
閲覧請
求番号

標題 細目番号 細目内容 年号 作成者 宛所 形態 点数 備考1

1 請取申銀子之事(善九郎酒株落札ニ付) 宝永元年申12月 吉田治右衛門 他１名 笹屋町 彦兵衛殿 状 1

2 永代売渡申家屋敷之事 正徳２年辰３月５日 本町 売主 庄六 他３名 彦兵衛殿 状 1

3 (善九郎酒造株取得由来書付綴) 総目 (正徳５年) 綴 1

3  細目１ 酒かぶ手形(包紙) (正徳５年ヵ)

3  細目２ 覚(丑年酒造高不明ニ付) (正徳５年ヵ)申正月 笹屋町 彦兵衛

3  細目３ 覚(善九郎酒造株代金書上ニ付) (正徳５年ヵ)申９月25日 笹屋 彦兵衛

3  細目４ 覚(酒造高書上ニ付) 正徳５年申正月 笹屋町 彦兵衛 他２名

4 (ちやう屋敷永代売渡関係綴) 総目 享保３年２月23日 綴 1

4  細目１ ちやう扣 借買申筋入用覚 享保３年２月23日

4  細目２ 永代売渡申家屋之事 享保３年戌２月23日 福井町 家売主 ちやう 他４名 笹屋町 彦兵衛殿

5 覚(諸事入用勘定ニ付) 享保３年戊戌霜月19日 三輪彦兵衛政元 状 1

6 永代売渡申家屋敷之事 享保３年戌11月19日
居住住吉町 売主 朝比奈助左衛門
他５名

彦兵衛殿 状 1

7 覚(分一銀等受取ニ付) 享保３年戌11月20日 佐兵衛 他２名 彦兵衛殿 状 1

8 家亜ｙしき質物ニ書入借用申金子之事 享保10年巳２月 笹屋町 金かり主 彦兵衛 久助殿 状 1

9 (屋敷買入関係書付綴) 総目 享保12年閏正月 綴 1

9  細目１ 家屋敷買申入用覚 (享保12年)未閏正月

9  細目２ 永代売渡申家屋敷之事 享保12年未閏正月26日 家屋敷売主 青山源四郎 他４名 彦兵衛殿

10 家屋鋪質物ニ書入借用申金子之事 享保12年未４月 笹屋町 金かり主 彦兵衛 久助殿 状 1

11 前金受取売渡申米之事 元文２年巳７月 高橋藤左衛門 他２名 井桁屋 彦兵衛殿 状 1

12 (御用金関係書付綴) 総目 (元文４～寛保２年) 綴 1

12  細目１ 相渡金銀覚(午暮借上金ニ付) 元文４年未９月５日 太郎右衛門 他１名 井桁屋彦兵衛殿

12  細目２ 覚(借上金一部返済ニ付) 寛保２年戌12月29日 丁代 甚左衛門 他１名 彦兵衛殿

12  細目３ (借上金一部返済ニ付) (寛保２年ヵ)戌４月４日 太郎左衛門 他１名 彦兵衛殿

12  細目４ 覚(借上金受取ニ付) 辰10月19日 太郎左衛門 他１名 彦兵衛殿

12  細目５ 覚(当辰借上金利足相渡ニ付) 辰12月24日 太郎左衛門 他１名 彦兵衛殿

12  細目６ 覚(御用金受取ニ付) 午７月５日 丁代 太郎左衛門 他１名 彦兵衛殿

12  細目７ 覚(御用金受取ニ付) 午12月10日 丁代 太郎左衛門 他１名 彦兵衛殿

12  細目８ 覚(久屋町御用金之内其元扣家分請取ニ付) 戌８月14日 町代 喜右衛門 他１名 笹屋町 弥四郎殿

12  細目９ 覚(三軒仲満上納金利足請取ニ付) 申９月晦日 美濃屋太左衛門 井桁屋彦兵衛様

13 覚(享保以降金銭借用高并返済ニ付) (寛延３年頃ヵ) 三代目 彦兵衛 状 1 包紙とも

14 預り申金子之事(借用ニ付) 宝暦元年未12月 御反勘八 井桁屋彦兵衛殿 状 1

15 借用申金子之事 宝暦２年申12月 新屋村 借主 久治郎 彦兵衛殿 状 1

16 (御反勘八関係書付綴) 総目 (宝暦２～４年) 綴 1

16  細目１ 借用申金子之事(地頭御反勘八申付先納金上納差詰ニ付) 宝暦２年申12月 春日井郡比良村庄屋 与平次 井桁屋彦兵衛殿

16  細目２ 借用申金子之事 宝暦４年戌７月 御反勘八 井桁屋彦兵衛殿

17 永代売渡申家屋敷之事 宝暦５年亥10月 家売主 笹屋町 吉左衛門 他３名 同町 彦兵衛殿 状 1

