
区分 項目 制定・通知年月日 ページ

第1編 職制・執務手続 職務権限 大正14/6/1定 1
鈴木商店職制 大正14/6/29定 5
鈴木商店事務分掌規程 大正14/6/29定 6
鈴木商店監査規程 大正14/6/29定 9
業務監査に関する件 大正14/1/13 10
本店各課監査手続に関する件 大正15/7 10
支店業務監査に関する件 大正15/7 23
本支店事務刷新並びに執務方に関する件 大正11/10/6 23
商品売買日報及び商品売買手持ち残高俵の件 大正13/3/15 29
主要商品手持ち高表の件 大正14/8/19 30
各所商況週報の件 大正9/8 31
本店各課商況週報の件 大正9/11 32
売買約案内書の件 32
本店各課売買約通知票の件 大正13/7/28 36
売買契約その他各部に対する権利義務に関する書類 大正15/6/11 38
重役支配人要署名捺印書類の件 大正9/9 38
本店貨物受渡しに関する件 大正8/9/30 38
大阪支店貨物受渡し並びに本店貨物課との連絡に関す
る件

大正17/7 42

営業費科目の件 大正15/7/17 42
鈴木商店本店当直宿直規程 大正15/5/1 46
電報並びに郵便物差出方の件 大正11/1/11 47
第一窒素工業（株）工場庶務規程 大正15/8 48
度量衡器取扱いに関する件 大正6/9/10 49
職員被用人発明に為したる場合の取扱内規 大正11/12/7 50
海外渡航者紹介に関する件 大正11/2/15 51
紹介したる海外視察渡航者接待の状況等通報方の件 大正13/6/1 51
記帳係の職分に関する件 大正10/8/25 52
旅行日報に関する件 大正10/4/1 56
職員預金及び立替金取扱規程の件 大正9/12/30 57
特別の事情ある場合職員に金品の融通を為すの件 大正14/2/19 58
穿孔郵便切手使用方の件 大正9/12/10 60
東京神戸間私送郵便の件 大正14/10/3 61
嘱託弁護士浜宇津淳一郎氏利用に関する件 大正12/10/18 62
浜宇津顧問弁護士依嘱に関する注意の件 大正14/12/29 62
和文電信暗号使用の件 大正11/3/29 63
記帳用標準数字に関する件 大正8/2/14 63

第2編 本家 本家参趨方の件 大正8/2/28 65
本家贈与品に関する件 大正8/2/28 66
お家様写真贈与の件 大正8/3/1 66
本家慶弔金に関する件 大正9/2/25 67

第3編 社風規律 職員服務心得 大正14/6/29 69

懦弱淫逸
だじゃくいんいつ

を避け剛健摯実の気象養成に関する件 明治44/12/30 70

浮華軽佻を避け質素朴実を旨とする件 大正元/12/18 70
形式的諸礼を廃する件 大正9/7/5 71
年賀状交換廃止の件 大正元/12/18 72
中元贈答暑中見舞遣り取り等全廃実行の件 大正11/7/14 72
店員技術員等出張の際宴席を設け歓待せざるの件 大正5/7/14 73
店員等地方出張の際多人数送迎を為さざる件 大正5/7/14 73
店用用紙葉書及び郵便切手等を私用せざる件 明治43/12/23 74

擅
ほしいまま

に他会社に関係すべからざる件 大正8/7/17 74

擅に他会社の株式を取得すべからざる件 大正8/7/19 75
関係会社重役報酬全納の件 大正8/7/17 75

第4編
執務時間・休日・
休暇

本社休日に関する件 大正4/5 77

日曜日及び祝祭日事務繰合わせ交代休養を為す件 大正6/7/17 77
職員勤務調べに関する件 大正10/5/14 78
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職員慰労休暇規程 大正11/7/22 80
第5編 業務 資本節約の件 大正7/12/19 83

財界不況時に於ける商業上注意の件 大正9/6/17 84
各所取引先信用調査に関する件 大正15/4/29 86

第6編 職員 分身会社所属職員に関する件 大正14/9/18 89
分身会社所属職員の進退及び待遇に関する通達の件 大正14/9/18 92
採用者に対する誓約書並びに身元引受請証に関する件大正8/3/12 93
引請人身上異動届出方の件 大正6/12/26 96
クロード式窒素工業株式会社及び同分身会社所属職員
に対する特別誓約書の件

大正12/8/14 96

各所雇人の件 大正12/5/19 99
見習員制度廃止及び准店員階級新設の件 大正15/5/10 100
本社及び分身会社職員行賞及び懲戒に関する規程　 大正15/7/5 101
職員非職規程 大正12/6/20 102
非職者心得 大正14/9 104
職員願届に関する件 大正6/12/1 105
職員出張の場合発着月日、宿泊等を最寄事務所へ通
知方の件

大正8/5/12 107

職員本店来訪の節氏名、宿泊等受付係へ通告方の件 大正8/3/15 108
職員不正確氏名訂正の件 大正6/10/12 108

第7編 職員待遇 入店退店の月の俸給算定方の件 大正7/3/29 109
転勤の場合に於ける給与負担方の件 大正9/1/20 109
転勤者に対し給料前渡しせざるの件 大正9/5/13 110
家族手当の件 大正13/12/18 110
内地在勤者社宅及び住宅手当の件 大正13/12/18 111
内地在勤者済美寮寄宿並びに散宿の件 大正9/7/27 113
在外給与規程 大正12/4/1 114

新嘉坡、印度、爪哇
シンガポール、イン ド 、ジ ャワ

各所特別加給の件 大正12/12/5 122

支那各地及び香港在勤者の本俸及び家族手当の弗換
算率の件

大正14/8/22 123

支那各地及び香港各所在勤者の在外給与の弗（銀円）
割増しに関する件

大正15/10/28 124

内国旅費規程 大正9/12/18 124
外国旅費規程 大正9/12/18 129
日額旅費規程 大正12/4/1 136
旅費規程実施に関する注意の件 大正10/1/6 137
内地外在勤者帰朝旅費支給方の件 大正13/9/25 140
内地外在勤者結婚の場合路費及び支度料支給の件 大正9/4/5 141
鈴木商店船舶課出張旅費特例 大正11/4/24 142
鈴木商店下関支店管内出張旅費特例 大正10/11/15 142
鈴木商店小樽支店管内出張旅費特例 大正10/11/15 143
鈴木商店紐育支店管内出張旅費特例 大正11/2/16 144
南朝鮮製紙株式会社内国旅費規程特例 大正11/1/18 145
食事店給に関する件 大正15/6/25 146

第8編 諸報告・人事通知 動静報告の件 大正6/10/1 151
職員勤務報告に関する件 大正6/7/2 152
人事通知に関する件 大正6/10/1 153
人事通知を秘密扱いとして注意すべき件 大正7/2/6 154

第9編 諸会 在郷軍人会分会組織方の件 大正8/1/8 155
鈴木合名会社済美会会則 大正8/1 155
関係会社入社者を準会員とするの件 大正9/7/7 159
済美会慶弔及び其の他に関する取扱い細則 大正15/2/1 160
鈴木商店本店済美会運動修養部規程 大正9/4/1 162

第10編 雑件 済美寮命名の件 大正6/12/14 165
鈴木商店本店済美寮則 大正15/3/24 165
鈴木商店本店済美寮規約 大正15/3/24 166
鈴木学生貸費規則 大正11/3/23 168
鈴木商店の商号及び商標に関する件 大正12/3/15 173
東京ステーションホテル【重役専用室）使用に関する件 大正7/4/16 174


