
目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

1 73-13 1土地・貢租（近世） 家・田地代銀受取覚え 名塩屋庄右衛
門

天野市兵衛 状 1 文化11.7.24 1814 虫損

2-1 6-2 1土地・貢租（近世） 入部御用銀請取証文 棚橋万野右衛
門他1名

中在家町天野
屋市次郎

状 1 文化14.6 1817

2-2 6-1 1土地・貢租（近世） 入部御用銀請取証文 棚橋万野右衛
門他1名

中在家町天野
屋市兵衛

状 1 文化14.6 1817 虫損

3 13 1土地・貢租（近世） 年賦調達銀請取通 若州勘定元 天野市兵衛 横帳 1 文政7 1824

4-1 1-1 1土地・貢租（近世） 物成米請取証文 荒井保左衛門 津久井隆太郎 状 1 天保7.11 1836 上半分欠

4-2 1-3 1土地・貢租（近世） 物成米請取証文 内田助左衛門
代高橋元蔵

状 1 近世　酉.10

4-3 1-2 1土地・貢租（近世） 物成米請取証文 内田助左衛門
代高橋元蔵

状 1 近世　未.10

4-4 1-4 1土地・貢租（近世） 物成米請取証文 内田助左衛門
代高橋元蔵

状 1 近世　戌.10

4-5 1-6 1土地・貢租（近世） 物成米請取証文 内田助左衛門
代高橋元蔵

状 1 近世　申.10

4-6 1-5 1土地・貢租（近世） 物成米請取証文 内田助左衛門
代高橋元蔵

状 1 近世　亥.10
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

5 7 1土地・貢租（近世） 江戸表借財御主法金借用証
文

高塚七右衛門
他10名

天野市兵衛 状 1 天保7.12 1836 虫損

6 8 1土地・貢租（近世） 銀札引替手宛出銀請取証文 金穀方 天野市兵衛 状 1 天保9.11 1838 虫損

7-1 11-1 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 天保12.正 1841

7-2 11-4 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 天保12.4 1841 虫損

7-3 11-7 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　丑.7.20

7-4 11-6 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　丑.6 虫損

7-5 11-5 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　丑.5.20

7-6 11-3 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　丑.2.20

7-7 11-2 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　丑.閏
正.20

虫損

7-8 11-8 1土地・貢租（近世） 尼崎藩への仕送銀請取書 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　丑.8.20
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

8-1 9-1 1土地・貢租（近世） 賄方御用借用銀証文 伊藤権左衛門
他4名

天野市兵衛 状 1 弘化2.12 1845 包紙あり

8-2 9-2 1土地・貢租（近世） 賄方御用借用銀証文 平林栄次他4名 天野市兵衛 状 1 弘化3.6 1846

9 12 1土地・貢租（近世） 尼崎藩賄方借用銀につき請
人に難儀かけまじき一札

難波又右衛門
他6名

天野屋市兵衛 状 1 安政2.3 1855

10 10 1土地・貢租（近世） 御用金上納すべき達し 金穀方 天野市兵衛 状 1 近世　子.9

11 73-9 1土地・貢租（近世） 3か年上納銀高覚え 状 1 近世

12 73-1 1土地・貢租（近世） 仕送り銀受取覚え 高塚七右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　子.7.29

13 73-10 1土地・貢租（近世） 金高書上げ 状 1 近世 上納金高ｶ

14 73-11 1土地・貢租（近世） 堀左仲様へ出銀分受取覚え 油屋助五郎 天野市兵衛 状 1 近世　戌.7.2

15 73-12 1土地・貢租（近世） 臨時公務の際の米納につき覚
え

状 1 近世　.10.

16-1 73-2 1土地・貢租（近世） 御用銀受取覚え 町内 天屋ゑい 状 1 近世　丑.5.15

16-2 73-3 1土地・貢租（近世） 御用銀受取覚え 中役所 天ﾉ屋ゑい他 仮綴 1 近世　未.3.27

16-3 73-5 1土地・貢租（近世） 御用金請取覚え 中在家町役所 天ﾉ平三郎 状 1 近世　.10.朔
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

16-4 73-6 1土地・貢租（近世） 御用銀受取覚え 中会(ｶ) 天ﾉ屋市兵衛 状 1 近世　.11.21

16-5 73-7 1土地・貢租（近世） 御用銀指引覚え 状 1 近世　寅.10

17 73-4 1土地・貢租（近世） 急御用達銀受取覚え 三橋規十郎 天野屋市兵衛 状 1 近世　.8.16

18 73-8 1土地・貢租（近世） 御用金上納承引につき依頼
状

□□ 市兵衛他1名 状 1 近世　.11.23 虫損

19 73-14 2村政・村況（近世） 給米頂戴につき覚え 状 1 近世　.11.17

20 73-15 2村政・村況（近世） 民事ほか役所役人名覚え 状 2 (明治)

21-1 2-1 3経営 米預り証文 天野屋平[破欠] 梶久右衛門 状 1 嘉永元.9.16 1848 差出部分破欠

21-2 2-2 3経営 米預り証文 天野屋平吉 梶久右衛門 状 1 嘉永元.6 1848 差出印形部分破欠

22-1 3-1 3経営 収納米買請証文 尼ヶ崎中在家
町天屋市兵衛
他3名

麻田役所 状 1 安政5.11 1858 抹消線あり

22-2 3-2 3経営 収納米買請証文 尼ヶ崎中在家
町天屋市兵衛
他3名

麻田役所 状 1 安政5.12 1858 抹消線あり

22-3 3-3 3経営 収納米買請証文 尼ヶ崎中在家
町天屋市兵衛
他2名

近衛役所 状 1 安政5.12 1858 抹消線あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

22-4 3-4 3経営 収納米買請証文 尼ヶ崎中在家
町天屋市兵衛
他4名

多田院勘定所 状 1 安政6.2 1859 抹消線あり

23 3-5 3経営 収納米買請代銀の利足免除
期間延引取り計らいにつき一
札

西宮木屋種七
他1名

天屋市兵衛 状 1 安政6.2 1859

24 3-6 3経営 収納米買請代銀支払延引に
つき差入れ一札

尼ヶ崎天屋市
兵衛他2名

役所 状 1 安政6.6 1859 差出印形部分破欠

25 3-7 3経営 収納米買請代銀支払延引に
つき差入れ一札

尼ヶ崎天屋市
兵衛他2名

役所 状 1 安政6.6.2 1859 抹消線あり

26 4 3経営 扶持・手宛米勘定覚 状 1 近世

27 5 3経営 扶持米預り覚 状 1 近世

28 61 3経営 魚荷買取につき今後は積み
登り売り捌く旨一札

淡州仮屋浦魚
屋嘉右衛門

天ﾉ市兵衛 状 1 文政10.10 1827 虫損

29 65 3経営 船荷送り状 堺瓦屋喜十郎 尼崎天市 状 1 近世　戌.8.9

30 73-16 3経営 金銭差出覚え 兵庫北浜漁師
中

天ﾉ市兵衛 状 1 近世　午.11

31 73-17 3経営 跡荷銭受取覚え 大浜村柳源五
郎

壁仁兵衛 状 1 近世　酉.4.16
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

32-1 73-18 3経営 銀子受取覚え 鴻篤 天市 状 1 近世　丑.3.7

32-2 73-19 3経営 銀子受取覚え 鴻篤 天市 状 1 近世　丑.5.13

33-1 73-20 3経営 手形入り状受取覚え 鴻篤店 天野市兵衛 状 1 近世　丑.3.6

33-2 73-21 3経営 手形入り手紙受取覚え 鴻篤 天市 状 1 近世　辰.6.27

33-3 73-22 3経営 手形入り状受取覚え 鴻篤店 状 1 近世　巳.正.27

33-4 73-23 3経営 手形入り書状受取覚え 鴻篤店 天野市兵衛店 状 1 近世　.5.13

34 73-24 3経営 これまで通り引き続き取引願
いたきにつき書状

淡州下田山添
東亭

天野屋市兵衛 状 1 近世　.正.10 虫損

35 73-25 3経営 家督相続後も引き続き取引願
いたき依頼状

淡州下田山添
喜右衛門

天野屋市兵衛 状 1 近世　.正.10 虫損

36 73-26 3経営 種々饗応につき礼状 山添東亭 天野屋市兵衛 状 1 近世　.卯
(4).18

虫損

37 73-27 3経営 相談したきにつき一両日中に
入来依頼状

大坂豊田(ｶ)金
蔵

尼崎天野市兵
衛

状 1 近世　.4.26 汚損劣化大・虫損、
袋あり

38 73-28 3経営 印証と引替に飛脚へ金子渡さ
れたき願い

いり屋久左衛門 天野市兵衛 状 1 近世　.5.28
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

39 73-29 3経営 旧借一件は主人帰村次第回
答する旨につき書状

吉田喜平治店 天市兵衛店中 状 1 近世　.7.2

40 73-30 3経営 銀子は本家へ差し出すにつき
持参下されたき書状

久右衛門 天野市兵衛 状 1 近世　.7.10

41 73-31 3経営 商売ほか万事に対する親切に
つき礼状

米屋市之丸 天ﾉ市兵衛店衆
中

状 1 近世　.12.25 虫損・水損

42 73-32 3経営 残り諸肴売り捌き方赦免につ
き書付覚え

状 1 近世 虫損

43-1 73-33 3経営 下げ米頂戴すべき旨通知 伊藤権左衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　子.11.21

43-2 73-34 3経営 下げ米差紙頂戴すべき旨通
知

岩下兵蔵 天野市兵衛 状 1 近世　.11.23

43-3 73-35 3経営 下げ米差紙頂戴すべき旨通
知

岩下彦右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　.11.27

43-4 73-36 3経営 下げ米受取べき旨通知 米澤六郎右衛
門他1名

天野市兵衛 状 1 近世　.12.23

44 73-37 3経営 俵数・代金覚え 状 1 近世

45 73-38 3経営 下付金銀改め覚え 本咲利兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　.12.27
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

46-1 42-1 4金融 家質証文 鯵(ｶ)屋清治郎
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 天明3 1783

46-2 42-2 4金融 家質証文 佃屋喜兵衛他4
名

樋口屋十郎右
衛門

状 1 天明6.9 1786 虫損

46-3 42-3 4金融 家質証文 かめや善六 天ﾉ市兵衛 状 1 天明7.11 1787

46-4 42-4 4金融 家質証文 塩屋平兵衛他3
名

中屋兵右衛門 状 1 寛政11.11 1799 虫損

46-5 42-5 4金融 家質証文 築地町壁屋利
右衛門他2名

天野市兵衛 状 1 文政7.正 1824

46-6 42-6 4金融 家質証文 上原孫七 天野市兵衛 状 1 文政8.3 1825

46-7 42-7 4金融 家質証文 西沢屋仁兵衛 天野市兵衛 状 1 文政13 1830

46-8 42-8 4金融 家質証文 佐野屋松右衛
門他2名

天屋市兵衛 状 1 天保7.10 1836

46-9 42-11 4金融 家質証文 北村屋吉三郎 平野屋辰之助 状 1 天保11.10 1840 差出部分切り取り

46-10 42-10 4金融 家質証文 辻屋権四郎 天野市兵衛 状 1 天保11.3 1840 汚損

46-11 42-15 4金融 家質証文 天屋市兵衛他2
名

米谷村米屋定
太郎

状 1 安政6.6 1859 抹消線あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

46-12 42-14 4金融 家質証文 天屋市兵衛他2
名

米谷村米屋定
太郎

状 1 安政6.6 1859 虫損、抹消線あり

46-13 42-13 4金融 家質証文 天屋市兵衛他2
名

米谷村米屋定
太郎

状 1 安政6.6 1859 虫損、抹消線あり

46-14 73-111 4金融 家質証文 状 1 近世 後欠、抹消線あり

46-15 42-16 4金融 家質証文 中在家町天野
屋市兵衛他1名

手平屋清七 状 1 近世 抹消線あり

47-1 51-1 4金融 借用銀証文 とさや忠治郎 天ﾉ市兵衛 状 1 天明4.2 1784 虫損大

47-2 51-3 4金融 借用銀証文 兵庫津東出町
網屋七左衛門

尼ヶ崎豆板勘四
郎

状 1 天明5.12 1785

47-3 51-2 4金融 借用銀証文 沖ノ惣兵衛 天市兵衛 状 1 天明5.極 1785 虫損

47-4 51-4 4金融 借用銀証文 小豆島三郎兵
衛

天ﾉ市兵衛 状 1 天明6.10 1786 虫損

47-5 51-5 4金融 借用銀証文 とさ屋忠右衛門 天ﾉ市兵衛 状 1 天明6.2 1786 虫損

47-6 51-6 4金融 借用銀証文 壁野吉郎兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 天明7.7 1787 虫損

