
山西家文書　目録

箱－史料番号 表題 年代 差出人（作成者） 宛名 内容（備考） 形態 リール番号

1-① 金銀都早引帳 慶応３年 山西庄五郎
各地取引先との代銀決済の記録／浜方への仕
切の記録／江戸・浦賀での塩売買掛金の為替
取組に関する記録

１冊 42前半

1-② （肥物手板帳） 明治９～１２年 山西庄五郎 諸廻船からの購入肥物に関する記録 １冊 42-43
1-③ 仲仕賃仕出帳 辰～亥年（明治） 山西庄五郎 各廻船諸品に対する仲仕への賃金の記録 １冊 43-44

1-④ 船手算用帖 明治１５年 山西庄五郎
自他国廻船との取引の記録／山西家所有廻
船・支配船経営に関する記録

１冊 22

1-⑤ 諸勤控（萬日加恵諸帳）
嘉永４～７年　天保・弘化・安政期の
物も含む

山西庄五郎

嘉永４年家督相続の際の板野郡代への祝儀に
関する記録／先代法要記録／困窮人への施行
／庄五郎新造船の積出品の控／見舞い人記
録／寺社への寄付記録／干鰯仲間地神講懸

１冊 9

1-⑥ 船手算用帳 明治１１年 山西庄五郎
自他国廻船との取引記録／山西家所有廻船・
支配船の廻船経営記録

１冊 23

1-⑦ 日記并他行行書簡 明治１２年３月～明治１６年 山西庄五郎支店利平
商用日記／大坂・讃岐への書状控／取引先の
中に右近権左衛門・広海仁三郎・森田三郎左
右衛門の名あり

１冊 14

1-⑧ （船手算用帳） 天保１０年 山西庄五郎
自他国廻船との取引記録／山西家所有廻船・
支配船の廻船経営記録

１冊 18－19

2-① 辰年船手帳 天保５～弘化１年 山西庄五郎
自他国廻船との取引記録／山西家所有廻船・
支配船の廻船経営記録

１冊 2-3

2-② 入船帳 嘉永４～７年 山西庄五郎 山西家入津の自他国廻船との諸品取引記録 １冊 8
2-③ 諸品仕切帳 弘化３～嘉永５年 山西庄五郎 自他国廻船からの諸品購入記録 １冊 12-13
2-④ 徳悦丸勘定帳 弘化４～嘉永６年 山西庄五郎 山西家所有廻船の経営記録 １冊 23-24
2-⑤ 観音丸勘定帳 弘化２～嘉永３年 山西庄五郎 観音丸の廻船経営記録 １冊 10

2-⑥ （江戸大坂差引帳） 万延２～慶応３年 山西庄五郎
江戸・大坂での手形振出し記録／江戸・大坂取
引先での借用記録

１冊 24

2-⑦ （郷分算用帳） 幕末か 山西庄五郎 撫養地域の米穀販売記録 １冊 49-50
2-⑧ 郷分算用帳 文政９～天保15年 山西庄五郎 阿波国内への肥物仕切記録 １冊 5-6
2-⑨ 諸品仕切帳 文政８～天保６年 山西庄五郎 阿波国内への肥物仕切記録 １冊 16

2-⑩ 船手算用帳 元治２年 山西庄五郎
自他国廻船との取引記録／山西家所有廻船・
支配船の廻船経営記録

１冊 9-10

2-⑪ 米穀算用帳 安政６年 山西庄五郎 撫養地域への米穀販売記録 １冊 51
2-⑫ 仕切差引帳 安政６～元治１年 山西庄五郎 諸国廻船との取引記録 １冊 21
2-⑬ 米穀萬売帳 明治３年 山西庄五郎 撫養・阿波国内での米穀販売記録 １冊 6
2-⑭ 自用品買帳 明治２０～26年 山西庄五郎 山西家用の諸品購入記録 １冊 52
2-⑮ 量置帳 明治２９～３０年 山西庄五郎 徳島県内での肥料販売記録 １冊 53前半
2-⑯ 肥物仕入帳 明治１５～１９年 山西庄五郎 各廻船からの肥料仕入記録 １冊 53後半
3-① 諸品萬買帳 明治１３～１４年 山西庄五郎 取引先問屋の諸品買仕切記録 １冊 27

