
鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
1. 組織 定款、所在地⼀覧表、登記簿、組織図ほか組織変更回章綴等。

1-1. 定款 鐘紡創⽴当初の定款、昭和20年代から昭和30年代の定款等。
1-2. 会社概況 会社沿⾰調査書類、事業概要等。
1-3. 所在地 昭和16年から昭和41年までの鐘紡各⽀店⼯場鉱⼭等の所在地⼀覧表等。
1-4. 登記簿 旧鐘紡・新鐘紡登記簿の写しや⼯場財団⽬録等。
1-5. 組織関係書類 ⼯場管理組織に関する書類、組織変更回章綴等。
1-6. 組織図 ⼤正4年から平成4年の鐘紡本部組織図等。

2. 取締役会 『取締役会決議録』等取締役会関係書類を編集した資料。
2-1. 議題・組織⼀覧 昭和62年から平成4年までの取締役会議題⼀覧表、常任委員会議題⼀覧等。
2-2. 全般 報告書、重役の来発状、伺書の綴等。⼀部内容⽬次あり。
2-3. 取締役会決議録 ⼤正12年から昭和10年の決議報告。
2-4. 取締役会伺書 ⼤正7年から昭和17年の伺書綴。
2-5. 本社伺書 明治33年から昭和19年の本社伺書綴。

3. 社⻑訓⽰等 議会、⼊社式、マスコミ等で講演した社⻑の講話を編集した資料。
3-1. 社⻑訓⽰（製本） 製本化された社⻑訓⽰。
3-2. 社⻑訓⽰（武藤絲治） 冊⼦状の武藤絲治社⻑訓⽰。
3-3. 社⻑訓⽰（伊藤淳⼆） 冊⼦状の伊藤淳⼆社⻑訓⽰。
3-4. 新⼊社員教育資料 新⼊社員配布資料。社⻑訓⽰(伊藤淳⼆)と同形態。
3-5. 社⻑著述集（津⽥信吾） 津⽥信吾社⻑著述、講演⽂集。
3-6. 社⻑講演録（伊藤淳⼆） 伊藤淳⼆社⻑社外講演録。
3-7. 社⻑対談新聞雑誌記事 伊藤淳⼆社⻑関係の新聞雑誌掲載記事。

4. 回章類 社⻑、⽀配⼈、各部署、各⼯場事業所等の指令、通知、報告等を年代順に編集製本した資料。⼀部⽬録あり。

4-1. ⽀配⼈回章
「⽀配⼈回章」と題する冊⼦類（上製本）。明治35年5⽉から⼤正4年1⽉までの、⽀配⼈から出された回章類を編年順で
収録したもの。別冊⽬録あり。

4-2. ⼀般回章
「⼀般回章」と題する冊⼦類(上製本)。⼤正4年1⽉から昭和16年2⽉までの、専務取締役(社⻑)から出された回章を編年順
で収録したもの。⼤正4年に役職の名称が⽀配⼈から専務取締役に変更されたことで新たに番号が付されたものであり、
【⽀配⼈回章】の内容を引き継ぐ。別冊⽬録あり。

4-3. ⼀般通知（専務・社⻑）

「専務⼀般通知」「社⻑⼀般通知」と題する冊⼦類(上製本)。⼤正10年に役職の名称が専務から社⻑に変更されたことか
ら途中から題⽬が変更されているが、内容的には同じものである。⼤正4年1⽉から昭和16年5⽉までの、専務取締役(社⻑)
から出された通知を編年順で収録したもの。「⼀般」と題されているが織布・綿⽷ほか各分野の通知も収録している。別冊
⽬録あり。

4-4. 会⻑・社⻑回章
主に「永久保存 社⻑回章」「社⻑回章」「会⻑・社⻑回章」と題する冊⼦類（⼀部上製本）。⼀部⼈事通知も含まれる。
昭和16年5⽉から平成3年までの、会⻑・社⻑から出された回章を編年順で収録したものであり、【⽀配⼈回章】【⼀般回
章】の内容を引き継ぐと考えられる。⼀部別冊⽬録あり。

4-5. 親展回章（専務・社⻑）

「専務親展回章」「社⻑親展回章」「社⻑極秘親展回章」と題する冊⼦類（上製本）。「専務親展回章」「社⻑親展回章」
は、専務取締役(社⻑)から出された親展回章を編年順で収録したもの。⼤正10年に役職の名称が専務から社⻑に変更され
たことから、題⽬が異なっているが、内容的には同じものと考えられる。別冊⽬録あり。「社⻑極秘親展回章」は、昭和5
年4⽉から5⽉にかけて社⻑から出された鐘紡労働争議関連の回章。
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明