47-7 51-7 4金融 借用銀証文 網屋平四郎 天市兵衛 状 1 寛政元.7.12 1789
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-8 51-8 4金融 借用銀証文 生島屋伊右衛
門他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政5.11 1793 虫損大

47-9 51-9 4金融 借用銀証文 灰屋嘉兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政6.10 1794

47-10 51-10 4金融 借用銀証文 こそ利右衛門他
1名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政7.10 1795

47-11 51-11 4金融 借用銀証文 こそ勘三郎他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政9.12 1797

47-12 51-12 4金融 借用銀証文 田舎屋十兵衛 天ﾉ市兵衛他1
名

状 1 寛政9.2 1797

47-13 51-14 4金融 借用銀証文 播磨屋伊八他2
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政10.12.8 1798

47-14 51-15 4金融 借用銀証文 かべノ小兵衛他
1名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政10.2 1798

47-15 51-13 4金融 借用銀証文 かべ吉兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政10.2 1798 虫損

47-16 51-17 4金融 借用銀証文 丸見卯兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政11.3 1799 汚損

47-17 51-16 4金融 借用銀証文 丸見卯兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政11.3 1799 汚損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-18 51-18 4金融 借用銀証文 手平宇右衛門
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 享和元.極 1801

47-19 51-19 4金融 借用銀証文 魚屋岩右衛門
他2名

天野屋市兵衛 状 1 享和2.3 1802 虫損

47-20 51-20 4金融 借用銀証文 蛸屋五郎兵衛
他1名

魚問屋仲月行
司天ﾉ市兵衛

状 1 享和2.7 1802

47-21 51-21 4金融 借用銀証文 網屋平次郎 天ﾉ市兵衛 状 1 享和3.閏正.25 1803

47-22 51-26 4金融 借用銀証文 網屋平治郎 天ﾉ市兵衛 状 1 文化元.11 1804

47-23 51-22 4金融 借用銀証文 中嶋長左衛門
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 文化元.12 1804

47-24 51-23 4金融 借用銀証文 中嶋長左衛門
他1名

名塩屋太兵衛
他1名

状 1 文化元.12 1804 虫損

47-25 51-24 4金融 借用銀証文 中嶋長左衛門
他1名

名塩屋太兵衛
他1名

状 1 文化元.12 1804 虫損

47-26 51-25 4金融 借用銀証文 岸喜太夫他1名 天ﾉ市兵衛 状 1 文化元.12 1804

47-27 51-30 4金融 借用銀証文 手之平初三郎 天之市兵衛 状 1 文化3.11 1806

47-28 51-31 4金融 借用銀証文 中嶋長左衛門
他1名

名塩屋太兵衛
他2名

状 1 文化3.12 1806
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-29 51-28 4金融 借用銀証文 中嶋長左衛門
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 文化3.12 1806

47-30 51-27 4金融 借用銀証文 島屋六兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化3.5 1806

47-31 51-29 4金融 借用銀証文 灘御影浦八尾
屋徳三郎他1名

尼ヶ崎魚問屋天
之屋市兵衛

状 1 文化3.8.朔 1806 包紙あり

47-32 51-34 4金融 借用銀証文 八百屋平兵衛
他1名

天ﾉ市兵衛他3
名

状 1 文化4.10 1807 虫損

47-33 51-33 4金融 借用銀証文 □屋藤兵衛他1
名

魚問屋月行司
天之市兵衛

状 1 文化4.2 1807

47-34 51-35 4金融 借用銀証文 生島屋治兵衛 天之市兵衛 状 1 文化4.3 1807

47-35 51-36 4金融 借用銀証文 生島屋治兵衛 天之市兵衛 状 1 文化4.3 1807

47-36 51-32 4金融 借用銀証文 伊勢屋清兵衛 天之市兵衛 状 1 文化4.3 1807

47-37 51-37 4金融 借用銀証文 塩屋平兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 文化4.7 1807 虫損・汚損

47-38 51-40 4金融 借用銀証文 寺田玄養 天野屋市兵衛 状 1 文化5.12 1808

47-39 51-38 4金融 借用銀証文 橋本六右衛門
他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化5.6 1808

－12－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-40 51-39 4金融 借用銀証文 桑名屋茂兵衛
他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化5.正 1808 虫損

47-41 51-41 4金融 借用銀証文 いせ屋清兵衛 天野屋市兵衛 状 1 文化6.3 1809

47-42 51-42 4金融 借用銀証文 桝屋松右衛門 魚問屋月行司
天野市兵衛

状 1 文化6.8 1809

47-43 51-44 4金融 借用銀証文 鮒屋弥兵衛他1
名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化9.7 1812

47-44 51-46 4金融 借用銀証文 大石村網屋平
四郎

尼ヶ崎西町天野
市兵衛

状 1 文化10.11.15 1813

47-45 51-47 4金融 借用銀証文 粕屋平八他1名 天ﾉ市兵衛 状 1 文化10.12 1813

47-46 51-48 4金融 借用銀証文 中屋善六他1名 天野屋市兵衛 状 1 文化10.6 1813

47-47 51-51 4金融 借用銀証文 駒ヶ林村網屋
藤治郎他2名

天ﾉ市兵衛 状 1 文化10.6 1813

47-48 51-45 4金融 借用銀証文 柴屋繁治郎 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.8 1813

47-49 51-52 4金融 借用銀証文 大鹿屋三介他1
名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.8 1813

47-50 51-49 4金融 借用銀証文 灘屋喜八他1名 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.9 1813

－13－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-51 51-53 4金融 借用銀証文 天ﾉ屋市治郎他
1名

状 1 文化11 1814 宛先部分破欠

47-52 51-57 4金融 借用銀証文 長田屋弥兵衛
他1名

天屋市兵衛 状 1 文化11.10 1814 虫損

47-53 51-54 4金融 借用銀証文 大石村網屋平
四郎

尼ヶ崎西町天野
市兵衛

状 1 文化11.3.14 1814

47-54 51-56 4金融 借用銀証文 田布屋市左衛
門

天野屋市兵衛 状 1 文化11.5 1814 虫損・汚損

45-55 51-55 4金融 借用銀証文 予州岩城島長
九郎他2名

天野屋市兵衛 状 1 文化11.5 1814 虫損、包紙あり

47-56 51-60 4金融 借用銀証文 柴田主斗 天野屋市兵衛 状 1 文化12.12 1815

47-57 51-61 4金融 借用銀証文 泉屋弥兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化12.6 1815

47-58 51-63 4金融 借用銀証文 天満屋三郎兵
衛他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化12.6 1815

47-59 51-59 4金融 借用銀証文 畑中屋甚右衛
門他2名

小畑貞蔵 状 1 文化12.正 1815 鼠損大・汚損

施行規則第5条(1)により非公開

47-60 51-62 4金融 借用銀証文 天ﾉ市兵衛 状 1 文化12.正 1815 鼠損大
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-61 51-58 4金融 借用銀証文 畑中屋甚右衛
門他2名

小畑貞蔵 状 1 文化12.正 1815 鼠損・汚損

47-62 51-64 4金融 借用銀証文 城島伊兵衛他2
名

天ﾉ市兵衛 状 1 文化13.12 1816

47-63 51-66 4金融 借用銀証文 菟原郡住吉村
吉田屋三左衛
門他1名

米屋市兵衛 状 1 文化13.5 1816

47-64 51-65 4金融 借用銀証文 籠屋又兵衛他1
名

天野市兵衛 状 1 文化13.7 1816

47-65 51-71 4金融 借用銀証文 中屋儀□ 天ﾉ市兵衛 状 1 文化14.12 1817

47-66 51-69 4金融 借用銀証文 手平屋初三郎 天野屋市次郎 状 1 文化14.2 1817 鼠損

47-67 51-70 4金融 借用銀証文 手の平や初三
郎他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化14.2 1817

47-68 51-68 4金融 借用銀証文 手平屋宇兵衛 天野屋市兵衛 状 1 文化14.3 1817

47-69 51-67 4金融 借用銀証文 柴田主斗 天野屋市兵衛 状 1 文化14.9 1817

47-70 51-72 4金融 借用銀証文 万屋平兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化15.3 1818

47-71 51-74 4金融 借用銀証文 神取族 天野市兵衛 状 1 文政元.12 1818
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-72 51-73 4金融 借用銀証文 芦田万太夫 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政元.7 1818 包紙あり

47-73 51-76 4金融 借用銀証文 能登屋宗七他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 文政2.11 1819

47-74 51-75 4金融 借用銀証文 天ﾉ市兵衛 状 1 文政2.8 1819 宛先部分破欠

47-75 51-78 4金融 借用銀証文 高塚弥藤太 天ﾉ市兵衛 状 1 文政3.12 1820 虫損

47-76 51-77 4金融 借用銀証文 さぎ屋與兵衛 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政3.12 1820

47-77 51-81 4金融 借用銀証文 大工屋八兵衛
他1名

天野屋市次郎 状 1 文政3.8 1820

47-78 51-79 4金融 借用銀証文 天ﾉ市兵衛 泉屋利兵衛他4
名

状 1 文政3.9 1820 破損

47-79 51-85 4金融 借用銀証文 状 1 文政4 1821 破損

47-80 51-83 4金融 借用銀証文 名塩屋太兵衛 天野屋市兵衛 状 1 文政4.10 1821 虫損・汚損

47-81 51-82 4金融 借用銀証文 堀川九左衛門 天野市兵衛 状 1 文政4.5.晦 1821

47-82 51-86 4金融 借用銀証文 堀内他2名 天ﾉ市兵衛 状 1 文政4.7 1821

47-83 51-84 4金融 借用銀証文 加嶋屋長兵衛
他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政4.8 1821 抹消線あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-84 51-87 4金融 借用銀証文 八百屋卯兵衛 月番天ﾉ市兵衛 状 1 文政5.2 1822 虫損

47-85 51-88 4金融 借用銀証文 杉山貞治 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政5.4 1822

47-86 51-89 4金融 借用銀証文 木屋清右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 文政5.6 1822

47-87 51-92 4金融 借用銀証文 竹屋三右衛門
他2名

天野市兵衛 状 1 文政6.11 1823

47-88 51-93 4金融 借用銀証文 走水村古手屋
伊平次他1名

天野屋市兵衛 状 1 文政6.12 1823

47-89 51-90 4金融 借用銀証文 備中北城島武
左衛門他2名

天野市兵衛 状 1 文政6.5 1823

47-90 51-91 4金融 借用銀証文 堀杢左衛門 天野市兵衛 状 1 文政6.8 1823 包紙あり

47-91 51-95 4金融 借用銀証文 浄善寺 天野市兵衛 状 1 文政7.12 1824

47-92 51-94 4金融 借用銀証文 猪俣六郎他1名 天野市兵衛 状 1 文政7.12 1824

47-93 51-97 4金融 借用銀証文 三木屋半兵衛
他3名

天野市兵衛 状 1 文政8.11 1825 鼠損・汚損大

47-94 51-100 4金融 借用銀証文 竹内金助他2名 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政8.12 1825 包紙あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-95 51-102 4金融 借用銀証文 井筒屋伊兵衛
他2名