3-② 諸国相庭帳 明治９～１１年 山西庄五郎
全国各地の取引先問屋への諸商品相場の情
報提供記録

１冊 28

3-③ 金銭請取帳 明治１２～１４年 山西庄五郎 徳島県内の掛金記録 １冊 44-45
3-④ 厘掛長 幕末か 山西庄五郎 撫養各村毎の塩俵数と返上金記録 １冊 45
3-⑤ 蔵物荷粉売帳 明治１３年 山西庄五郎 蔵物販売記録 １冊 25
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箱－史料番号 表題 年代 差出人（作成者） 宛名 内容（備考） 形態 リール番号

3-⑥ 市郷算用帳 明治２～１６年 山西庄五郎
肥料販売記録／第八十九銀行撫養支店・第四
十二銀行等への振込記録

１冊 29-30

3-⑦ 手板帳 明治３８～４０年 山西庄五郎 取引問屋の購入肥料の数量・用途・販売先記 １冊 46
3-⑧ 市郷算用帳 明治３８～３９年 山西庄五郎 取引先への諸品代金・奉公人、職人への給料 １冊 29
3-⑨ 塩買帳 明治３６～３７年 山西庄五郎 塩買入記録 １冊 30-32

3-⑩ 地方算用帳 明治７年 山西庄五郎
県内取引問屋・仲仕への肥料代金記録／渡場
普請への出資金

１冊 32-33

3-⑪ 有利貫目帳 明治２２～２４年 山西庄五郎 県内への販売肥料の手板に関する記録 １冊 46
4-① 郷算用帳（量置帳） 明治１７～１８年 山西庄五郎 市郷への肥料販売記録 １冊 54
4-② 戌年徳善丸勤方帳 天保１２年～ 山西庄五郎 徳善丸の廻船経営記録 １冊 25
4-③ 市郷算用帳 明治８～９年 山西庄五郎 市郷への肥料販売、不足代金貸記録 １冊 55
4-④ 肥物萬売帳 明治２７～２８年 山西庄五郎 徳島県内肥料販売記録 １冊 55-56
4-⑤ 肥物萬売帳 明治１９～２１年 山西庄五郎 徳島県内の肥料販売記録 １冊 56/57/58
4-⑥ 肥物萬売帳 明治１３年 山西庄五郎 徳島県内肥料販売記録 １冊 58後半-59
4-⑦ 肥物仕切帳 明治２～５年 山西庄五郎 諸国廻船との肥物仕切記録 １冊 59-60
4-⑧ 肥売帳 幕末～明治初年か 山西庄五郎 阿波国内肥料販売記録 １冊 3-4
5-① 米穀仕切帳 明治２３～３３年 山西庄五郎 米穀類・種物仕切記録 １冊 34
5-② 肥物萬売帳 明治９～１１年 山西庄五郎 県内肥料販売記録 １冊 34後半-36
5-③ （諸品仕切帳） 明治６～２８年 山西庄五郎 諸廻船及び取引先との諸品仕切記録 １冊 36
5-④ 地方塩買帳 明治１４～１５年 山西庄五郎 主に撫養地域取引先との塩代算用記録 １冊 37-38
5-⑤ 米仕切帳 明治１９～２３年 山西庄五郎 諸廻船との米穀仕切記録 １冊 38
5-⑥ 地方算用帳 明治１２年 山西庄五郎 県内への肥料販売記録 １冊 39-40
5-⑦ 米穀仕切帳 明治２３～２８年 山西庄五郎 諸廻船との米穀種物仕切記録 １冊 40