18 覚(土蔵売渡代請取ニ付) 明和４年亥６月 加賀治右衛門 井桁屋彦兵衛殿 状 1

19 (米引渡・借用金等書付綴) 総目 (明和年間ヵ) 横綴 1

19  細目１ ぬノ壱 覚(戌年納之内五十石引起可相渡ニ付) 戌７月 御蔵役所

19  細目２ ぬノ弐 覚(戌年納之内五十石引起可相渡ニ付) 戌７月 御蔵役所
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19  細目３ ぬノ三 覚(戌年納之内五十石引起可相渡ニ付) 戌７月 御蔵役所

19  細目４ ぬノ四 覚(戌年納之内五十石引起可相渡ニ付) 戌７月 御蔵役所

19  細目５ ぬノ五 覚(戌年納之内五十石引起可相渡ニ付) 戌７月 御蔵役所

19  細目６ ぬノ六 覚(戌年納之内五十石引起可相渡ニ付) 戌７月 御蔵役所

19  細目７ 覚(金百両并利足等請取ニ付) ２月４日 宝職 井 彦兵衛様

19  細目８ (当十一月晦日元利持参之上直縄脇差請取ニ付書状) 明和７年寅４月22日 高木又左衛門 井桁や彦兵衛様

20 (熱田新田四五ノ割土地関係証文綴) 総目 (安永２年11月) 綴 1

20  細目１ 地方返り手形之事(新田請取金子貸付ニ付) 安永２年巳11月 井桁屋彦兵衛 他１名 熱田新田四五ノ割 佐助殿

20  細目２ 永代譲り渡シ申田地証文之事 安永２年巳11月
熱田新田四五ノ割 田地譲り主 佐
助 他２名

笹屋町 彦兵衛殿取次

21 (金子借用証文：前欠) 安永６年酉12月 笹屋町 彦兵衛 茂左衛門殿御取次 状 1

22 請取申餅米大豆之事(当丑暮物成之内ニ付) 天明元年丑12月 下村左門 植村寛左衛門殿 状 1
井桁屋文書であるかどうか再調査を
要す

23 永代売渡シ申畑之事 天明元年丑12月
熱田新田四五ノ割 畑うり主 源右衛
門 他２名

笹屋町 彦兵衛殿 状 1

24 (畑地売渡一件綴) 総目 (天明２年12月) 綴 1

24  細目１ 永代売渡シ申田地証文之事 天明２年寅12月
熱田新田四五ノ割 田地うり主 源右
衛門 他３名

笹屋町 彦兵衛殿

24  細目２ (売渡地明細覚) (天明２年)寅12月 熱田新田割出シ 源右衛門

25 永代売渡申畑之事 天明４年辰12月 畑売主 木村只七 他３名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

26 証文之事(家屋敷書入手形入金子借用ニ付) 天明５年巳５月 笹屋町 彦兵衛 押切村 比良兵衛殿 状 1 反故紙を使用

27 差入金之覚(質物手形預りニ付) 天明７年丁未４月 呉服町 彦兵衛 伝馬町 久左衛門様 横半 1

28 永代売渡シ申田地之事 天明８年申12月
熱田新田四五之割 田地渡主 市郎
右衛門 他２名

井桁屋彦兵衛殿 状 1

29 (小作地関係綴) 総目 (天明８～明治13年) 綴 1

29  細目１ 御年貢小作方掟取立帳 天明８年申12月

29  細目２ 覚(ひやくし等請取ニ付) 丑７月 桶屋源助 井桁屋彦兵衛様

29  細目３ (西一宮一筆ごと絵図綴) 明治13年12月13日

29  細目４ (八田新田与八立合地所相渡節絵図) 安政２年８月 28×41㎝

29  細目５ (田畑絵図) (年未詳)

30 井桁屋持高書抜 寛政２年戌12月 支配人 幸八 横半 1

31 (田質入証文等綴) 総目 (寛政４年12月) 綴 1

31 細目１ 永代相渡申田地之事 寛政４年子ノ12月
熱田新田四五割 田地渡主 儀右衛
門 他２名

彦兵衛殿

31 細目２ 永代相渡申田地之事 寛政４年子12月 四五割 田地渡主 儀右衛門 他２名 幸八殿

31 細目３ (石高勘定覚) (寛政４年12月ヵ)