天屋市次郎 状 1 文政8.12 1825 虫損・鼠損

47-96 51-103 4金融 借用銀証文 堀宮門他1名 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政8.12 1825

47-97 51-98 4金融 借用銀証文 井筒屋伊兵衛
他2名

天市次郎 状 1 文政8.12 1825 虫損

47-98 51-104 4金融 借用銀証文 灘屋長兵衛他1
名

天野屋市治郎 状 1 文政8.2 1825

47-99 51-99 4金融 借用銀証文 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政8.9 1825

47-100 51-111 4金融 借用銀証文 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政9.11 1826

47-101 51-107 4金融 借用銀証文 天ﾉ市兵衛 状 1 文政9.12 1826

47-102 51-110 4金融 借用銀証文 板屋庄兵衛他1
名

天野市兵衛 状 1 文政9.12 1826

47-103 51-108 4金融 借用銀証文 北風林蔵 天野市兵衛 状 1 文政9.12 1826

47-104 51-109 4金融 借用銀証文 高見島八左衛
門他1名

神戸伝助 状 1 文政9.5 1826

47-105 51-112 4金融 借用銀証文 堀小三郎 天野市兵衛 状 1 文政9.8 1826
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-106 51-120 4金融 借用銀証文 猪俣六郎他1名 天野市兵衛 状 1 文政10.10 1827

47-107 51-116 4金融 借用銀証文 淡州仮屋敷魚
屋嘉右衛門

天ﾉ市兵衛 状 1 文政10.10 1827 虫損

47-108 51-115 4金融 借用銀証文 高木淡祐 天野市兵衛 状 1 文政10.3 1827

47-109 51-114 4金融 借用銀証文 片岡惣左衛門 天野市兵衛 状 1 文政10.7 1827 虫損

47-110 51-117 4金融 借用銀証文 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政10.9 1827

47-111 51-113 4金融 借用銀証文 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政10.9 1827

47-112 51-119 4金融 借用銀証文 鳴尾屋清七 天ﾉ市兵衛 状 1 文政10.閏6 1827

47-113 51-123 4金融 借用銀証文 堀宮門 天野屋市兵衛 状 1 文政11.10 1828

47-114 51-124 4金融 借用銀証文 外谷郷右衛門
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 文政11.11 1828

47-115 51-121 4金融 借用銀証文 高木一貫 天野市兵衛 状 1 文政11.2 1828

47-116 51-122 4金融 借用銀証文 北村七九郎 天野市兵衛 状 1 文政11.8 1828 包紙あり

47-117 51-127 4金融 借用銀証文 丸山徳三郎 天野市兵衛 状 1 文政12.11 1829 包紙あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-118 51-129 4金融 借用銀証文 梶屋平八他1名 天ﾉ市兵衛 状 1 文政12.2 1829 虫損

47-119 51-131 4金融 借用銀証文 糀屋長兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文政12.2 1829 汚損大

47-120 51-130 4金融 借用銀証文 高木孫兵衛 天野市兵衛 状 1 文政12.3 1829 鼠損・汚損大

47-121 51-126 4金融 借用銀証文 金沢和太右衛
門他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 文政12.3 1829

47-122 51-128 4金融 借用銀証文 田中外記 天野市兵衛 状 1 文政12.9 1829

47-123 51-134 4金融 借用銀証文 堀小三郎 天野市兵衛 状 1 文政13.2.11 1830 虫損

47-124 51-133 4金融 借用銀証文 西沢屋仁兵衛 天平八 状 1 文政13.8 1830

47-125 51-135 4金融 借用銀証文 堀百助 天野屋市兵衛 状 1 天保2.12 1831

47-126 51-136 4金融 借用銀証文 備前や源八 天ﾉ市兵衛 状 1 天保2.5 1831

47-127 51-137 4金融 借用銀証文 古手屋きく他2
名

天野屋市兵衛 状 1 天保2.7 1831

47-128 51-139 4金融 借用銀証文 左官屋市郎兵
衛

天野屋市兵衛 状 1 天保3.12 1832
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-129 51-144 4金融 借用銀証文 西難波村左七
他1名

天野屋平八 状 1 天保3.12 1832

47-130 51-142 4金融 借用銀証文 紺屋与兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 天保3.3 1832 鼠損・汚損大

47-131 51-140 4金融 借用銀証文 大嶋屋市右衛
門他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保3.3 1832

47-132 51-141 4金融 借用銀証文 初嶋彦兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 天保3.9 1832

47-133 51-145 4金融 借用銀証文 橋本屋徳兵衛 天野屋市兵衛 状 1 天保4.12 1833

47-134 51-146 4金融 借用銀証文 苧屋甚兵衛 天野屋平八 状 1 天保4.4 1833

47-135 51-148 4金融 借用銀証文 小金田屋文七
他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保4.4 1833 汚損

47-136 51-147 4金融 借用銀証文 来嶋屋喜兵衛
他2名

天野市兵衛 状 1 天保4.9 1833 汚損大

47-137 51-150 4金融 借用銀証文 組仲間代佐藤
軽蔵他2名

天ﾉ市兵衛 状 1 天保5.10 1834

47-138 51-151 4金融 借用銀証文 大工屋藤八 天野屋市兵衛 状 1 天保5.12 1834

47-139 51-149 4金融 借用銀証文 伊予屋かじ 天野屋平八 状 1 天保5.3 1834
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-140 51-152 4金融 借用銀証文 鯔屋新七他1名 天ﾉ市兵衛 状 1 天保5.4 1834 汚損大

47-141 51-153 4金融 借用銀証文 堀杢左衛門 天野屋市兵衛 状 1 天保6.4 1835

47-142 51-154 4金融 借用銀証文 荒井保左衛門 天野市兵衛 状 1 天保7.3 1836 鼠損・汚損

47-143 51-155 4金融 借用銀証文 柴山新吾受人
山本屋卯兵衛
他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保11.12 1840

47-144 51-161 4金融 借用銀証文 天野平八 畠中甚八 状 1 天保12.9 1841

47-145 51-160 4金融 借用銀証文 天野平八他1名 手野平清七 状 1 天保12.9 1841

47-146 51-159 4金融 借用銀証文 天野平八他1名 名塩屋多兵衛 状 1 天保12.9 1841

47-147 51-157 4金融 借用銀証文 天野平八他1名 天野市兵衛 状 1 天保12.9 1841

47-148 51-158 4金融 借用銀証文 天野平八他1名 助臺儀三郎 状 1 天保12.9 1841

47-149 51-162 4金融 借用銀証文 土佐屋卯之助 天野市兵衛 状 1 天保13.3 1842 包紙あり

47-150 51-163 4金融 借用銀証文 松沢元太郎他6
名

天野屋市兵衛 状 1 天保14.12 1843

47-151 51-164 4金融 借用銀証文 堀杢左衛門 天野市兵衛 状 1 天保14.正 1843
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-152 51-165 4金融 借用銀証文 土佐屋こま他1
名

天野市兵衛 状 1 天保15.正 1844

47-153 51-167 4金融 借用銀証文 堀杢左衛門 天屋市兵衛 状 1 弘化3.5 1846

47-154 51-168 4金融 借用銀証文 大久保主令 天野市兵衛 状 1 弘化4.12 1847

47-155 51-169 4金融 借用銀証文 高木孫兵衛 天野市兵衛 状 1 弘化4.6 1847

47-156 51-170 4金融 借用銀証文 島屋長四郎 天市兵衛 状 1 嘉永元.5 1848

47-157 51-171 4金融 借用銀証文 貝屋松兵衛 天野市兵衛 状 1 嘉永元.6 1848 虫損、包紙あり

47-158 51-172 4金融 借用銀証文 家木長右衛門 天野市兵衛 状 1 嘉永2.12 1849

47-159 51-176 4金融 借用銀証文 東高洲清兵衛 天野屋市兵衛 状 1 嘉永6.12 1853 包紙あり

47-160 51-178 4金融 借用銀証文 高山定太郎他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 嘉永6.12 1853

47-161 51-179 4金融 借用銀証文 能勢郡妙見山
米屋丈助

天野市兵衛 状 1 嘉永6.12.11 1853

47-162 51-180 4金融 借用銀証文 山本屋卯兵衛
他3名

天野市兵衛 状 1 嘉永6.7 1853

47-163 51-177 4金融 借用銀証文 大久保主令 天野市兵衛 状 1 嘉永6.9 1853
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

47-164 51-187 4金融 借用銀証文 平手万蔵他1名 天野市兵衛 状 1 安政3.11 1856 包紙あり

47-165 51-188 4金融 借用銀証文 内田助左衛門 天野市兵衛 状 1 安政3.5 1856

47-166 51-190 4金融 借用銀証文 築地町井戸屋
又兵衛他1名

天屋市兵衛 状 1 文久2.8 1862

47-167 51-192 4金融 借用銀証文 銀札引替役所 天野市兵衛 状 1 慶応2.8 1866 虫損

47-168 51-193 4金融 借用銀証文 天屋市兵衛 山本屋卯兵衛 状 1 慶応3.4 1867 抹消線あり

47-169 51-194 4金融 借用銀証文 神崎村手嶋屋
太蔵他1名

天屋市兵衛 状 1 明治4 1871

48-1 37-3 4金融 船質証文 兵庫津網屋七
左衛門

豆板勘四郎 状 1 天明5.11 1785

48-2 37-2 4金融 船質証文 兵庫津網屋七
左衛門

豆板勘四郎 状 1 天明5.11 1785

48-3 37-1 4金融 船質証文 丸屋宇兵衛他4
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政11.8 1799 虫損、包紙あり

48-7 37-7 4金融 船質証文 手平屋宇左衛
門

天野屋市兵衛 状 1 文化9.11 1812

48-6 37-6 4金融 船質証文 八尾屋徳三郎 天ﾉ市兵衛 状 1 未(文化8).
極.25

(1811) 「文化八」と記した付
箋巻込
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

48-5 37-5 4金融 船質証文 淡路屋十兵衛
他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化7.12 1810

48-4 37-4 4金融 船質証文 大石村網屋平
治郎

天野市兵衛 状 1 文化5.11 1808

48-8 37-9 4金融 船質証文 網屋善五郎他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 文政元.10 1818

48-9 37-8 4金融 船質証文 柴屋権七他2名 天ﾉ市兵衛 状 1 文政元.11 1818

48-10 37-11 4金融 船質証文 煎屋四郎七他1
名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政3.11 1820

48-11 37-10 4金融 船質証文 網屋平治郎 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政3.11 1820

48-13 37-13 4金融 船質証文 兵庫東出町貝
屋久左衛門他2
名

天野市兵衛 状 1 天保12.7 1841 鼠損・汚損

48-12 37-12 4金融 船質証文 小池屋茂兵衛 天野屋平八 状 1 天保4.11 1833 虫損大

48-14 37-14 4金融 船質証文 あミや平四郎他
1名

天ﾉ市兵衛 状 1 近世　巳.10.27

49-1 24-1 4金融 頼母子講掛銀請取証文 油屋善八他1名 天ﾉ市兵衛 状 1 天明5.11 1785

49-2 24-31 4金融 頼母子講掛銀請取証文 佐兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 文政5.4 1822
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

