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2015年５月１４日（木）～ ６月10日（水）



展示室１
三井高利夫妻像 元禄期（17世紀末） 2
万借帳 三井高利 寛文9年（1669） 4
万覚帳 三井高利 寛文11年（1671） 4
諸法度集 三井高利 延宝元年（1673） 6
脇田藤右衛門扣 脇田藤右衛門 享保13年（1728） 7
商売記 三井高治 享保7年（1722） 8
家伝記 享保7年（1722） 5
此度店々江申渡覚 三井高富 宝永期（18世紀初） 10
各時代の小判 元禄期～文政期 37
両替年代記蒔絵硯箱 象彦 昭和初期 33
両替年代記 江戸本両替仲間 弘化2年（1845） 33
宗寿居士古遺言 三井高利 元禄7年（1694） 3
一札 三井高富等 元禄7年（1694） 13
駿河町越後屋正月風景図 19世紀 7
町人考見録 三井高房 享保後期（1730年前後） 16
中西宗助覚 中西宗助 享保2年（1717） 14

展示室２
宗竺遺書 三井高平 享保7年（1722） 18

展示室３（如庵）
十徳（高利所用） 17世紀 3
丸頭巾（高利所用） 17世紀
沓足袋（高利所用） 17世紀
水入（高利所用） 17世紀 3
染付壺（高利所用） 17世紀 3
松樹院御書翰 三井高利 17世紀

展示室４
駿河町越後屋正月風景図 鳥居清長 18世紀 カバー
大元方勘定目録 大元方 安永3年（1774） 22
寄会帳 大元方 元文3年（1738）
千両箱 寛政元年（1789） 19
素銅製千両箱 19
江都京都浪花三店絵図 19世紀 24
大元方定式 大元方 寛保4年（1744） 20
書状之控 大元方 寛政5年（1793）
元文元年大坂本店引札版木 京本店 元文元年（1736）
大坂本店見世開進物扇子・手拭 京本店 天保11年（1840） 122
店々人入見合書帳 京本店 明和元年（1764）
向店絵入木塗酒盃 江戸向店 31
八王子買方式目 京本店 寛政5年（1793） 30
縞見本 文化3年（1806） 31
目録帳 京本店長崎方 寛政7年（1795）
以呂波仁証文控 京本店 宝永期（18世紀初）
厚勤録 京本店 寛政9年（1797） 38
別家手代の暖簾 41
板式目 京本店 41
批言帳 京本店 天明6年（1786） 40
両替店「子供」風俗 上田南嶺 大正元年（1912） 39
天秤 33
紀州御用木札 37
禁裏御用絵符 37
大福帳 大坂両替店 宝暦9年（1759） 34
御為替留 京両替店 寛政4年（1792） 32
大坂両替店日記録 大坂両替店 天明7年（1787） 119
裁許帳 京両替店 天明2年（1782） 35
松坂銀札見本摺 三井組 37
文化三年江戸火災抱屋敷焼失坪数 江戸両替店 文化3年（1806）
永除諸帳面控 京両替店 天明2年（1782） 108

史料名 作成者 年代 『三井のあゆみ』頁



聞書 大坂両替店 文化5年（1808） 43
永書 京本店 安政6年（1859）
神奈川横浜新開港図 五雲亭貞秀 万延元年（1860） 44
寄会帳 大元方 慶応2年（1866） 45
前御上洛御用留 京両替店 文久2年（1862）
御印註文刺 江戸本店 慶応4年（1868）
高朗日記 三井高朗 慶応2年（1866） 47
三井八郎右衛門父子高福・高朗写真 19世紀
金穀出納所壱万両請取書 金穀出納所役所 慶応4年（1868） 46
太政官札 太政官会計局 明治元年（1868） 47
御東幸御用御人数御泊并御馬飼料書上帳 品川宿 明治元年（1868） 47
規則 大元方 明治4年（1871） 48
手控日記 三井高福 安政4年（1857） 49
五十之助写真 19世紀 49
東京開華名所図絵之内　海運橋第一国立銀行 歌川広重（3代） 19世紀 50
海運橋五階造模型 堀越三郎 昭和5年（1930） 51
大蔵省兌換証券 為替座三井組 明治4年（1871） 51
内番書刺 大元方 明治5年（1872） 52
駿河町雪 小林清親 19世紀 53
役替等級申渡控 大元方 明治7年（1874） 54