4-6. 社⻑回章綴
「回章控綴」「回章綴」「社⻑回章綴」と題する冊⼦類（簿冊）。昭和21年1⽉から昭和40年までの、社⻑から出された
回章(控を含む)を編年順で収録したもの。それぞれ題⽬が異なっているが、号数や年度が連続していることから、内容的に
は同じものと考えられる。⼀部別冊⽬録あり。

4-7. 社⻑回章綴（通知）
「社⻑回章綴(⼀般通知)」「社⻑回章綴(⼈事通知)」「永久保存 ⼈事通知」と題する冊⼦類。社⻑から出された回章のう
ち、⼀般通知と⼈事通知を分け、それぞれ編年順に収録したもの。⼀般通知は昭和29年6⽉から昭和32年12⽉まで。⼈事
通知は昭和29年4⽉から昭和35年12⽉及び昭和55年1⽉から昭和59年7⽉まで。

4-8. 回章綴（回章・通知）
いずれの区分にも含まない、回章4冊(紙ファイル)。『⼈事回章 〔2〕 平成元年1⽉12⽇・第47号〜』『会⻑回章
S61.6〜H7.12』など。

4-9. 綿⽷回章（専務・社⻑）
主に「綿⽷専務回章」「専務綿⽷回章」「社⻑綿⽷回章」と題する冊⼦類。それぞれ題⽬が異なっているが、号数や年度が
連続しており、内容的には同じものと考えられる。⼤正4年1⽉から昭和13年10⽉までの、専務取締役(社⻑)から出された
綿⽷に関する回章を編年順で収録したもの。

4-10. 織布回章
主に「織布回章及通知」「専務織布回章」「社⻑織布回章」と題する冊⼦類。それぞれ題⽬が異なっているが、号数や年度
が連続しており、内容的には同じものと考えられる。明治42年8⽉から昭和14年3⽉までの、⽀配⼈(専務取締役・社⻑)か
ら出された織布に関する回章を編年順で収録したもの。

4-11. 絹⽷回章
主に「絹⽷⽀配⼈回章」「絹⽷専務回章」「専務絹⽷回章」と題する冊⼦類。それぞれ題⽬が異なっているが、号数や年度
が連続しており、内容的には同じものと考えられる。明治44年2⽉から昭和8年6⽉までの、⽀配⼈(専務取締役・社⻑)から
出された絹⽷に関する回章を編年順で収録したもの。

4-12. 各店宛通知
主に「各店宛通知」と題する冊⼦類。それぞれ題⽬が異なっているが、号数や年度が連続しており、内容的には同じものと
考えられる。明治39年11⽉から⼤正4年1⽉までの、⽀配⼈から各店宛てに出された通知を編年順で収録したもの。

4-13. ⽀配⼈回章（その他） 
背表紙の題⽬に「⽀配⼈」及び「回章」の⽂字があり、かつ【⽀配⼈回章】に含まれない回章4冊。『⽡斯⽀配⼈回章
1』『撚⽷⽀配⼈回章 1』など。

4-14. 注意書要報
主に「注意書要報」と題する冊⼦類。綿⽷・織布・絹⽷・撚⽷・⼀般など、⽀配⼈(専務取締役・社⻑)からそれぞれの分野
に分け、編年順に収録している。

4-15. 綿⽷通知
「綿⽷通知」と題する冊⼦類。⼤正12年4⽉から昭和15年11⽉までの、社⻑から出された綿⽷に関する通知を編年順に収
録したもの。『綿⽷⼯場調査報告 終 S9/2〜11/6』については背表紙に朱字で「綿⽷各店」「綿⽷通知」の⽂字があ

4-16. ⼀般回章
「⼀般回章」と題する冊⼦類(簿冊)。⼤正4年5⽉から昭和16年2⽉までの、専務取締役(社⻑)から出された回章を編年順で
収録したもの。別冊⽬録あり。

4-17. ⼀般通知
「⼀般通知」と題する冊⼦類(簿冊)。⼤正15年7⽉から昭和12年12⽉までの、社⻑から出された通知を編年順で収録した
もの。「⼀般」と題されているが織布・綿⽷ほか各分野の通知も収録している。別冊⽬録あり。

