
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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

1 81 1支配 御本丸御普請御用銀上納に
つき組頭格仰せ付け苗字御
免の状

杉山鉄蔵他2名 碇五郎兵衛 状 1 弘化3.11.7 1846

2-1 88 1支配 御紋付御盃下さるる旨書状 福田内蔵助孝
順他1名

碇屋五郎右衛
門

状 1 （近世）4.28

2-2 87 1支配 御紋付御袷下さるる目録 状 1 （近世）

3 180 1支配 実印改の届 淡路国西津名
郡机浦児嶋萬
七倅寅吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.19 1874

4 171 1支配 尼崎港修築費寄付奇特につ
き木盃下賜状

兵庫県令従五
位勲六等内海
忠勝

徳田五郎平 状 1 明治18.8.20 1885

5 161 1支配 区会議員選挙事務打合せに
参集すべき通知

尼崎町長野田
正景

臨時選挙掛徳
田五郎兵衛

状 1 明治31.6.9 1898

6 160 1支配 中在家町区会議員選任状 尼崎町長野田
正景

徳田五郎兵衛 状 1 明治31.6.9 1898

7-1 162-1 1支配 区会議員当選告知状 尼崎町長野田
正景

徳田五郎兵衛 状 1 明治31.6.20 1898

7-2 162-2 1支配 区会議員当選告知状 尼崎町長野田
正景

徳田五郎兵衛 状 1 明治31.7.30 1898

8 163 1支配 中在家町有財産に関する予
算書

仮綴 1 明治31.7.30 1898
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

9 317-3 1支配 大元帥陛下尼崎通過時の送
迎許可の通達

尼崎町長野田
正景

徳田五郎兵衛 状 1 明治31.11.17 1898 封筒あり。請求番号
317-1～17こより一
括。請求番号310～
317-17は袋（請求番
号318）に一括。

10 165 1支配 赤十字本社社員増募委員嘱
託状

赤十字社兵庫
支部川辺郡委
員長佐藤忠夫

徳田五郎兵衛 状 1 明治33.2.17 1900

11 164 1支配 区会召集通知 中在家町区会
議長尼崎町長
代理助役和田
九十郎

徳田五郎兵衛 仮綴 1 明治43.8 1910

12 166 1支配 共有財産物取締規約 仮綴 1 （近代）

13 270 1支配 知事巡見につき、貴船神社へ
参集の旨通知

民事所 状 1 （近代） 請求番号251～300
巻き込み一括。

14-1 110-1 2土地・貢租（近世） 家屋敷質入証文 おはら治兵衛 いかり六左衛門 状 1 寛延元.極.19 1748

14-2 110-2 2土地・貢租（近世） 家屋敷質入証文 中在家町大工
長左衛門他4名

大工又兵衛 状 1 天明3.5 1783

15-1 102-1 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 会所年番網屋
勘右衛門

碇屋六左衛門 状 1 宝暦8.12 1758

15-2 102-2 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 会所年番鯛屋
吉右衛門

碇屋六左衛門 状 1 宝暦13.11 1763
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

15-3 102-3 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 大阪屋根屋町
布屋治郎兵衛
他24名

碇屋次郎右衛
門

状 1 明和6.正 1769

15-4 102-4 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 極印屋吉三郎 碇屋新兵衛 状 1 文化5.7 1808

15-5 102-5 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 極印屋岩五郎
他3名

碇屋五郎兵衛 状 1 文化5.7 1808

15-6 102-6 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 萩野屋紋治郎
他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 文化10.4 1813

15-7 102-7 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 白髪屋登輪他2
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政8.12 1825

15-8 102-9 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 河内屋さよ他4
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政11.3 1828

15-9 102-8 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 魚屋吉右衛門
他4名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政11.4 1828

15-10 102-10 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 籠屋宗吉他2名 碇屋五郎兵衛 状 1 天保7.4 1836

15-11 102-11 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 蛸屋しな他3名 碇屋五郎兵衛 状 1 天保8.8 1837

15-12 102-12 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 畑中屋治兵衛
他8名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保14.7 1843

15-13 102-13 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 白髪屋吉三郎
他3名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永3.11 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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

15-14 102-14 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 白髪屋吉三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永3.11 1850

15-15 102-15 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 樋口屋久兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.5 1852

15-16 102-16 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 樋口屋九兵衛
他4名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.5 1852

15-17 102-17 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 新城屋新田喜
兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.11 1857

15-18 102-18 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 中在家町会所
年番兼帯七松
屋新右衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 安政6.9 1859

15-19 102-19 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 鉛屋治左衛門
他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 万延元.10 1860

15-20 102-20 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 大黒屋利兵衛
他4名

碇屋五郎兵衛 状 1 元治元.8 1864

15-21 102-22 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 魚屋吉右衛門
他4名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応3.3 1867

15-22 102-21 2土地・貢租（近世） 家屋敷売渡し証文 魚屋吉右衛門
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応3.3 1867

16-1 334 2土地・貢租(近世) 川方への入錢受取につき書き
付け

川方 碇屋五郎兵衛 状 1 天保15.9 1844
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

16-2 26 2土地・貢租(近世) 帆反別常連代につき尼崎川
方の達

尼崎川方 状 1 天保15.9 1844

16-3 335-1 2土地・貢租(近世) 川浚のため帆別銀徴収につき
覚

川方 状 1 嘉永7.10.6 1854

16-4 335-2 2土地・貢租(近世) 川浚のため帆別銀徴収につき
覚

川方 状 1 安政5.10 1858

16-5 336-5 2土地・貢租(近世) 常連代受取につき覚 川方 碇屋五郎兵衛 状 1 辰.3.24

16-6 336-1 2土地・貢租(近世) 雇人足賃受取につき覚 川方 碇屋 状 1 申.3

16-7 336-4 2土地・貢租(近世) 過銀上納すべき旨通知 川方 碇屋五郎兵衛 状 1 10.25

16-8 336-3 2土地・貢租(近世) 常連代受取につき覚 川方 碇屋五郎兵衛 状 1 辰.12.24

16-9 335-3 2土地・貢租(近世) 帆別銀上納すべき旨通知 川方 碇五郎 状 1 (近世)

17 82 2土地・貢租（近世） 御本丸御普請御用銀之通 家松進右衛門
他1名

碇屋五郎兵衛 横帳 1 弘化3.2 1846 包紙有り（包紙と本紙
が綴ってあり、一体と
なっている）

18 112 2土地・貢租（近世） 家地代受取証 卯兵衛 本家 状 1 安政4.10 1857

19 85 2土地・貢租（近世） 日光御代参御用金につき綴 横帳 1 安政4.3～12 1857

20 106 2土地・貢租（近世） 畑砂代譲渡証文 碇屋卯兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.正 1862
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

21 317-16 2土地・貢租（近世） 麦畑ほか代金算用につき覚 美濃屋万■ いかりや五郎兵
衛

状 1 （近世）巳.3.晦 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

22 317-10 2土地・貢租(近世) 浚講掛り銀受取証 川掛世話方他1
名

碇五郎兵衛 状 1 （近世）子.6.11 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

23 336-2 2土地・貢租(近世) 銀受取につき覚 御用川方世話
方

碇五郎兵衛 状 1 午.7.22

24 89 2土地・貢租（近世） 禁裏御所献上御肴につき書
状

宅間内記正脩
他1名

尼崎碇屋新兵
衛

状 1 （近世）9.4

25 226 2土地・貢租(近世) 御用銀取替につき依頼状 竹内久三郎 碇屋御旦那 状 1 （近世）亥10.6 包紙あり。請求番号
224～233こよりにて
一括

26 86 2土地・貢租（近世） 調達銀仕法 銀札座勘定元 書冊 1 （近世）子.10

27 313 2土地・貢租（近世） 年貢上納に付き算用覚え 折紙 1 （近世） 請求番号310～317-
17は袋（請求番号
318）に一括。

28 317-15 2土地・貢租（近世） 坪数ほか代銀書上げ 状 1 （近世） 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

29 317-17 3土地・貢租（近代） 小作主名書上げ 小作主大和田
村庄七

碇屋五郎兵衛 状 1 明治4.5 1871 前欠（本文欠）。日
付・差出・宛名のみ。
請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

30-1 83-2 3土地・貢租（近代） 旧藩の調達金書上 状 1 明治4～明治6 1871～
1873

30-2 83-1 3土地・貢租（近代） 旧藩の調達金書上 徳田五郎兵衛 兵庫県令神田
孝平

状 1 明治6.4.30 1873

31-1 110-3 3土地・貢租（近代） 家屋敷質入証文 中在家町弓場
庄吉他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.11 1873

31-2 110-4 3土地・貢租（近代） 家屋敷質入証文 第九区築地丁
北方藤蔵他2名

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.11.15 1875

31-3 110-5 3土地・貢租（近代） 家屋敷質入証文 竹内審次 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.11.22 1882

31-4 110-7 3土地・貢租（近代） 家屋敷質入証文 中在家町徳田
幸太郎

梶源左衛門 状 1 明治17.3.31 1884

31-5 110-6 3土地・貢租（近代） 家屋敷質入証文 借主徳田幸太
郎他1名

梶源左衛門 状 1 明治17.3.31 1884

31-6 110-8 3土地・貢租（近代） 家屋敷質入証文 徳田幸太郎 債主樽谷槌太
郎

状 1 明治26.12.5 1893
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

31-7 110-9 3土地・貢租（近代） 家屋敷質入証文 徳田幸太郎他1
名

徳田五郎兵衛 状 1 明治29.11.22 1896

32-1 102-23 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村山本紋
治郎他1名

徳田新兵衛 状 1 明治6.12.27 1873

32-2 102-24 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 山本紋次郎他1
名

徳田新兵衛 状 1 明治6.12 1873

32-3 102-25 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 山本紋次郎 徳田新兵衛 状 1 明治6.12 1873

32-4 102-27 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 中在家町梶安
兵衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.8.1 1874

32-5 102-26 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 梶安平他1名 徳田五郎兵衛 状 1 明治7.8.19 1874

32-6 102-28 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別処(所)村野里
嘉平

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.9.11 1876

32-7 102-33 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 冨田鎮雅 徳田五郎兵衛 状 1 明治11.10.16 1878

32-8 102-34 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 宇野俊三郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治11.10.16 1878

32-9 102-29 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 木村庄蔵 徳田五郎兵衛 状 1 明治11.10.21 1878

32-10 102-31 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 樋口載章 徳田五郎兵衛 状 1 明治11.11.12 1878
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徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

32-11 102-30 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村之内奥
長町萩野米太
郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治11.11.15 1878

32-12 102-32 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 萩野米太郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治11.11.15 1878

32-13 102-36 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村平瀬義
冨

徳田五郎兵衛 状 1 明治12.1.10 1879

32-14 102-35 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村平瀬義
冨

徳田五郎兵衛 状 1 明治12.1.11 1879

32-15 102-50 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 新田中野村浅
井清八郎

尼崎町徳田五
郎兵衛

状 2 明治12.1.26 1879 挟み込み文書1点あ
り

32-16 102-40 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 山田良平 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.1.27 1879

32-17 102-37 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村字口長
町住居山田良
平

徳田五郎兵衛 状 1 明治12.1.27 1879

32-18 102-38 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 津久井義定 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.1.29 1879

32-19 102-46 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 三野義清 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.2.10 1879

32-20 102-41 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 竹内直一郎 徳田五郎平 状 1 明治12.3.17 1879

32-21 102-39 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 門脇教満 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.4.6 1879

－9－

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
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32-22 102-43 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 売渡主磯崎又
市

徳田五郎兵衛 状 1 明治12.11.25 1879

32-23 102-45 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 磯崎兼弥 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.11.25 1879

32-24 102-44 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 木村勝七 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.11.25 1879

32-25 102-42 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 磯崎亦市他1名 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.11.25 1879

32-26 102-56 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 内藤政五郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.1 1880

32-27 102-59 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村平瀬来
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治13.3.9 1880

32-28 102-49 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 平瀬来蔵 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.3.9 1880

32-29 102-47 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 今中寅吉 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.6.2 1880

32-30 102-48 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村売渡人
今中寅吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治13.6.2 1880

32-31 102-51 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村畠田吉
寧

徳田五郎兵衛 状 1 明治13.6.24 1880

32-32 102-52 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村佐々木
文治

徳田五郎兵衛 状 2 明治13.6.24 1880 挟み込み文書1点あ
り

32-33 102-53 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 津久井冨寿 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.8.27 1880
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32-34 102-60 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 関政平 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.9 1880

32-35 102-55 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 松崎建重 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.11.16 1880

32-36 102-58 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 松崎健次 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.11.16 1880

32-37 102-54 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村西村豊
太郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治13.12.25 1880

32-38 102-57 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 武田市三郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.12 1880

32-39 102-77 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 植田茂平 徳田五郎兵衛 状 2 明治14.1.17 1881 2点を巻き込み一括

32-40 102-80 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 小寺時弥 徳田五郎兵衛 状 2 明治14.2.12 1881 2点を巻き込み一括

32-41 102-73 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 山内慶三 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.3.12 1881

32-42 102-83 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 原忠治 徳田五郎兵衛 状 2 明治14.4.15 1881 2点を巻き込み一括

32-43 102-75 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村斉藤伝
十郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.18 1881

32-44 102-78 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 斉藤伝十郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.18 1881

32-45 102-61 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 村上峯定 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.25 1881

－11－

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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

32-46 102-94 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別処（所）村村
上峯定

徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.25 1881

32-47 102-86 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 寺本奈良恵 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.27 1881

32-48 102-87 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 寺本奈良恵 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.27 1881

32-49 102-93 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村松崎建
義

徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.30 1881

32-50 102-62 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 松崎建義 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4.30 1881

32-51 102-92 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 安田茂七 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.5.5 1881

32-52 102-90 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 安田義正 徳田五郎兵衛 状 2 明治14.5.17 1881 2点を巻き込み一括

32-53 102-84 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村原忠治 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.5.23 1881

32-54 102-85 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 原忠治 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.5.23 1881

32-55 102-88 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 木原其治 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.5.28 1881

32-56 102-91 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 竹内時満 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.5.30 1881

32-57 102-89 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 小島治助 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.6.10 1881

32-58 102-74 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 小島治助 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.6.16 1881
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32-59 102-66 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 原久治 徳田五郎兵衛 状 2 明治14.6 1881 2点を巻き込み一括

32-60 102-76 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所村字口長
町住高野利政
他1名

森川定吉 状 2 明治14.7.8 1881 2点を巻き込み一括

32-61 102-69 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 森川定吉 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.7.9 1881

32-62 102-81 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 別所町植田茂
兵衛

状 1 明治14.7.9 1881

32-63 102-72 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 木原元平 徳田五郎兵衛 仮綴 1 明治14.8.11 1881

32-64 102-68 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 南口源二郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.9.30 1881

32-65 102-79 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 平元一郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.10.21 1881

32-66 102-65 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 平元一郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.10.21 1881

32-67 102-63 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 嶋中単松 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.11 1881

32-68 102-71 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 津久井政一郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.11 1881

32-69 102-70 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 平瀬松太郎 徳田五郎兵衛 状 2 明治14.12.2 1881 2点を巻き込み一括、
継ぎ目破損あり

32-70 102-67 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 大澤栄太郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.12.9 1881
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32-71 102-82 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 内藤 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.12.10 1881

32-72 102-64 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 安田茂七 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.12.23 1881

32-73 102-97 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 植田茂平 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.7.13 1882

32-74 102-96 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 内藤益弥 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.8 1882

32-75 102-95 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 内藤益弥 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.11.7 1882

32-76 102-98 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 中野政六 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.11.17 1882

32-77 102-99 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 尼ヶ崎町徳田
五郎兵衛

荒川粂吉 状 1 明治16.5.8 1883

32-78 102-100 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 平岡与兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治17.4.28 1884

32-79 102-101 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 竹内審■ 徳田五郎兵衛 状 1 明治19.7.22 1886

32-80 102-102 3土地・貢租（近代） 家屋敷売渡し証文 南口源次郎 状 1 （近代）寅10.11

33 92 3土地・貢租（近代） 新城屋新田地所借請証文 （中在家町）本
田熊蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

34-1 114-1 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 樽谷清九郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治8.10.15 1875

－14－

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
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34-2 114-2 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 別所村野里嘉
兵衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.1.3 1877

34-3 114-3 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 竹内時満 徳田五郎兵衛 状 1 明治11.10.15 1878

34-4 114-4 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 早崎市松 徳田五良兵衛 状 1 明治13.3 1880

34-5 114-6 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 内藤益弥 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.11.11 1881

34-6 114-5 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 富藤九助 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.12.15 1881

34-7 114-7 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 吉本定吉 徳田五良兵衛 状 1 明治15.8 1882

