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田村丑絡….....・H ・-……・ヰ込34-6217 牛.早稲田鶴理~.-o九

回付金作…・…....・H ・…・九段33-3854 蹄.南神保、七

田村光柴…....・H ・.....・H ・-牛込34-6219 牛.西五事f.四七

団付千太郎…….........・H ・-青山36-7825 霊.千駄ク谷、七八九

回付長兵衛別宅・H ・H ・..…京猪5o-6834 京、築地.ーノ六

田村貞二...・H ・.....・H ・..…九段33-3857 勉.元国.二ノ六

芝、南佐久間、ーノー田村続茂・・ H ・...…....・ H ・-芝 43-2760
姫野方

¥ 
田村豊作…-….....・ H ・....青山36-4683 腕、谷‘一二

田村吉雄事務所・・………・九段33-3858 題、麹町.三ノ一七

多国膨太郎…...・H ・..……墨田74-4125 所、普宮、一一三

多国三郎・・・・…...・ H ・...…本所73-7359 深‘盆f:t.-O、橋本方

多橋音源・-……・…...・....丸段33-3853 魁.富士見、六ノ四‘永田方

大東商事株式合意士・..，・ H ・-田谷35-5882 四.新宿、三ノー0

之

大丸庭薬舗・………H ・H ・..草駒66-2503 臼.箱崎.四ノー

田頭ヱィ……H ・H ・...... 繍 5o司 7566 京.銀座之ノ一九 I (糊66-1509、
田口義三郎・……H ・H ・-…牛込34-6212 lF.*道、三六 11?r'ー銀行…………..~軍縮'66“2507 ~目、兜.一

回口善一管業所・…・・…畑1185-7425 郷.森川、七ー l 禁制66-3024)

田口長次郎….........・H ・-牛込.34-6197 牛.東五符.九 I醍醐喪癒・...・H ・-…...・H ・..*所73-1356 諜.元加賀、一五

回ロヲイ・・・...・M ・......・H ・..墨田14-4124 南高、亀戸.ニ J一三五 1;蕩井五良H・H ・H ・H ・....・H ・-円高輪44--6889 芝、白金三光、五三五

回口由太郎・・ー・・・・墨田丸一4123FJJ、劇I(下時点七|高弁務揺 ・・.........祈73-1051 払黒江‘三九

1;奇弁稿太郎……......・ H ・高輪44-6898 荏.下問黒.七二九
回線清・'"・H ・.....・H ・...…神岡25-3128 跡.英土代.三ノ一七 l 

1;葛石常三郎...・ H ・…...・ H ・-華民74-3995 商事、喜嬬寺島.二四0七
回銭前一郎...・H ・...・H ・-一・本所73-7053 深.東m続.九五.田熊秀方 l

i高尾溺七....・H ・...・H ・..….1)咽1185-1255 Ij、‘表.六七
四時林誠.....・H ・.....・H ・…大級86-3061 小.西丸.一一 . 

.高岡録三郎…'"・H ・...・H ・-本所73-1052 深.露律、一一七.闘方
回臼隆雄…-…....・H ・...・・陣橋24-2580 日.本石.四ノ一九 l 

l高木伊之助……....・H ・"11咽1185-1018 郷、悲木、ニノー0
田島亘……...・H ・..……四谷35-1553 畳、幡ク谷、ニ0九.管木方 l

l 高木悦郎事務所…...・H ・-浪花67-5035 日‘大体馬盟、七
回代胎 ・・ 高輪特鎚46ぎかιーノ七八 ・

田代秀徳・…..，.・H ・....・H ・-牛込34-5020 牛.西五府、--0

回中鰭太郎田中留院 ...11回1185-1082 小.戸階、五七
1;寄木助一管業所…・…-…青山お-8216 赤、青山南.ーノー

田中柴助一….....・H ・...・H ・大域86-3325 小.大塚上.一一 i 
1;高木宗太郎...・H ・....・H ・-・青山36-8105 赤、回.六ノ四

所、東南閥、ニノ一七、一蹴 l
田中勝司……・………本所73-1361 雨関ピ)~内 l高木高・…..……・・抱.34-6456 lf .早稲田鶴払玉

田中要....・H ・...….....・H ・.1)刷185-1358 郷.溺生、三.トノ六一 l 高木高一郎…・・…H ・H ・...九段33・3851 神、今川小路.ニノ一五