4-18. 回章（その他） いずれの区分にも含まれない回章4冊。『営業部出張員宛回章録  ⼤正六年四⽉』など。

4-19. 営業部回章綴
「営業部回章綴」「専務⼀般回章」と題する冊⼦類。「営業部回章綴」は明治45年1⽉から⼤正12年9⽉まで、⽀配⼈(専
務取締役・社⻑)から洲本⼯場⻑に宛てた回章を編年順で収録したもの。

4-20. 営業部回章綴（綿・織）
主に「営業部回章綴綿」「綿要報」「営業部回章綴（織）」と題する冊⼦類。回章綴(綿)については明治44年3⽉から⼤正
4年1⽉まで、「綿要報」については⼤正15年11⽉から昭和10年まで、回章綴(織)については⼤正11年9⽉から昭和元年12
⽉までの、⽀配⼈(専務取締役・社⻑)から洲本⼯場⻑に宛てた回章を編年順で収録したもの。

4-21. 回章⽬録 鐘紡内部で作成された⽬録類。⼿書きのものが多く、回章の⼀部に対応している。

5. ⼈事・労務

・⼈事 ︓⼈事考課、決議録の他、監督者シリーズをはじめとする職員教育テキストがある。『役員関係』と題されたもの
は役員住所録や履歴、従業員の履歴書や雇⽤契約書、従業員・OBの住所録といった個⼈情報に係る資料が多く含まれてい
る。・労務 ︓労務規約の他労使関係等⼀般資料、労働通報という労務部発⾏資料、『労鐘』という労働組発⾏資料、『鐘
のひゞき』という社員発⾏⽂芸誌等がある。その他医務、鐘紡共済に関する資料。
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
5-1. ⼈事⼀般 考課状、特別⼿当内訳表、⼈事・労務部⽅針集等。
5-2. 役員関係 歴代役員任期⼀覧表、役員住所録、役員互選関係書類等。
5-3. 履歴書・雇⽤契約書 明治35年から昭和14年職員履歴書等。
5-4. 職員教育テキスト 昭和32年から昭和35年の職員教育⽤テキスト『Kanebo man』シリーズ。
5-5. テキスト（その他） 化粧品販売講習会⽤テキスト等『Kanebo man』シリーズ以外の職員教育⽤テキスト。
5-6. 住所録 ⼤正14年から昭和48年の職員住所録。
5-7. 退職者住所録 鐘友会会員住所録、鐘友会の沿⾰に関する原稿等。
5-8. 労務規約 ⼯場約付履歴聚、職⼈待遇設備梗概、労務関係法規集等。
5-9. 労務⼀般 労務管理を中⼼とした回章の抜萃、鐘紡労働組合関係書類等。
5-10. 労務部発⾏資料 昭和31年から昭和33年の労働通報、労務通報。

5-10-1. 労働通報
5-10-2. 労務通報

5-11. 医務 ペスト発⽣に関する書類、⼯場疾病統計表等。
5-12. 鐘紡共済 鐘紡共済組合報告書、定款等。
5-13. 労働組合発⾏ 鐘紡労働組合発⾏『労鐘』、鐘紡労働組合淀川⽀部機関誌『淀川』。
5-14. 社員発⾏⽂芸誌等 社員発⾏⽂芸誌、俳句短歌詩作作品集。

6. 商務・公務 商務・⼯務にかんする資料。
6-1. 再建整備 再建整備法に基づいて再建する上で求められた戦時中の活動報告書、再編成計画書等。
6-2. 商務調査 商務調査課による調査報告書。
6-3. 週報 化学⼯業部など各部⻑作成の報告書。
6-4. ⽇本⼯芸技術協会関係資料 ⽇本⼯芸技術協会主催の意匠デザインに関する協議資料。
6-5. 商務・⼯務関係刊⾏物 セールステキストの『カレッジアンルック』関係資料。
6-6. 社員研修関連 担任講習所講義録等教育⽤テキスト。
6-7. ⼯務 鐘紡営業部⼯務課、⼯業部が作成した⿇⼯業に関する資料等。

7. 株主・決算
『考課状』、『営業報告書』、『有価証券報告書』、『株主総会決議録』、『株主総会速記録』、『株主総会速記録(社⻑
挨拶)』、『株主総会議事録』、『株主総会(事務書類)』、『株主名簿』、『社債発⾏⽬論⾒書』、『決算短信』、『決算
報告』の他、決算配当に関して社史資料室が作成した資料。その他は鐘淵実業・他関係会社・他社の『営業報告書』。