34-8 114-8 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 借受人加藤六
兵衛

徳田五良兵衛 状 1 明治15.9.1 1882

34-9 114-9 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 黒台宗太郎他1
名

徳田五郎兵衛 状 1 明治16.9 1883

34-10 114-10 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 徳田五郎兵衛 状 1 明治17.5 1884

34-11 114-11 3土地・貢租（近代） 家屋敷借受け証文 尼崎町鷲森徳
松他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治39.9 1906

35-1 97-1 3土地・貢租（近代） 地券 兵庫県 別所村平三代
治

状 1 明治10.12.28 1877
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35-2 97-2 3土地・貢租（近代） 地券 兵庫県 尼ヶ崎町徳田真
兵衛

状 1 明治10.12.28 1877

35-3 97-3 3土地・貢租（近代） 地券 兵庫県 別所村竹内龍
八

状 1 明治10.12.28 1877

35-4 97-4 3土地・貢租（近代） 地券 兵庫県 別所村高野利
政

状 1 明治10.12.28 1877

35-5 97-5 3土地・貢租（近代） 地券 兵庫県 別所村平正隆 状 1 明治10.12.28 1877

35-6 97-6 3土地・貢租（近代） 地券 兵庫県 尼崎町伊藤重
介

状 1 明治10.12.28 1877

35-7 97-7 3土地・貢租（近代） 地券 兵庫県 別所村門野盛
義

状 1 明治15.11.7 1882

36-1 93-1 3土地・貢租（近代） 小作証書 早崎市松 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.1.13 1880

36-3 93-2 3土地・貢租（近代） 小作証書 早崎市松 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.3 1880

36-2 93-3 3土地・貢租（近代） 小作証書 早崎市松 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.3 1880

36-4 93-4 3土地・貢租（近代） 小作証書 別所村嶋中鶴
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治14.1 1881

36-5 93-5 3土地・貢租（近代） 小作証書 松本治助 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.3 1882
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37 337 3土地・貢租(近代) 免札預かりにつき覚 西新田原田茂
助他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治13.12.2 1880

38 176 3土地・貢租（近代） 所有地土砂取戻し訴訟引合
書

尼崎町戸長役
場

仮綴 1 明治15.3.22 1882 引合書の書継あり

39-1 338-1 3土地・貢租(近代) 布屋新田小作地引き戻しの件
につき約定書写

兵庫県下摂(津)
国川辺郡尼崎
徳田五郎兵衛
ほか

状 1 明治15.3 1882

39-2 339 3土地・貢租(近代) 布屋新田譲り証書預かり状 高石安太郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.4.3 1882

39-3 338-3 3土地・貢租(近代) 布屋新田小作地引き戻しの件
につき約定書写

状 1 明治16.12.18 1883

40-1 338-2 3土地・貢租(近代) 中之嶋小作地引き戻しの件に
つき定約書写

徳田五郎兵衛
ほか

状 1 明治15.4.29 1882

40-2 338-4 3土地・貢租(近代) 中之嶋小作地引き戻しの件に
つき定約書写

徳田五郎兵衛
ほか

状 1 (明治)

41 94 3土地・貢租（近代） 小作金滞り出入引合書 川辺郡尼崎町
戸長役場

別所村役場 仮綴 1 明治16.2.16 1883

42 103 3土地・貢租（近代） 家売り代銀請取証文 飯井佐吉 徳田五郎兵衛 状 1 明治16.11.1 1883

43 96 3土地・貢租（近代） 永代小作権回復の控訴委任
状

高石半四郎他
21名

書冊 1 明治17.9.8 1884
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44-1 308-1 3土地・貢租（近代） 土地所有者名寄帳（徳田五郎
兵衛分）

状 1 （明治18） （1885） 請求番号308-1～3
折り込み一括。請求
番号303～308-3折り
込み一括。

44-2 308-3 3土地・貢租（近代） 土地所有者名寄帳（門野盛義
分）

状 1 （明治18） （1885） 請求番号308-1～3
折り込み一括。請求
番号303～308-3折り
込み一括。

44-3 308-2 3土地・貢租（近代） 土地所有者名寄帳（平正隆
分）

状 1 （明治18） （1885） 請求番号308-1～3
折り込み一括。請求
番号303～308-3折り
込み一括。

45 104 3土地・貢租（近代） 土地無代譲与証文 尼崎町之内別
所村平正隆

尼崎町之内尼
崎町譲受人石
原正次

状 1 明治30.11.29 1897 登録済印あり

46 105 3土地・貢租（近代） 土地建物売渡証書 尼崎町徳田幸
太郎

買主尼崎町徳
田五郎兵衛

仮綴 1 明治33.11.16 1900 ほかに登記申請書等
5点の関連文書あり

47 99 3土地・貢租（近代） 委任状・登記申請書 尼ヶ崎町ノ内尼
崎町畑中甚八

仮綴 1 明治39.12 1906

48 100 3土地・貢租（近代） 登記申請書 登記□務者畑
中甚八

伊丹才（裁）判
所尼崎出張所

仮綴 1 明治41 1908

49 101 3土地・貢租（近代） 登記委任状 徳田五郎兵衛 状 1 明治42.7.12 1909
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

50 289 3土地・貢租（近代） 市街宅地売り渡し手付け金受
取につき覚え

尼崎徳田五郎
兵衛

吉田屋種右衛
門

状 1 明治43.4.20 1910 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

51 317-2 3土地・貢租（近代） 地券入費につき受取証 別所村戸長役
場

徳田五郎兵衛 状 1 （明治前期） 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

52 317-11 3土地・貢租（近代） 宅地畑地成届書 別所村■■役
場

徳田五郎兵衛 状 1 （近代）1.26 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

53 255 3土地・貢租（近代） 屋敷地の間口・奥行・反別書
上げ

状 1 （近代） 請求番号251～300
巻き込み一括。

54 95 3土地・貢租（近代） 下耕作簿記 横帳 1 明治12.1～15 1879～
1882

55 111 3土地・貢租（近代） 家質銀用捨につき覚 梶吉右衛門 樋口屋久兵衛 状 1 亥.12.24

56 272 3土地・貢租（近代） 大町分宅地図面 状 1 請求番号251～300
巻き込み一括。

57 98 3土地・貢租（近代） 田畑絵図面書記（新城屋新
田）

碇五郎兵衛 書冊 2 挟み込み史料1点有
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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

58 77 4村政・村況（近世） 武庫川尻漁場一件帳 横小帳 1 宝暦8～12 1758～
1762

59 79 4村政・村況（近世） 武庫川尻鳴尾村・尼ヶ崎漁場
出入際限取扱内済絵図

鳴尾村庄屋市
郎兵衛他17名

図 1 宝暦12.4 1762

60 78 4村政・村況（近世） 鳴尾村と尼崎漁場争論相済
み取替証文

貝屋清右衛門
他2名

郡代 状 1 宝暦13.6 1763

61-1 134-2 4村政・村況（近世） 諸願日加栄 書冊 1 嘉永6.12 1853

61-2 134-1 4村政・村況（近世） 諸願日加栄 書冊 1 嘉永6.12 1853

62 274 4村政・村況（近世） 印付書付預かりにつき通達 築地町役人 碇屋五郎左衛
門

状 1 （近世）閏10.24 請求番号251～300
巻き込み一括。

63 80 4村政・村況（近世） 御上様御目論見の粗絵図（武
庫川流水）

図 1 明治元.10 1868

64 175 4村政・村況（近世） 御印付訴状請取 今津村役人 尼ヶ崎中在家町
御役人中

状 1 （近世）
丑.12.15

65 167 5戸口・諸改 八幡宮寄附金請取書 淡州机浦角右
衛門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政10.8 1827

66 90 5戸口・諸改 住吉大明神本社拝殿造営寄
附金受取書

淡路国築江
（机）浦別当・社
人・世話人中

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永2 1849

67 170 5戸口・諸改 献米名前帳 中在家町 状 1 （近世）午.3.18
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

68 169 5戸口・諸改 敷石延石寄進書 碇屋五郎兵衛
他5名

状 1 （近世）

69 168 5戸口・諸改 小学校雑入費出金請取証 小学校取締方 徳田五郎平 状 1 明治6.8 1873

70 190 5戸口・諸改 雇人差入証文 武庫郡東新田
村柳川九右衛
門

徳田五郎兵衛 状 1 明治14.11.29 1881

71 29 6魚問屋 浦別に売り先問屋を定むる取
替証文

丸屋弥右衛門 碇治右衛門 状 1 元禄8.5.19 1695

72 1 6魚問屋 旧記之内抜書 書冊 1 元禄8～宝暦
10.6

1695～
1760

73 2 6魚問屋 商売向旧事 書冊 1 元禄8.5～天保
13.6

1695～
1842

74 115 6魚問屋 売懸け銀相済み証文 いかり庄左衛門 いかり平兵衛 状 1 元禄16.9.28 1703

75-1 58-1 6魚問屋 生魚塩物買請商売勘定銀に
つき請負証文

東町魚棚塩屋
与兵衛他1名

碇屋治衛門 状 1 享保15.3.11 1730

75-2 58-2 6魚問屋 生魚塩物買請商売勘定銀に
つき請負証文

東町魚棚塩屋
与兵衛他1名

いかり六左衛門 状 1 享保16.正 1731

76 59 6魚問屋 金銀替り難渋につき浜銭にて
売買なし下されたき願

惣商人中 問屋 状 1 元文2.正 1737

－21－

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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

77-1 52-1 6魚問屋 船売買証文 おいり（ヵ）甚四
郎他2名

碇六左衛門 状 1 寛延3.8 1750

77-2 52-2 6魚問屋 船売買証文 手平屋清蔵他1
名

傘屋伊兵衛 状 1 文政10.11 1827

77-3 52-3 6魚問屋 船売買証文 大崎明石屋方
魚屋徳左衛門
他1名

斎しま種松 状 1 天保15.10.5 1844

77-4 52-4 6魚問屋 船売買証文 明石屋方山見
屋吉郎兵衛

こしまや大次郎 状 1 弘化2.4.5 1845

77-5 52-5 6魚問屋 船売買証文 船町大黒屋七
右衛門

林村千葉屋伊
兵衛

状 1 文久3.11 1863

77-6 52-6 6魚問屋 船売買証文 小しま小林傳蔵 茂兵衛 状 1 （近世）子.3.9

77-7 52-7 6魚問屋 船売買証文 縄船や源八 明石林裏（浦）
干場屋伊兵衛

状 1 （近世）亥ノ
12.23

78-1 60-1 6魚問屋 生魚問屋商売妨げ出入 碇六左衛門他4
名

御奉行 状 1 宝暦10.6 1760

78-2 60-2 6魚問屋 生魚問屋商売妨げ出入 碇六左衛門他4
名

御奉行 状 1 宝暦10.6 1760

79-1 30 6魚問屋 生魚問屋万事可心得定 名塩庄右衛門
他4名

状 1 明和2 1765 虫喰い有り
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

79-2 4 6魚問屋 生魚問屋万事可心得定 名塩庄右衛門
他4名

書冊 1 明和2 1765

80 178 6魚問屋 客名前控帳 碇五郎兵衛 横帳 1 明和6.正.吉 1769

81 132 6魚問屋 淡州机浦客方取替銭控（名庄
右衛門分）

横帳 1 文化8 1811

82 40 6魚問屋 引宛ての魚生船引渡し証文 播州姫路御領
分一東郡家島
湊伊左衛門他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文化15.2 1818

83 6 6魚問屋 淡路国机浦一件帳 仮綴横 1 （文政元～安
政6）

（1818～
1859）

84 31 6魚問屋 倹約定 仲間 状 1 文政2 1819

85-1 48-1 6魚問屋 船質入証文 讃州小田浦伊
助他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政5.10 1822

85-2 48-2 6魚問屋 船質入証文 讃州小田浦勝
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政7.正 1824

85-3 48-3 6魚問屋 船質入証文 讃州小田清五
郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政7.10 1824

85-4 48-6 6魚問屋 船質入証文 伊予国宮ノくぼ
（宮窪）村彦五
郎他3名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政8.9 1825
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

85-5 48-4 6魚問屋 船質入証文 讃州小田浦清
次郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 2 文政8 1825 折り込み一枚あり

85-6 48-5 6魚問屋 船質入証文 讃州小田浦清
兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政8 1825

85-7 48-8 6魚問屋 船質入証文 下津井太郎吉 碇屋五郎兵衛 状 1 文政9.11 1826

85-8 48-7 6魚問屋 船質入証文 備前下津井田
之浦太郎吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政9.11 1826

85-9 48-9 6魚問屋 船質入証文 小田浦伊介他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政10.5 1827

85-10 48-10 6魚問屋 船質入証文 伊予国宮ノくほ
（宮窪）彦五郎
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政10.閏6 1827

85-11 48-11 6魚問屋 船質入証文 伊予国下弓下
（弓削）三喜蔵
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政10.11 1827

85-12 48-12 6魚問屋 船質入証文 小田浦清兵衛
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政11.6 1828

85-13 48-14 6魚問屋 船質入証文 讃州まなへ（真
鍋）浦定助他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政12.正 1829
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

85-14 48-13 6魚問屋 船質入証文 芸州広嶋かまか
り嶋内下嶋伊八
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政12.正 1829

85-15 48-15 6魚問屋 船質入証文 周防上ノ関枝浦
岩見嶋吉右衛
門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保5.10 1834

85-16 48-16 6魚問屋 船質入証文 備前小嶋郡大
畠村久蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保10.7 1839

85-17 48-47 6魚問屋 船質入証文 備前小嶋郡大
畠村半五郎他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保11.2 1840

85-18 48-19 6魚問屋 船質入証文 名塩屋東吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保11.11 1840

85-19 48-18 6魚問屋 船質入証文 播州加古郡西
二見村小松屋
徳蔵他1名

名塩屋東吉 状 1 天保11.11 1840

85-20 48-20 6魚問屋 船質入証文 下弓削浦濱口
屋重太郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.5 1841

85-21 48-21 6魚問屋 船質入証文 備前小嶋郡小
下津井浦市右
衛門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.7 1841

85-22 48-22 6魚問屋 船質入証文 予州越智郡椋
名村蔦治他1名

碇屋五郎兵衛 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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

85-23 48-23 6魚問屋 船質入証文 予州越智郡椋
名村蔦治他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保15.10 1844

85-24 48-24 6魚問屋 船質入証文 芸州居着（厳）
嶋田中屋種松
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.正 1845

85-25 48-25 6魚問屋 船質入証文 予州大津鹿田
生郡元奴輪（怒
輪）村嶋屋和吉
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.4 1845

85-26 48-26 6魚問屋 船質入証文 予州弓削浦小
島屋大次郎他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.5 1845

85-27 48-27 6魚問屋 船質入証文 備前下津井亀
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.5 1845

85-28 48-28 6魚問屋 船質入証文 予州弓削沢津
村米屋清左衛
門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.6 1845

85-29 48-29 6魚問屋 船質入証文 伊予下弓削造
酒蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.7 1845

85-30 48-30 6魚問屋 船質入証文 周防国大嶋郡
玖珈村和助他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.7 1845
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

85-31 48-31 6魚問屋 船質入証文 周防国大嶋郡
玖珈村河口屋
市郎兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.7 1845

85-32 48-32 6魚問屋 船質入証文 志和久大坂六
軒屋源右衛門
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化3.5 1846

85-33 48-33 6魚問屋 船質入証文 周防国大嶋郡
久賀浦豊吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化3.6 1846

85-34 48-34 6魚問屋 船質入証文 予州宮久保村
房治他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化3.9 1846

85-35 48-35 6魚問屋 船質入証文 周防国大島郡
久賀浦幸左衛
門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化3.11 1846

85-36 48-36 6魚問屋 船質入証文 大津鹿田生郡
元奴輪村佐五
郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化3.12 1846

85-37 48-37 6魚問屋 船質入証文 塩わく小坂浦浜
野屋長次郎

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化4.8 1847

85-38 48-38 6魚問屋 船質入証文 塩飽小坂浦橋
本屋与助他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化5.2 1848

85-39 48-39 6魚問屋 船質入証文 備前下津井田ノ
浦通生屋役蔵

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永元.11 1848
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

85-40 48-40 6魚問屋 船質入証文 伊予風早郡二
神勇吉

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永2.5 1849

85-41 48-41 6魚問屋 船質入証文 淡州机浦孫兵
衛他2名

繁益屋清右衛
門

状 1 明治3.10.2 1870

86 117 6魚問屋 取引につき難儀かけざる一札 茶屋七五郎他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政7.8 1824

87 61 6魚問屋 漁船代取替代金滞れるにつき
願書

碇屋五郎兵衛 讃州御屋敷 状 1 文政13.7 1830

88-1 62-2 6魚問屋 魚荷物積登り残銀皆済すべき
指入証文

讃州小田浦清
兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保2.3.21 1831

88-2 62-1 6魚問屋 魚荷物積登り残銀皆済すべき
指入証文

讃州小田浦清
兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保2.3 1831 関連文書2件の書き
継ぎあり