田中南………..……一一・青山36-1816 腕、草野網.ーノ三八 1;寄港誠一…....・H ・..…・…神田25-2687 蹄‘千代田.二

田中富三郎……………神岡25-3404 跡、竪大工.九.田子方 1;蕩合あき支庖・…………京織5o-7484 京.築地、三ノーニー

田中直政…H ・H ・......・H ・..瀞斥73-1054 ~，尚三‘誠回 Jj I高坂官太郎・……H ・H ・-…本所73-1358 南乱大仏三ノ一八五

田中主治:…………………H田昭子7105 郷.弓.ニノー.小山1f I 高津惣五~&..…....-.・...…・京橋5õ-6108 京、木控.ーノ一一、井上方

田中武助 …..…・ 芝 43-0730 芸品乍三・芝私立衛生合|高齢一郎・ … 脅山高-4579 臓、森元・ーノ五・前原方

1;需品定治郎…......・H ・-…・銀座57-4857 京、築地‘魚市場内局定方
芝、金杉自主、七一.竹芝小事 1

田中武助...・H ・H ・H ・..…-・・ニ周45-3410 校Jy""'.....~ . .......-..，..Ii蕩ぬ久…….....・H ・H ・H ・...1)咽1185-7259 小.表、二八、敏久周品底方

高木熊吉…...・ H ・-………・本所73・7357 潔‘鶴歩.三

高木五三郎管支所・ 糠円039 背今入・4 ・和会グラプ
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田中卒三郎 総 mmzd157谷絡柄引 i高腕三吋 組向012 豊戸駒田・三二九 12 
京、岡崎、ニノ一三、千繋鯨l高田金八郎....¥.・・…J・…牛込.34-6175 牛.市ク谷抑一八 ・ I~

田中卒治…....・H ・...・H ・-京橋5o-6824 畜産組合紛会合東京豚肉版!宮田千太郎・・…・・・… H由1185-7271 郷、回、四二 |誕
究所万 l同 |白

田中捺…H ・H ・..…H ・M ・目的5引 78 畳、東大久保.四八 i高田忠造・…H ・H ・...・H ・・銀座57-4985 勢認可幸、ーノ五、統一世ピ|ス

回中ゆき e 日 …・・青山知防壁、滋谷並木・二四 |高玉クサ ................，1'嗣11お-7267 ー 出 前 、 ー IJ 
回避イチ……….....・H ・浪花67-5338 目、住吉.八 i高野熊七…..……..…・浪花67-5引 6 目、潰‘三ノー 1:。
回避吉五郎・…...・H ・-……輪4斗4909 芝冶金三払五 l 高野祭卒…....・ H ・....・ H・..本所 73毛854 臥相生‘五ノ二八、本宮方 I~
回遊健一...・H ・......・H ・....本所73-7362 謀、西卒井.一九七 I___...~ ~ _.A  •• .__..  ~ _ _ _ ~ • _~ I A;. 

• 'U ~ 1高野竹治郎一…・・………高輪44・4705 芝、伊皿子、二.小西方 IT 
回避佐京...・ H ・......・ H ・..…霊図74-4126 所、南二紫、三七 1'-"" --._--.- .-.._-- -----. ~.. I 
田沼富士太郎...・H ・-・・・・・鵬24-2590 目、遇、ニノ四‘村上方 !高橋-~...・・・・……静岡25-3495 鵡.鍛冶.八、馬場方 |今

回畑甚吉・H ・H ・..........…域86-3326 兆旦池袋.六九五 i高情唐古川H ・H ・-…・・高輪4今4706 荏.中目黒石ーO.氏家方|島

田牧ニ臨・・………H ・H ・酪35-5893 四、払ーニニ |高槻七・………・・・芝 43-0650 芝居忠一ノ三一 (霊

回丸薪袖・・P ・M ・....・高輪44-69t6 号、議谷氏二七・田丸賢治i高様喜代治 …....1)，咽伽7羽詰FIll中忠一0- J~ 

~隠図図画『ツ- .ヅー』と 云ふ麟績音が開ゑたら呼出中

[銀座57-49111芝、桜田太左衛門.四
田中房・H ・H ・-…H ・H ・-…i銀座57-5246J島田方

高世啓三・……...・H ・....ヰ込.34-5982 ij、.開口、一七六

高樹喜一郎…'"・ H ・."・ H ・墨田74-3997 所、重量漆.ニノー0
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高官露吉三郎.......…...・H ・..青山36・7689 赤.青山北.Ji..1二つ