31 細目４ (取米勘定覚) (寛政４年12月ヵ) 四五割 儀右衛門

32 永代相渡申田地之事 寛政５年丑12月
熱田新田四五割 田地渡主 庄蔵
他２名

井桁屋彦兵衛殿 状 1

33 先納金之事(地頭入用ニ付) 寛政６年寅７月 石松寺領庄屋 文助 井桁屋彦兵衛殿 状 1

34 相渡申田地之事 寛政７年卯４月 四五之割 渡主 源右衛門 他１名 彦兵衛殿 状 1

35 借屋請状之事(円蔵と申者ニ付) 寛政７年卯４月 伝馬町 松子屋 家請 惣八 他１名 笹屋町 彦兵衛殿 状 1

36 借用申金子之事(仲間入用ニ付) 寛政７年卯７月 小川新左衛門 他３名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

37
証文(熱田新田内田地永代売渡証文等請取金子貸渡ニ
付)

寛政７年卯12月 金主取次主 彦兵衛 他２名 木村治一郎殿 状 1

38 指出候仲満金之覚(貸付金之内半金貴公様御出金ニ付) 寛政８年辰６月 茂兵衛 彦兵衛殿 状 1

39 〔嘉永以降井桁屋文書 熱田新田地所出入〕 総目 (寛政９～安政２年) 綴 1
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39  細目１
乍恐御歎願奉申上候御事(井桁屋彦兵衛より訴出候地所附
替之儀ニ付)

嘉永６年丑11月 熱田新田西組庄屋仕埋 幸左衛門 町御奉行所

39  細目２ 乍恐書添奉願上候御事(井桁屋彦兵衛申立之儀相違ニ付) (嘉永６年ヵ)丑11月 熱田新田西組庄屋仕埋 幸左衛門 町御奉行所

39  細目３
乍恐奉願上候御事(地所附替一件取扱人より内済日延申出
ニ付)

(嘉永６年ヵ)丑12月 井桁屋彦兵衛

39  細目４
乍恐御歎願奉願上候御事(幸左衛門へ地所譲戻し懸合手
立無之ニ付)

(嘉永７年ヵ)寅正月 井桁屋彦兵衛

39  細目５ 御欠合演舌書(去々子四月土地譲渡約定異変無之ニ付) (嘉永７年ヵ)正月 八田新田 与七 他１名 井桁屋彦兵衛様

39  細目６
乍恐奉願上候御事(幸左衛門地所買請方申出之儀前後不
揃ニ付)

(嘉永７年ヵ)寅正月 井桁屋彦兵衛

39  細目７ 乍恐口上之覚(幸左衛門申出のため示談日延願) (嘉永７年ヵ)寅２月27日 井桁屋彦兵衛

39  細目８ 乍恐口上之覚(示談再日延願) (嘉永７年ヵ)寅３月５日 井桁屋彦兵衛

39  細目９ 乍恐奉願上候御事(内輪申合不整ニ付) (嘉永７年ヵ)寅３月17日 井桁屋彦兵衛

39  細目10
乍恐奉願上候御事(幸左衛門相手取訴訟御裁許被下度ニ
付)

(嘉永７年ヵ)寅10月16日 井桁屋彦兵衛

39  細目11
乍恐御請奉申上候事(幸左衛門相手取地所附替之儀裁許
願)

(安政２年ヵ)卯６月 井桁屋彦兵衛

39  細目12
熱田新田之内彦兵衛地所差入組之儀熟談約定之趣差出
申一札之事

安政２年卯８月 井桁屋彦兵衛 他５名 京口屋九八郎殿 他１名

39  細目13 差上申済口証文之事(幸左衛門江相掛り候出入ニ付) 安政２年卯８月 訴訟人 井桁屋彦兵衛 他９名 町御奉行所

39  細目14
乍恐奉願上候御事(幸左衛門江相懸出入内済ニ付願書差
下願)

(安政２年ヵ)卯８月 井桁屋彦兵衛

39  細目15 高田畑質流相渡申証文之事 安政２年卯８月 質地渡主 井桁屋彦兵衛 他１名 熱田新田十六番割 幸左衛門殿

39  細目16 高田畑質流相渡申証文之事 安政２年卯８月 質流渡主 井桁屋彦兵衛 他２名 八田新田 与七殿

39  細目17 永代相譲り申田地証文之事 安政２年卯８月
熱田材木町 田地譲り主 中村七兵
衛 他４名

彦兵衛殿御取継

40
相渡申証文之事(売渡地を買戻し外へ売渡之所存無之ニ
付)

