
旧産業調査室所蔵資料　Ｉ．同業組合定款

封筒 番号 年代 標題 作成 数量
北海道-1 1937 保証責任帯広家具建具工業組合定款 1冊
北海道-2 不明 北海道経木工業組合定款 1冊
北海道-3 昭和・不

明
函館家具工業組合定款 1冊

北海道-4 昭和9年 北海道澱粉工業組合定款 1冊
北海道鉛筆材工業組合規格書
北海道鉛筆材工業組合計画書
北海道鉛筆材工業組合定款

北海道-6 不明 函館鉄鋼業組合定款 同組合 1冊
北海道-7 不明 帯広家具工業組合定款 同組合 1冊
岩手-1 昭和9年,

13年
岩手県木炭移出商業組合定款

2冊

宮城県-1 不明 仙臺木綿染物工業組合定款 1冊
定款施工細則
定款

福島-1 昭和9年 福島県輸出羽二重工業組合聯合会定款 同聯合会 1冊
福島-2 不明 相馬輸出絹織物工業組合定款 1冊
福島-3 不明 川俣輸出絹織物工業組合定款 2冊

定款並統制規程×2
定款

千葉-1 不明 千葉県製氷工業組合定款 1冊
千葉-2 昭和9年 定款並諸規程 上総綿織物工業組合 1冊
埼玉-1 不明 大里絹織物工業組合定款 1冊
埼玉-2 昭和9年 川越織物工業組合定款 1冊
埼玉-3 昭和8年 高階織物工業組合定款 1冊
埼玉-4 不明 飯能絹織物工業組合定款 2冊
埼玉-5 昭和8年 秩父織物工業組合定款（統制規程折り込

み）
2冊

栃木-1 不明 定款 足利機械捺染工業組合 1冊
栃木-2 足利輸出絹織物工業組合定款 1冊
栃木-3 昭和5年 佐野輸出綿布工業組合定款並諸規定 1冊
群馬-1 昭和10年 桐生輸出織物整染工業組合定款並諸規定 1冊
群馬-2 不明 桐生輸出絹織物工業組合定款（折り込み紙

あり）
2冊

群馬-3 不明 伊勢崎織物工業組合定款 1冊
茨城-1 昭和2年 茨城輸出麻真田工業組合定款 1冊
茨城-2 不明 茨城縣製氷工業組合定款 1冊
茨城-3 不明 下館織底工業組合定款 1冊
神奈川-1 昭和9年 横浜輸出洋傘工業組合定款並諸規定 1冊
神奈川-2 昭和8年 保証責任大日本生絲販賣組合聯合会定款 1冊
神奈川-3 昭和8年、

不明
日本輸出麻真田工業組合聯合会定款

2冊

神奈川-4 不明 津久井織物工業組合定款 1冊
神奈川-5 昭和9年 定款並ニ諸規定 神奈川県輸出布帛製品

工業組合聯合会
1冊

神奈川-6 不明 横濱輸出織物染色工業組合定款 1冊
東京-1 昭和8年 日本量器工業組合定款及諸規定 1冊
東京-2 昭和8年 関東アルミニウム工業組合定款 1冊
東京-3 不明 東京伸鐡工業組合定款 1冊
東京-4 不明 日本電球工業組合聯合会定款 1冊

日本放熱器工業組合定款×2
検査員服務規程

宮城県-2

北海道-5

昭和8, 7
年

宮城県製氷工業組合 2冊

北海道・
東北

（No.1）

不明
同組合 3冊

名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター情報資料室

関東（東
京府をの

ぞく）
（No.2）

東京府1
～10
（№3）

昭和7, 6
年

同組合 3冊

昭和11,10
年他

福島県製氷工業組合 3冊

資料の利用の詳細については、本情報資料室Webサイトをご確認ください。
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/erc/index.html
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東京-5

