
書翰の部　一（五代友厚関係書翰）

五代友厚書翰 伊藤雄次郎書翰
愛甲新助書翰 伊東矢八郎書翰
相山辰次郎書翰 伊東四郎左衛門書翰
青木斎宮書翰 稲岡義虎書翰
赤星弥之助書翰 井上馨書翰
赤松力松書翰 井上毅書翰
秋馬勝三郎書翰 井上石見書翰
朝倉静吾書翰 井上政吉書翰
朝倉盛明書翰 井上新右衛門書翰
浅津渉書翰 猪俣才八書翰
朝吹英二書翰 伊庭貞剛書翰
渥美契縁書翰 入江左吉書翰
阿部彦太郎書翰 厳谷修書翰
阿部市蔵書翰 岩倉具視書翰
阿部金次郎書翰 岩崎小二郎書翰
阿部庄書翰 岩崎弥太郎書翰
雨宮敬次郎書翰 岩崎弥之助書翰
有川十右衛門書翰 岩崎建造書翰
有川矢九郎書翰 岩崎寛書翰
有川宗八書翰 岩下方平書翰
有川貞白書翰 岩瀬公圃書翰
有川貞兼書翰 岩村通俊書翰
有川（某）書翰 植木三郎書翰
有馬藤太書翰 植村作七郎書翰
有馬藤兵衛書翰 上野景範書翰
有馬純雄書翰 上村良徹書翰
安藤直五郎書翰 上原尚徳書翰
安藤武作書翰 内海平也書翰
石河確太郎書翰 内海忠勝書翰
石井邦猷書翰 宇都宮靭負書翰
石川舜台書翰 瓜生寅書翰
石原近義書翰 江口純三郎書翰
石丸安世書翰 江原八郎書翰
石崎喜兵衛書翰 江林嘉兵衛書翰
伊集院兼常書翰 恵名卯之助書翰
伊集院兼善書翰 遠藤謹助書翰
伊集院孝吉書翰 大木喬任書翰
井関盛良書翰 大久保利通書翰
伊瀬知好致書翰 大久保利和書翰
磯永吉輔書翰 大久保一翁書翰
磯野小右衛門書翰 大隈重信書翰
磯部栄基書翰 大倉喜八郎書翰
伊丹重賢書翰 大江卓書翰
井田五蔵書翰 大谷光勝書翰
伊地知壮之丞書翰 大鳥圭介書翰
市山恒八書翰 大三輪長兵衛書翰
一条通明書翰 大山綱良書翰
市来六左衛門書翰 犬山南洋書翰
市来六二書翰 緒方拙斎書翰
市来宗介書翰 緒方玄蕃允書翰
市来半之丞書翰 岡田平蔵書翰
伊藤博文書翰 岡島長兵衛書翰
伊藤弥次郎書翰 岡野真之助書翰
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岡本丈一書翰 清河公廉書翰
小河一敏書翰 日下部東作書翰
小関与右衛門書翰 草間貞太郎書翰
小野木九助書翰 草野丈吉書翰
小野善右衛門書翰 久世義之助書翰
小野善助書翰 久世治作書翰
小野友五郎書翰 久原庄三郎書翰
小野助次郎書翰 楠本平之丞書翰
小原是水書翰 久保盛明書翰
折田年秀書翰 久保拙蔵書翰
折田主税書翰 久保之昌書翰
海江田信義書翰 熊谷辰太郎書翰
海江田彦之丞書翰 与倉守人書翰
加賀権作書翰 栗本鋤雲書翰
笠野熊吉書翰 久留軍六書翰
片山謙蔵書翰 久留矢太郎書翰
片山伝七書翰 呉一書翰
片岡春卿書翰 黒田清綱書翰
桂久武書翰 黒田清隆書翰
加藤平八書翰 桑原源三書翰
加藤祐一書翰 祁答院仲右衛門書翰
加藤斎書翰 祁答院信子書翰
加藤隠士書翰 神山健石書翰
嘉納三影書翰 郷純造書翰
金沢仁兵衛書翰 鴻池善右衛門書翰
金子俊一書翰 児島惟謙書翰
兼松斎次郎書翰 児島晴海書翰
河口淳書翰 児玉弥右衛門書翰
川口雪蓬書翰 籠手田安定書翰
川上助八郎書翰 五代龍作書翰
川上佐七郎書翰 五代徳夫書翰
川崎正蔵書翰 五代宗太郎書翰
川渕正三郎書翰 五代東之丞書翰
河瀬秀治書翰 五代友吉書翰
河島長治書翰 五代友篤書翰
河島醇書翰 五代助五郎書翰
河原田盛員書翰 五代友諒書翰
川田小一郎書翰 五代庄太夫書翰
河田精之丞書翰 五代豊書翰
河幡斎書翰 後藤象二郎書翰
河村純義書翰 木場伝内書翰
汾陽次郎右衛門書翰 木場直右衛門書翰
川元宣長書翰 小松帯刀書翰
岸良兼養書翰 小松清直書翰
木佐木新右衛門書翰 小松清緝書翰