7-1. 考課状 明治20年から昭和13年の考課状。
7-2. 営業成績報告書 明治20年から昭和13年の営業成績報告書。
7-3. 営業報告書 昭和3年から昭和62年の営業報告書。
7-4. 有価証券報告書 有価証券届出書、昭和21年から平成6年の有価証券報告書等。
7-5. 株主総会決議録 明治40年から昭和25年の株主総会決議録。
7-6. 株主総会速記録 ⼤正13年から昭和41年の株主総会速記録。
7-7. 株主総会速記録（社⻑挨拶） ⼤正9年から昭和62年の株主総会における社⻑演説速記録等。
7-8. 株主総会議事録 昭和19年から昭和60年の株主総会議事録。

7-9. 株主総会（事務書類）
昭和43年から昭和50年の株主総会収集通知状等開催関係書類、昭和57年から平成3年の営業報告書や貸借対照表等の計算
書類綴等。

7-10. 株主名簿 明治31年から平成3年の株主名簿等。
7-11. 決算配当関係 各期決算⼀覧表、経営年表、業績推移等、社史編纂⽤に作成された決算関係資料。
7-12. 決算報告 明治40年から昭和元年の決算報告、株主総会速記録、株主名簿等。
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
7-13. 営業報告書（鐘淵実業） 昭和13年から昭和18年の鐘淵実業の営業報告書。
7-14. 営業報告書（他関係会社） 昭和55年から昭和60年のカネボウ化粧品、カネボウディオール等の営業報告書。
7-15. 営業報告書（他社） 昭和36年から昭和41年の紡績会社営業報告書等。
7-16. 株主総会（関係会社） 鐘紡と鐘淵実業合併に関する株主総会議事録。

8. パンフレット類 鐘紡が製作、編集、発⾏した資料。

8-1. 鐘紡発⾏
鐘紡またはカネボウ化粧品が発⾏した冊⼦、雑誌、新聞。『銀鐘』、『CUEʼS』のような⼀般向雑誌の他、『鐘紡』という
機関誌、『カネボウニュース』といった⼩売店向雑誌、『チェーンニュース』、『鐘紡新聞』といった社内新聞や社内報。

8-1-1. 雑誌(⼀般向け)
8-1-2. 雑誌(全鐘紡の機関誌)
8-1-3. 雑誌(⼩売店向け)
8-1-4. 新聞(カネボウ化粧品)
8-1-5. 新聞(鐘淵紡績株式会社)
8-1-6. 社内⽤冊⼦
8-1-7. 社内広報

8-2. パンフレット
会社・企業案内、商品カタログ、製品案内はともに国内⽤と海外⽤がある。『淀川⼯場マニュアル』というシリーズは、淀
川⼯場関連資料の他、パンフレットを収集したスクラップブック。『淀川⼯場マニュアル』の綴じ外れは企業案内、製品案
内、その他に分類。

8-2-1. 会社案内・企業案内
8-2-2. 会社案内(海外版)
8-2-3. 商品総合カタログ
8-2-4. 製品案内
8-2-5. 製品案内(海外版)
8-2-6. モード集
8-2-7. 淀川⼯場マニュアル(スクラップ)
8-2-8. 淀川⼯場マニュアル(企業案内)
8-2-9. 淀川⼯場マニュアル(製品案内)
8-2-10. 淀川⼯場マニュアル(その他)

8-3. カレンダー・絵葉書 販促、宣伝、操業記念⽬的で作成されたカレンダー、絵葉書。当時の服飾、鐘紡関係施設が描かれている。
8-3-1. カレンダー
8-3-2. 絵葉書

8-4. ポスター・商標 ⾃社製品販促⽤ポスター、商標差⼊証、商標。
8-4-1. ポスター
8-4-2. 商標
8-4-3. 商標差⼊証

9. 鐘紡所蔵刊⾏物 鐘紡が所蔵していた刊⾏物。

9-1. 雑誌（⼀般）
『シルク』、『⼤⽇本蠶絲會報』、『⼤⽇本綿⽷紡績同業聯合会報告』、『⼤⽇本紡績聯合會⽉報』、『⽇本紡績⽉報』、
『⽇本綿業倶楽部』等紡績専⾨定期刊⾏雑誌を合冊製本したものが⼤部分だが、⼀部『株式年鑑』、『国際経済週報』、
『経済⽩書』等経済専⾨雑誌も所収。