寛政９年巳８月 田嶋丹波 他３名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

41 一札(太郎左衛門持家屋敷買請ニ付) 享和２年戌２月 笹屋町 久左衛門 笹屋町 彦兵衛殿 状 1

42 借用申金子之事 享和３年亥閏正月 金借主 井桁屋彦兵衛 他１名 麻屋平八殿 状 1

43 添証文之事(質入家屋敷長者町権右衛門借替ニ付) 享和３年亥２月
金借り主 桑名町 山形屋文右衛門
他１名

井桁屋彦兵衛殿 状 1

44 家屋敷書入借用申金子之事 享和３年亥２月 借り主 文右衛門 井桁屋彦兵衛殿 状 1

45 覚(田畑代金預り置ニ付) 享和４年子正月 井桁屋彦兵衛 松岡小太夫様 状 1

46 覚(井桁屋彦兵衛仕切金請取ニ付) 享和４年子２月 大嶋屋庄兵衛 美濃屋嘉兵衛殿 状 1

47 覚(田嶋起田地代金預りニ付) 文化元年子12月大晦日 井桁屋彦兵衛 松岡小太夫様 他１名 状 1

48 証文之事(貸付金仮金主依頼ニ付) 文化元年子12月 竹山善之右衛門 井桁屋彦兵衛殿 状 1

49 借用金子之事 文化４年卯３月 大喜村 金かり主 次郎蔵 他１名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

50 永代売渡申田畑之事(下書) 文化４年卯４月 田畑売主 井桁屋彦兵衛 他１名 社中惣代 松岡小太夫殿 他１名 状 1

51 (熱田新田関係書付綴) 総目 (文化４～安政２年) 綴 1

51  細目１
口伝より御糺之書付 前新田口(新開御払切手請取手形等
所持之分ニ付：後欠)

嘉永７寅年

51  細目２ (真福寺村大野与八郎所持米札等勘定覚：後欠ヵ) 文化４年卯７月８日

51  細目３ (幸左衛門一件内済日延願ニ付書状) ５月１日

51  細目４ (包紙) (年未詳) 東組 平左衛門 呉服町 井桁屋彦兵衛様

51  細目５ 幸左衛門手紙写(附替之印形日延願ニ付) ２月３日 幸左衛門 三 彦兵衛様

51  細目６ (田辺屋へうり申新開地所代金覚) 巳年５月７日

51  細目７ (西割より新取高等覚) (嘉永年間ヵ)

51  細目８ (廿壱番割御年貢上納弁米之儀ニ付書状) (嘉永年間ヵ) 幸左衛門 三輪彦兵衛様 包紙とも

51  細目９ (東材木石高明細覚) (年未詳)
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51  細目10 (十三番割畝不足のため東材木ゑす立合改ニ付達書) (年未詳)

51  細目11 (十三番并材木共今日立合地所相廻儀ニ付書状) ２日 御反より 新田ニ而善助殿

51  細目12 (村高地帳面貴殿江名前書替ニ付：前後欠) (年未詳)

51  細目13 (勘弁金等勘定覚) (年未詳)

51  細目14 (十三番割二ヶ年分徳米ニ付) (安政２年ヵ)卯９月 幸左衛門

51  細目15 (廿一番割御年貢弁米代金取替之儀ニ付書状下書) (年未詳)

51  細目16 (廿壱番割弁米代金之儀ニ付書状) 12月26日 熱田新田庄屋 幸左衛門 井桁屋彦兵衛様

51  細目17 (断簡) 12月

52 借用申金子之事 文化５年辰２月 借主 大橋屋定助 他１名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

53 借用申金子之事 文化５年辰極月 亀屋善兵衛 井桁屋彦兵衛様 状 1

54 (車札) 文化６年己巳11月 車屋棒屋両支配 甚左衛門 他３名 井桁屋彦兵衛 状 3

55 (舟方水主組金子返済仕替書付綴) 総目 (文化６～13年) 綴 1

55  細目１ 一札(舟方水主組年済金仕替取替ニ付) 文化６年巳12月 米屋三右衛門 井桁屋彦兵衛殿 他１名

55  細目２ 一札之事(舟方水主組年苻金仕替ニ付) 文化13年子９月 米屋三右衛門 井桁屋彦兵衛殿 他１名

56 相譲り申田地諸文之事 文化８年未２月
熱田新田六七之割 田地譲主 利右
衛門 他２名

井桁屋彦兵衛殿 状 1

57 (土地関係書付綴) 総目 (文化８年) 綴 1

57  細目１ 田地之覚(石高・得米等勘定ニ付) (年未詳)

57  細目２ (名前・所持反別書付覚) (年未詳)

57  細目３ (名前・所持反別書付覚) (年未詳)

57  細目４ 小作覚(出米勘定ニ付) (年未詳)

57  細目５ 掟定帳 利右衛門分(取米等勘定ニ付) 文化８未年

58 借用申金子之事 文化12年亥７月 金借主 中村弥平次 他３名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