89 63 6魚問屋 中荷銭使いこみ返済につき差
入証文

奉公人親二階
屋伊兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保4.11 1833

90-1 38-1 6魚問屋 船借用証文 備前下津井大
畑孫蔵他１名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保6.9 1835

90-2 38-3 6魚問屋 船借用証文 備前児島郡下
津井田ノ浦役之
助他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保6.11 1835

90-3 38-2 6魚問屋 船借用証文 備前下津井田ノ
浦太郎吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保6.12 1835
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

90-4 38-4 6魚問屋 船借用証文 備前児島郡下
津井町伊予屋
萬次郎他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保8.9 1837

90-5 38-5 6魚問屋 船借用証文 伊予今治むくな
村岸問屋彌三
次

碇屋五郎兵衛 状 1 天保9.5 1838

90-6 38-6 6魚問屋 船借用証文 伊予今治下弓
削村か志屋勝
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保9.5 1838

90-7 38-7 6魚問屋 船借用証文 防州大嶋郡玖
珈村河口屋藤
右衛門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.9 1841

90-8 38-8 6魚問屋 船借用証文 防州大嶋郡玖
珈村河口屋藤
左衛門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.9 1841

90-9 38-10 6魚問屋 船借用証文 利吉他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永元.9 1848

90-10 38-11 6魚問屋 船借用証文 亀蔵他2名 大助屋吉兵衛 状 1 嘉永3.9.吉 1850

90-11 38-13 6魚問屋 船借用証文 備前小嶋郡下
津井浦炭屋善
吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.5 1851

90-12 38-12 6魚問屋 船借用証文 備前小嶋郡大
畑浦丸屋伊勢
松他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.5 1851
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

90-13 38-9 6魚問屋 船借用証文 備前下津井柳
田屋与市他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化4.10 1851

90-14 38-14 6魚問屋 船借用証文 讃州塩飽嶋小
坂浦明石屋喜
太郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.9 1852

90-15 38-15 6魚問屋 船借用証文 予州越知郡下
弓削村由兵衛
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永6.7 1853

90-16 38-16 6魚問屋 船借用証文 淡州津名郡室
津浦宇兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永7.2 1854

90-17 38-17 6魚問屋 船借用証文 芸州隠渡瀬戸
浦喜代蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政2.5 1855

90-18 38-18 6魚問屋 船借用証文 備前児嶋郡大
畑浦山本屋友
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.9 1857

90-19 38-19 6魚問屋 船借用証文 備前児嶋郡大
畑浦山本屋粂
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.9 1857

90-20 38-20 6魚問屋 船借用証文 備前児嶋郡大
畑浦捨蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.9 1857

90-21 38-21 6魚問屋 船借用証文 淡州三原郡湊
浦弥吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文久元.8 1861
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

90-22 38-23 6魚問屋 船借用証文 魚屋利兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.6.吉 1862

90-23 38-22 6魚問屋 船借用証文 東垂水村目鑑
屋文兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.11 1862

91 41 6魚問屋 船道具代金請取 備前下津井坪
屋長蔵

尼ヶ崎碇五郎兵
衛

状 1 天保6.12 1835

92 43 6魚問屋 船預り証文 中屋九右衛門 中間衆中 状 1 天保7.10 1836

93-1 44-1 6魚問屋 船代金請取証文 大畠村かめや
伊勢松他1名

大畠村久蔵 状 1 天保10.6.6 1839

93-2 44-2 6魚問屋 船代金請取証文 船大工大黒屋
七右衛門

尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 文久元.8.11 1861

93-3 44-3 6魚問屋 船代金請取証文 宇和目（ヵ）ぶり
濱三郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）酉.6

94 5 6魚問屋 船万名前替にて外方江向ヶ行
日記

碇店 書冊 1 天保11.5～慶
応3.5.7

1840～
1867

95 3 6魚問屋 商売向旧事 書冊 1 弘化2～慶応3 1845～
1867

96 32 6魚問屋 魚問屋渡世方につき約定之
事

直場吉右衛門
他4名

状 1 嘉永6.5 1853

97 27 6魚問屋 川魚問屋市立につき達 小林喜曽八 中在家町魚問
屋共

状 1 嘉永6.11 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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

98 50 6魚問屋 活船株買取り証 まつや長九郎 碇屋五郎兵衛 状 1 安政2.正 1855

99 223 6魚問屋 鯛買入安値につき他の問屋と
の取り引き行う旨口演

喜平次 碇屋五郎兵衛 状 1 安政2.9.10 1855

100 119 6魚問屋 仕切金月渡し請証文 武庫郡今津村
中屋真三郎代
卯助他3名

御奉行 状 1 安政3.正.16 1856

101-1 7-1 6魚問屋 義定書（魚問屋仲） 御城下魚問屋
仲

書冊 1 安政3.12 1856

101-2 7-2 6魚問屋 義定書（魚問屋仲） 御城下魚問屋
仲

書冊 1 安政3.12 1856

102 33 6魚問屋 仲間別格義定契約之事 中屋庄兵衛他4
名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政3.12 1856

103-1 57-1 6魚問屋 船道具書一札 碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.8 1857

103-2 57-2 6魚問屋 船道具書一札 碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.9 1857

103-3 57-3 6魚問屋 船道具書一札 淡州三原郡湊
浦弥吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文久元.8 1861

104 121 6魚問屋 利足銀用捨にあずかり感謝の
一札

西新田甚兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.正 1858

105 34 6魚問屋 仲間参宮につき定 年行司 状 1 安政6.2 1859
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

106 74 6魚問屋 肴代支払につき争論詫証文 大和屋安兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 安政6.5 1859

107 35 6魚問屋 造船につき定 中間 状 1 文久2.4.28 1862

108 28 6魚問屋 魚問屋肴献上願いのこと奇特
につき御書下げ

佐藤新三郎他2
名

中在家町魚問
屋共

状 1 文久2.4 1862

109 233 6魚問屋 鯛積み送り損失につき仕切り
銀借用依頼の書状

喜平二他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 文久3.8.27 1863 請求番号224～233こ
よりにて一括

110 64 6魚問屋 明石浦客船放乱につき差入
証文

（手平）清七 尼ケ崎御蔵屋
敷御留守居

状 1 慶応2.11 1866 他に7点文書を貼継

111 198 6魚問屋 頼書持参の件につき書状 垂水文兵衛 尼ヶ崎問屋碇屋
五郎兵衛

状 1 慶応4.2.6 1867

112-1 197 6魚問屋 垂水文兵衛入船取り計らいの
儀につき書状

手の平清七 前浜御世話人
中・御一統中

状 1 （慶応4）辰2.28 1867

112-2 196 6魚問屋 垂水文兵衛入船取り計らいの
儀につき書状

手の平清七店 前浜御世話人
中・御一統中

状 1 （慶応4）辰2.28 1867

113 238 6魚問屋 問屋手合わせの依頼状 奥田や彦兵衛 碇や新兵衛 状 1 慶応3.5.3 1867

114 54 6魚問屋 魚船株年切売り証文 室津浦隆之助 室津浦市助 状 1 慶応3.5 1867

115 120 6魚問屋 残金は仕切金にて差引された
き旨書状

室津浦三郎兵
衛

あま碇屋五郎兵
衛

状 1 慶応3.6.朔 1867
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

116 9 6魚問屋 明石船生印一件 書冊 1 慶応3～明治
3.11

1867～
1870

117 212 6魚問屋 相談につき伺い状 たるみ文兵衛 いかり五郎兵衛 状 1 （近世）2.15

118 317-9 6魚問屋 仕入銀借用願いの書状 淡州机浦甚作 尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 （近世2.25 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

119 240 6魚問屋 鯛取り寄せ依頼状 竹内久三郎 魚問屋碇御店
御取次

状 1 （近世）3.24

120 202 6魚問屋 手平清七一件につき通知 目鑑屋文兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）巳4.8

121 10 6魚問屋 魚問屋・商人市立出入裁許仰
渡書

辰巳町伏見屋
與兵衛他28名

御役所 書冊 1 慶応4.4.10 1868

122 230 6魚問屋 金子仕切り為替にて借用した
き旨書状

戎浦忠次郎 尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 （近世）亥5.3 包紙あり。請求番号
224～233こよりにて
一括

123 225 6魚問屋 鯛為替銀10両借用依頼につ
き書状

喜平次 尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 （近世）5.15 請求番号224～233こ
よりにて一括

124 49 6魚問屋 船代銭預り証文 柳屋 藤市郎 状 1 （近世）5.19

125-1 37-1 6魚問屋 拍子木約定（市場売捌之定） （尼崎魚問屋仲
間）月行司

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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

125-2 37-2 6魚問屋 拍子木約定（市場売捌之定） 状 1 （近世）辰.5

126 232 6魚問屋 出買船2艘売買につき書状 明石東垂水浦
文兵衛

尼ヶ崎魚問屋碇
屋五郎兵衛

状 1 （近世）7.20 請求番号224～233こ
よりにて一括

127 262 6魚問屋 今津一件につき書状 若狭屋次兵衛 碇五郎右衛門 状 1 （近世）8.26 請求番号251～300
巻き込み一括。

128 71 6魚問屋 生魚売掛残銭滞り出入引合書 中在家町役人 築地町御役人 状 1 （近世）午9.6

129 51 6魚問屋 船道具預り覚 伊都屋万次郎 状 1 （近世）9.13

130 24 6魚問屋 魚問屋手ノ平初三郎通 魚問屋手ノ平初
三郎

兵庫柿重 仮綴横 1 （近世ヵ）
亥.10.12

1868

131 317-13 6魚問屋 かれい仕入銀拝借願いにつき
書状

ふしや梅右衛
門

碇五郎兵衛 状 1 （近世）10.28 包紙あり。請求番号
317-1～17こより一
括。請求番号310～
317-17は袋（請求番
号318）に一括。

132 228 6魚問屋 仕切り代借用依頼につき書状 明石垂水文兵
衛

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）11.27 請求番号224～233こ
よりにて一括

133 11 6魚問屋 魚問屋・肴渡世の者へ仰渡之
写

魚問屋惣代取
締名塩屋庄吉
他2名

商法御役所 書冊 1 明治元.12 1868

134 8 6魚問屋 書付書面等之写 書冊 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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

135 231 6魚問屋 舟代受け取り覚え 小田川 文兵衛 状 1 （近世）7.28 請求番号224～233こ
よりにて一括

136 25 6魚問屋 魚問屋仲間勘定帳 仮綴横 1 （近世）

137 127 6魚問屋 問屋衆中書出し表了簡請け
申したき口上

商人中 問屋衆中 状 1 （近世）辰.7

138 65 6魚問屋 碇屋客船売捌方につき手平
屋懸合一条

- - 状 1 （近世）

139 237 6魚問屋 船購入の手付銀につき書状 米や佐代八 尼ヶ崎いかりや
五郎兵衛

状 1 （近世）8.10

140 340 6魚問屋 明石在領漁方世話人から手
平屋清七へ内証の書面写し

碇屋五郎兵衛 青山司馬助 状 1 (近世)

141 345 6魚問屋 銀子漁師割り方につき書き付
け

状 1 (近世)

142 53 6魚問屋 蛸池船売り代金にて算用致し
候覚

ツくゑ豊八 伝右衛門 状 1 （近世）

143 12 6魚問屋 魚問屋渡世嘆願手続書 碇屋五郎兵衛 書冊 1 明治2 1869

144 258 6魚問屋 徳兵衛世話を願う旨書状 机喜平治 尼ヶ崎碇屋 状 1 明治3.5.20 1870 請求番号251～300
巻き込み一括。

145 36 6魚問屋 船方魚仕切につき定 状 1 明治3.8.6 1870
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

146 70 6魚問屋 生魚売掛残銭滞り出入 中在家町碇屋
五郎兵衛

民事御役所 状 1 明治3.10.18 1870

147 317-14 6魚問屋 道具代拝借願いにつき書状 机浦善次兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 明治4.5.3 1871 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

148 42 6魚問屋 船代金借用証文 阿ハ木ノ浦百大
郎

碇屋 状 1 明治5.2.22 1872

149 55 6魚問屋 諸国浦々客名帖帖面売渡し
証文

中在家町弓場
庄吉他1名

小西平兵衛 状 1 明治6.7 1873

150 66 6魚問屋 生魚問屋株売渡し後引続き商
売のことにつき別紙添証文

中在家町弓場
庄吉他1名

小西平兵衛 状 1 明治6.7 1873

151 73 6魚問屋 魚代金皆済約定証文 弓場庄吉 徳田五郎兵衛 状 1 明治6.8 1873

152-1 15-1 6魚問屋 触書請書印鑑帳 書冊 1 明治6.3～
8.12.26

1873～
1875

152-2 15-2 6魚問屋 触書請書印鑑帳 摂津国川辺郡
尼崎町徳田五
郎兵衛

書冊 1 明治9～明治
13

1876～
1880

153 14 6魚問屋 淡路国机浦年頭祝儀家数帳 書冊 1 明治7.1.18 1874
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154 67 6魚問屋 商売筋援助につき約定証文 尼ケ崎中在家
町弓場庄吉他1
名

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

155 68 6魚問屋 お取替え銀皆済までの船口銭
渡し方につき添証文

尼崎中在家町
弓場庄吉他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

156 72 6魚問屋 諸道具取り上げらるべきところ
格別のご勘弁をもって船頭に
なさるるにつき詫一札

讃州寒川郡小
田浦松下仲蔵

摂州川辺郡尼ヶ
崎中在家町徳
田五郎兵衛

状 1 明治7.7.7 1874

157 13 6魚問屋 魚商社定約規則写 魚商社 海船魚問屋 書冊 1 明治8.7 1875

158 18 6魚問屋 魚問屋に関スルノ書籍写 徳田姓 仮綴 1 明治16.11 1883

159 271 6魚問屋 机浦嘉八荷物仕切りにつき書
き付け

状 1 明治8.10.12 1875 請求番号251～300
巻き込み一括。

160 20 6魚問屋 生魚定市場御願 仮綴 1 明治22 1889

161 47 6魚問屋 入質中の客船貸し渡し証文 徳田五郎兵衛 弓場庄吉 状 1 明治10.1.30 1877

162 69 6魚問屋 仕入金取替えにつき取替証文 畠中甚八 弓場庄吉 状 1 明治10.1.30 1877

163 19 6魚問屋 尼ヶ崎魚市場規程 尼崎魚市場主
畑中甚八他3名

仮綴 1 明治29.4.25 1896
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164 266 6魚問屋 仕切り金につき書状 高原清兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.2.7 1877 請求番号264～268
巻き込み一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

165 21 6魚問屋 沼島村漁業株式会社設立書
類写

仮綴 1 明治30.12.28 1897

166 76 6魚問屋 借用金返済に魚代をあてたく
御引合之証

高砂南材木町
川西伊八

尼ヶ崎諸魚問屋
徳田五郎兵衛

状 1 明治10.7.29 1877

167 22 6魚問屋 生魚市場仲立業者・生魚小売
等請願書

尼崎生魚定市
場仲立業者・尼
崎生魚小売商
組合

仮綴 1 明治33.3 1900

168 16 6魚問屋 魚問屋仲条約書 （魚問屋仲）奥
田吉右衛門他
13名

書冊 1 明治13.3 1880

169 23 6魚問屋 魚問屋営業に関する契約公
正証書

奥田吉右衛門
他7名

書冊 1 明治43.10.22 1910 包紙有り

170 45 6魚問屋 預け置きたる大引岩綱不足に
つき弁償金受取証書

本人漁師吉五
郎他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治14.9.23 1881

171 265 6魚問屋 仕切り金につき書状 明石林村高原
清兵衛

尼ケサキ碇五郎
兵衛

状 2 （近代)辰1.29 2点巻き込み一括。
請求番号264～268
巻き込み一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。
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172 75 6魚問屋 魚取引の承諾をうけ差入証文 大島伊兵衛他1
名

徳田五郎兵衛 状 1 明治14.10.16 1881

173 330 6魚問屋 生干塩魚問屋木札（尼崎商社
の焼印あり）

中在家町碇屋
五郎兵衛

木札 1 タテ×ヨコ×高さ＝
15.0（㎝）×10.5（㎝）
×1.9（㎝）

174 46 6魚問屋 生魚活ダメ船抵当証書 弓場真之助 徳田五郎兵衛 状 1 明治15.1.29 1882

175 252 6魚問屋 借用船、銀子渡しにつき覚 状 1 請求番号251～300
巻き込み一括。

176 56 6魚問屋 書状（船代銀請取りの追而書） 状 1

177-1 17-1 6魚問屋 魚問屋取調書 川辺郡尼崎町
戸長伊達尊親

仮綴 1 明治16.11 1883

177-2 17-2 6魚問屋 魚問屋取調書 川辺郡尼ヶ崎
町戸長伊達尊
親

仮綴 1 明治16.11 1883

178 107 7農業経営・流通 古手古道具株譲渡証文 播磨屋庄助 碇屋新兵衛 状 1 安政5.6 1858

179 314 7農業経営・流通 白米積入の際新兵衛との相談
叶わざる旨書状

状 1 (近世) 請求番号310～317-
17は袋（請求番号
318）に一括。

180-1 158-2 7農業経営・流通 質商・古着商・道具商印鑑記 徳田五郎兵衛 書冊 1 明治11 1878
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180-2 158-1 7農業経営・流通 質商・古着商・道具商印鑑記 六商会社掛リ 書冊 1 （明治前期）