タ|高矯敬三…...・H ・-…..d咽1185-7331 小‘戸臥二七

{自高級建吉・・・…....・H ・..…..瀞回25-312¥.. 紳.表神保.ー0、中島方

宍|高橋賢三一……・・…H ・H ・-瀦回符・引22 柿.表神保.ーo
~I 高橋室付.. . .・ M ・ M ・.......・ M・-減お羽98 札糊係、七.江JII方

建|繍駒次郎管業所・・牛込砕6016 牛、樫.ニー

竹|高橋継十郎.....・."………墨田74-4121 所、中ノ郷業卒、図。

武|高橋四郎…一一...・H ・..…芝 43-4448 芝.柴井.七

ぷ|繭低二郎事務所・・ ・繍56-6709 京、長時・ーノー悶

長|高附一...・H ・.......・H ・-・・青山36-8263 赤、青山南.六ノー

立問チョ・・H ・H ・-………・芝 43-.!363 芝.神明.二一.Fri水万

立花家欽庭竹三・吋……j良花67-4515 日.馬喰、四 J一九

舘野築吉....・H ・-………・・浪花67-5045 目、小網.ーノ五

谷清太郎…....・H ・H ・H ・....京槍56-6903 干支.岡崎.ーノ一七

谷信治郎・・H ・H ・...-・M ・....tl咽118.5-7084 郷駒込神明.三二

谷口柴之助……...・M ・..…H咽1185-7367 小.柳、一一

谷口長一..…………・……九段33-3852 姐.三番.六七

谷口叉四J'llf....・H ・H ・-….tl咽1185-7359 郷.駒込上富士前.五

官.南小田原‘ニノニー
谷津秀之助・H ・H ・H ・H ・-…京橋56-6833 野村方

:BF.e馬之助別宅合員Z…本所73-7363 深.荷住、二五
~Ii寄綴太兵衛…...・H・-……浪花67-5041 日.演、ニノーー -

I ~=~~~~~ ..J...1'POC  _r.rn~ S: ._u，_ ~.f~ rm i1 rm I玉井館三・・H ・H ・H ・H ・-…三朗45-4258 芝、草野据‘一五六Ii翠矯徳太郎-………・…大鼠86-3065 ::It壁、池袋沼八四 l 

~I 開始 ・ 鯨mmEf十郎ふ腕鱗合1225?::二;;;:::::iiZ222:??み;三:
五|高紋四郎.............…・浪花6子5864 目、鰍、三ノ六 i玉谷間・・……H ・H ・大原86-3327 沼恒巣鴨新田.八四三