9-2. 雑誌（社⻑） 社⻑が寄稿した雑誌。主に国⺠会館発⾏の武藤⼭治社⻑関係資料。
9-3. 雑誌（その他） 『三井⽂庫論叢』等社史資料として収集したと考えられる雑誌。
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
9-4. 書籍（⼀般） 紡績史関係資料、鐘紡関係者の著書といった社史のために収集した資料の他、マネジメント関係の書籍がある。
9-5. 書籍（社⻑） 社⻑著書の他、武藤⼭治社⻑結成の実業同志会・国⺠同志会発⾏の冊⼦等。
9-6. 書籍（その他） 福澤諭吉関係資料が主。他は社史資料と考えられる資料。
9-7. 論⽂抜刷等 社史作成のため収集した論⽂、社史資料編纂室所蔵資料を閲覧した研究者から贈呈された雑誌、抜刷等。
9-8. 博物館⽬録等 福岡市博物館、三井⽂庫の展⽰品⽬録等。
9-9. 刊⾏物コピー 雑誌、書籍から社史の参考になる箇所を⼀部抜粋コピーして封筒等に⼀括保管していた資料。

9-10. 新聞スクラップ
⼀般紙および鐘紡新聞のスクラップ記事を収集したファイル、冊⼦等。主にスポーツ関係のスクラップ記事。その他鐘紡創
業時の記事、鐘淵化学⼯業関連記事等社史資料として収集された資料。

9-10-1. スポーツ
9-10-2. その他

10. 感謝状類 社⻑、会社宛の賞状、褒状、感謝状等。
10-1. 寄付感謝状 陸軍、海軍等へ寄付⾦、献納につき感謝状等。

11. 画像・⾳声資料
レコード、映像フィルム、写真フィルム等。津⽥社⻑講演記録、記念パーティー写真等。『鐘紡新聞』、『社内報』⽤資料
が多い。

11-1. レコード 津⽥信吾社⻑演説レコード、鐘紡社歌、レコードプレーヤー等。
11-2. 映像フィルム 「⽇本の絹」映像カラーフィルム、⽇本語版と英語版。「商魂―明⽇をひらく⽑⽷セールスマン―」映像カラーフィルム。
11-3. 写真フィルム 昭和26年から昭和39年の『鐘紡新聞』使⽤ネガフィルム、昭和60年の100周年記念パーティ等を撮影したネガフィルム
11-4. 写真 100周年記念パーティ、社内報使⽤写真等。
11-5. 録⾳テープ 昭和38年の武藤⼭治翁30年祭実況録⾳テープ。

12. 製品⾒本 鐘紡が製作した製品、⾒本。布⾒本、⽯鹸等。
12-1. 布⾒本 鐘紡製品実物貼付綴帳。
12-2. 鐘紡製品 ⽷、戦時中に作成した⽯けん、スリッパ等。

13. モノ資料 社⻑の所蔵品、記念品等。
13-1. 記念品等 社章、釣鐘、⽇章旗等。
13-2. 社⻑関係 武藤⼭治喫煙具、掛軸、津⽥家より寄贈茶葉等。

14. 社史関係資料
社史を作るために収集した資料、作成した資料、それらを基に書かれた原稿、および社史作成作業の⾏程が分かる事務資
料。各⼯場の操業状況、概況、資料写真を含む。

14-1. 鐘紡史資料原稿
事業組織経営等に関する資料、鐘紡関係に関する資料、他会社合併問題に関する資料として分類した新聞雑誌の記事を書写
編集した資料集。⽬録あり。

14-2. 紡績業史資料原稿

紡績業萌芽時代(明治初年頃〜明治10年)、発⽣時代(明治10年〜明治20年)、成⻑時代(第⼀期(明治20年〜明治29年)・第
⼆期(明治30年〜明治40年)・第三期(明治41年〜明治45年)、活躍競争時代(⼤正元年〜最近︖)に新聞雑誌記事を分類し、
書写編集した資料集。⼤正14年12⽉2⽇の新聞記事まであり。他、庄司⼄吉著『紡績操業短縮史』(昭和5年7⽉)書写抜粋
あり。⽬録あり。