59 預り申金子之事(請売酒屋冥加金ニ付) 文化12年亥12月 伊沢屋茂兵衛 御当番 井桁屋彦兵衛様 状 1

60 覚(いと養育のため借屋譲受ニ付) 文化15年寅正月 杉山屋惣右衛門 他１名 彦兵衛殿 他１名 状 1 包紙とも

61 借用申金子之事(地頭調達金ニ付) 文政２年卯12月 大喜村 金かり主 儀兵衛 他１名 井桁屋彦兵衛様 状 1

62 (熱田新田関係書付綴) 総目 (文政４年頃ヵ) 綴 1

62  細目１ (口米・掟米等勘定覚：前欠ヵ) (年未詳)

62  細目２ 覚(丑・寅冬米勘定ニ付) (卯11月)

62  細目３ (材木割等金子勘定覚) (年未詳)

62  細目４ (米相場覚) (年未詳)

62  細目５ (熱田新田十六割私扣地売渡方差拒出入済口証文下書) (年未詳)

62  細目６ (断簡) 文政４年巳７月
熱田新田 田地譲り主 大矢彦左衛
門 他３名

63 借用申金子之事 文政４年辛巳12月 鍋屋市郎左衛門 井桁屋彦兵衛殿 状 1

64 乍恐奉願上候御事(竹腰山城守先納金返被下置度ニ付) 文政４年巳12月 和泉屋御右衛門 他５名 状 1

65 覚(年貢代金請取ニ付) 文政７年申９月 万松寺領庄屋 吉兵衛 ゐけたや彦兵衛殿 状 1

66 借用申金子之事 文政７年申10月 鍋屋市郎左衛門 井桁屋彦兵衛殿 状 1

67 差入証文之事(勘定間違米御用捨御礼ニ付) 天保10年亥８月 十一番割 幸八 他１名 井桁屋彦兵衛様 状 1

68 借用申金子之事 天保13年丑極月 大喜村 借主 儀右衛門 井桁屋彦兵衛様 状 1

69 (調達金書付等綴) 総目 (天保15～嘉永２年ヵ) 綴 1

69  細目１ (町奉行所調達金目録) (年未詳)



閲覧請
求番号

標題 細目番号 細目内容 年号 作成者 宛所 形態 点数 備考1

69  細目２ 覚(調達金請取ニ付) (天保15年)辰５月 酒造屋惣代 橘屋喜兵衛 他２名 井桁屋彦兵衛様

69  細目３ 覚(調達金請取ニ付) 天保15年辰７月 美濃屋治右衛門 他２名 井桁屋彦兵衛殿

69  細目４ 覚(調達金請取ニ付) (弘化２年ヵ)巳12月 岡田屋太兵衛 他１名 井桁屋彦兵衛様

69  細目５ 覚(調達金請取ニ付) (弘化２年ヵ)巳12月 岡田屋太兵衛 他１名 井桁屋彦兵衛様

69  細目６ 覚(調達金請取ニ付) 弘化３年午５月 美濃屋治右衛門 他２名 井桁屋彦兵衛殿

69  細目７ 御切手六枚 外ニ御添書附共(包紙) (嘉永２年ヵ)