北郷主水書翰 小松ちか書翰
喜多村慶二書翰 小松彰書翰
北畠治房書翰 近藤徳兵衛書翰
木戸孝允書翰 近藤又兵衛書翰
木下武兵衛書翰 西園寺雪江書翰
木村得太郎書翰 西郷隆盛書翰
肝付直書翰 西郷従道書翰
清岡公張書翰 斎藤幸造書翰
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斎藤三郎助書翰 園田世吉書翰
税所篤書翰 大松十郎太書翰
税所篤敬書翰 高崎正風書翰
阪井吾一書翰 高崎五六書翰
坂本鶴洲書翰 高島鞆之助書翰
相良常長書翰 高須退蔵書翰
桜田大助書翰 高須謙三書翰
酒勾庄五郎書翰 高洲素雄書翰
佐々木高行書翰 高木文平書翰
佐々木兵之介書翰 高木兼寛書翰
佐藤元将書翰 高田慎蔵書翰
佐野常民書翰 高橋新吉書翰
鮫島尚信書翰 高見弥一書翰
鮫島万助書翰 武清太書翰
沢正之書翰 竹屋角右衛門書翰
塩坪恭良書翰 竹添進一郎書翰
志賀頼母書翰 竹中久之助書翰
重野安繹書翰 建野郷三書翰
四条隆平書翰 田付丘八書翰
品川忠道書翰 伊達宗城書翰
品川弥二郎書翰 田中弥左衛門書翰
篠崎五郎書翰 田中顕助書翰
篠原清彦書翰 田中平八書翰
篠原順明書翰 田中市兵衛書翰
篠原彦二書翰 谷元道之書翰
篠原ひろ書翰 田辺輝実書翰
篠原すて書翰 種田誠一書翰
芝川又平書翰 玉手弘通書翰
芝山浩三書翰 玉川堂清風書翰
渋沢栄一書翰 谷謹一郎書翰
渋谷国安書翰 垂水次夫書翰
下河辺貫四郎書翰 津枝正信書翰
島津主殿書翰 津田橋二郎書翰
島本仲道書翰 津田万書翰
清水日向守書翰 都築荘蔵書翰
城島主静書翰 鶴岡耕雨書翰
荘村助右衛門書翰 鶴岡三右衛門書翰
新宮貞亮書翰 鶴岡太郎右衛門書翰
進藤京書翰 鶴丸金之助書翰
新村謙斎書翰 寺島宗則書翰
陣幕久五郎書翰 寺倉秋堤書翰
吹田四郎兵衛書翰 寺郷弥左衛門書翰
末川久敬書翰 寺村富栄書翰
杉邨次郎書翰 照幡烈之助書翰
杉邨正太郎書翰 出川貞通書翰
杉山岩三郎書翰 土居通夫書翰
鈴木利享書翰 東条慶二書翰
須藤但馬書翰 藤堂帰雲書翰
関義直書翰 遠山九郎書翰
関龍二書翰 遠武秀行書翰
副田欣一言翰 得能良介書翰
添田寿一書翰 床次正精書翰
曽我祐準書翰 富岡半兵衛書翰
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外山脩造書翰 波多野央書翰
中井弘書翰 畠山助右衛門書翰
中井新八書翰 服部清右衛門書翰
長井利英書翰 服部政太郎・服部清八郎書翰
長岡護美書翰 浜田彦造書翰
長崎用蔵書翰 羽太周助書翰
長田作兵衛書翰 羽田恭輔書翰
永田儀平書翰 早川勇書翰
永田彦一書翰 原六郎書翰
中島信行書翰 原田金之祐書翰
中島治部書翰 林謙三書翰
中島屋卯三郎書翰 春田柴太郎書翰
中野梧一書翰 肥後七左衛門書翰
中西善助書翰 肥後宗右衛門書翰
中橋和之書翰 平岡･一書翰
中原吉兵衛書翰 平野履信書翰
中原久兵衛書翰 平野富二書翰
永見米吉郎書翰 広瀬宰平書翰
永見作十郎書翰 広津弘信書翰
中村元嘉書翰 兵藤昌一書翰
中村宗見書翰 深瀬仲麿書翰
中村半介書翰 福沢諭吉書翰
中村源吾書翰 福屋等書翰
中村義行書翰 福島宣三書翰
中村喜作書翰 福羽美静書翰
中村道太書翰 藤田茂吉書翰
中村徳五郎書翰 藤田伝三郎書翰
中村作書翰 藤井栄祐書翰
中村久之助書翰 藤野聿造書翰
中村渠喜重書翰 藤村貞蔵書翰
永山源兵衛書翰 古河市兵衛書翰
永山盛輝書翰 別府庄右衛門書翰
中山信彬書翰 堀孝之書翰
波江野休右衛門書翰 堀田瑞松書翰
鍋倉六郎書翰 本田長十郎書翰
奈良原繁書翰 本田七左衛門書翰