需|締ますゑ・・ ・ 浪花町318 日、品ニノー |丹シュン…"…・・制お・制2 究議主ーノ二七
| 担、丸ノ内.二ノ二、丸ピJl，.I 

三宅|高騰疋雄.....・M ・...・H ・...克拘23-4917 内 l丹時卒.....・H ・.....・H ・-・崎4今6921 芝、白金三党、四0六

丹 高m元太郎…....・H ・..…・崎J1185-7334 郷、本郷.ニノ三七

高橋裏之WJ.......・M ・-…・・高輪44-4802 授、下目黒.六二一

チ|高概良太郎……...・M ・-・銀座57-5225 弘宗十郎、ー0・滋本方

千|高知興市…….....・H ・-…墨田74-4122 所、松合・ニノー0九

| 京、月島西仲通.三ノ五
秩|高間学三郎・…….......結構56-6814 海村方

中|高根吉六・...・H ・........・M ・-芝 43-4449 芝居久保巴凋ニ

引高森柴次............…・…草蜘66-0996 日品仏ーノ三九武藤方

|高草加武次・・……・H ・H ・......純国25-3127 跡.カ!!.一七

ヴ|高柳松次...・H ・-…....・H ・-墨田74-4117 所.石原‘ニノ九一

高;柳で三雄一....・H ・...・ H ・..tlI.6J1185-7081 小.指ク谷、一三七

津 Ii高山喜作…H ・H ・...…・・・・・ヰ込34-6195 塁、戸塚源兵衛.一七八

高山幸抗馬…...・H ・.....・H ・..九段33・3390 帥.三崎.三ノ一三回

貧国総，右衛門一…...・H ・...芝 43-2390 芝、習il:ZjS.，-

部川忠次郎...・M ・-一…・・・浪花67-5043 目、久根‘ー凶

締海郷部...・H ・..………・・・田谷35-5886 閥、E払ーノ八

郡田龍介....・H ・........・H ・ヰ込.34-6019 牛、市グ谷問、三ノ三

i訟仲字卒・…........……・・・0咽問5-7338 郷.本郷、囚 J一六

蹴浪恒民…ー……...・H ・-・高輪44-4904 芝.二本舘本.二一

竹内正一...・ H ・..……-…・・浪花67-5822 目、小錦馬上.二三
熊取谷方

竹内照・…H ・H ・...………大塚86-3066 北盤、西巣鴨.三ニ七七

竹内疋努・-…………..….u回目25-7343 郷、元.ーノ悶

初回元之助…・H ・H ・..…・・浪花67-5336 目、百貨.ーノ五

_.竹田律アサ…….._....…・大塚86-3323 ;jヒ壁、緊鴨‘鴎ノ三

事|竹田津六二…..……・・・牛込34-6528 Jj、.音初、ペノ問、島野方

儲|竹れ宇一-…………H ・H ・-芝 43-2850 芝.嬰宕.ニノ一、安t漢方
昼1武井野・H ・H ・...・H ・....・H ・-酪35・5891 畳.東大久保:ニーo
通|武井情太郎・…・・・・・…・・・陣織24-2570 目、江戸務.三ノ六、一

加|武石蓮綴………...・M ・-一・田谷35・4438 畳.西大久保.四一五

会|劃11真寺三....・ H ・..・輪日817芸;zpm弘三ノ七
，、
底
番

武田銀議・…・益・H ・H ・-……京橋56-7277 京.新築、問ノ二.ミ子安方

武田孫兵衛支宮…...・H ・-・芝 43-4364 芝.源助、二0

チ 之 部

千野武野….......・M ・-…浪花67-6131 日.t話、四ノ一八

千森利重………・ー…町一浪花67-5359 日.鱗殻.三ノ六

秩父自動車株式合社……芝 43-4497 芝.回付‘六四.Im策ピル内

畳.滋谷金主、一=
中央共註株式会社...・H ・..青山36-7827 ~;.:'::.'';..:''，;;-''''';-;;; 

'[5i;在日Itl品市綴方

チエ話会員会社・・ ・・継問244 質問.ーノ三・太卒ピル

ツ 之 』部

号|武田ゆき ・・…・青時制62Ztr制作江帯 ・・…“ 納 23-4918おおf
時|武官若・・h ・a・-…....・M ・-青山;菟刊21 武官誠修方 一 | 
手|武山治三郎・・…H ・M ・-・浪花6子5044 目、鰍・三ノー-.)J嚇方|津川知郎....・ H ・-…鳩町-33沼益事伊袋、ーo四二

勺|獄六太郎・…H ・H ・...…..u馴 85-7354 郷.湯島、五 J四 !津久井猛夫……・…芝4.3-2840 芝、苦手.一八.鵬方

A.I辰沼三吉..........・'"……除嘱24-0705 目、民服語、ニノー、二蹴 l 津田~IJ……-…・・…・・文段33-3859 砲、三番，~O
百|蓮田太ーをき業所…….u田l侶5-76i7 小.指グ谷.一一三 l :1立石佐次郎管業所 館内045 麹・内幸、ーノ四・太卒ピルi翻求書......... ・ ・新市相 t 品門前伸、三五

| 内 l 津村良卒…・ー………・…帥嘱24-2602 周忌遁.三ノ凡111'1 ••• 

τw国i盟国国話中の信裁が悶えたらー且受話器を掛金物に織りるふ主
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塚原徳三.....・…..…・・・・・・帥稀24-2606