70 永代売渡申田地之事(万松寺領内田地ニ付) 天保15年辰９月 売主 幸左衛門 他２名 岩間寿阿弥様 状 1

71 (借用金関係覚綴) 総目 (弘化３～慶応２年) 綴 1

71  細目１ 覚(借用金元利勘定ニ付) 酉７月

71  細目２ 覚(貸付金元利勘定ニ付) 亥10月 高まつ 三輪様

71  細目３ 覚(借用金元利相渡ニ付) 酉４月28日 ナや 呉服町様

71  細目４ (利足勘定取調達書等ニ付) ９月29日 長兵衛 彦兵衛様

71  細目５ 覚(利足金受取ニ付) 戌11月23日 万屋武七 清水鳶吉様

71  細目６ 覚(金子返済願ニ付) 丑２月29日 銭屋七兵衛 井桁屋彦兵衛様

71  細目７ 覚(町内御宮普請金返済ニ付) 申７月12日

71  細目８ 覚(利足受取ニ付) 巳５月朔日 茂兵衛 彦兵衛様

71  細目９ 覚(金子請取ニ付) 文久２年戌10月25日 万屋武七 井桁屋彦兵衛様

71  細目10 覚(預り金利足請取上納ニ付) 未９月 銭屋道喜 他１名 井桁屋彦兵衛様

71  細目11 覚(預り金利足請取上納ニ付) 未12月 銭屋道喜 他１名 井桁屋彦兵衛様

71  細目12 覚(当分調達金請取上納ニ付) 未12月 銭屋道喜 他１名 井桁屋彦兵衛様

71  細目13 覚(御役所御預り金利足受取上納ニ付) 午６月 美濃屋弥右衛門 他２名 井桁屋彦兵衛様

71  細目14 覚(預り金利足上納ニ付) 子７月 井桁屋彦兵衛

71  細目15 覚(御役所預金受取ニ付) 寅５月14日 萱津屋杉蔵 井桁屋彦兵衛様

16  細目16 覚(金子請取ニ付) 寅５月29日 師崎屋長兵衛 三輪彦兵衛様

71  細目17 覚(預り金返納分請取ニ付) 辰11月28日 橘屋喜兵衛 井桁屋彦兵衛様

71  細目18 覚(御役所預金元利受取上納ニ付) 弘化３年午５月 岡田屋太兵衛 井桁屋彦兵衛様

71  細目19 覚(利足請取ニ付) 弘化３年午９月 銭屋道喜 他１名 井桁屋彦兵衛様

71  細目20 覚(米代金請取ニ付) 12月６日 万松寺納所 幸八殿

71  細目21 覚(元利金受取ニ付) 慶応２年寅４月27日 師崎屋長兵衛父 長助 三輪彦兵衛様

71  細目22 覚(金子勘定ニ付：後欠) (年未詳)

72 借用申金子之事(村方入用ニ付) 弘化４年未正月 熱田新田庄屋 借主 嘉蔵 他３名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

73 質入ニ書入申証文之事 嘉永２年酉12月 借主 石原八郎 他２名 井桁町 おみつ殿 状 1
井桁屋文書であるかどうか再調査を
要す

74 借用申金子之事 嘉永３戌年３月 金借り主 万屋仲右衛門 他１名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

75 借用申金子之事 嘉永３年戌７月 熱田新田庄屋仕埋 平左衛門 井桁屋彦兵衛様 状 1

76 差入申一札(祖母死去之節御助力御礼ニ付) 嘉永５子年３月 市郎左衛門後家 ふさ 他１名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

77 (借用証文綴) 総目 (嘉永５年４月) 綴 1

77  細目１ 為取替申田地証文之事(田地買取約定ニ付) 嘉永５年子４月 鳥井林村 永源屋与七 井桁屋善兵衛殿

77  細目２ 田畑質物書入借用申金子之事 嘉永５年子４月
金借り主 名古屋笹屋町 井桁屋彦
兵衛 他２名

白木屋徳右衛門殿

77  細目３ 高田畑質物書入借用申金子之事(雛型) (嘉永５年４月ヵ)

78 (田地売渡関係諸書付綴) 総目 (嘉永５年４月) 綴 1
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78  細目１ 約定申田地証文之事(熱田新田十三割之内売渡ニ付) 嘉永５年子４月 井桁屋彦兵衛 永楽屋治兵衛殿 他１名

78  細目２ 譲り相渡申田地証文之事 嘉永５年酉４月 井桁屋彦兵衛 他１名 北山屋惣兵衛殿

78  細目３ (借用金利足等覚) (嘉永５年４月ヵ)

78  細目４ 覚(四五之割等田畑高反別ニ付：後欠) (嘉永５年４月ヵ)

78  細目５ 永代売渡申田地添証文之事(雛型) (嘉永５年４月ヵ)

78  細目６
田地古証文添証文并小作帳相渡置借用申金子取扱之事
(雛型)

(嘉永５年４月ヵ)

78  細目７ 証文之事(田地売渡ニ付：雛型) (嘉永５年４月ヵ) 田嶋丹波守殿

78  細目８ 証文之事(田地質入ニ付：雛型) (嘉永５年４月ヵ) 田地支配人 勘左衛門

79 (田地質入証文下書綴) 総目 (嘉永５年４月) 綴 1

79  細目１ 約定申田地証文之事(売渡代金之内前借ニ付) 嘉永５年子４月 井桁屋彦兵衛

79  細目２ 高田畑質物書入借用申金子之事 嘉永５年子４月
笹屋町 金借主 井桁屋彦兵衛 他１
名

79  細目３ 約定申田地証文之事(売渡代金之内前借ニ付) 嘉永５年子４月 井桁屋彦兵衛

80 借用申金子之事(地頭入用筋ニ付) 嘉永５年子10月
中嶋郡馬寄村 小田切義之助様御
百姓 庄屋 吉兵衛

井桁屋彦兵衛様 状 1

81
乍恐奉願上候御事(与七方江田地売渡之処幸左衛門等差
妨迷惑ニ付)