49-3 24-53 4金融 頼母子講掛銀請取証文 津久井新右衛
門他1名

天野市兵衛 状 1 嘉永3.9 1850

49-4 24-89 4金融 頼母子講掛銀請取証文 岩崎時右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 元治元.6 1864

49-5 24-64 4金融 頼母子講掛銀請取証文 又間杉右衛門
他2名

天野市兵衛 状 1 慶応元.12 1865

49-6 24-63 4金融 頼母子講掛銀請取証文 又間杉右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 慶応元.5 1865

49-7 24-65 4金融 頼母子講掛銀請取証文 又間杉右衛門
他2名

天野市兵衛 状 1 慶応2.5 1866 虫損

49-8 24-83 4金融 頼母子講掛銀請取証文 松沢元太郎他1
名

天野市兵衛 状 1 近世　卯.5 虫損

49-9 24-78 4金融 頼母子講掛銀請取証文 松沢元太郎他1
名

天野市兵衛 状 1 近世　卯.9 虫損

49-10 24-77 4金融 頼母子講掛銀請取証文 亦間杉右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　卯.9 虫損

49-11 24-70 4金融 頼母子講掛銀請取証文 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　辰.10

49-12 24-79 4金融 頼母子講掛銀請取証文 松沢元太郎他1
名

天野市兵衛 状 1 近世　寅.12
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

49-13 24-67 4金融 頼母子講掛銀請取証文 取番天野市兵
衛

高野四郎兵衛
他2名

状 1 明治3.4 1870

50-1 34-1 4金融 船質入証文 壁ノ小兵衛他1
名

豆板勘四郎 状 1 天明7.4 1787 虫損

50-2 34-49 4金融 船質入証文 予州椋名村友
蔵他1名

天野市兵衛 状 1 天明9.6 1789 虫損、包紙あり

50-3 34-2 4金融 船質入証文 壁ノ小兵衛他2
名

天乃市兵衛 状 1 寛政7.2 1795 虫損

50-4 34-3 4金融 船質入証文 廣屋喜兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 寛政12.7 1800 虫損

50-5 34-4 4金融 船質入証文 讃州高松領乃
生崎大和屋伝
蔵他1名

尼崎天ﾉ市兵衛
他1名

状 1 文化3.10 1806 虫損、包紙あり

50-6 34-6 4金融 船質入証文 善蔵他1名 天之屋市兵衛 状 1 文化4.7 1807 虫損・鼠損、包紙あり

50-7 34-5 4金融 船質入証文 下津井大畑浦
役之助他1名

天之屋市兵衛 状 1 文化4.7 1807 虫損、包紙あり

50-8 34-8 4金融 船質入証文 予州伊毛嶋伊
三郎他1名

天野市兵衛 状 1 文化5.4 1808 虫損、包紙あり

50-9 34-7 4金融 船質入証文 二ヶ見秀治郎
他1名

天野市兵衛 状 1 文化5.閏6 1808 包紙あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

50-10 34-9 4金融 船質入証文 ゆげ嶋伊兵衛
他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化6.4 1809

50-11 34-11 4金融 船質入証文 芸州二保嶋彦
五郎他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化7.11 1810 虫損・汚損、包紙あり

50-12 34-13 4金融 船質入証文 芸州戻嶋二尾
浦太兵衛他2名

天野市兵衛 状 1 文化7.5 1810 虫損、包紙あり

50-13 34-10 4金融 船質入証文 広島にほうか嶋
向灘豊後屋半
蔵他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化7.5 1810 虫損、包紙あり

50-14 34-12 4金融 船質入証文 芸州二保ヶ嶋
安芸郡向ｲ灘山
崎屋角三郎他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化7.9 1810 虫損大

50-15 34-14 4金融 船質入証文 むくな為治他1
名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化8.2 1811 虫損、包紙あり

50-16 34-15 4金融 船質入証文 手平屋宇左衛
門

天野屋市兵衛 状 1 文化9.正 1812

50-17 34-20 4金融 船質入証文 讃州塩泡ひつ
石伝兵衛他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.11 1813 虫損

50-18 34-16 4金融 船質入証文 備前下津井大
畑清治郎他1名

天野市兵衛 状 1 文化10.11 1813 虫損、包紙あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

50-19 34-21 4金融 船質入証文 芸州二保ヶ崎
彦五郎他2名

天ﾉ市兵衛 状 1 文化10.2 1813 汚損、包紙あり

50-20 34-18 4金融 船質入証文 予州弓削崎藤
吉他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.6 1813

50-21 34-19 4金融 船質入証文 芸州二保ヶ崎
彦五郎他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 文化10.7 1813 虫損・汚損、包紙あり

50-22 34-17 4金融 船質入証文 岩城伊兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化10.閏11 1813 虫損、包紙あり

50-23 34-24 4金融 船質入証文 備前下津井大
畠浦粂蔵他2名

天野屋市兵衛 状 1 文化13.6 1816 虫損

50-24 34-23 4金融 船質入証文 予州弓削崎伊
三郎他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化13.8 1816 虫損、包紙あり

50-25 34-22 4金融 船質入証文 周防いよた平治
郎他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化13.正 1816 虫損

50-26 34-25 4金融 船質入証文 芸州賀茂郡あ
が源五郎他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化14.6 1817 虫損・破損

50-27 34-26 4金融 船質入証文 予州今治友浦
永吉他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政元.9 1818 虫損・鼠損、包紙あり

50-28 34-27 4金融 船質入証文 壁屋仁兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 文政2.4 1819
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

50-29 34-28 4金融 船質入証文 備中幸ﾉ嶋平左
衛門他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政3.正 1820

50-30 34-29 4金融 船質入証文 防州大嶋郡北
泊久蔵他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政5.5 1822 虫損

50-31 34-30 4金融 船質入証文 壁屋庄治郎他1
名

天野市兵衛 状 1 文政6.3 1823 汚損

50-32 34-31 4金融 船質入証文 廣屋しち 天野市兵衛 状 1 文政9.3 1826

50-33 34-32 4金融 船質入証文 防州外ﾉ入忠六
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 文政10.7 1827 虫損

50-34 34-36 4金融 船質入証文 防州内ﾉ入小十
郎他1名

天野市兵衛 状 1 文政11.5 1828 虫損、包紙あり

50-35 34-34 4金融 船質入証文 予州宮ﾉくつ軍
蔵他1名

天野市兵衛 状 1 文政11.6 1828 虫損、包紙あり

50-36 34-33 4金融 船質入証文 予州弓削崎太
吉他1名

天野市兵衛 状 1 文政11.6 1828 虫損、包紙あり

50-37 34-35 4金融 船質入証文 備中幸島清助
他1名

天野市兵衛 状 1 文政11.7 1828 虫損、包紙あり

50-38 34-38 4金融 船質入証文 予州大渕領え
ねわ村伊勢吉
他1名

天野市兵衛 状 1 文政12.3 1829 虫損大
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

50-39 34-37 4金融 船質入証文 予州椋名村政
次他1名

天野市兵衛 状 1 文政12.6 1829 虫損、包紙あり

50-40 34-39 4金融 船質入証文 予州椋名村友
次他1名

天野市兵衛 状 1 文政13.10 1830 虫損

50-41 34-40 4金融 船質入証文 予州椋名村久
次郎他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保3.10 1832 虫損、包紙あり

50-42 34-41 4金融 船質入証文 芸州鹿老渡善
五郎他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 天保3.3 1832 虫損

50-43 34-42 4金融 船質入証文 芸州鹿老渡為
蔵他1名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 天保3.3 1832 虫損

50-44 34-43 4金融 船質入証文 弥五右衛門他1
名

天野屋市兵衛 状 1 天保3.6 1832 虫損

50-45 34-44 4金融 船質入証文 淡州下田浦海
部屋市蔵

天野屋市兵衛 状 1 天保4.12 1833 虫損、包紙あり

50-46 34-47 4金融 船質入証文 予州今治大黒
屋弥兵衛他1名

天野市兵衛 状 1 天保5.11 1834 虫損

50-47 34-45 4金融 船質入証文 防州大嶋郡久
口與三郎他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保5.4 1834 虫損、包紙あり

50-48 34-46 4金融 船質入証文 防州大嶋郡安
下庄村伝兵衛
他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保5.4 1834 虫損大
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天野屋市兵衛家文書(1)目録

50-49 34-48 4金融 船質入証文 周防大嶋郡外
入伝治郎他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保8.6 1837 虫損、袋あり

50-50 34-50 4金融 船質入証文 備後浦寄村藤
屋清吉他1名

天野屋市兵衛 状 1 弘化2.10 1845 虫損

50-51 34-52 4金融 船質入証文 備前下津井大
畑角屋嘉吉他2
名

天野市兵衛 状 1 嘉永6.5 1853 虫損・汚損

50-52 34-51 4金融 船質入証文 淡州室津浦魚
屋覚次郎他1名

天野屋市兵衛 状 1 嘉永6.9 1853

50-53 34-53 4金融 船質入証文 淡州丸山浦田
中屋勘七

天野市兵衛 状 1 安政6.4 1859 鼠損甚大・汚損

50-54 34-54 4金融 船質入証文 予州椋名村伊
勢屋兼蔵他1名

天屋市兵衛 状 1 文久2.5 1862

50-55 34-55 4金融 船質入証文 予州今治椋名
藤次郎他1名

天屋市兵衛 状 1 文久3.6 1863

50-56 34-56 4金融 船質入証文 予州今治椋名
村嘉太郎他1名

天屋市兵衛 状 1 文久3.6 1863

51-1 56-1 4金融 家売買証文 油屋幸右衛門
他5名

天野市兵衛 状 1 天明8.7 1788

51-2 56-2 4金融 家売買証文 平野屋善四郎
他5名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 享和4.2 1804
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天野屋市兵衛家文書(1)目録

51-3 56-3 4金融 家売買証文 小浜屋徳之助
他4名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化元.11 1804

51-4 56-6 4金融 家売買証文 天ﾉ屋市兵衛他
2名

仲屋太郎兵衛 状 1 文化5.4 1808

51-5 56-4 4金融 家売買証文 別所村□屋甚
兵衛他3名

天野屋市兵衛 状 1 天保8.11 1837

51-6 56-5 4金融 家売買証文 築地町土佐屋
こま他4名

坪屋利右衛門 状 1 弘化2.4 1845

52-1 24-3 4金融 頼母子講掛銀預り証文 大石屋利右衛
門他1名

天市兵衛 状 1 寛政元.10 1789 虫損

52-2 24-2 4金融 頼母子講掛銀預り証文 古その利右衛
門他1名

天市兵衛 状 1 寛政元.9 1789 虫損

52-3 24-4 4金融 頼母子講掛銀預り証文 新屋伊兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政5.5 1793

52-4 24-5 4金融 頼母子講掛銀預り証文 灰屋嘉兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政6.10 1794

52-5 24-6 4金融 頼母子講掛銀預り証文 灰屋嘉兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政6.10 1794

52-6 24-8 4金融 頼母子講掛銀預り証文 灰屋嘉兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政6.10 1794
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天野屋市兵衛家文書(1)目録

52-7 24-7 4金融 頼母子講掛銀預り証文 灰屋嘉兵衛他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政6.10 1794

52-8 24-9 4金融 頼母子講掛銀預り証文 樽屋平右衛門
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政卯
（７）.12.16

1795

52-9 24-11 4金融 頼母子講掛銀預り証文 かい屋善助他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政9.正 1797

52-10 24-10 4金融 頼母子講掛銀預り証文 かい屋善助他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政9.正 1797

52-11 24-12 4金融 頼母子講掛銀預り証文 竹斉屋弥三右
衛門他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 享和2.12 1802