5-⑧ 塩買付控帳 明治３５～３６年 山西庄五郎
山西家による塩買付記録／買付塩の売込座の
記載有り

１冊 40

5-⑨ 諸勤帳 明治１８～２５年 山西庄五郎 施行記録／法要供物記録など １冊 25-26
5-⑩ 金銭貨物判取帳 明治２９～３０年 支店支配人島芳吉 金銭・貨物請取証 １冊 41
5-⑪ 地価修正・地租増徴地所明細 明治３１～昭和４３年 山西庄五郎 所有地明細 １冊 41
6-① 明醤油店勘定帳 嘉永2・3～明治４年 山西庄五郎 明神醤油店の仕込記録 １冊 1
6-② 付込算用帳 明治３６～３７年 山西庄五郎 県内への諸品代金記録 １冊 11
6-③ 絵符上帳 明治１８～２３年 山西庄五郎 各廻船積込肥料の絵符、販売先記録 １冊 17

6-④ 日役算用帳 明治２２～３４年 山西庄五郎
本家・貸家・醤油店・酒店の大工・日雇などの給
金記録

１冊 20

6-⑤ 上置帳 明治１３～１９年 山西庄五郎 諸国廻船への鰊粕販売代帳 １冊 19
6-⑥ 金銭貨物判取帳 明治３４～３５年 支店島芳吉 粕類請取記録 １冊 15
6-⑦ 荷物判取帳 明治１７～１８年 支店濱谷利平 肥料請取記録 １冊 13
6-⑧ 米穀算用帳 嘉永７～明治１８年 山西庄五郎 郷分その他への米等販売記録 １冊 47
6-⑨ 米穀平均帳 明治２０～２４年 山西庄五郎 郷分その他への米等販売記録 １冊 47-48
7－① 嘉永五年船手為替切覚帳 天保６～嘉永５年 山西庄五郎 阿波国内取引先の諸品為替切記録 １冊 61
7-② 金銭出入帳 明治３８～３９年 山西庄五郎 金銭出入記録 １冊 61-62
7-③ 金銭出入帳 明治２８～３０年 山西庄五郎 金銭出入記録 １冊 62-63
7-④ （肥売帳） 近世後期～か 山西庄五郎 阿波国内の肥料販売記録 １冊 63-64
7-⑤ 付込算用帳 明治３９～４０年 山西庄五郎 県内取引先への諸品付込販売記録 １冊 65
7-⑥ 醤油当座帳 明治２８年 山西庄五郎 県内取引先への醤油売当座帳 １冊 66
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箱－史料番号 表題 年代 差出人（作成者） 宛名 内容（備考） 形態 リール番号
7-⑦ 瀬戸塩算用帳 明治２２年 山西庄五郎 撫養取引先との塩代算用記録 １冊 67前半

7-⑧ 仕切差引帳 明治２９～３８年 山西庄五郎
兵庫・大阪・北海道・県内取引先、諸廻船への
肥料代払記録

１冊 67後半

7-⑨ 地方塩買帳 明治２０年 山西庄五郎 撫養地域取引先との塩代算用記録 １冊 68
7-⑩ 与番萬覚帳 明治２～２７年 山西庄五郎 取引関係者二〇二口座との諸算用記録 １冊 撮影不能
7-⑪ （船手算用帳） 嘉永期か 山西庄五郎 諸国取引先との金銭出入記録 １冊 26
7-⑫ （船手算用帳） 嘉永６年 山西庄五郎 山西家所有船・支配船の廻船経営記録 １冊 27
桐-① 阿波商業銀行当座小切手帳 明治２９年～明治３０年 １冊 マイクロなし
桐-② 阿波商業銀行当座小切手帳 明治３０年～明治３１年 １冊 マイクロなし
桐-③ 阿波商業銀行当座小切手帳 明治３１年～明治３３年 １冊 マイクロなし
桐-④ 阿波商業銀行振出券 明治３１年～明治３２年 １冊 マイクロなし

桐-⑤
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３３年７月～１０月 １冊 マイクロなし

桐-⑥
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３３年１０月～明治３４年１月 １冊 マイクロなし