181-1 108-1 7農業経営・流通 植木売渡し証文 三野義清 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.2.10 1879

181-2 108-2 7農業経営・流通 植木売渡し証文 原忠治 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.5 1881

181-3 108-3 7農業経営・流通 植木売渡し証文 別所村安田茂
七

徳田五郎兵衛 状 1 5.15

182 317-1 7農業経営・流通 大根代受取証 池田さこ屋吉右
衛門

浜五丁目碇屋
五郎兵衛

状 1 （近代）9.18 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

183 253 7農業経営・流通 池田炭到着の知らせ 大坂畳屋町岩
田又右衛門

尼ヶ崎西町徳田
五郎兵衛

はがき 1 （近代）12.2 請求番号251～300
巻き込み一括。

184 331 7農業経営・流通 雑菓子商取締の木札 徳田五郎兵衛 木札 1 タテ×ヨコ×高さ＝
9.7（㎝）×6.8（㎝）
×1.7（㎝）

185-1 113-1 8金融 借用金証文 駒伊左衛門 碇屋治右衛門 状 1 正徳2.12.29 1712 端裏に付箋あり

185-2 113-2 8金融 借用金証文 上松源八 いかり治右衛門 状 1 享保元.11.21 1716 破損

185-3 113-3 8金融 借用金証文 尼崎塩屋太郎
兵衛

大坂市物仁右
衛門

状 1 享保12.12.19 1727
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185-4 113-4 8金融 借用金証文 讃州なまり浦伝
吉他1名

碇屋六左衛門 状 1 享保14.2.4 1729 端裏に付箋あり

185-5 113-6 8金融 借用金証文 別所町どうし
（ヵ）仁兵衛

碇屋六左衛門 状 1 享保15.2.16 1730

185-6 113-5 8金融 借用金証文 黒川佑左衛門 山川仁兵衛 状 1 享保15.2.19 1730 虫損・破損

185-7 113-7 8金融 借用金証文 と（ヵ）しま宮中
屋三右衛門他1
名

いかりや六左衛
門

状 1 享保15.2.21 1730

185-8 113-8 8金融 借用金証文 讃州箱浦政右
衛門

いかり屋六左衛
門

状 1 享保17.2.3 1732

185-9 113-9 8金融 借用金証文 讃岐箱浦八郎
兵衛

尼崎西町碇屋
六左衛門

状 1 享保17.6.10 1732 端裏に付箋あり

185-10 113-10 8金融 借用金証文 北村孫兵衛他1
名

いかり六左衛門 状 1 享保19.卯
月.24

1734

185-11 113-12 8金融 借用金証文 築地町いしま半
兵衛他1名

いかりや六左衛
門

状 1 享保20.3.28 1735 虫損。端裏に付箋あ
り。

185-12 113-11 8金融 借用金証文 塩飽さなき船頭
長三郎

尼崎いかりや六
左衛門

状 1 享保20.6.27 1735 端裏に付箋あり

185-13 113-13 8金融 借用金証文 讃州箱浦甚八 尼崎いかり屋六
右衛門

状 1 元文2.8.4 1737
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185-14 113-14 8金融 借用金証文 大沢岸右衛門 碇屋六左衛門 状 1 元文3.正 1738

185-15 113-15 8金融 借用金証文 淡州江井浦灰
屋又兵衛

尼崎碇屋六左
衛門

状 1 元文3.12.6 1738

185-16 113-16 8金融 借用金証文 お（ヵ）くら治郎
兵衛

いかり六左衛門 状 1 寛保元.10.10 1741

185-17 113-17 8金融 借用金証文 預り主出かい三
郎兵衛他2名

いかり六左衛門 状 1 寛保2.2.23 1742

185-18 113-18 8金融 借用金証文 銀預り主鳴尾村
清治

網屋勘右衛門
他1名

状 1 寛保2.12.29 1742

185-19 113-19 8金融 借用金証文 借主新田屋太
郎兵衛他1名

碇屋六左衛門 状 1 延享2.11.14 1745

185-20 113-21 8金融 借用金証文 山口屋甚四郎 碇屋六左衛門 状 1 延享3.3.8 1746

185-21 113-20 8金融 借用金証文 山口屋甚四郎
他1名

碇屋六左衛門 状 1 延享3.5.朔 1746

185-22 113-22 8金融 借用金証文 おハら（ヵ）甚四
郎他2名

碇屋六左衛門 状 1 寛延3.8.19 1750

185-23 113-23 8金融 借用金証文 きす治兵衛他2
名

いかり屋六左衛
門

状 1 寛延3.11 1750

185-24 113-24 8金融 借用金証文 中間又四郎 いかりや六左衛
門

状 1 寛延4.3.26 1751
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185-25 113-25 8金融 借用金証文 来島屋吉三郎 いかり六左衛門 状 1 宝暦2.4.15 1752

185-26 113-27 8金融 借用金証文 ぼ丹や伊兵衛
他1名

碇六左衛門 状 1 宝暦2.10.晦 1752

185-27 113-26 8金融 借用金証文 生嶋屋庄右衛
門

碇屋六左衛門 状 1 宝暦2.極.21 1752

185-28 113-28 8金融 借用金証文 山口屋利助 いかりや六左衛
門

状 1 宝暦3.5.28 1753

185-29 113-31 8金融 借用金証文 あわじ江井浦灰
屋伊兵衛他1名

いかりや六左衛
門

状 1 宝暦4.2.28 1754

185-30 113-32 8金融 借用金証文 いなじ屋喜左衛
門

碇屋六左衛門 状 1 宝暦4.2 1754

185-31 113-29 8金融 借用金証文 やミノ吉兵衛 碇六左衛門 状 1 宝暦4.2 1754

185-32 113-30 8金融 借用金証文 いなじ屋勘兵衛
他1名

碇六左衛門 状 1 宝暦4.2 1754

185-33 113-33 8金融 借用金証文 いなじ屋喜左衛
門他1名

いかり六左衛門 状 1 宝暦5.3 1755

185-34 113-34 8金融 借用金証文 いなじ屋石松他
1名

いかり六左衛門 状 1 宝暦5.3 1755

185-35 113-35 8金融 借用金証文 木嶋（ヵ）甚四郎 いかり六左衛門 状 1 宝暦5.5.17 1755
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185-36 113-37 8金融 借用金証文 和泉屋五兵衛 碇屋六左衛門 状 1 宝暦12.4.11 1762

185-37 113-36 8金融 借用金証文 田舎や茂兵衛 碇六左衛門 状 1 宝暦12.4 1762

185-38 113-38 8金融 借用金証文 高乗敬元 碇六左衛門 状 1 宝暦13.正 1763 虫損多し

185-39 113-39 8金融 借用金証文 碇六左衛門 東西商人衆中 状 1 明和3.10 1766

185-40 113-40 8金融 借用金証文 あわしつし磯右
衛門

碇屋六左衛門 状 1 明和5.6.9 1768

185-41 113-41 8金融 借用金証文 魚屋まさ他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 文化2.正 1805

185-42 113-43 8金融 借用金証文 富田屋源蔵他1
名

百姓清兵衛 状 1 文化11.7 1814

185-43 113-44 8金融 借用金証文 西村屋与兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 文化12.10.5 1815

185-44 113-45 8金融 借用金証文 播州姫路領分
一東（揖東）郡
家嶋湊伊左衛
門

碇屋五郎兵衛 状 1 文化13.2 1816

185-45 113-46 8金融 借用金証文 手平屋宇兵衛
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文化14.4 1817

185-46 113-47 8金融 借用金証文 淡州津名郡机
浦十人組甚太
夫他13名

尼崎碇屋五郎
兵衛

状 1 文政元.12 1818
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185-47 113-48 8金融 借用金証文 讃州大田浦兼
蔵

碇屋五郎兵衛 状 1 文政2.7 1819

185-48 113-49 8金融 借用金証文 備前日生村浅
次郎他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政3.7 1820

185-49 113-50 8金融 借用金証文 京屋清七 碇屋五郎兵衛 状 1 文政3.11 1820

185-50 113-51 8金融 借用金証文 なら屋長蔵 碇屋五郎兵衛 状 1 文政7.11 1824

185-51 113-52 8金融 借用金証文 彦五郎 碇屋五郎兵衛 状 1 文政8.正 1825

185-52 113-53 8金融 借用金証文 山田屋弥七 碇屋五郎兵衛 状 1 文政9.12 1826

185-53 113-54 8金融 借用金証文 名塩屋庄右衛
門他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政10.7 1827

185-54 113-55 8金融 借用金証文 樽屋直七他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 文政10.極 1827

185-55 113-56 8金融 借用金証文 名塩屋庄治郎 碇屋五郎兵衛 状 1 文政10.12 1827

185-56 113-58 8金融 借用金証文 堀川九左衛門
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政11.7 1828

185-57 113-57 8金融 借用金証文 備前日生瀬村
平次郎他3名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政11.9 1828
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185-58 113-60 8金融 借用金証文 備前日生瀬村
源三郎他4名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政11.11 1828

185-59 113-59 8金融 借用金証文 関治右衛門他2
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政11.12 1828

185-60 113-42 8金融 借用金証文 道意新田西村
重章

いかり新兵衛 状 1 文化6.11 1809

185-61 113-61 8金融 借用金証文 油屋七兵衛他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 文政12.11 1829

185-62 113-62 8金融 借用金証文 大嶋屋治兵衛 いかりや五郎兵
衛

状 1 文政12.12 1829

185-63 113-63 8金融 借用金証文 伊予屋友次郎
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保2.12 1831

185-64 113-64 8金融 借用金証文 中津与平次 碇屋五郎兵衛 状 1 天保2.12 1831

185-65 113-66 8金融 借用金証文 碇屋五郎兵衛 油屋庄蔵 状 1 天保3.12.28 1832

185-66 113-65 8金融 借用金証文 茶屋七五郎 油屋庄蔵 状 1 天保3.12 1832

185-67 113-67 8金融 借用金証文 淡路津志浦佐
野屋林助他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保5.12 1834

185-68 113-69 8金融 借用金証文 碇屋喜八 碇屋五郎兵衛 状 1 天保6.9 1835
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185-69 113-68 8金融 借用金証文 碇屋喜八 碇屋五郎兵衛 状 1 天保6.9 1835

185-70 113-70 8金融 借用金証文 樋口屋久兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 天保6.12 1835

185-71 113-71 8金融 借用金証文 岡田玄鶴他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 天保7.9 1836

185-72 113-72 8金融 借用金証文 土佐屋卯兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 天保8.11 1837

185-73 113-73 8金融 借用金証文 綿屋喜兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 天保9.6 1838

185-74 113-74 8金融 借用金証文 讃岐北山瀬戸
浦宗助他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保10.3 1839

185-75 113-75 8金融 借用金証文 広屋藤重郎 碇屋五郎兵衛 状 1 天保10.4 1839

185-76 113-76 8金融 借用金証文 江戸屋与八 碇屋五郎兵衛 状 1 天保10.6 1839

185-77 113-78 8金融 借用金証文 名塩屋東吉 碇屋五郎兵衛 状 1 天保11.5 1840

185-78 113-77 8金融 借用金証文 名塩屋東吉 碇屋五郎兵衛 状 1 天保11.7 1840

185-79 113-80 8金融 借用金証文 名塩屋東吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.3 1841

185-80 113-79 8金融 借用金証文 名塩屋東吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.7 1841
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185-81 113-81 8金融 借用金証文 名塩屋東吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.12 1841

185-82 113-82 8金融 借用金証文 名塩屋東吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保13.12 1842

185-83 113-83 8金融 借用金証文 讃州寒川郡津
田北山惣助他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保14.3 1843

185-84 113-84 8金融 借用金証文 木屋庄兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 天保14.6 1843

185-85 113-85 8金融 借用金証文 本興寺延命講
世話方中野屋
治助他8名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保14.11 1843

185-86 113-87 8金融 借用金証文 土佐屋こま他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保15.正 1844

185-87 113-86 8金融 借用金証文 広屋藤重郎 碇屋五郎兵衛 状 1 天保15.12 1844

185-88 113-89 8金融 借用金証文 手野平清七他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.6 1845

185-89 113-90 8金融 借用金証文 畑中甚八他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 弘化2.6 1845

185-90 113-92 8金融 借用金証文 周防大嶋郡久
賀浦幸左衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化3.11 1846
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185-91 113-91 8金融 借用金証文 宮窪浦助蔵他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化3 1846

185-92 113-93 8金融 借用金証文 防州大嶋郡久
賀浦助左衛門
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化4.4 1847

185-93 113-95 8金融 借用金証文 阿州里浦戎丈
左衛門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化5.2 1848

185-94 113-94 8金融 借用金証文 家島宮浦近江
屋屋兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 弘化5.2 1848

185-95 113-97 8金融 借用金証文 鳥屋長四郎 碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永元.5 1848

185-96 113-98 8金融 借用金証文 桑名屋仁左衛
門

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永元.6 1848

185-97 113-99 8金融 借用金証文 塩飽小坂浦納
屋浅左衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永元.6 1848

185-98 113-88 8金融 借用金証文 下津井魚屋佐
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永元.11 1848

185-99 113-96 8金融 借用金証文 下津井魚屋佐
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永元.11 1848

185-100 113-101 8金融 借用金証文 岡田玄鶴他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永2.3 1849
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185-101 113-100 8金融 借用金証文 芸州安芸郡隠
渡瀬戸町升本
屋増兵衛他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永2.10 1849

185-102 113-103 8金融 借用金証文 若狭屋宇八 碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永3.正 1850

185-103 113-105 8金融 借用金証文 備前下津井喜
作

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永3.卯 1850

185-104 113-102 8金融 借用金証文 芸州隠渡瀬戸
浦増兵衛他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 (嘉永3)戌.9.20 (1850)

185-105 113-107 8金融 借用金証文 芸州隠渡瀬戸
町西屋又右衛
門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永3.10 1850

185-106 113-106 8金融 借用金証文 淡州机浦嶋田
記兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永3.11 1850

185-107 113-104 8金融 借用金証文 橋本金助 碇五郎兵衛 状 1 嘉永3.12 1850

185-108 113-114 8金融 借用金証文 予州越知郡下
弓削村下松屋
藤治

尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 嘉永4.3 1851

185-109 113-110 8金融 借用金証文 田舎屋重右衛
門

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.5 1851

185-110 113-115 8金融 借用金証文 予州野間郡来
島村新屋藤吉

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.5 1851
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185-111 113-113 8金融 借用金証文 芸州広島瀬戸
町平野屋八郎
兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.5 1851

185-112 113-112 8金融 借用金証文 備前小嶋郡下
津井町炭屋善
吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.5 1851

185-113 113-109 8金融 借用金証文 淡路机浦島田
市兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.10 1851

185-114 113-108 8金融 借用金証文 備前児島郡大
畠村大嶋屋亀
吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.11 1851

185-115 113-111 8金融 借用金証文 中屋真三郎他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永4.11 1851

185-116 113-117 8金融 借用金証文 家嶋満浦山本
屋常助

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.2 1852

185-117 113-120 8金融 借用金証文 淡路板野郡北
泊浦藤左衛門

河内屋又右衛
門

状 1 嘉永5.3 1852

185-118 113-121 8金融 借用金証文 讃州塩飽島小
坂浦明石屋喜
太郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.9 1852

185-119 113-119 8金融 借用金証文 淡州津名郡室
津浦魚屋三郎
兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.10 1852
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185-120 113-116 8金融 借用金証文 阿州北泊り浦彦
右衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.11 1852

185-121 113-118 8金融 借用金証文 淡路角川浦永
治

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.11 1852

185-122 113-122 8金融 借用金証文 備中小田郡真
鍋島木屋政右
衛門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永5.11 1852

185-123 113-127 8金融 借用金証文 讃州塩飽浦小
坂村明石屋喜
太郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永6.2 1853

185-124 113-124 8金融 借用金証文 予州下弓削伊
予屋由兵衛他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永6.5 1853

185-125 113-123 8金融 借用金証文 予州越知郡下
弓削村伊予屋
由兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永6.7 1853

185-126 113-126 8金融 借用金証文 淡州尾崎浦中
屋長作

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永6.9 1853

185-127 113-125 8金融 借用金証文 井上屋忠七 碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永6.12 1853