52-12 24-13 4金融 頼母子講掛銀預り証文 柳屋藤七他1名 天野屋市兵衛 状 1 文化5.12 1808

52-13 24-14 4金融 頼母子講掛銀預り証文 土左屋庄七他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化5.12 1808

52-14 24-16 4金融 頼母子講掛銀預り証文 壁屋吉兵衛他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化6.5 1809

52-15 24-15 4金融 頼母子講掛銀預り証文 壁屋吉兵衛他1
名

土佐屋庄七 状 1 文化6.5 1809

52-16 24-17 4金融 頼母子講掛銀預り証文 大助屋長四郎
他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化7.11 1810
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天野屋市兵衛家文書(1)目録

52-17 24-18 4金融 頼母子講掛銀預り証文 鯛古屋権七他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化7.9 1810

52-18 24-19 4金融 頼母子講掛銀預り証文 大助屋新右衛
門他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化7.正 1810

52-19 24-20 4金融 頼母子講掛銀預り証文 中屋弥七 天ﾉ市兵衛 状 1 文化8.3 1811

52-20 24-21 4金融 頼母子講掛銀預り証文 壁屋利右衛門 天野屋市兵衛 状 1 文化8.5 1811

52-21 24-22 4金融 頼母子講掛銀預り証文 備前屋与八他1
名

天ﾉ市兵衛 状 1 文化10.12 1813

52-22 24-23 4金融 頼母子講掛銀預り証文 壁屋利右衛門
他1名

天野屋市兵衛 状 1 文化10.7 1813

52-23 24-28 4金融 頼母子講掛銀預り証文 井出五左衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 文政4.7 1821

52-24 24-30 4金融 頼母子講掛銀預り証文 堀百助 天ﾉ市兵衛 状 1 文政5.5 1822

52-25 24-33 4金融 頼母子講掛銀預り証文 山崎岸之助他1
名

天野市兵衛 状 1 文政7.4.朔 1824

52-26 24-54 4金融 頼母子講掛銀預り証文 田舎屋重右衛
門

天野屋市兵衛 状 1 嘉永4.5 1851

52-27 24-61 4金融 頼母子講掛銀預り証文 天野市兵衛他1
名

田邊慎常 状 1 安政2.4 1855
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天野屋市兵衛家文書(1)目録

52-28 24-62 4金融 頼母子講掛銀預り証文 天野市兵衛他1
名

北村源助 状 1 安政2.4 1855

52-29 24-94 4金融 頼母子講掛銀預り証文 柳屋太右衛門 天之市兵衛 状 1 近世　未.8

52-30 24-95 4金融 頼母子講掛銀預り証文 柳屋太右衛門 天之市兵衛 状 1 近世　未.8

52-31 24-96 4金融 頼母子講掛銀預り証文 たこ屋五郎兵衛
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 近世　巳.正.6

53 31 4金融 居宅質物証文 古曽ノ勘治郎他
2名

天ﾉ市兵衛 状 1 寛政9.12 1797

54-1 62-1 4金融 銀子請取証文 八部郡兵庫津
樽屋太右衛門

名塩屋庄右衛
門他2名

状 1 寛政10.8 1798 虫損

54-2 62-2 4金融 銀子請取証文 神崎屋善兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 文化6.10.12 1809

54-3 62-4 4金融 銀子請取証文 大助屋平兵衛 天野屋市兵衛 状 1 文化10.8 1813

54-4 62-7 4金融 銀子請取証文 梶川九郎兵衛 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化12.7 1815

54-5 62-8 4金融 銀子請取証文 八尾屋徳三郎 天野市兵衛 状 1 文化14.7.朔 1817 包紙あり

54-6 62-9 4金融 銀子請取証文 市川吉兵衛 天野市兵衛 状 1 文政6.3 1823 虫損

54-7 62-14 4金融 銀子請取証文 あミ屋善五郎 市兵衛 状 1 近世

－36－

尼崎市立地域研究史料館作成
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天野屋市兵衛家文書(1)目録

54-8 62-17 4金融 銀子請取証文 照日山 和助船 状 1 近世　.8.26

54-9 62-12 4金融 銀子請取証文 八尾屋徳三郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.閏8.29

54-10 62-18 4金融 銀子請取証文 駒ヶ林村網屋
平兵衛

天ﾉ市兵衛 状 1 近世　丑.2.6

54-11 62-28 4金融 銀子請取証文 天ﾉ市兵衛 樋口屋重郎右
衛門

状 1 近世　辰.3.11 印形部分破欠

54-12 62-16 4金融 銀子請取証文 常田万太夫 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　巳.12.晦 包紙あり

54-13 62-25 4金融 銀子請取証文 木屋又三郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　巳.7.22

55-1 72 4金融 金銀勘定覚え 天ﾉ市兵衛他2
名

状 1 享和2.5 1802

55-2 73-162 4金融 金銀勘定覚え 和泉屋清兵衛 尼天市 状 1 近世　.7.11

56-1 64-1 4金融 手形紛失につき差入証文 島屋六兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 享和2.正 1802

56-2 64-2 4金融 手形紛失につき差入証文 小路村久兵衛 天野屋市兵衛 状 1 文化14.正.29 1817 鼠損

57 27 4金融 尼崎惣町講講帳元案内書 講帳元 天野屋市兵衛 状 1 文化3.8 1806 虫損

58 62-3 4金融 網売渡代銀請取証文 神崎屋善兵衛 尼ヶ崎天ﾉ市兵
衛

状 1 文化6.10.12 1809
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天野屋市兵衛家文書(1)目録

59-1 51-43 4金融 借用金証文 住吉村吉田佐
次右衛門

尼崎天野市兵
衛

状 1 文化6.正 1809 包紙あり

59-2 51-50 4金融 借用金証文 須磨浦営治郎 天ﾉ市兵衛 状 1 文化10.3 1813

59-3 51-80 4金融 借用金証文 いりや久左衛門 天野屋市兵衛 状 1 文政3.5 1820

59-4 51-101 4金融 借用金証文 万喜彦右衛門 天野市兵衛 状 1 文政8.12 1825 包紙あり

59-5 51-96 4金融 借用金証文 内藤太源太 天野市兵衛 状 1 文政8.3 1825 包紙あり

59-6 51-105 4金融 借用金証文 関治右衛門 天野市兵衛 状 1 文政9.11 1826

59-7 51-106 4金融 借用金証文 堀杢左衛門他1
名

天野市兵衛 状 1 文政9.7 1826

59-8 51-118 4金融 借用金証文 関治右衛門 天野市兵衛 状 1 文政10.12 1827 虫損

59-9 51-125 4金融 借用金証文 田中外記 天野市兵衛他1
名

状 1 文政11.5 1828

59-10 51-132 4金融 借用金証文 江戸屋与八 天野屋市兵衛 状 1 文政12.3 1829 虫損

59-11 51-138 4金融 借用金証文 讃岐まなべや
権蔵他1名

尼崎天野屋市
兵衛

状 1 天保2.9 1831 虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

59-12 51-143 4金融 借用金証文 堀川かね 取次口入西沢
屋仁兵衛

状 1 天保3.12 1832

59-13 51-156 4金融 借用金証文 大久保辨左衛
門

天野市兵衛 状 1 天保11.12 1840 虫損

59-14 51-166 4金融 借用金証文 中屋九右衛門 天野市兵衛 状 1 弘化2.9 1845 鼠損

59-15 51-173 4金融 借用金証文 安臺(ｶ)屋平兵
衛

天野市兵衛 状 1 嘉永2.2 1849 虫損

59-16 51-174 4金融 借用金証文 高山定太郎 天野市三郎 状 1 嘉永5.12 1852

59-17 51-175 4金融 借用金証文 淡州明神浦孫
右衛門

天野屋市兵衛 状 1 嘉永5.6.23 1852 虫損

59-18 51-181 4金融 借用金証文 松本平左衛門 天野市兵衛 状 1 嘉永7.2 1854 虫損、包紙あり

59-19 51-183 4金融 借用金証文 堀十兵衛 天野市兵衛 状 1 嘉永7.2 1854 包紙あり

59-20 51-182 4金融 借用金証文 常田彦九郎他1
名

戸塚次太夫 状 1 嘉永7.閏7 1854 包紙あり

59-21 51-185 4金融 借用金証文 猪瀬清左衛門 天野市兵衛 状 1 安政2.11 1855 包紙あり

59-22 51-184 4金融 借用金証文 高橋佐助 天市兵衛 状 1 安政2.2 1855
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

59-23 51-186 4金融 借用金証文 岩下大次郎他3
名

天野市兵衛 状 1 安政2.3 1855 包紙あり

59-24 51-189 4金融 借用金証文 北村なつ 天野市兵衛 状 1 安政6.4 1859 包紙あり

59-25 51-191 4金融 借用金証文 予州今治椋名
藤次郎他1名

天屋市兵衛 状 1 文久3.6 1863

59-26 51-195 4金融 借用金証文 芸州豊嶋小ﾉ浦
幸ﾉ屋万吉他1
名

天屋市兵衛 状 1 明治4.4 1871

59-27 51-196 4金融 借用金証文 沖野屋為七他1
名

天野市兵衛 状 1 明治5.4.27 1872

60 23 4金融 調達講銀掛け戻しにつき預り
証文返り一札

熊野田勘定元 天野市兵衛 状 1 文化8.8 1811

61 57 4金融 土地売買証文 紙屋久兵衛他2
名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.8 1813

62 38 4金融 網干場跡納屋質物証文 手平屋宇左衛
門

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.正 1813

63 40 4金融 畑砂代質入証文 手平屋宇左衛
門

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化10.正 1813 虫損

64 41 4金融 小作証文 手平屋宇左衛
門

天野屋市兵衛 状 1 文化10.正 1813
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

65-1 62-5 4金融 銭請取証文 かりや浦嘉右衛
門他1名

天尼市兵衛 状 1 文化11.12.23 1814 虫損、包紙あり

65-2 62-6 4金融 銭請取証文 仮屋浦嘉右衛
門他1名

尼ヶ崎天市兵衛 状 1 文化12.7.12 1815 虫損

65-3 62-15 4金融 銭請取証文 沖ﾉ藤七他1名 天市 状 1 近世　.3.朔

65-4 62-23 4金融 銭請取証文 しばや権七 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.閏8.23

65-5 62-19-1 4金融 銭請取証文 さこや藤兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　子.11.13 62-19-1・2包紙一括

65-6 62-13-1 4金融 銭請取証文 あふらや仲兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　子.11.13 62-13-1・2包紙一括

65-7 62-20 4金融 銭請取証文 網屋善五郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　酉.9.朔

66 36-1 4金融 借用銀は漁方にて返済する旨
一札

大石村網屋平
四郎

尼ヶ崎西町天野
市兵衛

状 1 文化11.3.14 1814

67 73-39 4金融 上納金受取覚え 樋十 天市 状 1 文化12.5.23 1815 虫損

68 73-141 4金融 尼崎惣町講銀のうち52口分銀
高覚え

講帳元 弐拾六番天野
屋市兵衛

状 1 文化13.2 1816

69-1 54-1 4金融 出世証文 播磨屋伝七他1
名

天野屋市兵衛 状 1 文化14.11 1817 虫損・鼠損、包紙あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