桐-⑦
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３４年１月～５月 １冊 マイクロなし

桐-⑧
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３４年５月～９月 １冊 マイクロなし

桐-⑨
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３４年９月～明治３５年１月 １冊 マイクロなし

桐-⑩
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３５年１月～６月 １冊 マイクロなし

桐-⑪
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３５年６月～１０月 １冊 マイクロなし

桐-⑫
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３５年１０月～１２月 １冊 マイクロなし

桐-⑬
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３５年１２月～明治３６年４月 １冊 マイクロなし

桐-⑭
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３６年５月～７月 １冊 マイクロなし

桐-⑮
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３６年７月～９月 １冊 マイクロなし

桐-⑯
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３６年９月～明治３７年１月 １冊 マイクロなし

桐-⑰ 
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３７年１月～５月 １冊 マイクロなし

桐-⑱
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３７年６月～９月 １冊 マイクロなし

桐-⑲ 
阿波商業銀行撫養出張所振
出小切手帳

明治３７年１０月～１２月 １冊 マイクロなし

桐-⑳
阿波商業銀行撫養出張所当
座小切手帳

明治３８年１月～９月 １冊 マイクロなし
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箱－史料番号 表題 年代 差出人（作成者） 宛名 内容（備考） 形態 リール番号

桐-21
阿波商業銀行撫養出張所当
座小切手帳

明治３８年１０月～明治３９年３月 １冊 マイクロなし

桐-22
阿波商業銀行撫養出張所当
座小切手帳

明治３９年３月～４月 １冊 マイクロなし

桐-23
株式会社三十四銀行徳島支
店当座小切手帳

明治３０年９月～明治３４年８月 １冊 マイクロなし

桐-24 露領水産組合関係資料 大正6年4月28日 露領水産組合本部
露領水産
組合東京
支部山西

本部からの通知文送付通知文 ２枚 マイクロなし

桐-25 露領水産組合関係資料 大正6年6月13日

露領水産
組合北海
道支部山
西庄五郎

雇入漁夫逃走通知書 １枚 マイクロなし

桐-26 露領水産組合関係資料 大正6年10月19日 露領水産組合本部
露領水産
組合東京
支部山西

露領日本漁業者に対する違約金納付依頼書 １枚 マイクロなし

桐-27 土地誤謬訂正願（正・控） 明治33年5月11日 山西庄五郎
丸亀税務
管理局長

板野郡撫養町大字黒崎村の畑地、面積の誤謬
訂正願い（正本に「取消申請ノ分」と貼紙あり

２綴 マイクロなし

桐-28 庁舎賃貸料増加願 明治33年7月31日
山西庄五郎後見人三
木六三郎

丸亀税務
管理局長

１枚 マイクロなし

桐-29 河川敷地占用届 明治３７年
山西庄五郎後見人三
木六三郎

徳島県知
事

阿波郡柿島村大字知恵島の河川敷地占用届 ２枚１綴 マイクロなし

桐-30 国庫債券応募申込書 明治３７年 山西庄五郎
日本銀行
大坂本店
臨時山口

１枚 マイクロなし

桐-31 捺印依頼書 辰７月１５日 山西庄五郎 三木六三 小切手と畑地買い受けの申請書への捺印依頼 １通 マイクロなし

桐-32 捺印依頼書 辰７月１９日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波商業銀行３７年度小半期分配当金受取証
（山西庄五郎名義と山西トミ名義）への捺印依

１通 マイクロなし

桐-33 捺印依頼書 辰７月１９日 山西庄五郎 三木六三 本人印鑑証明願への捺印依頼 １通 マイクロなし
桐-34 捺印依頼書 卯８月６日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行振出小切手への捺印依頼 １通 マイクロなし
桐-35 捺印依頼書 明治36年7月21日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行振出小切手への捺印依頼 １通 マイクロなし
桐-36 捺印依頼書 明治36年10月27日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行振出小切手への捺印依頼 １通 マイクロなし
桐-37 実印申受書 明治37年2月25日 山西庄五郎 三木六三 米津新田ニ係ル荒地免租年期明届への捺印 １通 マイクロなし