塚本鎖吉・-…・・………・・京橋5o-6905

塚本秀雄・・...…・・・…-・・・・・牛込.34-6057

塚本義一郎工場・...........・九段33・3861

京、市紺屋.一二管業ピ)1.門

家、僚級、一一

南葛‘吾嬬諸1也、八一

日.蝦殺、二ノ一四

畳、溢谷新橋、六回ノニ

芝‘露月.一七.一読

目、君主、三ノ一

日.J馬喰.四ノー

寺田鍵議…………………京橋5o-7011

寺田鹿・-…………・・・……-京橋5o-6844

寺田仁助・・……H ・H ・…・・・・呈回74-4082

寺田武兵衛………………草場町66-2011

寺西秀穂・・…・・・・・・・・・・・・・・・・高輪44J6736

寺西政治郎…...・H ・........芝 43-4451

ミ宇野餓卒・...-一……・・・・・・浪花67-5364

寺本隆之幼・._・H ・-…......浪花67-5367
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土岐シズ・・・・...・H ・-・・γ …・丸段33・3824

j二機源一郎…....・H ・-……芝 43-4452

戸合仙識……....・ H ・...・H ・-田谷35-5918

戸田孝……………………H旧日85-7741

戸田大瀧・・ H ・H ・…....・H ・.U咽"85-7391

戸田利兵衛...・M ・......・H ・..四谷35-5921

戸山秀雄.....・H ・………・・・青山36-7841

タト池年五郎底錨・・…・・・・・・・跡稀24-2640

外山霊作・....…………"“防嘱24-0706

東亙通商株式合祉・...・・・・丸ノ内23-4905

東京朝日無意株式会社…浪花67-5065

東京雷療専門事佼また妥…四谷35-1612

東京火災保険株式合枇…克拘23-~919

東京顕微鏡院・・…・・……-九段33・3862

東京市小石川区 ……大穂86-3009 小‘丸山、三八
1t">;-1i画事務所

同 深川区 …・いがW7マー.7009 il菜、京大工、一六
第二方面事務所 u 

向指五方面事務所・・・本所73-7008

同第六方面事務所・・・本所73-7006

本郷直方面事務所・..IJ由1185-6890

本所医第五…………墨田74-4060 所、押上.四九
方面事務所

同 四谷医方面事務所…四谷35-1671

東京市神明小感校....・ H ・-芝 43-0640

東京商業俗資合粧...・M ・.U沼11185-7103

東京結綿祉・-…・・・・・…・・材暗73-7368

東京日々 新聞f，J:
開町出張所…・・大塚86号 001 IJ、酒丸、八

同砂町出張所.....・...…がW73-7001 深、千田.二六七

同 四谷出張所...・ H ・.，…田谷35-1393 四.西信濃.一六

東京府市場協合.…….日…...……"….い.
目白了市行場

東京嫁E官製造業組合
事Z務所 ……本所73-7090 深.一色淘~，ï\.

東京総出靴下工業組合…H田1185-7372 小.久堅、八五.今泉方

手
、
寺

部

勉.官士見.ーノ二大

芝.~宕.三ノ 11.二

岡、新宿、三ノ七、凶谷商合方

郷、駒込上富士前、四

郷.湯・島、六ノニ玉、長続万

盟.代々木.五一二

盟、越谷八幡通、三ノニ0

日.遜.ニノニ

日.甑戸物.一三.田丸方

砲、:札ノ内、三ノ六

目、騎授、ニノ一五

笠.東大久保‘間一ニ

砲、大手、ーノ六、永祭ピ;1.内

勉.三者七二問

之ト

畳、機谷Z込慢、玉、遁見方

日.$跨設.三ノーニ

子支.新宮、ニノー

神.英土代、三ノー

芝.波掛.ーノ一五

目、江戸t薦、ーノ七
弘徳商企庁

京.君主.六

牛.喜久井.二五

跡、今川小路.ニノ一五

京 .Jt..官.六.東ピ)l.内浅野
1'f 

勝、措網.ニノー0

小、水道、五五.吉田方

日‘鱗殺.ーノ四

所、松代.ーノ二一

京、因幡.一‘岡田方

深.伊勢締.三三

芝.南度、一六.綿貫方

牛.早稲田商、三五.村上方

北盟‘高図殺司ク谷‘九五二

笠、滋谷上通‘ーノニー

2や.耕天.四七

回、住吉‘一八

問、東信濃‘二八

郷、菊媛、四五

赤.溜池.三一

回、内藤、一

干幸、北品川Z音、二一.宍合方

日‘南茅場、四0

郷、接.六.永甑方

跡、表猿襲，i¥.