69-2 54-2 4金融 出世証文 瓦林屋喜兵衛 天屋市兵衛 状 1 天保3.10 1832 鼠損・汚損劣化大

施行規則第5条(1)により非公開

70 26 4金融 他人名義頼母子銀借用につ
き書入証文

北方屋清七他1
名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化14.9 1817

71 35-1 4金融 船質入借用銀返済猶予をうけ
差入証文

網屋松右衛門 天野屋市兵衛 状 1 文化15.3 1818 35-1・2包紙一括

72-1 24-25 4金融 永楽講掛銀預り証文 柴田鉞太郎 天ﾉ屋市兵衛 状 1 文化15.4 1818 虫損

72-2 24-24 4金融 永楽講掛銀預り証文 粟津喜左衛門 天野屋市兵衛 状 1 文化15.4 1818 虫損

72-3 24-27 4金融 永楽講掛銀預り証文 天ﾉ屋市兵衛 泉屋利兵衛 状 1 文政3.4 1820

73 35-2 4金融 銀子年賦借用証文 網屋松右衛門 天野屋市兵衛 状 1 文化15.4 1818 35-1・2包紙一括

74-1 50-1 4金融 年賦証文 廣屋りう 天野屋市兵衛 状 1 文化15.4 1818

74-2 50-2 4金融 年賦証文 橋本金助 小畑屋貞蔵 状 1 文政4.12 1821

74-3 50-3 4金融 年賦証文 大石村網屋そ
ゑ

尼ヶ崎天野市兵
衛

状 1 文政11.3 1828

74-4 50-4 4金融 年賦証文 長吏久三郎他2
名

天野屋市兵衛 状 1 天保7.12 1836
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

74-5 50-5 4金融 年賦証文 土佐屋卯之助
他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保8.6 1837

74-6 50-6 4金融 年賦証文 山本屋卯兵衛 天野屋市兵衛 状 1 天保11.12 1840 鼠損・汚損

74-7 50-7 4金融 年賦証文 長吏久三郎 天市兵衛 状 1 天保14.2 1843

74-8 50-8 4金融 年賦証文 天野屋平八他2
名

平野屋金三郎 状 1 嘉永2.4 1849

74-9 50-9 4金融 年賦証文 平野屋初三郎
他1名

天野市兵衛 状 1 嘉永3.11 1850 汚損大

74-10 50-10 4金融 年賦証文 天屋[破欠] 松田屋次左衛
門

状 1 文久元.3 1861

74-11 50-11 4金融 年賦証文 状 1 近世 鼠損・汚損、開披不
能

施行規則第5条(1)により非公開

75-1 73-75 4金融 銀子借用証文 山田新五兵衛 天野市兵衛 状 1 文政元.12 1818

75-2 73-80 4金融 銀子借用証文 片岡惣左衛門 天野市兵衛 状 1 文政10.2 1827

75-3 73-81 4金融 銀子借用証文 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政10.3 1827

75-4 73-92 4金融 銀子借用証文 神取族 天野市兵衛 状 1 近世　.12.30
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

75-5 73-86 4金融 銀子借用証文 樽屋太郎兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　卯.極.12 虫損

75-6 73-90 4金融 銀子借用証文 吉田寅次郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　未.9.8 虫損

76-1 73-93 4金融 銀子預り証文 喜介他1名 天野屋市兵衛 状 1 文政2.8 1819 水損劣化・虫損

76-2 73-96 4金融 銀子預り証文 状 1 近世 後欠、山上月参講掛
銀のうちより借用

76-3 73-95 4金融 銀子預り証文 状 1 近世 水損密着につき開披
不能

施行規則第5条(1)により非公開

77-1 73-76 4金融 金子借用証文 堀潜吾他1名 天市兵衛 状 1 文政3.12 1820

77-2 73-77 4金融 金子借用証文 堀潜吾他1名 天市兵衛 状 1 文政4.5 1821

77-3 73-91 4金融 金子借用証文 利平 状 1 近世　卯.5.27

77-4 73-87 4金融 金子借用証文 岩下大治郎 天野市兵衛 状 1 近世　辰.10 包紙あり

77-5 73-85 4金融 金子借用証文 松本平左衛門 天野市兵衛 状 1 近世　寅.7.14 包紙あり

78 39 4金融 船具預り証文 煎屋四郎七他1
名

天ﾉ屋市兵衛 状 1 文政3.2 1820

79-1 24-26 4金融 御著寺講掛銀預り証文 天ﾉ屋市兵衛 泉屋利兵衛他4
名

状 1 文政3.7 1820
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

79-2 24-29 4金融 御著寺講掛銀預り証文 天ﾉ市兵衛 状 1 文政4.10 1821

80 24-32 4金融 無尽講掛米請取証文 天野屋市兵衛 山田様発起分 状 1 文政5.11 1822

81 32 4金融 扶持米差入借用銀証文 本山源之丞 天ﾉ市兵衛 状 1 文政5.12 1822

82 25 4金融 頼母子掛戻し銀取延願 柴田鉞太郎 天ﾉ市兵衛 状 1 文政5.4 1822 虫損

83 53 4金融 借用金枝手形 樋屋十郎右衛
門

天ﾉ市兵衛 状 1 文政6.7.12 1823

84 33 4金融 質入証文 神取族 天野市兵衛 状 1 文政7.12 1824

85 60 4金融 不勘定仕らざる一札 泉屋清兵衛(ｶ)
他1名

魚問屋衆中 状 1 文政7.8 1824

86-1 73-78 4金融 銀子借用覚え 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政9.3 1826

86-2 73-79 4金融 銀子借用覚え 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政9.7 1826

86-3 73-82 4金融 銀子借用覚え 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政10.7 1827

86-4 73-83 4金融 銀子借用覚え 市河伊右衛門 天野市兵衛 状 1 文政11.5 1828

87 70 4金融 金銀出入差引通帳 [破欠]清右衛門 天野市兵衛 横帳 1 文政10.正 1827 水損劣化

施行規則第5条(1)により非公開

－45－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

88-1 71-1 4金融 金銀差入覚え 仮綴 1 文政10～嘉永
6

1827～
1853

88-2 71-2 4金融 金銀差入覚え 仮綴 1 文政10～嘉永
6

1827～
1853

89 14 4金融 融通講掛銀受取通 三浦勘定元他2
名

天ﾉ市兵衛 状 1 文政12.4 1829 袋あり

90 15 4金融 調達講銀受取通 尼崎勘定元 天野市兵衛 横帳 1 文政13 1830 包紙と合綴

91 66 4金融 浜諸道具預け手形 防州牛嶋米屋
市之丸他3名

室福丸万右衛
門

状 1 天保2.12 1831 鼠損・汚損劣化

施行規則第5条(1)により非公開

92 24-34 4金融 頼母子講掛銀借用証文 奥田吉右衛門
他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保3.3 1832

93 47 4金融 尼崎旅籠屋株質入証文 大物町有馬屋
忠右衛門他1名

天野屋平八 状 1 天保4.5 1833

94-1 73-40 4金融 銀子受取覚え 吉田善右衛門 天野市兵衛 状 1 天保5.12.19 1834

94-2 73-62 4金融 銀子受取覚え 名塩屋平八 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.3.12

94-3 73-63 4金融 銀子受取覚え 山田来右衛門 状 1 近世　.4.27

94-4 73-65 4金融 銀子受取覚え 西井瀧蔵 堀 状 1 近世　.6.9
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

94-5 73-66 4金融 銀子受取覚え 八尾屋徳三郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.7.3

94-6 73-67 4金融 銀子受取覚え 網屋伊兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.8.11

94-7 73-69 4金融 銀子受取覚え □□屋新太郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.極.3 虫損大

94-8 73-59 4金融 銀子受取覚え 樋十 天市 状 1 近世　亥.正.2 虫損

94-9 73-60 4金融 銀子受取覚え うつい(ｶ)亀右
衛門

尼ヶ崎天市兵衛 状 1 近世　亥.正.4 虫損

94-10 73-61 4金融 銀子受取覚え 木屋新太郎 天ﾉ屋市兵衛 状 1 近世　亥.正.8 虫損

94-11 73-42 4金融 銀子受取覚え 明浄 天市 状 1 近世　丑.5.13

94-12 73-41 4金融 銀子受取覚え 天満屋善九郎 天野えい(ｶ) 状 1 近世　丑.正.6

94-13 73-48 4金融 銀子受取覚え 油仲 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　午.3.15

94-14 73-53 4金融 銀子受取覚え 大久保主令 天野市兵衛 状 1 近世　未.12

94-15 73-46 4金融 銀子受取覚え 直場 天市 状 1 近世　巳.12.29

94-16 73-58 4金融 銀子受取覚え 関山 天野 状 1 近世　戌.12

94-17 73-56 4金融 銀子受取覚え 村光□之介 天野市兵衛 状 1 近世　戌.5.3
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

94-18 73-57 4金融 銀子受取覚え 河内屋三右衛
門

天ﾉ屋市兵衛 状 1 近世　戌.7.7 虫損

95 24-35 4金融 永続講掛銀預り証文 大行院 天野市兵衛 状 1 天保6.5 1835

96 36-2 4金融 浜預け証文 浜主米屋市之
丸他3名

□丸治三郎 状 1 天保7.12 1836 鼠損

施行規則第5条(1)により非公開

97 42-9 4金融 家屋敷譲渡証文 別所村松屋佐
七他1名

天野屋市兵衛 状 1 天保8.11 1837

98 43 4金融 質家帳切につき証文返り一札 天野屋市兵衛 廣屋儀兵衛 状 2 天保9.6 1838 43-2覚1点巻込

99 58 4金融 運送問屋株売買証文 山田屋徳蔵他1
名

天野平八 状 1 天保10.3 1839

100-1 24-36 4金融 無尽講掛銀預り証文 門山鍾蔵他1名 天野市兵衛 状 1 天保10.3 1839

100-2 24-40 4金融 無尽講掛銀預り証文 世話方高橋房
右衛門他2名

天野市兵衛 状 1 天保13.7 1842

101-1 24-38 4金融 無尽講掛銀請取証文 堀世話方 天野市兵衛 状 1 天保11.2 1840

101-2 24-39 4金融 無尽講掛銀請取証文 近江屋達三郎
他2名

天野屋市兵衛 状 1 天保12.4 1841

101-3 24-47 4金融 無尽講掛銀請取証文 三橋崎右衛門
他1名

天野市兵衛 状 1 弘化4.12 1847
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

101-4 24-87 4金融 無尽講掛銀請取証文 岩崎時右衛門 天野市兵衛 状 1 近世　卯.9

101-5 24-81 4金融 無尽講掛銀請取証文 岩崎時右衛門 天野市兵衛 状 1 近世　子.9

101-6 24-93 4金融 無尽講掛銀請取証文 限放斎(ｶ) 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　申.10

101-7 24-84 4金融 無尽講掛銀請取証文 世話方瓦林屋
茂兵衛他1名

天野市兵衛 状 1 近世　辰.10

101-8 73-119 4金融 無尽講掛銀請取証文 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　辰.8

101-9 24-80 4金融 無尽講掛銀請取証文 岩崎時右衛門 天野市兵衛 状 1 近世　寅.4

101-10 24-82 4金融 無尽講掛銀請取証文 山本屋卯兵衛
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　寅.6

102 24-37 4金融 無尽講掛金預り証文 大澤大八郎他2
名

天野市兵衛 状 1 天保11.2 1840

103 63 4金融 両替取引証文 天野屋平八他1
名

木屋九兵衛 状 1 天保11.9 1840

104 30 4金融 無尽講鬮当譲請け一札 三橋崎右衛門 天野市兵衛 状 1 天保12.4 1841

105 42-12 4金融 家屋敷引当証文 天野屋平[破欠]
他1名

平野屋金三郎 状 1 天保12.8 1841 鼠損・汚損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