福島-4



東京-6 不明 日本人造絹織物工業組合聯合会定款 同聯合会 1冊
東京-7 昭和9,8年 日本輸出織物染色工業組合聯合会定款並

諸規定×2
同聯合会 2冊

東京-8 昭和10,7
年

日本人造絹織物工業組合聯合会定款並諸
規定

同組合聯合会 1冊
東京-9 昭和8, 6

年
燐酸肥料工業組合定款×2 2冊
商工会議所模範定款例
定款

東京-11 昭和14年 日本電球輸出組合定款附諸規定 1冊
東京-12 昭和8年 東京ゴム工業組合定款 1冊
東京-13 昭和7, 6

年
日本輸出綿織物工業組合聯合会定款並諸
規定×2

2冊

東京-14 昭和7年 日本輸出綿織物同業組合聯合会定款並諸
規定

1冊
東京-15 大正15年 内閣印刷局共済組合規則 1冊
東京-16 昭和6年 社団法人 日本放送協会定款及細則附役員

一覧
1冊

東京-17 不明 東京味噌工業組合定款×2 2冊
東京-18 昭和4年 東京刷子工業組合定款 1冊

日本輸出羽二重工業組合聯合会定款
日本輸出羽二重工業組合聯合会定款並諸
規定澱粉飴工業組合定款
澱粉飴工業組合規定　生産制限に関する規
定（折り込み）

東京-21 昭和10, 9
年

日本輸出織物染色工業組合聯合会定款並
諸規定×2

2冊
東京-22 昭和14年 對英電球輸出組合定款 附諸規定 1冊
東京-23 昭和8年 東京輸出金属器工業組合定款 1冊
東京-24 不明 有限責任購買組合東京共働社定款 1枚
東京-25 昭和8年 定款並諸規定 東京電球工業組合 1冊
東京-26 昭和9年 日本綿布捺染工業組合聯合会定款並諸規

定
日本綿布捺染組合聯合
会

1冊
東京-27 不明 定款 関東捺染工業組合 1冊
東京-28 昭和9年 八王子輸出織物工業組合定款 1枚
東京-29 昭和9年 東京輸出麻眞田工業組合定款 1冊
東京-30 昭和2年 東京琺瑯鐡器工業組合定款 1冊
東京-31 不明 日本輸出織物染色工業組合聯合会定款 1冊
東京-32 不明 東京府青梅織物工業組合定款 1冊
東京-33 不明 東京自動車工業組合定款 附統制事業施行

細則 製品検査施行細則
1冊

東京-34 昭和8年 定款附諸規定 東京時計側工業組合 1冊
東京-35 昭和5年 定款附諸規定 東京輸出セルロイド玩具

工業組合
1冊

東京-36 昭和10年 定款並諸規定 日本電球工業組合聯合
会

1冊
東京-37 昭和3年 日本蟹罐詰業水産組合聯合会定款 1冊
東京-38 不明 東京罐詰同業組合定款 1冊
東京-39 大正14年 倉庫営業規則 東京倉庫運輸株式会社 1冊
静岡-1 昭和8年 遠州製氷工業組合定款並諸規定 1冊
静岡-2 不明 富士郡製紙工業組合定款 1冊
静岡-3 不明 静岡輸出漆器工業組合定款×2 2冊
静岡-4 不明 静岡塗下駄工業組合定款並諸規定 1冊
静岡-5 不明 静岡県輸出麻眞田工業組合定款 1冊
静岡-6 不明 遠州織物工業組合北盛社定款並諸規定 1冊

遠州輸出綿織物工業組合天龍社定款
遠州輸出綿織物工業組合天龍社定款及諸
規定愛知-1 不明 社団法人 日本繊維協会定款×2 2冊

愛知-2 不明 尾州絹織物工業組合定款並諸規定 1冊
愛知-3 不明 三州織物工業組合定款 1冊
愛知-4 不明 名古屋綿織物染色工業組合定款 附諸規定 1冊
愛知-5 不明 名古屋綿糸布取引所業務規程 1冊
愛知-6 昭和10年 中部紡織木管工業組合定款 附役員及組合

員名簿
1冊

愛知-7 不明 大日本毛織工業組合連合会定款 附諸規定 1冊
愛知-8 昭和5年 名古屋輸出綿布工業組合定款並諸規定 1冊

静岡-7

東京-20

東京-19

東京-10

2冊

愛知県1
～15
（№7）

東京府21
～39
（№5）

静岡県
（№6）

昭和9年

2冊

昭和7年、
不明 2冊

東京府11
～20
（№4）

昭和12,7
年

昭和25,24
年

日本商工会議所 2冊

東京府1
～10
（№3）



愛知-9 昭和9, 10
年

名古屋紡織工業組合定款並諸規定
同組合 1冊

愛知-10 昭和8年 定款 三河綿布工業組合 1冊
愛知-11 不明 愛知県製綿工業組合定款 同組合 1冊
愛知-12 昭和8, 9

年
愛知毛織工業組合定款 附諸規定×2 同組合 2冊

愛知-13 昭和6年 名古屋輸出毛織工業組合定款並諸規定、
組合員名簿

同組合 1冊

愛知-14 昭和8年 尾西綿織物工業組合定款草按　諸規定 同組合 1冊
三河幡豆織物工業組合定款
規定

愛知-16 不明 尾西セル工業組合定款草按 1冊
愛知-17 大正14年 定款　業務規程 株式会社名古屋株式取

引所
1冊

愛知-18 昭和2年 豊橋米穀取引所定款　業務規程 同取引所 1冊
愛知-19 大正11年 業務規程 岡崎米穀取引所 1冊
愛知-20 不明 定款 名古屋酒類卸商業組合 1冊
愛知-21 昭和9年 定款並諸規定 名古屋輸出楽器玩具工