桐-38 捺印依頼書 明治37年5月8日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波商業銀行撫養出張所当座預金利子受取
証と振出小切手１冊受取証への捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-39 捺印依頼書 明治37年5月22日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行振出小切手への捺印依頼 １通 マイクロなし
桐-40 実印請求書 明治37年8月20日 山西庄五郎 三木六三 米津新田届書２通への捺印依頼 １通 マイクロなし

桐-41 捺印依頼書 明治37年8月22日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波商業銀行撫養出張所振出小切手と同行当
座小切手受取証への捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-42 実印請求書 明治37年9月17日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波商業銀行撫養出張所当座小切手への捺
印依頼

１通 マイクロなし

桐-43 実印請求書 明治37年9月17日 山西庄五郎 三木六三 阿波郡知恵島村河川敷地占用届への捺印依 １通 マイクロなし
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桐-44 （捺印）申請書 明治３７年１１月 山西庄五郎 三木六三 第３回国庫債券申込書への捺印依頼 １通 マイクロなし

桐-45 捺印依頼書 明治37年11月3日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波商業銀行振出小切手と同行へ渡すべき当
座取引勘定承認状への捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-46 （捺印依頼）証 明治37年11月17日 山西庄五郎
三木六三
郎

知恵島地所につき本人番地変更届などへの捺
印依頼

１通 マイクロなし

桐-47 （捺印依頼）証 明治37年11月28日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行振出小切手と領収証への捺印依 １通 マイクロなし

桐-48 （捺印依頼）証 明治38年3月9日 山西庄五郎
三木六三
郎

塩専売貯塩倉庫用建物及土地賃貸契約書と米
津新田村字百間場井利北鰍児魚捕採願への
捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-49 （捺印依頼）証 明治38年3月27日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行当座小切手への捺印依頼 １通 マイクロなし

桐-50 （捺印依頼）証 明治38年3月29日 山西庄五郎
三木六三
郎

専売局貯塩倉庫用建物及土地賃貸借追契約
書への捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-51 （捺印依頼）証 明治38年6月29日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波郡知恵島村所有地地積誤謬訂正の為の
委任状への捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-52 （捺印依頼）証 明治38年7月26日 山西庄五郎 三木六三 塩務局塩払下ニ関スル委任状への捺印依頼 １通 マイクロなし
桐-53 実印請求書 明治38年9月20日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行当座小切手への捺印依頼 １通 マイクロなし
桐-54 捺印依頼書 明治38年11月3日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行当座取引勘定承認状への捺印 １通 マイクロなし
桐-55 認印申請書 明治39年3月13日 山西庄五郎 三木六三 阿波商業銀行当座小切手への捺印依頼 １通 マイクロなし

桐-56 実印請求書 明治39年3月13日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波商業銀行当座小切手と知恵島村堤敷地に
係る河川法認定承諾書への捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-57
山西庄五郎当座預額問い合
わせ書

山西庄五郎
三木六三
郎

一万１７５７円７９銭２厘との回答付 １通 マイクロなし

桐-58 山西元太郎住所メモ 山西庄五郎 三木六三 薩摩堀裏町　馬宮小兵衛方とあり １通 マイクロなし

桐-59 捺印依頼書 壬辰（明治２５年）６月７日 山西庄五郎
三木六三
郎

土地分筆届、地目変換、地価修正上申書への
捺印依頼

１通 マイクロなし

桐-60 書状 卯１２月３０日 山西庄五郎 三木六三 帳面引合せなどに付、来臨依頼など １通 マイクロなし
桐-61 書状 6月3日 山西庄五郎 三木六三 若布送付など 封筒入１通 マイクロなし

桐-62 書状 酉６月１日
山西庄五郎（坂尾恵
二）

三木六三
郎

税務署への届け出日延べのこと通知など 封筒入１通 マイクロなし

桐-63 書状 酉１１月１日 山西庄五郎 三木六三 郵便為替送付に付 封筒入１通 マイクロなし
桐-64 書状 酉１０月３１日 山西庄五郎 三木六三 郵便為替金受け取りに付 封筒入１通 マイクロなし