赤.田.五ノ二一

日.本銀.ーノニ0

牛、tJ，t.苦手、五八

芝‘~宕.三 J--

lt，早稲田鶴零.一一ニ

北盤、回指.一→

新l銭政一郎.-………・・・青山部-8194

杖崎駿三郎・・…・・・…・....浪花67-5362

塚瀬音松・・・・・…“・……...京栂5o-6835

塚田t将軍・・…..…..…..・柿田25-2736

塚原常五郎……..、.....・H ・芝 43-4347

月樹'iJ/J.識..…-・…・…・…銀座57-5227

月見里常吉..-・H ・"…・…・霊田74-4127

結艦正一郎・・・・:・・…H ・H ・'IJ咽1185-7092

5土捨吉・…………-…軍縮66-1701

3土卒八・....…………・・・…本所73-7366

社輿三郎・-…・……・・・…京橋5o-6907

註井J雷太郎・-…・・………本所73-7367

3土村袈次郎・-……・.....…・高輪44-8259

土谷英子・......・H ・..・……・牛込34-6231

土谷清房・...……-…-・・牛込.34-6437

土産今朝雄・・・・・…-……青山36-7838

土屋詮数・-…・・・…・-…・・・牛込.34-5030

:土屋武芳・........…...-・…・浪花67-5053

土山総攻郎・-…・・…-・…四谷35-5914

筒井弘三・-……..……・4咽1185-7371

法英治・...・M ・…...・M ・…..青山部-5142

提組長・.......…-・.....・...・・四谷35-5895

翻応アサ…………'"・H・..高輪，~4-51 07 

角田勇・-……・・・… H ・H ・...・葬場町66-1709

1石田柴八…...・M ・.....・ H ・..U由1185-7099

角田窓治・.-…・………・・・・神田.?-5-3048

角山金之助・...・H ・-…一・・青山36・7839

枠内武四郎一-一一一…・・酔嘱24-3570

政審タP七…….....・M ・-一・牛込.34-6251

都 IMJ周作一.._..・M ・._._..芝 43-2.f30

知野冶助・・……・…"…一牛込.34-6265
鶴見富輝…....・H ・.....・ H ・.11日1185-7101

. 
4・

務、石島、ニ0八

書震、都i江曳‘一六二

郷、駒込坂下.一四六

悶

悶

悶

同

四‘霊=住.六O

芝、神明.ニー

郷.丸山務、八.磯野方

所.称.ニノ八五

部

手線喜市……..，・ H ・....…・高輪44-6924 芝.白金三光.五四九

手塚千代吉……・・…・・・…・高輪44-8286 芝.白金三党‘四八六

手塚トシ…...・ H ・..……..IJ細胞5-6309 IJ、、Jj、日向水道、問、中村方

{浪花67-5061) 
若手芥掠吾・'"・ H ・…H ・H ・.i ~:::~ :~:.::. }目、通堕東続初降、五蹴

l浪花67-5062)

若手内篤三郎・・……...・H ・-四谷35-5916 豆、代々木山谷.一七七

若手足卯之助…...・ H ・-…・・青山36-8234 盟.千駄ク谷原宿.一七O

北壁、西巣鴨菓鳴、一九五一
若手崎士跡・ H ・H ・-…... ..，. ~';_'・大塚86-3329 額縁方

、寺子迫 フミ…....・H ・..…...・高輪44--6929 腕.本村.一回O

之-ア

と
ヲ・、副n (t 自奇~ 手Eと盤結

W廻tl 中話~国凶錨園通
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ト|東武餓道採式合政 岳町-4070 制、総丸四九 |件後吉 鵬社2702 目、呉服縮、三戸、三
l 弘末方