業組合
1冊

愛知-22 不明 日本中鋳鉄調車工業組合定款 同組合 1冊
愛知-23 昭和8年 名古屋自転車工業組合定款並諸規定×2 2冊
愛知-24 昭和18年 愛知県貿易会定款 1冊
愛知-25 昭和15年 定款　輸出統制規程 名古屋市南米輸出組合 1冊
愛知-26 昭和15年 名古屋東亜輸出組合定款 同組合 1冊
愛知-27 昭和13年 名古屋印度雑貨輸出組合定款 同組合 1冊
愛知-28 昭和11年 名古屋水上衛生組合連合会　水上衛生組

合規約
1冊

愛知-29 昭和14年 熱田魚市場仲買問屋組合規約 同組合 1冊
愛知-30 不明 熱田魚組合規約 1冊

昭和11,14
年

定款及統制規程×3
昭和7年 定款及施行細則×2
昭和7年 定款並ニ施行細則 瀬戸陶磁器工業組合
昭和8年 定款
昭和10年 定款及定款施行細則

愛知-33 昭和9年 名古屋陶磁器輸出組合定款 同組合 1冊
愛知-34 昭和10年 名古屋陶磁器輸出組合定款・規程 同組合 1冊
愛知-35 昭和6年 品野陶磁器工業組合定款及諸規程 1冊
愛知-36 昭和7年 名古屋陶磁器上絵焼附工業組合定款並諸

規程
1冊

岐阜-1 不明 岐阜提灯団扇工業組合定款 1冊
岐阜-2 昭和6年 岐阜県輸出人絹織物工業組合定款及諸規

定
1冊

岐阜-3 不明 岐阜縮緬工業組合定款 1冊
岐阜-4 昭和6年 岐阜県絹紬工業組合定款 附検査規定及検

査施行細則
1冊

岐阜-5 不明 岐阜瓦工業組合定款 1冊
岐阜-6 昭和8年 駄知陶磁器工業組合定款並同施行細則 1冊
岐阜-7 不明 岐阜県陶磁器工業組合聯合会定款并同施

行細則
1冊

岐阜-8 昭和9年 定款并定款施行細則 西南部陶磁器工業組合 1冊
三重-1 不明 伊勢型地紙工業組合定款 1冊
三重-2 昭和8年 伊勢傘工業組合定款 1冊
三重-3 昭和9年 日本アイロン工業組合定款並諸規程 1冊
三重-4 昭和8年 桒名アイロン工業組合定款 1冊

伊勢輸出タオル工業組合定款
伊勢輸出タオル工業組合販売部規則

三重-6 不明 伊勢醤油工業組合定款 1冊
三重-7 不明 北勢浴巾工業組合定款×2 2冊
三重-8 不明 三重県製氷工業組合定款 1冊

日本漁網輸出組合定款 附輸出統制規程
定款及輸出統制規程 附満關支向輸出統制
規程　統制委員会規程

日本漁網輸出組合

2冊

昭和15年
2冊

三重県1
～11
（№11）

不明

3冊
名古屋陶磁器工業組合

岐阜県
（№10）

三重-5

三重-9

愛知-31

愛知-15

愛知-32

愛知県16
～30
（№8）

愛知県31
～36
（№9）

日本陶磁器工業組合聯
合会

5冊

愛知県1
～15
（№7）

不明
同組合 2冊



三重-10 昭和14年 三重県魚網工業組合定款×2 2冊
三重-11 昭和7年 伊勢織物工業組合定款 1冊
長野-1 不明 北安繭絲販売組合聯合会定款 1冊
山梨-1 大正14年 山梨水晶工業組合定款 1冊
新潟-1 昭和9年 三條第一金属製品工業組合定款 1冊
石川-1 不明 小松輸出絹人絹織物工業組合定款 1冊
石川-2 不明 加能絹織物工業組合定款 1冊
石川-3 不明 石川県輸出絹織物工業組合定款 1冊
石川-4 不明 加賀羽二重工業組合定款 1冊
福井-1 不明 武生輸出人造絹織物工業組合定款 1冊
福井-2 不明 武生輸出羽二重工業組合定款×2 2枚
福井-3 昭和8年 福井県人絹ボイル工業組合定款 1冊
福井-4 昭和6年 勝山輸出羽二重工業組合定款 1冊
福井-5 昭和8年 若狭塗箸工業組合定款 1冊
福井-6 不明 越前製紙工業組合定款 1冊
福井-7 不明 福井輸出人造絹織物工業組合定款 同組合 1冊
福井-8 不明 神明輸出人造絹織物工業組合定款 同組合 1冊
大阪-1 昭和7年 佐野タオル工業組合定款 1冊
大阪-2 不明 大阪莫大小編立工業組合定款　附事業執

