)　八百屋常七→
神戸忠兵衛様

(近世)3月7日 横切紙･1通 い901-1-4

覚(酢10合など代330文受取書) (近世) 横切継紙･1通/(い901
-2一綴)

い901-2-1

(茶碗など代金書付) (近世) 小切紙･1通 い901-2-2

覚(四寸釘本数など書付) (近世) 横切紙･1通 い901-2-3

覚(品代など受取書)　(名古屋元材木町)柴屋孫兵衛
→神戸様

(近世)6月14日 小切紙･1通 い901-2-4

覚(前後弐丸代受取書)　坂くらや源右衛門→神戸様 (近世)5月14日 横切継紙･1通 い901-2-5

覚(味噌代2朱受取書)　銭屋喜兵衛→神戸文左衛門
様

(近世)6月4日 小切紙･1通 い901-2-7
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覚(草鞋代484文金銭書付)　わた友(綿屋友吉)→神
戸様

(近世)6月4日 小切紙･1通 い901-2-9

おぼへ(しゐ竹代300文受取書)　喜助→神戸様 (近世)酉6月4日 小切紙･1通 い901-2-10

(味噌代等と柴屋払など差引勘定受取書) (近世)6月4日 横切継紙･1通 い901-2-12

覚(玉露3斗1升代5貫801文受取書)　京萬屋新四郎
→上

(近世)巳正月4日 横切継紙･1通 い908-20

覚(白頭1斗7升配符代受取書)　(名古屋正万寺町)
知多屋庄次郎→上

(近世)正月4日 小切紙･1通 い908-21

覚(白嶋1斗2升配付代受取書)　(名古屋正万寺町)
知多屋庄二郎→上

(近世)正月5日 横切継紙･1通 い908-22

おぼへ(上板代など勘定につき)　萬や栄九郎→上 (近世)5月2日 小切紙･1通 い909-1-7

覚(玉露2升代受取書)　京万屋→上 (近世)6月5日 小切紙･1通 い909-1-9

覚(大蝋1箱代8匁5分受取書)　茶屋甚四郎→神戸楠
五郎様

(近世)巳12月 小切紙･1通 い911-3

覚(並酒2升代受取書)　京万屋和四郎→上 (近世)12月29日 小切紙･1通 い911-5

覚(分銅代受取書)　金沢や伴七→神戸様 (近世)5月8日 小切紙･1通 い911-8

覚(銅細工1枚代勘定書)　建具屋甚次郎 亥ノ極月28日 竪切継紙･1通 い923-3

覚(表6枚代受取書)　近江屋徳右衛門→神戸分左衛
門様

寅7月12日 竪切紙･1通 い923-8

(石牌代受取書)　伝蔵→分左衛門様 (近世)12月26日 小切紙･1通 い925-2

覚(小豆･大根運賃受取書)　大橋市左衛門→神戸文
左衛門様

(近世)亥12月 横切紙･1通 い925-5

覚(芝居入用受取書)　新右衛門→孫右衛門様 (近世)亥極月28日 小切紙･1通 い925-6

覚(足袋代など受取書)　桔梗屋新蔵 (近世)2月27日 小切紙･1通 い925-13

(八郎右衛門殿取かへ代など受取書) (近世) 小切紙･1通/(後欠ｶ) い925-14

記(繕ひ代受取書)　ふじや太助→上 (近世)8月16日 横切継紙･1通 い925-15

覚(平桶代など受取書)　桶や利助→いん京様 (近世)12月29日 竪継紙･1通 い925-27

覚(屏風など代金受取書)　小澤市左衛門→神戸宇
六様

(近世)申極月 小切紙･1通 い930-6

覚(亥正月遣物･頼母子他合11両1分余書付)　か
にへ

(近世)亥12月 横切継紙･1通 い942-9

覚(白上之三重他代正金9匁8分受取書)　(本町通
五丁目河武)河内屋武兵衛

(近世)2月28日 切紙･1通/(い975-5巻
込一括)

い975-5-1

覚(上仕立上組他代正金14匁4分受取書)　音羽屋
儀兵衛→神戸様

(近世)巳2月11･28日 切継紙･1通 い975-5-2

覚(紬しまわた入･はかたちりめんわた入他代1〆
882文受取書)　源蔵→神戸様

(近世)辰極月大晦日 横切継紙･1通 い975-6

請取申買物代金之事(酒･青物諸品代〆金2両3分
余受取書)　横田平兵衛→神戸分左衛門殿

(近世)亥ノ9月28日 竪切紙･1通 い1000-8

(枇杷･かれい2枚など書付)　＊紙背は書状の一部 横切紙･1通/(前欠)/
(反故紙)

い1002

(縮緬壱反本川内室･龍紋壱反御母堂他衣類書付) (近世) 横切継紙･1通 い1004-4

覚(新田いせや勘兵衛･八百屋与兵衛他3名へ51匁
5分余払済書)

(近世)未大晦日 切紙･1通/(い1138-8
はい1138-8-1で包込)

い1138-8-1
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