l東明土地株式鮒 継目913 裂為一ノ六・商興ピ)1， I中尾武義 ・・ ・ 組問461 牛、7階、三五、新田方

中尾留次…・.......・H ・……牛込34-6272 北畳.高田後回.六八セ

中尾良輔...・ H ・..…...・ H ・..芝 43-4454 芝.田村、九三

中1中梼太郎H ・H ・..………ヰ込.34-6457 牛.早稲田.一一.今前方

中神そね・・H ・H ・H ・H ・-…-・・牛込34-6281 ~，早諮問.一一.今市方

中川勇……...・H ・......・H ・-高輪44-6964 芝、白金猿.六一

中川慶吉…H ・M ・...・H ・.....・四谷35-6182 霊.大久保百人.二三六

中川重….....・M ・-…H ・H ・.I!咽1I85-7393 小‘林、七0、ニ蹴

中川甚助…・・H ・H ・..……・浪花67-5068 目、馬除、三ノー

中川鐙吉……...・ H ・..…・・四谷35-1725 壁、千駄グ谷、八五六

中川J卓……………...・ H ・..芝 43-4456 芝.字国川t昔、ニ
中川俗吉・H ・H ・.....・H ・.....芝 43-4348 芝.ドド門前、ーノ図

中川虎三郎自動車率隊田谷35-4452 .!炉、市グ谷宮久、一二0

中川彦一…...・H ・....・H ・・・京橋56-7012 京.入舟、ニノー

中川安次郎………………芝 43-2450 芝、翠a宕.三ノ一六

中毒荷…...・ H ・H ・H ・-…・…草蜘66-0975 目、坂本・一八
中漆定治郎方

中毒泌さ・・.....・...…H ・H ・-本所7下7057 所、東爾悶.ニノ一七・ー抵
、 雨閥ピ)1，内伊東方

中島君主左…...・H ・......・H ・.tl旧日85-7659 郷・駒込古語学寺、ニ0
有賀万

中島七五三吉…...・M ・..…四谷35-4457 豆、西大久保.一九七

中島省吾・・…・……...・H ・-牛込.34-6282 盟、上戸塚.三四七

中島清太郎材木部・…..~容所73-7369 所.林.三ノ六三、南竪川場・
際

中島盟次郎………-……・笛絵44-8397 腕.本付、五三・吉岡方

中島年五郎…・………・・・・四谷35-5921 図、旭、二五

中島松~....・ぃ…………・高輪44-6966 子五、下目黒、四七五

中願望次郎…....・H ・-…・・青山36・8109 赤.背UJ南.六ノ一三
』奥原Jj

中苑均・・・・・….....・H ・..…商事ii44-7112 荏、下大崎、二七六
字国川方

中国向般…………-…・青山36-8301 赤、回、六ノーo
中主符f:商合.….リ….. ….日….リ一.日….....日.….. …….一….い...京橋56仕-6813 京‘五良郎E兵街.二ニ

中西徳次郎....・ H ・..........窪田74-4132 r;暗.向島須崎・三五、瀬戸方

中野銀i¥.…...・M ・-・…・…・芝 43-4457 芝.西久保八階、ニO

中野新吉…....・M ・....・ H ・..京橋56-6877 京、南小田原、ーノ五
E評藤方

中野ティ・・H ・...….....・M ・-青山36-5542 蹴、森元、ーノ五

中野留吉..ー…………啄所73-6847 所、錦糸・二三九

回
手
働
局
pJf 
属
加
不I I中丸精十郎・......…...・H ・..IJ咽lJ85-7104 小、江戸川、一八

n ス|名子末霊….....・H ・....…本所73平 061 課、佐賀・二ノ四五 |中村英吉・….. 一......青山36-7843 壁、櫨~~?1漆.五一