185-128 113-129 8金融 借用金証文 淡路角川浦浜
屋虎蔵代人甚
介他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永7.7 1854
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185-129 113-130 8金融 借用金証文 淡州津名郡机
浦島屋市兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永7.8.25 1854

185-130 113-128 8金融 借用金証文 淡州室津浦卯
兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永7.10 1854

185-131 113-132 8金融 借用金証文 淡路鳥羽勘弥 碇屋五郎兵衛 状 1 安政3.2 1856

185-132 113-133 8金融 借用金証文 讃州北山浦惣
右衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 安政3.2 1856

185-133 113-131 8金融 借用金証文 淡州室津浦楠
蔵他1名

碇五郎兵衛 状 1 安政3.3.21 1856

185-134 113-136 8金融 借用金証文 備前小嶋郡大
向田浦川本屋
粂蔵他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政3.6 1856

185-135 113-135 8金融 借用金証文 備前小嶋郡大
畠浦川本屋粂
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政3.10 1856

185-136 113-134 8金融 借用金証文 名塩屋庄次郎
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政3.11 1856

185-137 113-142 8金融 借用金証文 淡州机浦八右
衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.5 1857

185-138 113-144 8金融 借用金証文 備前児嶋郡大
畑浦権蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.8 1857
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185-139 113-138 8金融 借用金証文 備前児島郡大
畑浦山本屋友
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.8 1857

185-140 113-143 8金融 借用金証文 淡州都志浦綿
屋武兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.9 1857

185-141 113-141 8金融 借用金証文 二本屋七五郎 碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.10 1857

185-142 113-137 8金融 借用金証文 備前児嶋郡大
畑浦山本屋友
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.9.10 1857

185-143 113-140 8金融 借用金証文 淡州机浦伝右
衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.10 1857

185-144 113-139 8金融 借用金証文 備前大畑浦友
蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.11 1857

185-145 113-149 8金融 借用金証文 越水屋利三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.正 1858

185-146 113-150 8金融 借用金証文 越水屋利三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.正 1858

185-147 113-147 8金融 借用金証文 武庫郡西新田
村甚兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.正 1858

185-148 113-146 8金融 借用金証文 阿州海部郡木
岐浦浜口屋岩
吉

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.2 1858
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185-149 113-145 8金融 借用金証文 阿州海部郡木
岐浦浜口屋岩
吉

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.2 1858

185-150 113-151 8金融 借用金証文 備前小児（児
島）郡大畠浦山
崎屋太蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.2 1858

185-151 113-152 8金融 借用金証文 淡州鳥飼浦岡
田屋善吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.5 1858 文書1件書き継ぎあり

185-152 113-148 8金融 借用金証文 備前児島郡田
の浦浜屋源吉
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.12 1858 文書2件書き継ぎあり

185-153 113-154 8金融 借用金証文 備前日生和気
郡大和屋庄蔵
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政6.3 1859

185-154 113-155 8金融 借用金証文 備前日生浦庄
七他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政6.6 1859

185-155 113-157 8金融 借用金証文 淡州津名郡む
ろ津浦三郎兵
衛

碇屋五郎兵衛 状 1 安政6.10 1859

185-156 113-153 8金融 借用金証文 米や作用八 いかり屋五郎兵
衛

状 1 安政6.11 1859

185-157 113-156 8金融 借用金証文 越水屋利三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 安政6.極 1859

－56－

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
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185-158 113-158 8金融 借用金証文 淡州津名郡室
津浦宇兵衛他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政7.3 1860

185-159 113-163 8金融 借用金証文 中屋広兵衛 鉛屋治左衛門 状 1 万延元.5 1860

185-160 113-161 8金融 借用金証文 淡路明神弥右
衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 万延元.6.17 1860

185-161 113-164 8金融 借用金証文 淡路草加中村
弥右衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 万延元.6 1860

185-162 113-162 8金融 借用金証文 淡州津名郡鳥
飼村善吉

碇屋五郎兵衛 状 1 万延元.7 1860

185-163 113-160 8金融 借用金証文 越水屋利三 碇屋五郎兵衛 状 1 安政7.12 1860

185-164 113-159 8金融 借用金証文 備前日生浜屋
利八

碇屋五郎兵衛 状 1 安政7 1860

185-165 113-165 8金融 借用金証文 越水屋利三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 文久元.2.12 1861

185-166 113-169 8金融 借用金証文 中在家町中野
屋藤兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.5 1862

185-167 113-166 8金融 借用金証文 淡州岩屋浦喜
兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.8 1862

185-168 113-167 8金融 借用金証文 築地町井戸屋
又兵衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.8 1862
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185-169 113-168 8金融 借用金証文 石本屋時蔵 碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.8 1862

185-170 113-171 8金融 借用金証文 東垂水村目鑑
屋文兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.11 1862

185-171 113-170 8金融 借用金証文 越水屋利三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 文久2.12 1862

185-172 113-173 8金融 借用金証文 越水屋利三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 文久3.正 1863

185-173 113-174 8金融 借用金証文 毛馬屋善兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 文久3.10 1863

185-174 113-175 8金融 借用金証文 長吏久三郎 碇屋五郎兵衛 状 1 文久3.10 1863

185-175 113-172 8金融 借用金証文 播州乗（垂）水
村文兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 文久3.12 1863

185-176 113-176 8金融 借用金証文 明石林浦千葉
屋伊兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 文久4.12 1864

185-177 113-177 8金融 借用金証文 播州垂水村文
兵衛

碇屋五郎兵衛 状 3 文久4.12 1864

185-178 113-179 8金融 借用金証文 明石林浦千葉
屋卯之松

碇屋五郎兵衛 状 2 元治2.6 1865

185-179 113-178 8金融 借用金証文 明石林浦千葉
屋伊兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 元治2.7 1865
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185-180 113-180 8金融 借用金証文 明石林浦千葉
屋伊兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応元.12 1865

185-181 113-181 8金融 借用金証文 明石林浦千葉
屋伊兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.正.23 1866

185-182 113-182 8金融 借用金証文 明石林浦千葉
屋伊兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.正.23 1866

185-183 113-186 8金融 借用金証文 乗（垂）水村文
兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.正 1866

185-184 113-183 8金融 借用金証文 中間屋しげ倅
市蔵

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.3 1866

185-185 113-184 8金融 借用金証文 阿州海部郡木
岐浦熨斗屋伊
三郎

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.3 1866

185-186 113-185 8金融 借用金証文 阿州海部郡木
岐浦百太郎

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.3 1866

185-187 113-187 8金融 借用金証文 伊三郎 碇屋 状 1 （慶応2）
寅.4.27

(1866)

185-188 113-188 8金融 借用金証文 筒井広三郎他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.10 1866

185-189 113-189 8金融 借用金証文 淡路室津浦市
助

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応3.5 1867
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185-190 113-190 8金融 借用金証文 讃州小田浦仲
蔵

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応3.6 1867

185-191 113-192 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応4.5.24 1868

185-192 113-193 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応4.7.3 1868

185-193 113-191 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応4.10.10 1868

185-194 113-194 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応4.11.晦 1868

185-195 113-202 8金融 借用金証文 紙幣所 碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.正 1869

185-196 113-198 8金融 借用金証文 五郎兵衛 紙幣御役所 状 1 明治2.正 1869

185-197 113-205 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.3.14 1869

185-198 113-206 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.5.26 1869

185-199 113-204 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.7.2 1869

185-200 113-195 8金融 借用金証文 淡州机浦伝右
衛門他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.7 1869
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185-201 113-196 8金融 借用金証文 淡州湊浦弥吉
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.7 1869

185-202 113-203 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.8.14 1869

185-203 113-207 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.9.2 1869

185-204 113-201 8金融 借用金証文 淡州机浦伝右
衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.9.16 1869

185-205 113-197 8金融 借用金証文 淡州室津浦米
屋佐代八

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.10 1869

185-206 113-200 8金融 借用金証文 垂水村久兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.11.8 1869

185-207 113-199 8金融 借用金証文 芸州隠渡(音戸)
増兵衛他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治2.12.15 1869

185-208 113-217 8金融 借用金証文 阿州海部郡木
伎浦浜口屋岩
吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.3.晦 1870

185-209 113-216 8金融 借用金証文 阿州海部郡木
伎浦浜口屋岩
吉他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.4.10 1870

185-210 113-211 8金融 借用金証文 淡州机浦吟七
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.4.19 1870
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185-211 113-215 8金融 借用金証文 淡州机浦文治
他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.4.19 1870

185-212 113-212 8金融 借用金証文 淡州机浦八兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.4.19 1870

185-213 113-213 8金融 借用金証文 淡州机浦八兵
衛

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.4.19 1870

185-214 113-218 8金融 借用金証文 阿州海部郡木
伎浦橋本屋百
太郎他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.5.16 1870

185-215 113-222 8金融 借用金証文 淡州机浦伝右
衛門

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.5 1870

185-216 113-219 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.6.8 1870

185-217 113-214 8金融 借用金証文 赤尾屋九郎兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.7 1870

185-218 113-209 8金融 借用金証文 机浦栄蔵他1名 碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.7 1870

185-219 113-220 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.10.朔 1870

185-220 113-221 8金融 借用金証文 淡州机浦孫兵
衛他2名

繁益屋清右衛
門

状 1 明治3.10.2 1870

－62－

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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

185-221 113-210 8金融 借用金証文 碇屋宇兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.12 1870

185-222 113-208 8金融 借用金証文 別所村碇屋宇
兵衛

碇屋孫兵衛 状 1 明治3.12 1870

185-223 113-227 8金融 借用金証文 のしや伊三郎 碇屋 状 1 明治4.3 1871

185-224 113-226 8金融 借用金証文 播州明石下林
村船場屋伊兵
衛他1名

碇五郎兵衛 状 1 明治4.3 1871

185-225 113-225 8金融 借用金証文 伊勢屋安兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 明治4.3 1871

185-226 113-223 8金融 借用金証文 淡州室津浦米
屋佐代八

碇屋五郎兵衛 状 1 明治4.5 1871

185-227 113-224 8金融 借用金証文 碇屋卯兵衛 本家 状 1 明治4.12 1871

185-228 113-230 8金融 借用金証文 淡州岩谷浦吉
田屋喜兵衛代
長三郎

碇屋五郎兵衛 状 1 明治5.4.7 1872

185-229 113-231 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
岩谷浦山谷源
治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治5.7.21 1872

185-230 113-232 8金融 借用金証文 土橋利兵衛他1
名

徳田五郎兵衛 状 1 明治5.10.11 1872
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185-231 113-233 8金融 借用金証文 塩屋利兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治5.10.晦 1872

185-232 113-229 8金融 借用金証文 中田宗平他1名 徳田五郎兵衛 状 1 明治5.10 1872

185-233 113-228 8金融 借用金証文 茶屋平太郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治5.11.27 1872

185-234 113-234 8金融 借用金証文 今津村吉村善
之介

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.2 1873

185-235 113-243 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦濱口録左
衛門他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.9.12 1873

185-236 113-235 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦児嶋萬七

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.10.12 1873

185-237 113-241 8金融 借用金証文 備前国児島郡
大畑村岡本治
兵衛他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.10.20 1873

185-238 113-238 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦濱口徳平

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.12.10 1873

185-239 113-242 8金融 借用金証文 讃岐国寒川郡
小田浦松下仲
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.12.15 1873

185-240 113-236 8金融 借用金証文 尼ヶ崎中在家
町田辺喜八

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.12 1873
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185-241 113-237 8金融 借用金証文 尼ヶ崎第九区
塔之町田辺悦
観

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.12 1873

185-242 113-239 8金融 借用金証文 讃岐国寒川郡
小田浦松下仲
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治3.12 1873

185-243 113-240 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦三木新七

徳田五郎兵衛 状 1 明治6.12 1873

185-244 113-250 8金融 借用金証文 摂津国武庫郡
今津村井上善
兵衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

185-245 113-252 8金融 借用金証文 淡路国西津名
郡机浦富永喜
平治

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

185-246 113-249 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦矢野幾左
衛門改名伝五
郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

185-247 113-254 8金融 借用金証文 尼ヶ崎築地町
多田吉右衛門
他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

185-248 113-262 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦矢野伝五
郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874
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185-249 113-251 8金融 借用金証文 播磨国明石郡
明石新浜中ノ丁
戎屋勝治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.5 1874

185-250 113-265 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
矢野伝五郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.1 1874

185-251 113-244 8金融 借用金証文 摂津国武庫郡
今津村井上善
兵衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.3.10 1874

185-252 113-272 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦富永喜平
治

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.15 1874

185-253 113-263 8金融 借用金証文 備前岡山県管
下児島郡大畑
浦岡本治兵衛
他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.18 1874

185-254 113-280 8金融 借用金証文 備前岡山県管
下児島郡大畑
村岡本治兵衛
他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.18 1874

185-255 113-275 8金融 借用金証文 淡路国西津名
郡机浦児嶋万
七

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.19 1874

185-256 113-256 8金融 借用金証文 淡路国西津名
郡机浦児嶋萬
七

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.19 1874
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徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

185-257 113-271 8金融 借用金証文 播磨国明石郡
林村高濱伊兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.21 1874

185-258 113-269 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦名田仙
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.4.27 1874

185-259 113-255 8金融 借用金証文 播磨国明石郡
明石新浜中ノ丁
戎屋勝治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.5.22 1874

185-260 113-276 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
岩谷（屋）浦山
谷源治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.7.13 1874

185-261 113-277 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
岩谷（屋）浦山
谷源治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.7.28 1874

185-262 113-267 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
角川浦昇文太
郎倅亀蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.8.12 1874

185-263 113-245 8金融 借用金証文 播州明石郡下
林村隅谷利（ヵ）
兵衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.9.11 1874

185-264 113-258 8金融 借用金証文 播磨国明石郡
林浦高浜伊兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.10.9 1874
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185-265 113-266 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦土谷太介

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.10.14 1874

185-266 113-264 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦土谷太介

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.10.14 1874

185-267 113-274 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦為吉改名
冨内鹿吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.10.17 1874

185-268 113-270 8金融 借用金証文 淡路国西津名
郡机浦冨内鹿
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.10.17 1874

185-269 113-247 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦浜口徳兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.2 1874

185-270 113-248 8金融 借用金証文 尼ヶ崎築地町
井澤嘉右衛門

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.5 1874

185-271 113-268 8金融 借用金証文 尼ヶ崎築地町
井澤嘉右衛門

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.5 1874

185-272 113-257 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦福原金介

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.7 1874

185-273 113-253 8金融 借用金証文 淡路国西津名
郡机浦富永喜
平治

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.11 1874
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185-274 113-273 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦戸摩百
太郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.16 1874

185-275 113-246 8金融 借用金証文 中在家町田辺
喜八

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.23 1874

185-276 113-279 8金融 借用金証文 中在家町田辺
喜八

徳田五号兵衛 状 1 明治7.11.23 1874

185-277 113-259 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦日野嘉八

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.28 1874

185-278 113-260 8金融 借用金証文 淡路国西津名
郡机浦日野嘉
八

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.11.28 1874

185-279 113-261 8金融 借用金証文 手野平清七 徳田五郎兵衛 状 1 明治7.12.9 1874

185-280 113-278 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦金永市右
衛門

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.12.10 1874

185-281 113-301 8金融 借用金証文 尼ヶ崎別所村
鷺綱吉他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.1.20 1875

185-282 113-286 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦富永喜平
治

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.2.21 1875
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185-283 113-299 8金融 借用金証文 淡路国西津名
郡机浦富永喜
平治

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.2.21 1875

185-284 113-287 8金融 借用金証文 中在家町弓場
庄吉他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.3.1 1875

185-285 113-402 8金融 借用金証文 喜平次 碇屋五郎兵衛 状 1 明治8.3.13 1875

185-286 113-307 8金融 借用金証文 中在家町前田
庄兵衛他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.1 1875

185-287 113-294 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦冨内鹿蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.3 1875

185-288 113-306 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦名田仙
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.14 1875

185-289 113-302 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦濱高岩
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.21 1875

185-290 113-300 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦濱高岩
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.21 1875

185-291 113-304 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦濱高岩
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.22 1875
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185-292 113-310 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
岩谷（屋）浦山
谷源治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.23 1875

185-293 113-291 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦坂井伊
三郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.25 1875

185-294 113-295 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦坂井伊
三郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.25 1875

185-295 113-303 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦坂井伊
三郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.25 1875

185-296 113-309 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
岩谷（屋）浦山
谷源治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.4.25 1875

185-297 113-298 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦松浦嘉
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.5.8 1875

185-298 113-283 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
室津浦戎宇平

尼ヶ崎弓場庄吉 状 1 明治8.6.4 1875

185-299 113-296 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
室津浦戎宇兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.6.21 1875
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185-300 113-292 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
室津浦戎宇兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.7.16 1875