106 24-41 4金融 幸講掛銀預り証文 幸講世話方山
本屋卯兵衛他2
名

天野市兵衛 状 1 天保13.6 1842

107 28 4金融 加入掛銀皆済につき証文返り
一札

中屋九右衛門 土佐屋卯之助 状 1 天保13.8 1842

108 73-178 4金融 銀子・米手形書上げ 三橋七五右衛
門

状 1 (天保)　.10.23

109 24-42 4金融 頼母子講掛金預り証文 若狭屋卯八 天野市兵衛 状 1 天保15.12 1844

110-1 24-43 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 天保15.12 1844

110-2 24-44 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 天保15.5 1844

110-3 24-45 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 弘化2.5 1845

110-4 24-46 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 弘化2.9 1845

110-5 24-48 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永2.12 1849

110-6 24-50 4金融 保永講掛銀請取証文 平林房次郎他2
名

天野屋市兵衛 状 1 嘉永2.7 1849

110-7 24-52 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永3.12 1850
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

110-8 24-51 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永3.4 1850

110-9 24-49 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永3.8 1850

110-10 24-55 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永4.4 1851

110-11 24-60 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永5.12 1852

110-12 24-56 4金融 保永講掛銀請取証文 保永講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永5.4 1852

111-1 62-10 4金融 金子請取証文 淡州下田十一
屋幸二郎他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 弘化3.8.9 1846

111-2 62-11 4金融 金子請取証文 下田(ｶ)宇右衛
門

天野市兵衛 状 1 近世　.2.15

111-3 62-21 4金融 金子請取証文 あぶらや仲兵衛 天之市兵衛 状 1 近世　申.7.2

111-4 62-19-2 4金融 金子請取証文 ざこや両助 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　申.7.3 62-19-1・2包紙一括

11-5 62-13-2 4金融 金子請取証文 茂兵衛他1名 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　酉.6.11 62-13-1・2包紙一括

112 73-183 4金融 金銀差引通い引宛一札 天野屋平吉他2
名

平野屋金三郎 状 1 弘化3.9 1846

113 52 4金融 沖手石波戸普請入用銀借用
証文

川方 世話方魚問屋
五軒

状 1 嘉永元.10 1848 鼠損・汚損劣化大

施行規則第5条(1)により非公開
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

114 48 4金融 家屋敷質物銀証文譲渡一札 天野屋平八 平野屋金三郎 状 1 嘉永元.8 1848 抹消線あり

115 44 4金融 帳切質家請取証文 西長洲村親類
藤右衛門他1名

天野市兵衛 状 1 嘉永2.6 1849

116-1 24-57 4金融 猶誓講掛銀請取証文 猶誓講世話方 天野市兵衛 状 1 嘉永5 1852

116-2 24-71 4金融 猶誓講掛銀請取証文 尚(ﾏﾏ)誓講世
話方

天野市兵衛 状 1 近世

117-1 24-58 4金融 旭講掛銀請取証文 三橋嘉右衛門 天野市兵衛 状 1 嘉永5.12 1852

117-2 24-59 4金融 旭講掛銀請取証文 三橋嘉右衛門 天野市兵衛 状 1 嘉永5.12 1852

118-1 73-142 4金融 入銀覚え 渡海屋 状 1 (嘉永)

118-2 73-143 4金融 入銀覚え 天野市兵衛 かこ屋(ｶ)伊蔵
他1名

状 1 近世　戌.正.18

119-1 16-1 4金融 積立講銀月掛請取帳 講方他8名 中在家町天屋
市次郎

横帳 1 嘉永7.4 1854

119-2 16-2 4金融 積立講銀月掛請取帳 講方他8名 中在家町天野
市兵衛

横帳 1 嘉永7.4 1854

120 17 4金融 太々永続講通 曙講 天ﾉ市兵衛 状 1 安政2.8 1855
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

121 46 4金融 引当の脇差返戻を受けし際の
差入証文

堀清記 天野市兵衛 状 1 安政3.12 1856

122 73-105 4金融 貸金覚え 状 1 安政 1860

123 73-118 4金融 無尽講掛銀受取証文 山本屋卯兵衛
他1名

天野市兵衛 状 1 慶応3.3 1867 水損劣化につき開披
不能

施行規則第5条(1)により非公開

124 73-168 4金融 金高書上げ 状 1 (近世) 袋あり

125-1 73-73 4金融 金銀受取覚え 天満屋善九郎 天野えい 状 1 (近世)　子.
正.6

146-2 73-158 4金融 元利銀勘定覚え 状 1 近世

125-2 73-72 4金融 金銀受取覚え 仮綴 1 近世

126 73-147 4金融 出銀覚え 状 1 近世

127-1 21-1 4金融 講仕法書 太田屋敷瀧村
之介勘定元

状 1 近世 虫損

127-2 21-2 4金融 講仕法書 高柳勘定元 状 1 近世　子.2 虫損・汚損

128 73-140 4金融 講掛銀勘定覚え 状 2 近世

129 73-139 4金融 講掛銀覚え 状 1 近世
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

130 73-152 4金融 元利金高書上げ 状 1 近世

131 19 4金融 無尽仕法覚 長久講再願勘
定元山本屋卯
兵衛・東西世話
方

状 1 近世 虫損

132 18 4金融 調達助成講仕法書 浄善寺世話方・
勘定元

横帳 1 近世 虫損

133 34-57 4金融 質物証文 状 1 近世 水損甚大、開披不能

施行規則第5条(1)により非公開

134-1 73-94 4金融 証文預り一札 奥田吉右衛門 天野市兵衛他1
名

状 1 近世　申.12.20

134-2 34-58 4金融 証文預り一札 状 1 近世 水損甚大、開披不能

施行規則第5条(1)により非公開

135 20 4金融 講掛銀高覚 状 1 近世

136 73-71 4金融 銀子受取覚えｶ 状 1 近世 水損劣化につき開披
不能

施行規則第5条(1)により非公開

137 73-185 4金融 年賦銀覚え 状 1 近世

138 73-177 4金融 銀子受取証文指し越し口上覚
え

高塚七左右衛
門

天野市兵衛 状 1 近世

139 73-156 4金融 元利勘定覚え 状 1 近世
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

140-1 73-161 4金融 銀子勘定覚え 嶋屋利右衛門 状 1 近世　.3.晦

140-2 73-164 4金融 銀子勘定覚え 天市 状 1 近世　.9.

140-3 73-159 4金融 銀子勘定覚え 状 1 近世　午.11.17

140-4 73-167 4金融 銀子勘定覚え 状 1 近世

140-5 73-165 4金融 銀子勘定覚え 米伊 天之市兵衛 状 1 近世

141 24-69 4金融 浄善寺講掛銀預り証文 状 1 近世 後欠

142 73-154 4金融 元利銀内訳覚え 状 1 近世

143 22 4金融 本興寺本堂彩色成就講仕法
定

本興寺塔頭他6
名

横帳 1 近世 虫損

144-1 73-163 4金融 金子勘定覚え □□□ 天市 状 1 近世　.9.2

144-2 73-166 4金融 金子勘定覚え 状 1 近世

145 73-157 4金融 利足銀勘定覚え 状 1 近世 虫損

146-1 73-155 4金融 元利銀勘定覚え 状 1 近世

147 62 4金融 銀子受取覚え綴り 仮綴 1 近世 虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

148-1 71-3 4金融 銀差入覚え 天ﾉ市 吉田喜平次 状 1 近世　午.8

148-2 71-4 4金融 銀差入覚え 天満屋卯兵衛 仮綴 1 近世

149 73-108 4金融 貸金銀高覚え 状 1 近世

150 73-110 4金融 家質返り一札 天野市兵衛 廣屋義兵衛 状 1 近世

151 73-145 4金融 入銀につき書状 七左衛門 天野 状 1 近世　.□.28

152-1 73-68 4金融 金子受取覚え 小橋屋良三郎 市兵衛 状 1 近世　.10.

152-2 73-64 4金融 金子受取覚え 山市 堀旦那 状 1 近世　.6.8

152-3 73-49 4金融 金子受取覚え 西網徳次郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　午.8.29

152-4 73-54 4金融 金子受取覚え ほり 天平 状 1 近世　申.7.朔

152-5 73-43 4金融 金子受取覚え 木屋九兵衛 喜兵衛 状 1 近世　寅.10.21 鼠損

152-6 73-51 4金融 金子受取覚え 岡本屋忠兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　未.9.23

152-7 73-45 4金融 金子受取覚え 小橋屋良三郎 天野市兵衛 状 1 近世　巳.9

153 73-98 4金融 金子拝借につき書状 育波浦鮭(ｶ)屋
嘉蔵

天野市兵衛 状 1 近世　.11.11 包紙あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

154 73-151 4金融 元利銀高相違の有無確認に
つき書状

吉田喜平次店 天ﾉ市兵衛店 状 1 近世　.11.13

155 73-186 4金融 質物流れ一件の書状入手確
認につき書状

堀帯刀 天野市兵衛 状 1 近世　.11.22 水損劣化、袋あり

156 73-174 4金融 銀子の件了承につき礼状 山添周伯 天市兵衛 状 1 近世　.11.9 虫損甚大、包紙あり

施行規則第5条(1)により非公開

157 73-153 4金融 返銀内訳覚え 山本屋卯兵衛 天市兵衛 状 1 近世　.12.13

158-1 73-114 4金融 無尽講掛銀出銀依頼状 三橋七五右衛
門

天野市兵衛 状 1 近世　.12.24

158-2 73-113 4金融 無尽講掛銀出銀依頼状 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　卯.正.29 虫損

159-1 73-136 4金融 講掛銀受取覚え 佐々木久次 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.12.27

159-2 73-135 4金融 講掛銀受取覚え 粟津喜左衛門 天野市兵衛 状 1 近世　酉.10.晦

160 73-103 4金融 借銀返済猶予願い 樋口屋十郎右
衛門

泉利店他1軒 状 1 近世　.12.28

161 73-104 4金融 貸金返済催促につき書状 堀帯刀 天野市兵衛 状 1 近世　.12.朔 水損劣化、袋あり

162 73-184 4金融 年賦決定につき覚え 卯兵衛 天市 状 1 近世　.2.19

163-1 73-74 4金融 銭受取覚え ざこや両助 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.3.15
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

163-2 73-44 4金融 銭受取覚え 清兵衛 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　卯.12.25

163-3 73-47 4金融 銭受取覚え 駒ヶ林村網屋
平兵衛

天野市兵衛 状 1 近世　午.3.15

163-4 73-55 4金融 銭受取覚え 天ﾉ平八他6名 天野市兵衛 状 1 近世　酉.正.23

163-5 73-52 4金融 銭受取覚え あミ屋平四郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　未.10.18

163-6 73-50 4金融 銭受取覚え □□屋八右衛
門

天野市兵衛 状 1 近世　未.8.25

164 73-101 4金融 借銀返済期限延引願いにつ
き書状

堀百助 天野市兵衛 状 1 近世　.3.4

165 73-115 4金融 無尽講掛銀出銀願いにつき
口上

岡部馬太夫 天ﾉ屋市兵衛 状 1 近世　.4.

166 73-144 4金融 金子受納覚え 圓福寺納所 天野市兵衛 状 1 近世　.4.14 虫損

167 73-176 4金融 取りかえの銭返済につき書状 山添喜右衛門 天市兵衛 状 1 近世　.4.晦 虫損甚大

施行規則第5条(1)により非公開

168 73-138 4金融 頼母子講銀渡し覚え 天野市兵衛 取番 状 1 近世　.5.10

169 73-172 4金融 下げ渡し銀送り状 山卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　.5.12

170 73-117 4金融 頼母子講掛銀出銀依頼状 川村 天野 状 1 近世　.5.19
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

171 73-171 4金融 平左衛門取替銀に船具受取
のところ本人病死および船代
に宛われ跡形も無きにつき書
状

神崎村役人 尼ヶ崎天ﾉ市兵
衛

状 1 近世　.6.4 虫損

172 73-181 4金融 証文差渡しにつき口上 堀百助 状 1 近世　.7.14

173 73-102 4金融 借用金返済につき覚え 権次 状 1 近世　.7.17

174 73-173 4金融 金子を期日までに渡す旨の一
札

藤権次(ｶ) 天野市兵衛手
代安兵衛

状 1 近世　.7.2

175 73-180 4金融 道中金につき口上 千屋 天市 状 1 近世　.7.25

176 73-134 4金融 松栄講掛銀受取覚え 松本八十三郎
他1名

天野市兵衛 状 1 近世　.8.