行ニ関スル制限規定
1冊

大阪-3 昭和8年 日本セルロイド刷子工業組合定款 1冊
大阪-4 不明 大阪理容器具工業組合定款 1冊
大阪-5 昭和9年 日本亜鉛鉄板工業組合定款　附諸規程 1冊
大阪-6 昭和8, 9

年
日本輸出鏡工業組合定款及諸規程　附組
合員名簿×2

2冊

大阪-7 不明 日本帽子工業組合聯合会定款　施行規則 1冊
大阪-8 昭和14年 日本刷子輸出組合定款並諸規程 1冊
大阪-9 不明 泉南郡縞綿布工業組合定款 1冊
大阪-10 昭和8年 大阪府白木綿工業組合定款並諸規程 1冊
大阪-11 昭和6年 大阪府綿ネル工業組合定款並諸規程 1冊
大阪-12 不明 日本輸出セルロイド櫛工業組合定款並諸規

程
1冊

大阪-13 昭和3年 泉北郡織物工業組合聯合会定款並諸規程 1冊
大阪-14 不明 泉北郡第四区南部織物工業組合定款 1冊
大阪-15 不明 泉北郡第一区織物工業組合定款 1冊
大阪-16 昭和9年 大阪ゴム工業組合定款　附統制施行規程及

聯合会検査規定抜萃
1冊

大阪-17 不明 大阪輸出電球工業組合定款 1冊
大阪-18 不明 定款並諸規程 大阪莫大小裁縫工業組

合
1冊

大阪-19 昭和7, 9
年

日本輸出莫大小工業組合聯合会定款並諸
規程×2

2冊

大阪-20 昭和9年 大阪輸出莫大小工業組合定款並諸規程 1冊
大阪-21 昭和9, 10

年
大阪伸鐡工業組合定款×2 2冊

大阪-22 昭和9年 関西タイル工業組合定款 1冊
大阪-23 昭和8年 大阪印刷インキ工業組合定款 1冊
大阪-24 不明 日本タオル工業組合聯合会定款×3 3冊
大阪-25 昭和8年 大阪染色工業組合定款　附組合員名簿 1冊
大阪-26 不明 泉北郡第四区東部織物工業組合定款 1冊
大阪-27 昭和9年 大阪染色工業組合定款並諸規程　附関係

法規・組合員及役員名簿
同組合 1冊

大阪-28 昭和2年 日本魔法瓶工業組合定款×2 2冊
大阪-29 不明 近畿琺瑯鉄器工業組合定款×2 2冊
大阪-30 昭和9, 10

年
定款並諸規程×2 日本自動車工業組合聯

合会
2冊

大阪-31 不明 日本硝子腕環工業組合定款並諸規程×2 2冊
大阪-32 昭和9年 大阪府自転車工業組合定款 1冊
大阪-33 不明 定款×2 泉南郡北部綿織物工業

組合
2冊

大阪-34 不明 河内第一織物工業組合定款 1冊
大阪-35 不明 泉南郡葛城輸出綿織物工業組合定款 同組合 1冊

三重県1
～11
（№11）

北陸・信
越
（№12）

大阪府1
～10
（№13）

大阪府11
～20
（№14）

大阪府21
～28
（№15）

大阪府29
～38
（№16）



大阪-36 不明 日本琺瑯鉄器工業組合聯合会定款 1冊
日本伸鉄工業組合定款×2
日本伸鉄工業組合定款（昭和9年3月）
日本伸鉄工業組合定款（昭和9年5月）
全日本紡織木管工業組合聯合会定款
定款施行規則
日本護謨工業組合聯合会定款　附統制施
行規程×2定款並諸規程

兵庫-2 不明 兵庫県川西皮革工業組合定款 1冊
兵庫-3 昭和9年 淡路瓦工業組合定款 1冊
兵庫-4 不明 兵庫県自転車工業組合定款 1冊
兵庫-5 不明 播州機械素麵工業組合定款 1冊