塁|名子末霊 ・ ・柄引062EE戸、三ノー四四 |中村柴次郎・ ・・ ・牛込.34-6485議長f田雑司グ谷、九七え

按|那須忠澄…・…-…....・ H ・青山36-8246 赤、背山高樹.八

ヲ| 紳雄子.三一.内静岡ピ)1，
呼|内外産業拡式合粧………神田25-3592 内

ヌl内藤菊太郎 芝 43-4375 言押下回ノニ

イ|内藤作卒....・ H ・......・H ・H ・-京橋56-6865 京.銀座‘三ノ二八

ZI内藤怨五郎 域 86-3332 相馬方
| 北聖堂、巣鴨.ーノ二七

~I 直江豊治…・・…H ・ H・-…・・九段お-3863 勉、三番.六

~_， ~語 i箇盟国逸話中に切れたら掛 VJ 1乙方からまた呼び直す ζ と

東|東洋製織株式会社
這| 東京工場 ・・・高輪44-8154 弘北品川袖グ臥四八四

.~ 1:東洋阻害株式会資合従…静岡25-3711 静、錦、三ノ九

~I 遠由貿識…・・…・…....・H・-霊園 74-4129 所、中ノ郷業卒、一三三

'ミ Ij遠山定隆………...・H ・..・・4咽1185圃 7377 兆畳.田端、三回

雫|鵠矢東一.....・..... …・牛込.34-6268 北壁、高田、六九六

町|特殊製鋼株式会社……捕56-6847 京，)11ロ.二三

富|徳永孝一....・H ・H ・H ・-…...d咽1I85-7378 郷、是正木.ーノニ玉、武内方、I

盟|徳安1若蔵....・ H ・…....・H ・-高輪44-3510 芝、白金波‘六一

ぞ|徳向 "・…・…~ 43-0740 差点観主ニノーo
町 l}jザ美代吉…・・…H ・H ・……・本所73・7055 p.，庁‘続.五ノニニ

十|宮英…….......・H ・....・M ・-四谷35-5926 壁、詫綴角響、八七九

官間通....・H ・-…...・H ・-…・丸拘23-4903 麹、丸ノ内、二ノ一四
明正事t.電気部方

名|官関商合木下悶明
ポ| 事務所 ・・・鍾麿5ト4751 乱日吉ム鎖業合館内

長|宮田孝:…...・H ・........・H ・..四谷35-4446 四.荒木、二七

長|富田滋・H ・H ・-…H ・H ・....u刷 18日 695 Ij、.白山御殿、ー0七

心|富山村・......・H ・-・・・・酪おー19695ZZ久保、凶ーo

豊岡議員H・H ・.....・ H ・..……九段33-2433 赫.西小川‘ーノ;犬、越毒方

笠海啓太郎...・M ・.....……大環86-3331 ;jヒ壁、池袋.六七八

豆田カグ…・・…H ・M ・-…・・・京橋56-6852 京、築地、二J三五
血:田む党方

笠田荘太郎...・H ・.....・H ・..本所73-7056 il匹、吉永、一

虎見根係之助...・H ・..……京橋56-6856 京、弓.一二

鳥井鷲....・H ・....…・・H ・H ・-墨田74-4131 所、新小摘、ニニ

鳥居宣伝法...・H ・H ・H ・-・……浪花67-5371 目、大傍馬、ニノ九

鳥羽重男…..，・ H ・.....・ H ・-銀座57-6046 芝、桜田本郷.六

烏初重男別宅…-…・……・芝 43-4453 芝.南佐久間、ニノ一八

烏山放五郎事務所………瀞回25-3058 跡.新銀.九

鳥海唐招………...・H ・..…牛込.34-6064 牛、際、三ノ四七

鳥海・喜代……..……H ・H ・-牛込34-6269 牛、原‘三ノ四七

品海軍吉一………・-一"・・牛込.34-6271 牛.新小)11、ーノ図

ナ 之 きB

中野ハヅ・・ H ・H ・-…・・…・・芝 43-2460 芝.雲宕‘二ノー.大量定方

中野卒兵衛…・・………・・青山36-4963 赤・田.ニノ問、佐伯方

中野哲一…....・ H ・…・…・・・九段33・3864 麹、結尾井、六.山本方

中野除鼠・…・…………・・・・九段33-3865 魁、元関.ーノ一九.一蹴

中林十一-…....・H ・...・H ・-本所73-7371 深.佐賀、二ノニ

中原健一…一・…・………大琢86-3334 小・宮下、四

中筋久………・…………銀座57-4914 芝、館前.八、加賀方

所.柳原三ノ一五
中村一雄一....・M ・…・・・・・静丘73・6866 中村美方

中村袋吉…....・H ・....・H ・-・牛込34-6284 畳・戸塚.八七九

中村義三…....・H ・....・ H ・..m図74・4135 所、石原.七.稿国方

中村サキ….....・H ・...・H ・..1)田lJ85-7399 郷.本郷.問ノ阻む

中村し〈・…・・・・・・…"…・ヰ込34-6285 畳、下落合.五二回

中村猷安……'"・M ・.....一本所73-7372 深‘本村.六六.新井方

中村清三郎...・ H ・......・H ・.1)旧日85-7449 郷.丸山窓j'，七
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