嘉永６年丑６月 状 1

82 差入申一札之事(勘三郎除帳勘弁ニ付) 安政２年卯９月 勘三郎 他２名 兄 彦兵衛殿 諸親類御衆中 状 1

83 覚(田地譲請ニ付) 安政５年午８月 熱田新田 孝助 井桁屋彦兵衛殿 状 1

84 覚(酒売渡ニ付) 子10月28日 井桁屋善八 口入 久助殿 状 1

85 覚(当子年神領井道敷地代請取ニ付) 子12月 喜村庄平 井桁や彦兵衛殿 状 1

86 (神領田畑関係書付綴) 総目 (丑年正月～12月) 綴 1

86  細目１ 覚(金子預り置ニ付) 丑12月29日 井桁屋彦兵衛 松岡小太夫様 他１名

86  細目２ 覚(田地代金請取ニ付) 丑正月27日 井桁屋彦兵衛 松岡小太夫様 状 1

86  細目３ (木村地田役・神納米等勘定覚) (丑年ヵ)

87 覚(預金元利共返納ニ付) 丑６月 井桁屋彦兵衛 状 1

88 上(堀川浚人足差上ニ付) (寅年２月～３月) 縦 1

89 (堀川浚人足差上ニ付書付綴) 総目 (寅年２月～３月) 綴 1

89  細目１ 覚(組合冥加として堀川浚人足差上度ニ付) 寅２月28日
右組(酒造屋并酒仲買)年番 松尾
屋治助 他２名

和泉屋御右衛門様

89  細目２ 覚(組合冥加として堀川浚人足差上度ニ付) 寅２月晦日
右組(酒造屋并酒仲買)年番 古橋
屋治郎右衛門 他２名

和泉屋御右衛門様 他２名

89  細目３ 覚(酒造屋并酒仲買冥加として堀川浚人足差上度ニ付) 寅３月６日 年行事当番 三名連印

89  細目４ (人足差上の酒仲買名前覚) 寅３月

89  細目５ 覚(組合冥加として堀川浚人足差上度ニ付) 寅２月29日
右組(酒造屋并酒仲買)年番 堀田
屋鉄太郎 他２名

和泉屋御右衛門様

89  細目６ 覚(堀川さらへ人足代金差上ニ付) 寅３月11日 橘屋惣七 他２名 和泉屋権右衛門様 他２名

89  細目７ 覚(人足代金ニ付) 寅３月11日 年行事 松屋甚吉 他２名 大行事衆中様

89  細目８ 覚(堀川浚冥加人足代金差上ニ付) 寅３月11日 年行事 麹屋権七

89  細目９ 覚(堀川浚冥加人足代金差上ニ付) 寅３月11日 松尾屋治助 他２名 和泉屋権右衛門様 他２名

90 堀川浚人足員数覚帳 (寅３月) 横 1

91
乍恐奉願上候御事(熱田新田幸左衛門相手取地所附替之
儀調印整不申ニ付)

寅４月 井桁屋彦兵衛 状 1

92 (熱田新田徳米代受取覚綴) 総目 (寅５月～卯４月) 綴 1

92  細目１ 覚(熱田新田丑年徳米代受取ニ付) 寅11月22日 永楽屋治兵衛 井桁屋彦兵衛様

92  細目２ 覚(熱田新田丑冬徳米代受取ニ付) 寅５月24日 永楽屋与七 他１名 井桁屋彦兵衛様
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92  細目３ 覚(熱田番割寅冬徳米代受取ニ付) 卯４月４日 藤田与七代 永楽屋治兵衛 井桁屋彦兵衛様

93 覚(蔵代金受取ニ付) 寅５月26日 井桁屋八左衛門 井桁屋彦兵衛殿 状 1

94 乍恐奉願上候御事(今般譲受并譲渡酒造株申上候ニ付) 寅11月 酒造屋大行事 井桁屋彦兵衛 状 1

95 覚(大形上目板・同ふすま代等請取ニ付) 寅極月27日 平田屋治助 こふく町八丁目 井桁屋彦兵衛様 状 1

96 覚(熱田新田内買取地諸入用勘定ニ付) う４月22日 状 1

97 (麦代金勘定覚) (卯６月) 状 1 ３通が書き継がれている

98 乍恐奉願上候御事(笹屋町万屋きた持酒造株譲請ニ付) 卯11月 酒造屋大行事 井桁屋彦兵衛 状 1

99
乍恐奉願上候御事(橘町裏町美濃屋卯兵衛方へ酒造株譲
渡ニ付)

卯12月 酒造屋大行事 井桁屋彦兵衛 状 1

100 (神納米関係書付綴) 総目 (卯12月) 綴 1

100  細目１ 証文(熱田新田川西神領地先先納金返済方ニ付) (年未詳) 井桁屋彦兵衛殿取次

100  細目２ 覚(神納米代金ニ付：後欠) (年未詳)