185-301 113-293 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦坂部藤蔵
他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.8.4 1875

185-302 113-289 8金融 借用金証文 築地丁大橋伊
助他1名

小寺純平 状 1 明治8.8.5 1875

185-303 113-282 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
大拾区拾弐小
区室津浦

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.8.27 1875

185-304 113-281 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
大拾区拾弐小
区室津浦戎宇
平

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.9.1 1875

185-305 113-285 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
室津日野嘉八

尼ヶ崎弓場庄吉 状 1 明治8.10.8 1875

185-306 113-308 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
岩谷浦山谷源
治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.11.2 1875

185-307 113-290 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦宗和平左
衛門

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.11.3 1875
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185-308 113-284 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机ノ浦山本清吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.11.6 1875

185-309 113-297 8金融 借用金証文 備前国岡山県
管下児嶋郡大
畑村川元春松
他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.11.17 1875

185-310 113-288 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦宗和八兵
衛他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.11.20 1875

185-311 113-305 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦名田仙
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治8.12.20 1875

185-312 113-323 8金融 借用金証文 村上峯定 徳田五郎兵衛 状 1 明治9.2.25 1876

185-313 113-322 8金融 借用金証文 田冨冨蔵 徳田五郎兵衛 状 1 明治9.3.1 1876

185-314 113-316 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦松浦嘉
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.4.5 1876

185-315 113-329 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦松浦嘉
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.4.5 1876

185-316 113-315 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦松浦嘉
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.4.5 1876
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徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

185-317 113-311 8金融 借用金証文 淡路国机浦冨
永喜平治

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.4.5 1876

185-318 113-313 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦名田仙
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.4.10 1876

185-319 113-326 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦濱口徳平

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.5.22 1876

185-320 113-320 8金融 借用金証文 前田庄兵衛他1
名

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.6.1 1876

185-321 113-319 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
岩谷浦山谷源
治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.6.15 1876

185-322 113-327 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦濱口徳兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.6.16 1876

185-323 113-330 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
仮り（屋)浦戎文
吉他1名

弓場庄吉 状 1 明治9.7.2 1876

185-324 113-321 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦金永市右
衛門

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.7.26 1876

185-325 113-317 8金融 借用金証文 淡路国三原郡
鳥飼浦山岡文
弥

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.8.3 1876
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徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

185-326 113-325 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦濱口徳平

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.10.11 1876

185-327 113-312 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦冨永喜平
治

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.10.22 1876

185-328 113-324 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦演（浜）口
徳平

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.10.22 1876

185-329 113-318 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦名田仙
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.11.5 1876

185-330 113-314 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦戸乃倉徳
治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.11.16 1876

185-331 113-328 8金融 借用金証文 播磨国明石郡
林村高濱伊兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.12.4 1876

185-332 113-343 8金融 借用金証文 築地町井澤嘉
右衛門

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.1.27 1877

185-333 113-339 8金融 借用金証文 雑部清吉他1名 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.2.17 1877

185-334 113-337 8金融 借用金証文 笹部丑松 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.9.19 1877
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185-335 113-345 8金融 借用金証文 木岐浦濱高岩
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.3.25 1877

185-336 113-332 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦濱高岩
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.3.25 1877

185-337 113-348 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦浜口徳兵
衛他2名

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.3.29 1877

185-338 113-340 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦川崎宅
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.3.29 1877

185-339 113-341 8金融 借用金証文 高知県阿波国
海部郡第一小
区木岐浦百九
十六番地居住
戸摩百太郎

碇五郎兵衛 状 1 明治10.3 1877

185-340 113-344 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦戸摩百
太郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.4.8 1877

185-341 113-335 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦冨永喜平
治

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.4.13 1877

185-342 113-346 8金融 借用金証文 鷺寅吉 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.4.30 1877 年月日が同日の添一
札の書き継ぎ有り
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徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

185-343 113-338 8金融 借用金証文 中在家町吉本
政吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.5.20 1877

185-344 113-347 8金融 借用金証文 播磨国加古郡
高砂南本町小
埜定七

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.7.29 1877

185-345 113-342 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
鳥飼浦福島芳
蔵

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.8.23 1877

185-346 113-353 8金融 借用金証文 高砂南本町小
埜定七

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.9.18 1877

185-347 113-350 8金融 借用金証文 高砂南本町小
埜定七

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.9.18 1877

185-348 113-334 8金融 借用金証文 古畠（ヵ）七五郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.9.25 1877

185-349 113-336 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦冨永喜平
治他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.9.30 1877

185-350 113-351 8金融 借用金証文 兵庫県管下播
磨国第六大区
第一小区高砂
南材木町川西
伊八

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.9 1877

185-351 113-349 8金融 借用金証文 浜口徳兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.10.5 1877
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185-352 113-331 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦富永喜平
治

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.10.9 1877

185-353 113-354 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦冨永喜平
治

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.10.9 1877

185-354 113-333 8金融 借用金証文 山本紋次郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.11.2 1877

185-355 113-352 8金融 借用金証文 高砂南本町小
埜定七

徳田五郎兵衛 状 1 明治10.11.15 1877

185-356 113-356 8金融 借用金証文 本田弥平 徳田五郎兵衛 状 1 明治11.6.2 1878

185-357 113-357 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
机浦日野嘉八

徳田五郎兵衛 状 1 明治11.7.17 1878

185-358 113-355 8金融 借用金証文 淡路鳥飼浦山
下角平

徳田五郎兵衛 状 1 明治11.12.10 1878

185-359 113-359 8金融 借用金証文 石原正次 徳田五郎兵衛 状 1 明治12.1.15 1879

185-360 113-361 8金融 借用金証文 淡州津名郡仮
屋浦佐津熊吉
他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治12.4.19 1879

185-361 113-358 8金融 借用金証文 淡路津名郡鳥
飼浦福島芳兵
衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治12.5.22 1879
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185-362 113-362 8金融 借用金証文 淡路国津名郡
鳥飼浦高嶋嘉
兵衛

弓場庄吉 状 1 明治12.9.2 1879

185-363 113-360 8金融 借用金証文 明石郡林浦高
原清兵衛

徳田五郎兵衛 状 1 明治12.11.23 1879

185-364 113-367 8金融 借用金証文 淡路津名郡机
浦三木徳次郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治13.3.6 1880

185-365 113-364 8金融 借用金証文 淡路国机浦冨
永嘉平二

碇五郎兵衛 状 1 明治13.4.30 1880

185-366 113-365 8金融 借用金証文 淡路国机浦冨
永嘉平治

碇五郎兵衛 状 1 明治13.9.29 1880

185-367 113-366 8金融 借用金証文 小寺時弥他1名 徳田五郎兵衛 状 1 明治13.12.13 1880

185-368 113-363 8金融 借用金証文 淡路机浦濱口
徳兵エ他1名

碇五郎兵衛 状 1 明治13.12.30 1880

185-369 113-369 8金融 借用金証文 西武庫村氏丸
五右衛門他1名

東武庫村大長
伊三郎

状 1 明治14.3.12 1881

185-370 113-398 8金融 借用金証文 机浦徳次郎 徳田五郎兵衛 状 1 （明治）
14.11.11

1881

185-371 113-368 8金融 借用金証文 志方正義 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.12.22 1881
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185-372 113-370 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
木岐浦浜高岩
吉

徳田五郎兵衛 状 1 明治15.3.15 1882

185-373 113-371 8金融 借用金証文 淡路島鳥飼浦
山岡喜兵衛他1
名

徳田五郎兵衛 状 1 明治15.5.23 1882

185-374 113-375 8金融 借用金証文 雑部熊吉 徳田五郎兵衛 状 1 明治16.12.1 1883

185-375 113-372 8金融 借用金証文 吉本政吉他1名 徳田五郎兵衛 状 1 明治16.12.1 1883

185-376 113-376 8金融 借用金証文 徳田五郎兵衛 状 1 明治16.12.3 1883

185-377 113-374 8金融 借用金証文 徳田五郎兵衛 状 1 明治16.12.3 1883

185-378 113-373 8金融 借用金証文 生芝大吉 徳田五郎兵衛 状 1 明治16.12.6 1883

185-379 113-377 8金融 借用金証文 本田弥兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治17.2.18 1884

185-380 113-378 8金融 借用金証文 阿波国海部郡
伊左利浦高崎
伝太郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治23.7.18 1890

185-381 113-383 8金融 借用金証文 尼崎町預主徳
田五郎兵衛他1
名

大長庄太郎 状 1 大正3.3.25 1914
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185-382 113-379 8金融 借用金証文 尼崎町預かり主
徳田五郎兵衛
他1名

野田繁蔵 状 1 大正3.3.25 1914

185-383 113-380 8金融 借用金証文 尼崎町預り主徳
田五郎兵衛他1
名

中田才二郎 状 1 大正3.3.25 1914

185-384 113-381 8金融 借用金証文 尼崎町預り主徳
田五郎兵衛他1
名

本田たき 状 1 大正3.3.25 1914

185-385 113-382 8金融 借用金証文 尼崎町預り主徳
田五郎兵衛他1
名

瀬戸瀧蔵 状 1 大正3.3.25 1914

185-386 113-385 8金融 借用金証文 大ノ平兵衛他2
名

碇六左衛門 状 1 甲.正.17

185-387 113-391 8金融 借用金証文 大助や五兵衛
他1名

碇六左衛門 状 1 巳.正.19

185-388 113-396 8金融 借用金証文 伊丹屋庄兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 戌.正

185-389 113-401 8金融 借用金証文 勘弥 いかりや五郎兵
衛

状 1 2.15

185-390 113-389 8金融 借用金証文 阿ハ木之浦百
太郎

碇 状 1 申.2.22

185-391 113-394 8金融 借用金証文 角川村勝蔵 碇屋五郎兵衛 状 1 3.12
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185-392 113-388 8金融 借用金証文 鳥飼岡田喜平
治

碇屋 状 1 5.14

185-393 113-400 8金融 借用金証文 柿忠右衛門 碇屋善兵衛 状 1 5.15

185-394 113-387 8金融 借用金証文 京屋清七 碇屋新兵衛 状 1 戌.5.19

185-395 113-395 8金融 借用金証文 机浦七兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 7.13

185-396 113-386 8金融 借用金証文 万屋彦右衛門 碇屋五兵衛 状 1 亥.7

185-397 113-399 8金融 借用金証文 机喜平治 碇店 状 1 8.17

185-398 113-384 8金融 借用金証文 本田弥兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 8.24

185-399 113-393 8金融 借用金証文 松嶋屋藤兵衛
他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 辰.10.16

185-400 113-397 8金融 借用金証文 名田仙蔵 徳田五郎兵衛 状 1 11.20

185-401 113-392 8金融 借用金証文 角の浦浜田屋
寅蔵

碇屋五郎兵衛 状 1 巳.11

185-402 113-390 8金融 借用金証文 西性寺他1名 碇五郎兵衛 状 1 午.12

186 116 8金融 銀子請負証文 讃州塩飽清吉
他1名

尼崎いかりや六
左衛門

状 1 享保15.5.3 1730
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187 333 8金融 永代太々講中の木札 梶久左衛門組
碇六左衛門

木札 1 元文6.3 1741 タテ×ヨコ×高さ＝
14.5（㎝）×9.4（㎝）
×1.5（㎝）「講元　中
野屋七郎兵衛・舵次
郎兵衛・油屋伝兵
衛」

188 344 8金融 手形借用証文写 碇屋五郎兵衛
他2名

淡路机浦市(ヵ)
三郎

状 1 文政元.12 1818

189-1 146-1 8金融 金銭受取証 名塩屋庄右衛
門

碇屋五郎兵衛 状 1 文政4.10.晦 1821

189-2 146-2 8金融 金銭受取証 下津井役之助 碇屋五郎兵衛 状 1 天保6.11.15 1835

189-3 146-3 8金融 金銭受取証 淡路都志浦戎
屋虎蔵

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永2.5 1849

189-4 146-4 8金融 金銭受取証 淡州室津卯兵
衛

碇屋五郎兵衛 状 1 嘉永7.10 1854

189-5 146-5 8金融 金銭受取証 中在家町 碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.5 1857

189-6 146-6 8金融 金銭受取証 室津浦西郎兵
衛他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.3 1858

189-7 146-53 8金融 金銭受取証 セんばや伊兵
衛

いかりや五郎兵
衛

状 1 慶応2.7.4 1866

189-8 146-7 8金融 金銭受取証 せんばや伊兵
衛

いかりや五郎兵
衛

状 1 慶応2.8.4 1866
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189-9 146-8 8金融 金銭受取証 せんばや伊兵
衛

いかりや五郎兵
衛

状 1 慶応2.11.16 1866

189-10 146-9 8金融 金銭受取証 室津中屋市兵
衛

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応3.5.10 1867

189-11 146-71 8金融 金銭受取証 名塩屋東吉他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 子.正.4

189-12 146-31 8金融 金銭受取証 讃州喜平二 あまが崎碇屋五
郎兵衛

状 1 （近世）丑.
正.11

189-13 146-10 8金融 金銭受取証 魚屋吉右衛門 碇 状 1 慶応4.正 1868

189-14 146-65 8金融 金銭受取証 長九郎 碇五郎兵衛 状 1 （近世）卯.正

189-15 146-36 8金融 金銭受取証 室津浦卯兵衛
他3名

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）午.2.3

189-16 146-59 8金融 金銭受取証 西性寺 碇五郎兵衛 状 1 （近世）2.27

189-17 146-68 8金融 金銭受取証 鉛屋喜 碇 状 1 （近世）寅.2.27

189-18 146-61 8金融 金銭受取証 西性寺 碇五郎兵衛 状 1 （近世）仲春．
晦

189-19 146-52 8金融 金銭受取証 砂浜新田会所 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）午.3.11 文書5点貼り継ぎ。内
1枚は慶応3年の日付
あり。

－84－

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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

189-20 146-57 8金融 金銭受取証 大安 碇五郎兵衛 状 1 （近世）3.29

189-21 146-24 8金融 金銭受取証 つくへ忠治郎 いかり 状 1 （近世）4.2

189-22 146-73 8金融 金銭受取証 西村屋与兵衛 いかりや新兵衛 状 1 （近世）4.4

189-23 146-66 8金融 金銭受取証 むろず米屋佐
代八

いかりや五郎兵
衛

状 1 （近世）辰.4.15

189-24 146-76 8金融 金銭受取証 高島屋金(兵
衛ヵ)

碇五郎兵衛 状 1 （近世）亥.4.28

189-25 146-62 8金融 金銭受取証 阿波木々浦七
左衛門

碇屋 状 1 （近世）未.5.5

189-26 146-82 8金融 金銭受取証 中屋庄兵衛 鉛屋治左衛門 状 1 （近世）申.5.7

189-27 146-37 8金融 金銭受取証 岡田屋幸左衛
門

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）5.10

189-28 146-28 8金融 金銭受取証 為屋長四郎 伊屋利右衛門 状 1 （近世）申.5.17 付箋あり

189-29 146-45 8金融 金銭受取証 中伊勢丸役蔵 碇屋店 状 1 （近世）辰.6.2

189-30 146-32 8金融 金銭受取証 卯兵衛他1名 本家 状 1 （近世）未.6.12

189-31 146-75 8金融 金銭受取証 中河屋幸左衛
門

いかり五郎兵衛 状 1 （近世）酉.6.29
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189-32 146-30 8金融 金銭受取証 林浦千葉屋福
松

碇御店 状 1 （近世）未.7.6

189-33 146-67 8金融 金銭受取証 上田与一兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）申.7.8

189-34 146-29 8金融 金銭受取証 加藤藤三郎 善兵衛 状 1 （近世）7.12

189-35 146-48 8金融 金銭受取証 小田仲兵衛 碇屋善兵衛 状 1 （近世）7.27

189-36 146-44 8金融 金銭受取証 と(こヵ)かや種蔵 碇屋 状 1 （近世）7.29

189-37 146-74 8金融 金銭受取証 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）未.7

189-38 146-38 8金融 金銭受取証 あわじむろず米
屋佐代八

あまがさきいかり
や五郎兵衛

状 1 （近世）卯.9.朔

189-39 146-39 8金融 金銭受取証 室津浦佐代八 いかりや五郎兵
衛

状 1 （近世）巳.9.14

189-40 146-26 8金融 金銭受取証 長佐屋又右衛
門

平野屋金三郎 状 1 （近世）
戌.10.16

189-41 146-46 8金融 金銭受取証 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）閏10

189-42 146-63 8金融 金銭受取証 木々浦鹿蔵 碇五郎兵ヱ 状 1 （近世）
酉.11.14
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189-43 146-58 8金融 金銭受取証 西性寺講中代
中野屋藤兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）
卯.11.17