177 73-179 4金融 借入上納銀手形受取覚え 三橋規十郎 天野市兵衛 状 1 近世　.8.3

178 55 4金融 金渡されたき旨書状 田母神喜間太 天野市兵衛 状 1 近世　.9.7 鼠損・汚損

179 73-150 4金融 利銀等確認につき覚え 山卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　.正.24

180 73-70 4金融 銀札受取覚え [虫損] 天野屋市兵衛 状 1 近世　□.□.22 虫損甚大

施行規則第5条(1)により非公開

181 73-182 4金融 銀子引替書付 天野市兵衛 水嶋氏 状 1 近世　とら.7.13
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

182-1 62-26 4金融 銀札請取証文 銀札引替役所 天野市兵衛 状 1 近世　亥.10.14

182-2 62-24 4金融 銀札請取証文 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　寅.11.4

182-3 62-27 4金融 銀札請取証文 水嶋政右衛門 天野市兵衛 状 1 近世　寅.12.晦 包紙あり

183 73-112 4金融 無尽講掛銀出銀依頼書 山田米右衛門 天野市兵衛 状 1 近世　丑.12

184 73-169 4金融 出入銀皆済覚え 直場吉右衛門 天市兵衛 状 1 近世　丑.12.25

185 49 4金融 質物利足銀預り証文 大坂屋吉兵衛 天野屋市兵衛 状 1 近世　午.12.10 虫損・汚損劣化

186 45 4金融 質物につき申分なき一札 大坂屋吉兵衛 天野屋市兵衛 状 1 近世　午.12.10

187-1 73-125 4金融 無尽講掛銀受取覚え 世話方三宅清
吾

天野市兵衛 状 1 近世　午.4

187-2 73-126 4金融 無尽講掛銀受取覚え 世話方三宅清
五郎

天野市兵衛 状 1 近世　午.7

187-3 73-124 4金融 無尽講掛銀受取覚え 世話方三宅清
吾

天野市兵衛 状 1 近世　巳.12

187-4 73-122 4金融 無尽講掛銀受取覚え 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　巳.3

187-5 73-121 4金融 無尽講掛銀受取覚え 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　巳.3
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

187-6 73-123 4金融 無尽講掛銀受取覚え 世話方三宅清
五郎

天野市兵衛 状 1 近世　巳.9

188 73-129 4金融 頼母子講掛銭受取覚え 天野市兵衛 又間杉右衛門
他1名

状 1 近世　午.4.3

189-1 24-90 4金融 頼母子講掛銭請取証文 又間杉右衛門
他2名

天野市兵衛 状 1 近世　午.5

189-2 24-75 4金融 頼母子講掛銭請取証文 飯田左五蔵他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　午.5

189-3 24-74 4金融 頼母子講掛銭請取証文 飯田左五蔵他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　午.5

189-4 24-76 4金融 頼母子講掛銭請取証文 飯田左五蔵他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　午.9

189-5 24-85 4金融 頼母子講掛銭請取証文 飯田左五蔵他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　申.3

189-6 24-86 4金融 頼母子講掛銭請取証文 飯田左五蔵他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　申.5

189-7 24-88 4金融 頼母子講掛銭請取証文 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　辰.11

189-8 24-73 4金融 頼母子講掛銭請取証文 飯田左五蔵他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　未.10

－61－

尼崎市立地域研究史料館作成



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

189-9 24-72 4金融 頼母子講掛銭請取証文 飯田左五蔵他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　未.9

189-10 24-91 4金融 頼母子講掛銭請取証文 又間杉右衛門
他2名

天野市兵衛 状 1 明治2.12 1869

190 73-89 4金融 銀銭借用証文 忠左衛門他1名 天市兵衛 状 1 近世　午.5.3 包紙あり

191 73-146 4金融 銭渡し覚え あミヤ平次郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　午.8.22

192 62-22 4金融 銀札預り証文 中屋九右衛門 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　午.閏
10.12

鼠損・汚損

193 73-137 4金融 出銀受取覚え 泉利 天市 状 1 近世　子.12.10

194 73-106 4金融 船道具質入貸付銀覚え 森屋又吉 伊兵衛 状 1 近世　子.2.27 虫損大

195 73-99 4金融 急場借入金受取覚え 棚橋達之丞 天野市兵衛 状 1 近世　子.7.26

196 68 4金融 道具付け覚え いよ中嶋栗井
村金子與十郎
他1名

尼ヶ崎住徳丸藤
助

状 1 近世　申.2.朔

197 59 4金融 舟売買証文 伊予中山島栗
井村金子與十
郎他1名

尼ヶ崎住徳丸藤
助

状 1 近世　申.2.朔

198 73-175 4金融 家引渡し代銀受取覚え・地子
銀納入すべき通知

宮町 天市兵衛 状 1 近世　申.正.24
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

199 73-84 4金融 船代金借用証文 沖野屋藤七他1
名

天野市兵衛 状 1 近世　壬申.
正.22

200 67 4金融 お渡し金覚え 津久井五太夫
他1名

天ﾉ市兵衛 状 1 近世　辰.12

201 73-170 4金融 通い金皆済覚え 木や九兵衛店 天平八他1名 状 1 近世　寅.10.21

202 73-148 4金融 利足銀受取覚え 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　寅.12.28

203 29 4金融 無尽講銀譲りたる旨覚え 天野市兵衛 水嶋政右衛門 状 1 近世　寅.7

204 73-109 4金融 築地町家質証文銀受取覚え 坪屋利右衛門 天野屋平八 状 1 近世　酉.7.20

205 73-97 4金融 銀子借用願いにつき書状 岡本屋忠兵衛 天ﾉ市兵衛店中 状 1 近世　未.10.7

206 73-160 4金融 渡し銀勘定覚え 新屋(ｶ) 天市 状 1 近世　未.12

207 73-107 4金融 借銀高差引勘定覚え 米屋定太郎 状 1 近世　未.6.6 換金して勘定

208 73-100 4金融 借銀返済延引了承につき礼
状

佐兵衛 旦那他1名 状 1 近世　未.8.15 虫損

209 73-132 4金融 皆賑講掛銀銀札受取覚え 大澤大八郎他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　巳.11

210 73-116 4金融 頼母子講掛銀出銭依頼書 松本世話方 天野市兵衛 状 1 近世　巳.12
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

211 73-133 4金融 皆賑講掛銭受取覚え 大沢大八郎他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　巳.12

212 73-120 4金融 無尽講掛銀札受取覚え 山本屋卯兵衛 天野市兵衛 状 1 近世　巳.2

213-1 73-131 4金融 松井氏講銀受取覚え 村松周蔵 天野市兵衛 状 1 近世　巳.5

213-2 73-130 4金融 松井氏講銀受取覚え 村松周蔵 天野市兵衛 状 1 近世　巳.5

214-1 73-127 4金融 頼母子講掛銀受取覚え 松沢元太郎他2
名

天野屋市兵衛 状 1 近世　巳.5

214-2 73-128 4金融 頼母子講掛銀受取覚え 松沢元太郎他2
名

天野市兵衛 状 1 近世　巳.9

215 73-88 4金融 金子借用覚え 正右衛門 市兵衛 状 1 近世　巳.7.5 虫損

216-1 24-92 4金融 皆賑講掛銀請取証文 世話方大澤大
八郎他2名

天野市兵衛 状 1 近世　巳.9

216-2 24-66 4金融 皆賑講掛銀請取証文 大澤大八郎他2
名

天野市兵衛 状 1 明治2.3 1869 虫損

217 69 4金融 米請取手形 状 1 近世　巳～酉 状17・仮綴11一括

218 73-149 4金融 元利銀返済覚え 油屋半右衛門 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　戌.8.朔 虫損
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

219 24-68 4金融 頼母子講掛金請取証文 木屋平兵衛 天野市兵衛 状 1 明治4.9 1871

220 73-187 5家 建家仕様書 大工平兵衛 旦那 状 1 近世　巳.4

221 73-188 5家 全快後直ちに拝顔に罷り出る
べき旨書状

吉田善左衛門 天野市兵衛 状 1 近世　.7.2

222 73-189 5家 もてなしに対する礼状 □□屋新右衛
門

天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.9.25

223 73-190 5家 書面の内容委細承知につき
返書

小橋屋良三郎 天市兵衛 状 1 近世　.9.27 内容の詳細は不明

224 73-191 5家 ちりめん代銀仕切書 神崎屋左七 天ﾉ市兵衛他1
名

状 1 近世　酉.4.晦 虫損・水損

225 73-192 5家 瓦ほか代銀覚え 瓦屋喜十郎 天市 状 1 近世　戌.8.9

226 73-193 5家 築庭芝切り手間賃覚え 土万宇之祐 天野旦那 状 1 近世　.4.24

227 73-194 5家 酒代受取覚え 永田屋平治郎 天ﾉ市兵衛 状 1 近世　.7.24

228-1 73-196 6その他 飛脚賃仕切書 江戸や平右衛
門

樋口や重郎右
衛門

状 1 近世　申.12

228-2 73-195 6その他 飛脚賃仕切書 江戸屋平右衛
門

樋口屋重郎右
衛門

状 1 近世　申.7 水損劣化
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

229 73-197 6その他 柵代銀請取覚え 阿波屋新右衛
門

尼ノ船屋徳兵衛 状 1 近世　亥.2.12 虫損

230 73-198 6その他 天野市兵衛名札 状 1 近世 22点紙帯一括

231 73-199 6その他 差出・宛先部分断簡 天ﾉ屋市兵衛 泉屋利兵衛他4
名

断簡 1 文政2.10 1819 前欠、差出・宛先部
分のみ

232 73-200 6その他 開披不能文書 状 14 近世 水損劣化甚大につき
開披不能、大半は借
用証文

施行規則第5条(1)により非公開

233-1 73-201 6その他 包紙 包紙 2 (文化10.6) (1813) 包紙のみ、上書「文
化十酉六月　在中両
助・中兵衛」「請取入
　名家平兵衛」

233-2 73-202 6その他 包紙 包紙 1 文政2.8 1819 包紙のみ、水損劣
化、上書「船証文　文
政二卯八月　砂見　
喜介」、仮99-207の
包紙か

施行規則第5条(1)により非公開

233-3 73-204 6その他 包紙 包紙 1 近世 包紙のみ、上書「証
文」

233-4 73-205 6その他 包紙 銀札引替役所
他1名

包紙 1 近世 包紙のみ、虫損、上
書「証文壱通　銀札
引替役所様　山本屋
卯兵衛様□□」
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

天野屋市兵衛家文書(1)目録

233-5 73-206 6その他 包紙 包紙 1 近世 包紙のみ、上書「伊
□拾蔵」

233-6 73-207 6その他 包紙 包紙 1 近世 包紙のみ、上書「諸
書　壱通　淡州明神
浦孫右衛門」

233-7 73-208 6その他 包紙 包紙 1 近世 包紙のみ、上書「証
文壱通入　町組仲間
　天野屋行」

233-8 73-209 6その他 包紙 包紙 1 近世 包紙のみ、水損劣
化・虫損、上書「□新
田村　米屋平兵衛」

施行規則第5条(1)により非公開

233-9 73-203 6その他 包紙 包紙 1 近世 包紙のみ、上書「一
札入　長兵衛(新田)
久三郎」

239 73-210 6その他 袋のみ 天野市兵衛 状 1 (近世)
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