14-3. 武藤⼭治⽒伝記資料原稿
武藤⼭治の⾔説、批評に関する新聞雑誌記事を書写編集した資料集。⽬録はあるが、テーマ別ではなく年⽉⽇順に編成され
ており、⼀部⽬録と不同。

14-4. 鐘紡東京本店史 東京綿商社創⽴から皇太⼦誕⽣までの社史
14-5. 鐘淵紡績株式会社五拾年史 社史、⼯場史、海外⽀社史。
14-6. 社史関係刊⾏物 鐘紡のあゆみ、新⼊社員配布⽤社史。

14-7. ⼋⼗年史作成⽤収集資料（⼯場史・事業史綴）
鐘紡⼋⼗年史を作成するに当たり、鐘紡⼯場、事業所等に要請して収集した資料。各⼯場所蔵資料の他、各⼯場で作成した
⼯場史、さらに資料送付状等事務資料も内包。写真資料はまた別ファイルに纏めて編集。
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
14-8. ⼋⼗年史年表（原稿・資料） ⼋⼗年史⽤年表の原稿とその資料。
14-9. ⼋⼗年史（事務） 社史業務、収集資料の保管に関する資料、社史講演資料等。
14-10. 百年史（原稿・校正等） 『鐘紡百年史』の本⽂、年表、資料編の草稿、校正、⾒本等。
14-11. 百年史（事務） 業務報告、協⼒者名簿、郵送リスト、社史礼状等。
14-12. 創⽴⼋⼗・百周年記念パーティー資料 式次第、レジュメ等。
14-13. 百年史以後（年表） 『鐘紡百年史』が発⾏されて以後収集された年表⽤資料。
14-14. 社史関係刊⾏物（化粧品） 『カネボウ化粧品30年の歩み』。

14-14-1. カネボウ化粧品30年の歩み
14-15. 原稿（その他） 直接的に鐘紡社史とは関係のない資料。社⻑原稿、寄稿された論⽂等。

15. 社史編集資料
社史資料室にて百年史⽤に作成編集された資料。参考にした書籍、論⽂の抜粋コピーをテーマ別に内包した封筒が主。百年
史の⽬次に基いた題⽬のついた封筒資料が多い。

15-1. 部⾨別
分野ごとに分けられた資料。綿業、綿染⼯、⽺⽑、絹紡、合繊、化粧品、薬品、⾷品、産業資材、農林関係、鉱業、朝鮮製
鉄関係書類、不動産・ハウジングについて。

15-2. 年代テーマ別 時系列で鐘紡に起こった事件やトピックや施策を中⼼にまとめた資料。
15-3. 雑収集資料 社史収集資料、編集資料を未分類のまま封筒に内包した資料。
15-4. 皇室関係資料 ⾏幸、成婚、崩御関係の記事をファイルに製本した資料。
15-5. 社⻑関係 社⻑の書簡、講話、雑誌記事等。
15-6. 各種資料（⼤判ファイル） 鐘紡創業当時に関するコピー資料を⼤判ファイルにて製本した資料。図⾯・写真が多い。
15-7. 芸術⽂化 武藤⼭治原作戯曲台本、モニター報告、繊維美術品収蔵庫関係資料等。

16. ⼯場設⽴関係資料
鐘紡による企業の買収合併や⼯場・事業所設⽴に関する資料。買収地や⼯場や運輸予定等の図⾯を多く含む。その他、明治
44年の費消事件に関する資料を含む。

16-1. 規則 製造場取締規則等。
16-1-1. 
16-1-2. 海外

16-2. 印鑑証明 武藤社⻑印鑑証明書等。
16-3. 会計 外資導⼊関係資料、会計検査報告等。
16-4. 社債 社債償還登記書類等。
16-5. 貸借 ⽇本勧業銀⾏借⼊⾦契約書、家屋⼟地抵当関係書類、担保差⼊契約書等。
16-6. 来発状 秘書所蔵の本社来状、営業部⻑崎出張書来状等。
16-7. 調査報告書 経費節約等⼯場経営状態の報告書。

16-8. 他社設⽴通知
鐘紡他社の設⽴差⼊証、組織変更通知等。現在存続する企業毎に分類。買収合併の候補として調査しながらも中⽌した企業
も含む。"

16-8-1. クラボウ(倉敷紡績株式会社)
16-8-2. ユニチカ(旧⼤⽇本紡績)
16-8-3. ヤギ(旧⼋⽊商店)
16-8-4. 伊藤忠
16-8-5. その他