189-44 146-43 8金融 金銭受取証 岡田屋幸左衛
門

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）11.17

189-45 146-60 8金融 金銭受取証 支配人為五郎 いかり五郎兵衛 状 1 （近世）
午.12.14

文書13点貼り継ぎ

189-46 146-69 8金融 金銭受取証 碇屋五郎兵衛 神呪屋伊三郎 状 1 (近世)12.15

189-47 146-27 8金融 金銭受取証 高山定太郎 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）
巳.12.27

189-48 146-23 8金融 金銭受取証 名塩屋庄右衛
門

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）辰.12.
晦

189-49 146-40 8金融 金銭受取証 碇五郎兵衛 状 1 （近世）極月

189-50 146-56 8金融 金銭受取証 西性寺納所 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）

189-51 146-25 8金融 金銭受取証 為屋長四郎 平野屋金三郎 状 1 （近世）

189-52 146-11 8金融 金銭受取証 むろず佐喜八 いかりや五郎兵
衛

状 1 明治2.3.12 1869

189-53 146-13 8金融 金銭受取証 淡州岩谷吉次
郎

碇屋五郎兵衛 状 1 明治5.3.20 1872
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189-54 146-12 8金融 金銭受取証 播州明石郡林
浦隅谷利兵衛

碇屋五郎兵衛 状 1 明治5.8.13 1872

189-55 146-22 8金融 金銭受取証 徳田 本田弥平 状 1 明治17.3.4 1884

189-56 146-14 8金融 金銭受取証 淡路国津名郡
机浦三木新七

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.10.17 1874

189-57 146-47 8金融 金銭受取証 頭(ヵ)領清七 状 1 明治7.11.30 1874

189-58 14-16 8金融 金銭受取証 今津村吉村善
之介

徳田五郎兵衛 状 1 明治9.1.17 1876

189-59 146-15 8金融 金銭受取証 矢尾利兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治9.3.10 1876

189-60 146-17 8金融 金銭受取証 吉村善之介 徳田五郎兵衛 状 1 明治9.10.15 1876

189-61 146-18 8金融 金銭受取証 徳田五郎兵衛
他1名

林村戸長浜名
長平

状 1 明治10.7.29 1877

189-62 146-70 8金融 金銭受取証 岩田又右衛門 碇五郎兵衛 状 1 (明治)12.9.13 (1879)

189-63 146-64 8金融 金銭受取証 辻花店 徳田 状 1 （明治）13.3.10 (1880)

189-64 146-20 8金融 金銭受取証 斎藤傳十郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.4 1881

189-65 146-19 8金融 金銭受取証 嶋中箏松 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.11 1881

－88－

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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

189-66 146-21 8金融 金銭受取証 讃州寒川郡小
田浦高崎惣吉
他1名

徳田五郎兵衛 状 1 明治15.12.11 1882

189-67 295-16 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治18.7.13 1885 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-68 295-14 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治17.8.21 1885 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-69 295-12 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治19.1.2 1886 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-70 295-13 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治18.5.23 1886 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。
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189-71 295-11 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 （明治）19.6.10 1886 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-72 295-10 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸治郎 状 1 （明治）
19.10.30

1886 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-73 295-9 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治20.2.6 1887 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-74 295-8 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治20.5.2 1887 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-75 295-7 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治20.7.28 1887 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。
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189-76 295-6 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸治郎 状 1 明治20.11.3 1887 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-77 295-5 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田孝太郎 状 1 明治21.1.6 1888 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-78 295-4 8金融 金銭受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 （明治）21.5.14 1888 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

189-79 146-33 8金融 金銭受取証 明石下林浦隅
谷利兵衛

状 1 (明治初年)

189-80 146-42 8金融 金銭受取証 高岡利右衛門 状 1 （近代）2.12

189-81 146-50 8金融 金銭受取証 渡辺 碇 状 1 （近代）3.28

189-82 146-34 8金融 金銭受取証 淡州室津浦戎
宇兵衛

碇五郎平 状 1 （近代）6.23

189-83 146-35 8金融 金銭受取証 淡州室津浦戎
宇兵衛

碇五郎平 状 1 （近代）8.6
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189-84 146-41 8金融 金銭受取証 米谷兵助 状 1 （近代）11.22

189-85 146-49 8金融 金銭受取証 安達恒七 徳田 状 1 （近代）戌.12.4

189-86 146-54 8金融 金銭受取証 さこ屋吉右衛門 碇屋五郎兵衛 状 1 （近代）
午.12.31

189-87 146-51 8金融 金銭受取証 安達恒七 徳田五郎兵衛 状 1 （近代） 控え。書き継ぎ文書
あり。

189-88 264 8金融 金銭受取証 明石林村高原
清兵衛他1名

尼ケサキ徳田五
郎兵衛

状 1 （近代） 請求番号264～268
巻き込み一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

189-89 146-55 8金融 金銭受取証 弥平 徳田 状 1 （近代）

190-1 147-1 8金融 講の受取通 手野平屋初三
良

碇屋五良兵衛 横帳 1 文政13.5 1830

190-2 147-2 8金融 太平講掛銀受取通 尼崎勘定元・世
話方惣町名主
惣代

碇五郎兵衛 横帳 2 嘉永3.11 1850 包紙・とじひもあり。太
平講仕法書を内包

191 118 8金融 取替銭訳立出入訴状 五郎兵衛 御郡代 状 1 天保4.8 1833

192 259 8金融 役所銀札高書付 状 1 天保5.正.5 1834 請求番号251～300
巻き込み一括。
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193-1 151-1 8金融 頼母子銀返り請取証文 伊丹与三兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 天保5.8 1834

193-2 151-2 8金融 頼母子銀返り請取証文 手野平清七 碇屋五郎兵衛 状 1 天保14.12 1843

193-3 151-3 8金融 頼母子銀返り請取証文 手野平清七 碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.5 1857

194-1 150-1 8金融 頼母子・無尽銀請取証 掛戻銀受負人
萩原左八他1名

いかりや五郎兵
衛

状 1 天保5.11 1834

194-2 150-2 8金融 頼母子・無尽銀請取証 掛戻銀請負人
萩原左八他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 天保12.12 1841

194-3 150-3 8金融 頼母子・無尽銀請取証 手平清七 碇五郎兵衛 状 1 嘉永2.6 1849

194-4 150-4 8金融 頼母子・無尽銀請取証 初嶋大社受世
話男

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.閏5.18 1857

194-5 150-5 8金融 頼母子・無尽銀請取証 相馬平蔵 鉛屋治左衛門
殿御取次

状 1 元治元.5 1864

194-6 150-8 8金融 頼母子・無尽銀請取証 油屋庄蔵他3名 碇屋五郎兵衛 状 1 (明治元ヵ)辰.4 (1868)

194-7 150-6 8金融 頼母子・無尽銀請取証 笹間要蔵 碇屋五郎兵衛 状 1 (明治元ヵ)辰.7 （1868）

194-8 150-7 8金融 頼母子・無尽銀請取証 常田専蔵 碇屋五郎兵衛 状 1 (明治2ヵ)
巳.8.20

(1869)
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194-9 150-9 8金融 頼母子・無尽銀請取証 小林喜与八他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 （明治前期）
11.25

195 152 8金融 頼母子証文紛失につき引替
証

世話方代島屋
長四郎

碇屋五郎兵衛 状 1 天保10.7 1839

196 342 8金融 手形引き替えにつき覚 嶋屋記兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 天保11.10 1839

197-1 315 8金融 受取通 金屋良助 碇屋五郎兵衛 折紙 1 嘉永5.2 請求番号310～317-
17は袋（請求番号
318）に一括。

197-2 346 8金融 金受取通 樽清 天平 小横帳 1 明治24 1891

197-3 347 8金融 金受取通 タルセ 小横帳 1 明治26.12.吉 1893

198 245 8金融 引替銀受け渡し依頼状 阿波北泊り浦た
ばこ屋藤左衛
門

尼ヶ崎碇五郎兵
衛

状 1 嘉永5.3.2 1852

199 254 8金融 銀子受け渡しにつき覚 状 1 嘉永6.極旬 1853 請求番号251～300
巻き込み一括。

200 148 8金融 積立講銀月懸ケ請取帳 御講方他世話
方7名

碇屋五郎兵衛 横帳 1 嘉永7.4 1854

201 303 8金融 金子受け渡しに付き通知 角川村虎兵衛 いかり屋五郎兵
衛

状 1 嘉永7.8.25 1854 請求番号303～308-
3折り込み一括。
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202 219 8金融 九左衛門銀子300匁につき依
頼状

仲屋喜平次 尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 安政4.8.23 1857 包紙あり

203 220 8金融 銀子受け取り催促につき書状 淡州机浦吉兵
衛

尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 安政4.8.26 1857 包紙あり

204-1 154-1 8金融 為替銀預り証文 備前大畑浦徳
之助他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.10 1857

204-2 154-2 8金融 為替銀預り証文 備前大畑浦久
米蔵他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政4.10 1857

205 241 8金融 銀子受け渡しにつき依頼状 あわし鳥飼原田
や八百蔵

尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 安政6.3.6 1859

206 130 8金融 金子貸し渡し下されたき旨書
状

あわじ八百蔵 尼崎碇屋 状 1 文久元.8.8 1861

207 227 8金融 金子受け渡しにつき依頼状 日生庄右衛門
他1名

碇五郎兵衛 状 1 文久3.2.27 1863 包紙あり。請求番号
224～233こよりにて
一括

208 246 8金融 金受取覚え アハシ幸左衛
門

状 1 （近世）1.6

209-1 286 8金融 銀札受取につき覚え 七松屋新右衛
門

碇五郎兵衛 状 1 （近世）巳.正.6 関連文書後ろに貼継
ぎ7点。請求番号
282-1～288こより一
括。請求番号282-1
～299袋一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。
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209-2 287 8金融 銀札受取につき覚え 鉛屋治右衛門 碇五郎兵衛 状 1 （近世）未.
正.11

関連文書後ろに貼継
ぎ3点。請求番号
282-1～288こより一
括。請求番号282-1
～299袋一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

209-3 282-4 8金融 銀札受取につき覚え 七松屋新右衛
門

碇五郎兵衛 状 1 （近世）亥.
正.22

請求番号282-1～4
折り込み一括。請求
番号282-1～288こよ
り一括。請求番号
282-1～299袋一括。
請求番号251～300
巻き込み一括。

209-4 282-1 8金融 銀札受取につき覚え 大しまや宇右衛
門

碇五 状 1 （近世）亥.正 請求番号282-1～4
折り込み一括。請求
番号282-1～288こよ
り一括。請求番号
282-1～299袋（袋は
請求番号300）一括。
請求番号251～300
巻き込み一括。

209-5 311 8金融 銀札受取につき覚え 岩崎時右衛門 中在家町惣代
直太郎

状 1 （近世）巳.2.晦
日

請求番号310～317-
17は袋（請求番号
318）に一括。

209-6 285 8金融 銀札受取につき覚え 鉛屋治右衛門 碇五郎兵衛 状 1 （近世）
卯.11.22

関連文書後ろに貼継
ぎ6点。請求番号
282-1～288こより一
括。請求番号282-1
～299袋一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。
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209-7 288 8金融 銀札受取につき覚え 天市兵衛 年番五郎兵衛 状 1 （近世）
卯.12.29

関連文書後ろに貼継
ぎ3点。請求番号
282-1～288こより一
括。請求番号282-1
～299袋一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

209-8 284 8金融 銀札受取につき覚え 大しま屋宇右衛
門

碇五郎兵衛 状 1 （近世）卯12.29 関連文書後ろに貼継
ぎ7点。請求番号
282-1～288こより一
括。請求番号282-1
～299袋一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

209-9 282-2 8金融 銀札受取につき覚え ■■屋 いかり五 状 1 請求番号282-1～4
折り込み一括。請求
番号282-1～288こよ
り一括。請求番号
282-1～299袋一括。
請求番号251～300
巻き込み一括。

210 210 8金融 代金不足の際借用依頼 島屋記兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）正.21

211 282-3 8金融 銀受取につき覚え 鉛屋治左衛門 碇五郎 状 1 （近世）亥.
正.22

請求番号282-1～4
折り込み一括。請求
番号282-1～288こよ
り一括。請求番号
282-1～299袋一括。
請求番号251～300
巻き込み一括。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

212-1 343-2 8金融 講方算用につき覚 御講方役所 中在家町惣代
直五郎

状 1 3.朔

212-2 343-1 8金融 講方算用につき覚 碇屋五郎兵衛 御川方 状 1 (近世) 付箋あり

213 224 8金融 為替金20両つかわすよう依頼
状

喜平次 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）3.6 請求番号224～233こ
よりにて一括

214 317-12 8金融 受取証 兵吉 状 1 （近世）3.9 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

215 222 8金融 銀子受け渡し催促につき口演 喜平次 碇五郎兵衛 状 1 （近世）3.11

216 218 8金融 金子受け取りにつき覚え 机浦平五郎 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）亥3.11

217 157 8金融 為替渡されたき依願状 喜平治 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）辰.3.23

218-1 155-4 8金融 為替金請取証文 セんばや 碇 状 1 （近世）申.3.25

218-2 155-3 8金融 為替金請取証文 土佐泊リ甚兵衛
他2名

碇店新兵衛 状 1 （近世）未.11.3

218-3 155-2 8金融 為替金請取証文 摂州明石戎屋
勝次良

碇五郎兵衛 状 1 明治5.3.12 1872

218-4 155-1 8金融 為替金請取証文 亀之助 碇店 状 1 明治5.6.12 1872
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

219 215 8金融 金子受け渡しにつき書状 喜平次 あま碇屋五郎兵
衛

状 1 （近世）4.1

220 211 8金融 馳走につき礼状 島田記兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世ヵ）4.29

221-1 341-1 8金融 銀受取につき覚 嶋屋紀兵衛 碇屋新兵衛 状 1 戌.8.9

221-2 341-2 8金融 銀受取につき覚 カウ(ヵ)所 碇屋五郎兵衛 状 1 辰.8

221-3 341-3 8金融 銀受取につき覚 カウ(ヵ)所 碇五氏 状 1 辰.12

222 251 8金融 麦安貸し付けにつき書状 庄三郎 碇善兵衛 状 1 （近世）未5.11 1868 請求番号251～300
巻き込み一括。

223 239 8金融 人足代金受取 城内堀 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）8.13

224 128 8金融 手形不渡り出入引合書 中在家町役人 つきじ町御役人
中

状 1 （近世）午.9.6

225 229 8金融 金子受け取りの名目問合せに
つき書状

綿屋夫兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）5.26 請求番号224～233こ
よりにて一括

226 125 8金融 銀子返済すべき一札 三橋七五右衛
門

いかりや五郎兵
衛

状 1 （近世）亥.5

227 236 8金融 銀子借用依頼につき書状 米や佐代八 いかりや五郎兵
衛・御見せ中

状 1 （近世）10.14
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

228 283 8金融 金受取につき覚え 名主治右衛門
他1名

碇五郎兵衛 状 1 （近世）卯.6.4 請求番号282-1～
288こより一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

229 156 8金融 為替銀残銀借用証文 室津卯兵衛 碇屋御店 状 1 （近世）10.25

230 208 8金融 金子受け渡しの旨につき書状 島田記兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世ヵ）10.26

231-1 214 8金融 金子借用依頼につき書状 喜平次 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）6.12

231-2 204 8金融 金子借用依頼につき書状 嶋屋市兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）10.21

231-3 206 8金融 金子借用依頼につき書状 嶋屋市兵衛 碇屋五郎兵衛・
御賢息

状 1 （近世）11.朔

231-4 205 8金融 金子借用依頼につき書状 島田記兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世ヵ）11.30

232 131-1 8金融 金子渡し下されたき旨書状 濱口屋寅蔵 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）7.5

233-1 203 8金融 金子借用につき書状 嶋屋市兵衛他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）7.7

233-2 201 8金融 金子借用につき書状 嶋屋市兵衛 尼ヶ崎碇屋市兵
衛

状 1 （近世）12.10
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

234 207 8金融 金子振替依頼につき書状 島屋記兵衛他1
名

碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）7.23

235 217 8金融 借用銀受け取り催促につき書
状

つくえ栄蔵 いかりや新兵衛 状 1 （近世）8.6

236 213 8金融 金子借用の件につき書状 島田記兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世ヵ）11.3

237 153 8金融 頼母子相済み候覚 嶋屋長四郎 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）
亥.11.15

238 242 8金融 引替銀督促につき書状 米や佐代八 尼ヶ崎いかりや
五郎兵衛

状 1 （近世）11.16

239 209 8金融 金子借用交渉につき書状 嶋屋市兵衛 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）11.16