100  細目３ (田嶋田地之内神納米質入にて金子借用証文：前欠) (年未詳) 木村治一郎 他１名 三輪惣右衛門殿

100  細目４ 覚(神納米代金ニ付) 卯12月 井桁屋彦兵衛 木村治一郎様

101 覚(分一銀・振舞銀等請取ニ付) 辰３月５日 組頭 九兵衛 他１名 井桁屋彦兵衛殿 状 1

102 検見覚 辰８月 横 1

103 (辰八月廿七日三人組合年済金かし置候処御改ニ付覚) 辰９月６日 米や三右衛門 他３名 井桁屋彦兵衛殿 状 1 包紙とも

104 (調達金請取覚等綴) 総目 (辰12月～戌11月) 綴 1

104  細目１ 覚(調達金請取ニ付) 戌11月24日 町御役所 笹屋町 井桁屋彦兵衛

104  細目２ 覚(貨五分切手預置ニ付) 辰12月２日 平田 門前町 井桁屋宗三郎

105 覚(調達金受取ニ付) 未11月 美濃屋勘七 他１名 井桁屋彦兵衛様 状 1

106 乍恐口上之覚(御払米前納金上納日日延之儀ニ付) 未12月８日 笹屋町 井桁屋彦兵衛 状 1

107 覚(調達金請取ニ付) 未12月 美濃屋勘七 他１名 井桁屋彦兵衛様 状 1

108 (知多郡下半田村半治郎へ酒造株譲渡一件願書綴) 総目 (申７月～８月) 綴 1

108  細目１
乍恐奉願上候御事(知多郡下半田村半次郎方江酒造株譲
渡ニ付)

申７月11日 駿河町 井桁屋甚右衛門

108  細目２
乍恐奉願上候口上之覚(知多郡下半田村半治郎方江酒造
株譲渡相止メ度ニ付願書御下ケ願)

申８月24日 駿河町 井桁屋甚右衛門 状 1

109
乍恐奉願上候御事(熱田前新田東之割扣田地作徳米入津
御免之儀ニ付)

申12月９日 古渡り村 米沢屋彦兵衛 他１名 状 1

110 (金子借用証文綴) 総目 (申年) 綴 1

110  細目１ 借用申金子之事 (申年) 三輪惣右衛門殿

110  細目２ 差添申一札之事(御宮修復のため増借用願：後欠) (申年)

111
乍恐奉願上候御事(頭取林蔵家出のため上納代米札残り
分被下置度ニ付)

酉９月 笹屋町 井桁屋彦兵衛 状 1

112 覚(金子請取江戸へ指下シニ付) 戌正月10月 加々嶋仙五郎内 杉田重郎左衛門 いけたや彦兵衛殿 状 1

113 口上之覚(針屋町藤助等当年仲買年番相勤ニ付) 戌正月 八百屋町 吉兵衛 他３名 状 1

114 (調達金請取覚綴) 総目 (戌２月～６月) 綴 1

114  細目１ 覚(当分調達金請取ニ付) 戌２月15日 検断役 井桁屋彦兵衛殿

114  細目２ 覚(当分調達金請取ニ付) 戌２月28日 検断役 井桁屋彦兵衛殿

114  細目３ 覚(当分調達金請取ニ付) 戌３月25日 検断役 井桁屋彦兵衛殿

114  細目４ 覚(当分調達金請取ニ付) 戌６月12日 検断役 井桁屋彦兵衛殿

115 乍恐口上之覚(笹屋町組頭茂兵衛町代任命願ニ付) 戌２月26日 笹屋町組頭 茂兵衛 状 1

116 覚(金子受取ニ付) 戌11月５日 知多屋庄治郎 他２名 井桁屋彦兵衛殿 状 1



閲覧請
求番号

標題 細目番号 細目内容 年号 作成者 宛所 形態 点数 備考1

117 覚(御蔵米預り置ニ付) 戌12月 米屋久八郎 井桁屋彦兵衛殿 状 1

118 (酒相庭不引合之儀等ニ付書状) (江戸)２月11日 大和屋又右衛門 他35名 尾州熱田御組 酒家御衆中様 状 1

119 (軍用献金奇特ニ付一代限苗字免許状) (江戸)３月 井桁屋彦兵衛 状 1

120 (金子借用御頼之儀ニ付書状) (江戸)４月６日 藤兵衛 井桁屋彦兵衛様 状 1

121 借用申金子之事 (江戸)７月２日 ま□かい 藤兵衛 いけたや様 状 1

122 覚(小笠三郎右衛門組等へ仕送り譲のため御切手解証文) (江戸) 米屋久八郎 御蔵方御役所 状 1

123 覚(名前并八分通足立ニ付) (江戸) 状 1

124 (金子勘定覚：断簡) (江戸) 状 1

125 (田畑反別書入絵図) (江戸) 鋪 1 31×44㎝