展示室５
東京駿河町三井組三階家西洋形之図 歌川国輝（2代） 明治6年（1873） 57
三井銀行創立之大意 三井組 明治8年（1875） 56
東本願寺書類 東本願寺 19世紀末 58
京都分店の取付騒ぎの情景 昭和3年（1928） 59
欧米出張員報告書 三井銀行 明治34年（1901）
日記 三井物産 明治9年（1876） 60
営業実況報告并意見書 三井物産 明治24年（1891） 62
明治初期の帳簿 三井物産 明治9年（1876） 63
理事会議案 三井商店理事会 明治29年（1896）
ニューヨーク支店写真 19世紀末 65
支店長会議々事録 三井物産
三井商店理事会議事録 三井商店理事会
三池炭礦年報 三池炭礦社 明治22年（1889）
団琢磨辞令 三池炭礦社 明治21年（1888） 67
三池炭礦半月報 三井鉱山 明治27年（1894） 68
万田坑勝立坑開坑祝典書類 三井鉱山 明治27年（1894）
三井営業店重役会議事録 三井営業店重役会 明治37年（1904）
管理部会議録 三井家同族会事務局管理部 明治35年（1902）
団理事長談話速記 三井鉱山 昭和2年（1929） 71
炭鉱関連写真 三井鉱山
御請 三越呉服店 明治26年（1893）
パンフレット 三井呉服店 53
明治27年下半季実際報告書 三井元方工業部 明治27年（1894） 72
富岡製糸所生糸 富岡製糸所 明治34年（1901） 73

展示室6
パネル展示　同族の欧米視察 明治43年（1910） 80

展示室７
三井家憲 明治33年（1900） 74
有楽町三井集会所記念写真集 大正12年（1923）
井上伯演説筆記 明治34年（1901）
三井合名会社定款 三井合名会社
取締役会決議録 三井物産 大正14年（1925） 78
物産会社議案 三井合名会社 大正14年（1925） 78
日本製鋼所取締役会報告 日本製鋼所 大正12年（1923） 79
商標
物産会社議案 三井合名会社 大正14年（1925） 82
理事会記録 三井合名会社 大正14年（1925） 82
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三井記念美術館案内図

牧田環氏談話 三井鉱山
鉱山会社議案 三井合名会社 昭和4年（1929） 84
信託実話 三井信託 昭和2年（1927） 86
小田急社債 小田原急行鉄道 昭和9年（1934） 87
保険案内 三井生命保険 昭和3年（1928）
記念ショベル 大正15年（1926） 89
打鋲式写真 昭和2年（1927）
純銀製記念リベット 昭和2年（1927） 89
団暗殺を報じる記事 昭和7年（1932）
事業報告 三井報恩会 昭和9年（1934） 91
覚書 昭和17年（1942） 92
念書 昭和17年（1942） 93
南方関係当社事業概要 三井鉱山 昭和17年（1942）
社員総会議案 三井合名会社 昭和15年（1940）
GHQ覚書 昭和20年（1945）
三井家同族会解散決議書 三井家同族会 昭和21年（1946） 98
神岡鉱業の近況 神岡鉱業 昭和25年（1950） 100
大阪万博三井グループ館模型 杉原模型製作研究所 昭和45年（1970）
三井グループ万国博出展者会記念碑 三井金属鉱業 昭和45年（1970） 101
三上参次校閲原稿 昭和初期
横井時冬手帳 横井時冬 明治期
第一稿本三井家史料 三井家編纂室 明治42年（1909）
三井家記録文書目録 三井家編纂室 明治45年（1912）
文書箱・帙 旧三井文庫
戸越三井別邸内西北部平面図 旧三井文庫 大正7年（1933）
戦前の調査記録 旧三井文庫
戦前の研究成果 旧三井文庫
記録并図書疎開関係書類 旧三井文庫 昭和18-20年（1943-45）
第一回三井文庫再建会議記録 三井文庫再建会議 昭和35年（1960）
財団法人三井文庫寄付行為 三井文庫
三井文庫刊行物 三井文庫 125
近年の収集史料
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※   実際の会場の展示は、出品目録の順序と一致していない場
合があります。

※   本目録中の三井物産は、明治9年に設立され昭和22年に解散
した三井物産であり、同社と現在の三井物産には法的には 
継続性はなく全く別個の企業体です。

※   『史料が語る 三井のあゆみー越後屋から三井財閥ー』
　 三井文庫 編集・発行 吉川弘文館 発売
　 2015年 1600円＋税

本展示にあわせて刊行。江戸の豪商・三井高利に始まり、
近代の三井財閥時代まで、日本経済の巨人・三井の入門書。
見開き完結、50のテーマで、貴重な史料を読み解きなが
らわかりやすく概説します。今回展示した主な史料をカ
ラー図版で収録しています。
ミュージアムショップでも販売中！