16-9. 買収合併（規則） 買収合併（規則）
16-10. 買収合併 買収合併した国内外企業別に分類。⼀部、買収合併交渉途中に中⽌した企業の資料もあり。

16-10-1. 絹⽷紡績
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
16-10-2. ⽇本絹綿紡織
16-10-3. 博多絹綿紡績
16-10-4. 九州紡績
16-10-5. 中津紡績
16-10-6. 九州紡績・中津紡績・博多絹綿紡績
16-10-7. 朝⽇紡織
16-10-8. その他
16-10-9. 他社
16-10-10. 海外

16-11. ⼟地 買収合併した企業別あるいは⼯場別に分類。買収合併した企業を基に建設された場合は買収合併された企業と⼯場名を併
16-11-1. 本社
16-11-2. 岡⼭・備前・⻄⼤寺
16-11-3. 住道
16-11-4. 三池・久留⽶・熊本
16-11-5. 洲本
16-11-6. 博多
16-11-7. 京都
16-11-8. ⼤阪
16-11-9. ⾼砂
16-11-10. 中津
16-11-11. 簸川⼯場
16-11-12. 兵庫⼯場
16-11-13. 中島⽀店
16-11-14. その他⼯場・関係会社
16-11-15. その他
16-11-16. 海外

16-12. 建設 ⼯場建設願、図⾯、予算等関係書類。
16-12-1. 
16-12-2. 各⼯場
16-12-3. 関係会社
16-12-4. 海外

16-13. 電気⽔道 電気⽔道に関する契約書、⽔利設計書等。
16-14. 機械設備 機械設備の性能調査、設計⾒積書、契約書等。

16-14-1. 本社
16-14-2. 各⼯場
16-14-3. 他社
16-14-4. 海外

16-15. 売買契約 国内外企業との綿⽷、布、綿花等売買契約書。
16-15-1. 
16-15-2. 海外
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
16-16. 運輸 運賃、輸送費、倉庫借⽤証等鉄道運輸会社との契約書類。

16-16-1. 鉄道・電⼒会社
16-16-2. 鉄道・電⼒会社
16-16-3. 各⼯場
16-16-4. 海外

16-17. 訴訟・内済 鐘紡で起こった費消事件、不正事件等に関する書類。
16-18. その他 電信暗語、⾣島⼟運船修繕費寄付願書。

17. 東京⼯場収集資料 東京⼯場が保管していた、東京⼯場の設⽴から経営に関する資料。
17-1. 回章 主に社⻑回章。
17-2. 来発状 外部各⼯場等への発状、外部各⼯場等よりの来状を⼀括した資料。
17-3. 親展 社内間親展書類を製本。
17-4. 社史 東京⼯場史とその原稿等。
17-5. 会計 寄付⾦、会計検査報告、保険⾦についての書類綴。
17-6. 電⼒・ガス等契約書 電⼒供給契約書等。
17-7. 申請・願書 設備施設等の新築申請、許可願等。
17-8. 官衙願届書類 設備施設等の新築申請許可願関係資料を製本化したもの。
17-9. 図⾯ 東京⼯場建物配置図、病院新築設計図、配線図⾯等。
17-10. ⼟地売却 東京⼯場、平塚療養所、社宅等の⼟地売渡証、図⾯等。
17-11. 感謝状 寄付等につき感謝状、表彰状等。
17-12. その他 証明書綴、終戦処理に関する記録、⽔害に関する書類等諸書類を綴じた綴等。

18. ⼯場・事業所 ⼯場・事業所毎に編集された資料。

18-1. 番号付封筒資料
鐘紡⼦会社、⼯場から収集した太平洋戦争直前及び戦中資料。社史編纂にあたり調べあげたメモ書等が旧封筒に内包。鐘淵
実業と関係する⼯場が所蔵していたと考えられる。

18-2. 封筒資料（写真）
昭和20年〜昭和30年頃と思われる写真、ネガ(⼀部戦前あり)。創⽴当時の回章類等の複写⽂書資料もある。創業当初から
操業中の⼯場内写真の他、洪⽔、戦禍の様⼦が分かる写真もあり。『鐘紡新聞』等発⾏物の添付写真として収集されたもの
を⼯場事業所ごとに内包し直した資料。

18-3. 各⼯場毎
鐘紡の各⼯場が所蔵していた資料、⼯場毎に編集して作成した資料。順列は『鐘紡百年史』資料篇「⼯場の変遷」の記載順
番号に則って付している。(⼀部、鐘紡サービス、防府、北陸は番号ずれがあり、研究所には番号はない)