神戸輸出織物捺染工業組合定款
神戸輸出織物染色工業組合定款並諸規程

兵庫-7 不明 神戸人造真珠工業組合定款 1冊
兵庫-8 不明 中橎織物工業組合定款並諸規程 1冊
兵庫-9 不明 播州凍豆腐工業組合定款 1冊
兵庫-10 不明 灘御影酒造組合定款　附統制規程 1冊
兵庫-11 不明 菅大織工業組合定款並諸規程 1冊
兵庫-12 昭和2年 社団法人日本船主協会定款 1冊
兵庫-13 不明 兵庫県織物工業組合聯合会定款並ニ諸規

程
1冊

兵庫-14 不明 播州織工業組合定款並ニ諸規程 2冊
奈良-1 昭和9年 奈良県奥羅山凍豆腐工業組合定款及諸規

程
1冊

奈良-2 不明 奈良県輸出莫大小工業組合定款 1冊
和歌山-1 不明 和歌山起毛工業組合定款並諸規定 1冊
和歌山-2 昭和9年 和歌山晒白工業組合定款 1冊
和歌山-3 昭和8年 和歌山染色工業組合定款 1冊
滋賀-1 昭和9年 高島織物工業組合定款並ニ諸規程 1冊

濱縮緬工業組合定款×2
昭和八年の現勢
濱縮緬の現勢

滋賀-3 昭和9年 滋賀県石灰工業組合定款 1冊
京都-1 昭和8年 西陣着尺織物工業組合定款並諸規程 1冊
京都-2 不明 京都晒染工業組合定款 1冊
京都-3 不明 京都モスリン機械捺染工業組合定款並諸規

程
1冊

京都-4 昭和9年 京都友禅工業組合関係規則 1冊
岡山-1 不明 岡山県護謨工業組合定款×2 2冊
岡山-2 不明 岡山県綿織物工業組合定款 1冊
岡山-3 昭和8年 岡山県清涼飲料水工業組合定款 同組合 1冊
広島-1 不明 中国澱粉工業組合定款 1冊
広島-2 不明 広島県護謨工業組合定款 1冊
広島-3 昭和8年 広島県瓦工業組合定款　附組合員名簿 1冊
広島-4 昭和8年 日本炭酸カルシウム搗粉工業組合定款 1冊
広島-5 不明 広島県鑢工業組合定款 1冊
広島-6 不明 広島県製綿工業組合定款 1冊
広島-7 不明 備後本塲疊表同業組合定款 1冊
広島-8 不明 広島県船釘工業組合定款 1冊
山口-1 昭和9年 山口県織物工業組合定款 1冊
香川-1 昭和9年 香川県団扇骨工業組合定款 1枚
香川-2 不明 香川県製氷工業組合定款並諸規程 1冊
香川-3 不明 丸亀団扇工業組合定款及諸規程 1冊
香川-4 不明 高松煉炭工業組合定款並諸規程 1冊
徳島-1 不明 阿波箪笥工業組合定款 1冊
徳島-2 不明 徳島鏡台針指工業組合定款 1冊
徳島-3 不明 徳島県清涼飲料水工業組合定款 1冊
高知-1 不明 高知県瓦工業組合定款並ニ諸規程 1冊
愛媛-1 昭和8年 愛媛県製氷工業組合定款 1冊
愛媛-2 不明 八幡濱織物工業組合定款 1冊

滋賀-2

兵庫-6

兵庫-1

4冊

中国
（№19）

四国
（№20）

近畿（大
阪府・兵
庫県・三
重県を除
く　№18）

昭和8, 9
年 濱縮緬工業組合

3冊

昭和9年
2冊

兵庫県
（№17）

不明
同聯合会

不明
2冊

昭和9年
4冊

大阪府29
～38
（№16）

大阪-37

大阪-38



福岡-1 昭和8年 久留米綿織物工業組合定款並諸規程 1冊
福岡-2 不明 久留米絣第二工業組合定款 1冊

福岡県製氷工業組合定款×2
福岡県製氷工業組合統制規程
九州洗濯石鹸工業組合定款
定款施行規則

長崎-1 不明 長崎鉄工品工業組合定款 1冊
長崎-2 不明 長崎醤油味噌醸造工業組合定款 1冊
佐賀-1 不明 佐賀煉瓦工業組合定款 1冊
佐賀-2 昭和9年 神崎素麵工業組合定款 1冊
不明-1 不明 合成樹脂工業聯合会受注承認規定 1冊
不明-2 不明 定款変更ノ件 1冊
不明-3 昭和33年 商工組合中央金庫法及び定款 3枚

地域不明
（№22）

福岡-3

福岡-4

3冊

不明
2冊

九州
（№21）

昭和9, 10
年