240 126 8金融 近日差引勘定仕るべき旨口上 高田屋重吉 いかり屋五郎兵
衛

状 1 （近世）11.20

241 199 8金融 50匁取替の依頼状 机浦重郎右衛
門他1名

碇屋五郎兵衛
他1名

状 1 （近世）卯12.10 包紙あり

242 91 8金融 銀目廃止、銀札、銭札の改革
につき口述書

御用掛り梶吉右
衛門他2名

状 1 明治元.12.5 1868

243 257 8金融 銀子送付願いにつき書状 机浦喜平次 碇屋五郎兵衛 状 1 慶応4 1868 請求番号251～300
巻き込み一括。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

244 312 8金融 金高等書上 状 1 （近世） 請求番号310～317-
17は袋（請求番号
318）に一括。

245 279 8金融 銀子書付覚え 断簡 1 （近世） 後欠。請求番号251
～300巻き込み一
括。

246 159 8金融 藩札 状 6 （近世）

247 235 8金融 銀子書上 碇屋五郎兵衛 断簡 1 （近世）

248 263 8金融 受取状 あめ清ほか 紙久ほか 仮綴 1 （近世） 請求番号251～300
巻き込み一括。

249 280 8金融 寅年より巳年まで板・石代等
算用につき書上

状 1 （近世） 請求番号251～300
巻き込み一括。

250 131-2 8金融 金子渡し下されたき旨書状 喜平治 碇屋 状 1 明治2.4.12 1869

251 129 8金融 借財買懸り済方に荷物売り払
うべき一札

赤尾屋九郎兵
衛他1名

碇屋五郎兵衛 状 1 明治3.7 1870

252-1 140-1 8金融 算用書記 淡路国津名郡
机浦孫兵衛

書冊 1 明治3 1870

252-2 140-2 8金融 算用書記 松下仲蔵 書冊 1 明治6 1873

253 135 8金融 年賦入金簿 徳田五郎兵衛 書冊 1 明治5 1872 明治6～16年までの
年賦入金控帳
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

254-1 137-1 8金融 貸金残金控　和泉・播磨・紀
伊

書冊 1 明治6.5 1873

254-2 137-2 8金融 貸金残金控　淡路 書冊 1 明治6.5 1873

254-3 137-3 8金融 貸金残金控　備前・備中・備
後

書冊 1 明治6.5 1873

254-4 137-4 8金融 貸金残金控　安芸・周防・豊
後・石見

書冊 1 明治6.5 1873

254-5 137-5 8金融 貸金残金控　讃岐・伊予・土
佐

書冊 1 明治6.5 1873

254-6 137-6 8金融 貸金残金控　摂津 書冊 1 明治6.5 1873

254-7 137-7 8金融 貸金残金控　阿波 書冊 1 明治6.5 1873

255 136 8金融 淡路国津名郡机浦貸金残金
控

書冊 1 明治6.5 1873

256-1 138-4 8金融 貸金催促之訴状 書冊 1 明治7.3 1874

256-2 138-3 8金融 貸金催促之訴状 播州明石下林
浦隅谷利兵衛

徳田五郎兵衛 書冊 1 明治7.3 1874

256-3 138-5 8金融 貸金催促之訴状 徳田五郎兵衛 書冊 1 明治7 1874
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

256-4 138-2 8金融 明石垂水村分兵衛分貸金催
促之訴状

書冊 1 明治7 1874

256-5 138-1 8金融 秋岡治郎作分貸金催促之訴
状

書冊 1 明治7 1874

256-6 138-6 8金融 貸金催促之訴状 徳田五郎兵衛 書冊 1 明治8.9 1875

257 84 8金融 永続講掛銀 状 1 明治7.8 1874

258 39 8金融 借用仕入金につき差入証文 播磨国垂水村
王子重吉他2名

徳田五郎兵衛 状 1 明治7.9.26 1874

259 133 8金融 取替金算用書 雑部清七 清七後家とふ 書冊 1 明治7.12.20 1874

260 139 8金融 御裁判所長訴訟入費控 書冊 6 明治7 1874 丁の間に挟み込み文
書あり（全5点）

261 142 8金融 明治8年中証書写（室津浦中
忠）

戎宇兵衛 書冊 2 明治8.6.1 1875 丁の間に挟み込み文
書あり（全1点）

262 109 8金融 大札・小札売渡し証文 状 1 明治9.1.30 1876

263 143 8金融 貸金勘定帳（伊予、筌川佐太
郎・川上栄治郎）

横帳 1 明治10.9.13 1877

264-1 122-1 8金融 約定書 古曽七五郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治10.9.25 1877
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

264-2 122-2 8金融 約定書 別所村笹部丑
松

徳田五郎兵衛 状 1 明治16.12.14 1883

265-1 267 8金融 金銭算用につき書上 状 1 明治12.11.23 1879 請求番号264～268
巻き込み一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

265-2 268 8金融 金銭算用につき書上 状 1 明治12～13 1879～
1880

請求番号264～268
巻き込み一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

265-3 269 8金融 金銭算用につき書上 状 1 （明治）
18.12.13

1885 請求番号251～300
巻き込み一括。

265-4 248 8金融 金銭算用につき書上 畑中 碇 状 1 （近代）亥6.15 請求番号247～249
折込一括。

265-5 276 8金融 金銭算用につき書上 玉茂 いかりや五郎兵
衛

状 1 （近代）7.29 帯封あり。請求番号
276～278帯封にて一
括。請求番号251～
300巻き込み一括。

265-6 278 8金融 金銭算用につき書上 玉茂 いかりや五郎兵
衛

状 1 （近代）8.9 請求番号276～278
帯封にて一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

265-7 249 8金融 金銭算用につき書上 状 1 （近代） 請求番号247～249
折込一括。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

266 123 8金融 証文を本名にて差し入れるべ
き一札

淡路机浦三木
徳治郎

徳田五郎兵衛 状 1 明治13.3.6 1880

267-1 189-1 8金融 炭請取証 岩田店 徳田五郎兵衛 状 1 (明治)14.9.20 (1881)

267-2 189-2 8金融 炭請取証 岩田 徳田五郎兵衛 状 1 12.2

268 124 8金融 賃金取引皆済証書 加渡六兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治16.12 1883

269 177 8金融 裁判出訴録 横帳 1 （明治10前期） （1883）

270 191 8金融 中谷善蔵所持の物品引取預り
証

西澤勝一郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治18.2.6 1885 包紙あり

271 149 8金融 頼母子振込帳 本田いく 碇米店 横帳 1 明治18.旧8.10 1885

272 295-15 8金融 金銭受取証紛失につき覚え 状 1 （明治)19.6.10 1886 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

273-1 295-3 8金融 金銭受取仮証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 （明治）21.9.5 1888 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

273-2 295-2 8金融 金銭受取仮証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 明治22.1.4 1889 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

273-3 295-1 8金融 金銭受取仮証 梶源左衛門 徳田孝太郎 状 1 明治22.5.31 1889 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

274 295-17 8金融 貸金勘定につき覚え 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 （明治）
25.12.27

1892 請求番号295-1～17
折り込み一括。請求
番号282-1～299袋
一括。請求番号251
～300巻き込み一
括。

275 144 8金融 金銭渡帳 共同組 尼崎魚市場 小横帳 1 大正7.12.吉 1918

276 304 8金融 金子受け渡しに付き通知 淡路机浦■左
衛門

尼ヶ崎碇五郎兵
衛

状 1 （近代）9.15 請求番号303～308-
3折り込み一括。

277 141 8金融 証拠物写し（貸借） 播磨国明石郡
垂水村目鑑屋
文兵衛改名王
子重吉

書冊 1 （明治初年）

278 145 8金融 金銭覚日記 小横帳 1 （近代）
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

279 277 8金融 「玉茂」分金銭受け渡しにつき
書上

状 1 （近代） 請求番号276～278
帯封にて一括。請求
番号251～300巻き込
み一括。

280 260 8金融 受取書につき依頼 ■賀正右衛門 状 1 11.1 請求番号251～300
巻き込み一括。

281 188 8金融 麦安預り証 上田与一兵衛 碇五郎兵衛 状 1 午.11.18

282 261 8金融 金銭書上 状 1 12 請求番号251～300
巻き込み一括。

283 309 8金融 諸事支払いにつき算用書き 仮綴 1 （近代）

284 332 8金融 尼崎白蓮講の木札 徳田五郎兵衛 木札 1 タテ×ヨコ×高さ＝
6.0（㎝）×4.2（㎝）
×0.5（㎝）

285-1 181-2 9家 実名（姓名判断） 状 3 享和元.9 1801

285-2 181-1 9家 実名（姓名判断） 湯川 碇五郎兵衛高
宝

状 6 嘉永元.3.吉祥 1848 実名(姓名判断)碇屋
善兵衛嘉富分の名も
あり

286 174 9家 心得違いなきよう申し付くべき
一札

大助屋吉右衛
門他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 安政5.4 1854

287 250 9家 文久3年家作事につき覚え 状 1 （文久3） (1863) 関連文書後ろに貼継
ぎ　31点
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

288 244 9家 文久4年家作事につき覚 状 1 （文久4） 1864 請求番号243～244こ
よりにて一括。関連文
書後ろに貼継ぎ35点

289 243 9家 文久4子年東堀造作事ほか 断簡 1 （文久4） 1864 請求番号243～244こ
よりにて一括。

290 200 9家 礼状 （手の平）清七 碇屋善兵衛 状 1 （近世ヵ）卯
正.19

清七より善兵衛への
書状3通貼り継ぎ

291 172 9家 呉服商売の請人に難儀かけま
じき一札

大物町中間屋
しげ他2名

碇屋五郎兵衛 状 1 慶応2.3 1886

292 247 9家 実印差し上げにつき書状 浜口六左衛門 碇屋五郎兵衛 状 1 （近世）7 請求番号247～249
折込一括。

293 216 9家 隠居善左衛門名前につき問
屋へ通知のため口上

状 1 （近世）12.5

294 273 9家 高砂の図画料につき口上 上田執事 状 1 （近世） 請求番号251～300
巻き込み一括。

295 328 9家 謡の免状 観世太夫清孝 徳田五郎兵衛 状 1 明治2.6 1869 包紙あり

296 294 9家 薬代受取証 大坂西区靱南
通弐丁目十三
番地中谷薬局

徳田 状 1 明治7.9.26 1874 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

297 186 9家 灰炭納家建家入用覚 仮綴 1 明治7.9 1874 はさみ込み文書1点
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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

298 317-8 9家 実印改めにつき通知 三木新七 状 1 明治7.10.17 1874 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

299-1 179-1 9家 改名願 徳田鹿蔵 兵庫県権令森
岡昌純

状 1 明治10.6.22 1877

299-2 179-2 9家 改名願 徳田鹿蔵 兵庫県権令森
岡昌純

状 1 明治10.6.22 1877

300 182 9家 改名（襲名）内祝 仮綴 1 明治10.12.23 1877

301 173 9家 迷惑かけざる差入証文 徳田新兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 明治14.6.10 1881

302 187 9家 諸品並雑誌 徳田姓 小横帳 1 明治15.孟春 1882

303-1 291 9家 物品預かりにつき覚え 西澤勝一郎 徳田五郎兵衛 状 1 明治18.1.28 1885 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

303-2 292 9家 物品預かりにつき覚え 西沢勝一郎 徳田 状 1 （明治）卯.1.24 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

304 296 9家 道具類引き渡しにつき通知 大和弐上郡外
山村長谷川方
中谷善蔵

徳田 はがき 1 （明治）1.18 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

305 299 9家 金受取証 梶源左衛門 徳田幸太郎 状 1 （明治）26.6 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

306 297 9家 家賃支払いにつき猶予願い 中谷薬局係り 徳田 はがき 1 （明治）17.9.30 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

307 184 9家 徳田家日記 書冊 1 (大正年間) 丁の間に1点はさみ
込み文書あり

308 298 9家 薬料・家賃差引勘定済につき
覚え

中谷代秋田 徳田 状 1 （近代）2.5 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

309 183 9家 結納目録 富久兵衛 徳田五郎兵衛 状 1 （近代）

310 185 9家 永代年忌繰 書冊 1 （近代） 徳田家系譜を記した
状1点はさみ込みあり

311 281 9家 普請につき材料代等受取の
綴り

仮綴 1 （近代） 請求番号251～300
巻き込み一括。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

312 317-6 9家 かつてご懇談の件につき書状 徳田賢台 高安 状 1 （近代）3.27 封筒あり。請求番号
317-1～17こより一
括。請求番号310～
317-17は袋（請求番
号318）に一括。

313 293 9家 薬袋 中谷薬局 袋 1 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

314 290 9家 内服薬 包 2 請求番号282-1～
299袋一括。請求番
号251～300巻き込み
一括。

315 327 10雑 判鑑 河内屋又右衛
門

状 1 天保4.2 1833 包紙あり

316 318 10雑 御上書付一件入 袋 1 安政2.6 1855 請求番号310～317-
17が入っていた袋。

317-1 310 10雑 包紙 興(ヵ)御殿大西
主鈴他1名

尼ヶ崎碇屋五郎
右衛門

包紙 1 安政3 1856 請求番号310～317-
17は袋（請求番号
318）に一括。

317-2 221 10雑 包紙 あわじ喜平次 尼ヶ崎碇五郎兵
衛

包紙 1 安政4 1857 包紙のみ

317-3 234 10雑 包紙 目鑑屋文兵衛 尼ヶ崎碇屋五郎
兵衛

状 1 （近世）卯.8
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

317-4 317-7 10雑 包紙 ムロヅ市兵衛 碇屋五郎兵衛 包紙 1 卯.8.20 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

317-5 317-4 10雑 包紙 包紙 1 表書「中在家町碇屋
五郎兵衛」とあり。請
求番号317-1～17こ
より一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

317-6 316 10雑 包紙 西性寺 包紙 1 表書「証札」とあり。請
求番号310～317-17
は袋（請求番号318）
に一括。

318-1 256 10雑 人名書上 状 1 （近世） 請求番号251～300
巻き込み一括。

318-2 275 10雑 人名書上 仮綴 1 請求番号251～300
巻き込み一括。

319-1 329 10雑 木箱 箱 1 （近世） 箱裏に「碇屋六左衛
門上々」とあり。タテ
×ヨコ×高さ＝35.0
（㎝）×8.5（㎝）×5.8
（㎝）ただし、ふたを
閉めた状態。
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

319-2 326 10雑 木箱 箱 1 請求番号327～328
が納められていた
箱。タテ×ヨコ×高さ
＝23.0（㎝）×13.5
（㎝）×4.0（㎝）ただ
し、ふたを閉めた状
態で計測。

320-1 301-2 10雑 帯封（「御用銀上納受取」） 帯封 1 （近世）

320-2 301-1 10雑 帯封（「坂部慶蔵」） 帯封 1

321-1 305 10雑 封筒 兵庫県川辺郡
尼崎町役場

徳田五郎兵衛 封筒 1 (近代） 請求番号303～308-
3折り込み一括。

321-2 306 10雑 封筒（「区会原按入」） 徳田姓 封筒 1 (近代） 請求番号303～308-
3折り込み一括。

321-3 317-5 10雑 封筒 兵庫県川辺郡
尼崎町役場

徳田五郎兵衛 封筒 1 (近代） 請求番号317-1～17
こより一括。請求番号
310～317-17は袋
（請求番号318）に一
括。

322 300 10雑 薬袋 中谷薬局 袋 1 (近代） 請求番号282-1～
299が一括されて
入っていた。請求番
号251～300巻き込み
一括。

323 321 10雑 田畑屋敷一件入 袋 1
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

324 302 10雑 下林高浜伊兵衛名前書付 断簡 1

325 307 10雑 付箋 付箋 1 市史編集室時代の
整理の際に紛れたも
のか。「Ｂ４」というメモ
書きあり。請求番号
303～308-3折り込み
一括。

326-1 325-1 10雑 印鑑 印鑑 1 「仕切ノ外不用尼ヶ
崎　碇屋五郎兵衛」

326-2 325-2 10雑 印鑑 印鑑 1

326-3 325-3 10雑 印鑑 印鑑 1 「引合」

326-4 325-4 10雑 印鑑 印鑑 1 「改合」

326-5 325-5 10雑 印鑑 印鑑 1

326-6 325-6 10雑 印鑑 印鑑 1 「相済」

326-7 325-7 10雑 印鑑 印鑑 1 「碇屋」

326-8 325-8 10雑 印鑑 印鑑 1

326-9 325-9 10雑 印鑑 印鑑 1 「引合」（ヵ）
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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

徳田善五郎氏文書(1)(2)目録

326-10 325-10 10雑 印鑑 印鑑 1 「引合」

326-11 325-11 10雑 印鑑 印鑑 1

326-12 325-12 10雑 印鑑 印鑑 1

327 319 10雑 魚問屋中一件入 袋 1

328 320 10雑 淡州机浦一件入 袋 1

329 324 10雑 布製袋 袋 1 タテ×ヨコ＝37.0
（㎝）×16.0（㎝）

330 323 10雑 預り証文一件入 袋 1

331 322 10雑 諸書物一件入 袋 1
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