18-3-1. (1)東京⼯場
18-3-2. (2)兵庫⼯場
18-3-3. (3)中島⼯場
18-3-4. (4)住道⼯場
18-3-5. (5)洲本⼯場
18-3-6. (11)⾼砂⼯場
18-3-7. (13)岡⼭⼯場
18-3-8. (14)⻄⼤寺⼯場
18-3-9. (23)淀川⼯場
18-3-10. (24)新町⼯場
18-3-11. (28)京都⼯場
18-3-13. (29)彦根撚⽷⼯場

8 / 10



鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
18-3-14. (32)⼭科⼯場
18-3-15. (39)⼤野⼯場
18-3-16. (40)⽊曽⼯場
18-3-17. (44)松本⼯場
18-3-18. (49)鐘紡サービス
18-3-19. (53)⻑浜⼯場
18-3-20. (55)上⽥⼯場
18-3-21. (57)⼩杉⼯場
18-3-22. (64)四⽇市⼯場
18-3-23. (70)南千住⼯場
18-3-24. (72)⼤垣⼯場
18-3-25. (81)防府⼯場
18-3-26. (82)北陸⼯場
18-3-27. (92)神⼾造機⼯場
18-3-28. (94)⿃飼⼯場
18-3-29. (106)⼩⽥原⼯場
18-3-30. 武藤理研
18-3-31. 技術学校・セールスマンスクール
18-3-32. ファッション研
18-3-33. 鐘紡記念病院
18-3-34. ガン研
18-3-35. 化粧品教育センター

18-4. ⼯場（計画段階） 栃⽊県⽮板市に設⽴を計画した⼯場に関する書類。

19. 関係会社
鐘紡系列関係会社に関する資料。社史編纂室で収集した『定款』、『営業報告書』や内部資料等を企業ごとに封筒に内包し
ている。主に鐘紡実業に関する資料。

19-1. 全般 鐘紡関係会社役員⼀覧、関係会社概要等。
19-2. 各関係会社 鐘紡関係会社を会社毎にまとめた資料。鐘紡との合併計画があった東洋レーヨンに関する資料もあり。

19-3. 他会社
鐘紡が経営⽀援、資本提供、株式を取得していた会社に関する書類等。近江絹⽷、⼤江⼭鉱⼭、関⻄精密機械製作所、⽇本
⽕⼯、TDK。

20. 海外
鐘紡の海外事業に関する資料。中国、満州、朝鮮、東南アジア、南⽶における戦前、戦中資料の他、戦後の交流に関する資
料を含む。⼯場内の他近隣の写真資料もあり。

20-1. 全般 外務調査書、商務交渉、契約書等。
20-2. 出張報告書 海外視察出張報告書等。
20-3. 中国 天津・⻘⼭・江北における⼯場運営資料、社史編纂のために関係者への聞き取り資料を含む。
20-4. 満州 満州鐘渕製紙⼯場、満州牧場等関係資料。
20-5. 樺太 上塔路鉱業所関係資料。
20-6. 朝鮮 平壌、全州⼯場、朝鮮造船会社等関係資料。
20-7. 東南アジア・南⽶ フィリピン、サマリンダ、セレベス、ブラジルの農場または⼯場に関する資料。

20-7-1. 
20-7-2. インドネシア
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鐘紡資料分類表

1. ⼤分類
1-1. 中分類
1-1-1. ⼩分類

⼤分類 中分類 ⼩分類 説明
20-7-3. 南⽶
20-7-4. ブラジル

20-8. C.Dior ライセンス契約をしていた時代のChristian Diorに関する資料。

21. 図⾯
鐘紡⼯場事業所に関する図⾯で、記号を付されてシリーズ化している。ほとんどが海外⼯場図⾯だが、本納乾蚕場・⻑者森
鉱業所・徳⿓鉱業所・沖縄蚕種製造所・⼤阪⼯場・松本⼯場・岡部⼯場を含む。その他中国、朝鮮の市販地図に敷地等を加
筆した資料。

21-1. 海外⼯場図⾯ 上海製造絹⽷（株）、京城⼯場等鐘紡⼯場、農場、鉱業所等の図⾯。
21-2. 地図（海外） 中国、朝鮮、満州等の市販地図。⼀部朱線書き込みあり。
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