成島柳北書翰 前島密書翰
新納太書翰 前田献吉書翰
新納嘉藤二書翰 前田正名書翰
新納刑部書翰 前田信輔書翰
西周書翰 前田克太書翰
西正兵衛書翰 牧野毅書翰
西川甫書翰 増田信之書翰
西邑乕四郎書翰 益田孝書翰
西村亮吉書翰 益満与右衛門書翰
西田永助書翰 馬田佐十郎書翰
西四辻公業書翰 馬田本教書翰
野津道貫書翰 町田久成書翰
野村盛秀書翰 松尾寅之助書翰
野村文明書翰 松方正義書翰
野原十三書翰 松浦建二書翰
野元愛橘書翰 松田道之書翰
長谷川三郎兵衛書翰 松根権六書翰
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松元誠一書翰 山田七右衛門書翰
松本順書翰 山田吉平書翰
丸山名政書翰 山中富之助書翰
馬渡八郎書翰 山本復一郎書翰
馬渡俊邁書翰 山本新左衛門書翰
三間元長書翰 安田定則書翰
南貞助書翰 湯川宗書翰
三野村利左衛門書翰 湯池定基書翰
三野村利助書翰 由利公正書翰
蓑田新平書翰 横井佐一郎書翰
宮川房之書翰 吉井友実書翰
宮地長夫書翰 吉田清成書翰
向井新兵衛書翰 吉田六左衛門書翰
陸奥宗光書翰 吉田市十郎書翰
村野山人書翰 吉田二郎書翰
村上乗太書翰 吉田豊文書翰
村田理右衛門書翰 吉田雪洲書翰
村田新八書翰 吉田正春書翰
村山覚次郎書翰 吉富直次郎書翰
村山竜平書翰 吉原重俊書翰
村山次郎右衛門書翰 鷲尾隆聚書翰
本野盛享書翰 脇田一郎書翰
森藤七郎書翰 和田義幹書翰
森岡昌純書翰 渡辺昇書翰
森岡清左衛門書翰 渡辺惟精書翰
森有礼書翰 渡辺清書翰
森山茂書翰 渡辺敏雄書翰
森山貞介書翰 渡辺鼎書翰
守田勘弥書翰 渡辺良助言翰
諸戸清六書翰 渡辺千秋書翰
薬師彦五郎書翰 発信人不詳書翰　Ⅰ
山尾庸三書翰 発信人不詳書翰　Ⅱ
山口尚芳書翰 外人書翰
山内賢助書翰 補遺書翰

書翰の部　二（五代龍作関係書翰）
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書　類　の　部

 1　政治関係　Ⅰ（太政官、留守官、外国事務局、会計官）
 2　政治関係　Ⅱ（政治資料一般、薩摩藩関係）
 3　貨幣（貨幣問題、貨幣器械、貨幣分析、幣価比較、支那沓銀、諸願書）
 4　財政（税則、財政意見、公債他）
 5　金融（為替両替商、手形取引、銀行関係、金融雍塞、協同貯蓄）
 6　貿易（外国商社、貿易意見、アジア貿易、輸出入計算書）
 7　米取引（米取引一般、米商会所）
 8　株式取引所
 9　開拓使関係（開拓使事業、北海道景況、広業商会、関西貿易社他、官有物払下事件）
10　大阪商法会議所（商法論、外国商法会議所規則類、規則書、名簿、大阪商法会議所
    関係書類、商況）
11　大阪商業講習所・興亜会
12　鉱工業（鉱工業一般、弘成館、天和・柴園銅山、蓬谷銀山、半田銀山、鹿籠金山、
    羽島・伊作鉱山、その他鉱山、大阪製銅会社他、朝陽館）
13　交通（鉄道、東京馬車鉄道会社、神戸桟橋会社、東京貸倉会社、共同運輸会社、
    船舶関係、電信・電話・道路
14　その他諸産業
15　出版関係・新聞・雑誌
16　雑件（諸覚書類、諸嘆願書類、諸証書類、諸借用証類、諸受取証類、金銭覚、
    目録・詩文・絵・図面類、秘伝書類、諸人履歴）
17　五代友厚葬儀例祭関係
18　五代友厚辞令・通達・辞官問題・下賞
19　五代友厚伝記資料・五代友厚日記他
20　五代龍作関係
21　補遺
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