桐-65 書状 酉８月１９日 山西庄五郎
三木六三
郎

手船徳栄丸新隻落成祝賀招待及び、万徳丸船
長板倉栄太郎海技免状願書への捺印依頼

封筒入１通 マイクロなし

桐-66 書状 8月3日 山西庄五郎
三木六三
郎

東京から帰港した徳福丸が三木家宛の荷物を
積帰りにつき

封筒入１通 マイクロなし

桐-67 書状 酉８月２９日 山西庄五郎
三木六三
郎

阿波商業銀行振出小切手と麻野利三郎及び日
高長義海技船長免状申請書への捺印依頼

封筒入１通 マイクロなし

桐-68 書状 酉９月５日 山西庄五郎 三木六三 鰍魴のお礼 封筒入１通 マイクロなし

桐-69 書状 11月26日 山西庄五郎
三木六三
郎

濱谷利平呼命であるが病気に付き明後日参上
させる旨

封筒入１通 マイクロなし

桐-70 書状 酉４月１５日 山西庄五郎 三木六三 営業税郡役処への届書への捺印依頼 封筒入１通 マイクロなし

桐-71 書状 8月6日 山西庄五郎
三木六三
郎

依頼されていた人力車詰切車夫に見当の人が
いないことの報告

封筒入１通 マイクロなし
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桐-72 書状 8月15日
（山西庄五郎）濱谷利
平

三木六三
郎

公債買い入れことにつき 封筒入１通 マイクロなし

桐-73 御座料請求書 ４月分 不明 山西様 １通 マイクロなし
桐-74 書状 （明治）２４年１１月１７日 山西庄五郎 三木六三 遠方出務頂いたお礼 １通 マイクロなし
桐-75 書状 10月4日 山西庄五郎 三木六三 書面でお申し越しの件承知に付き １通 マイクロなし
桐-76 覚 （明治）３３年１０月３１日 山西支店 三木六三 撫養本店送り書状預かり書 １通 マイクロなし
桐-77 覚 酉８月３０日 山西支店 三木六三 撫養本店宛金券入書状請取覚え １通 マイクロなし

桐-78 証 酉９月 山西庄五郎浦島支店
三木六三
郎

撫養本店当座通帳受取証 １通 マイクロなし

桐-79 書状 酉１１月７日 山西庄五郎 三木六三 船舶鑑札書換願への捺印依頼 封筒入１通 マイクロなし

桐-80 書状 9月25日

西谷亦平・増田庄三
郎・濱谷利平・坂尾惣
二・島芳光・山西元太
郎

三木六三
郎

山西家の将来に付き相談したく、宝珠寺までお
越し下さるようとの依頼

封筒入１通 マイクロなし

桐-81 書状 卯１２月１７日 山西庄五郎 三木六三 東京よりの振込金のことなどにつき 封筒入１通 マイクロなし
８-① □金帳 明治２４年１月～１２月 味噌・醤油・酢代金書き上げ １冊 マイクロなし
８-② 八幡丸萬買帳 明治２１年６月～明治２７年１０月 筑前米・肥後米など １冊 マイクロなし
８-③ （仕込記録帳） 明治２１年～２２年 味噌か醤油の仕込記録 １冊 マイクロなし
⑧-④ （大福帳） 不明 船手算用帳か、閉じ糸をはずし、広げられてい １６４枚 マイクロなし
092||Ya 北海道産物開拓御用諸事控 明治３年７月 山西庄五郎 配架場所：和装本資料室内書架（請求記号順） マイクロなし
追-1 米穀萬売帳売帳 明治９年 長帳 １冊 マイクロなし
追-2 目録帳 明治２６年１０月～３０年１月 ４ヶ年間の決算記録/長帳 １冊 マイクロなし
追-3 積賃帳 明治１５年 長帳 １冊 マイクロなし
追-4 未調査 濡れによる張り付きで内容確認不能 １点 マイクロなし
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