
所、花、ニー、大理方

荏、品川歩行新宿、二七
抹方

中村貞f乍…...・H ・.....・H ・..高輪44-0729 夜、大井商慣JII、一七四七
椋方.

中村蒜.....・H ・H ・H ・.....・H ・-牛込34-3884共牛、神襲、三ノ二、木本方

中村卒八郎…...・H ・-・……高輪44-3991 荏、中目黒、四一七、彦援方

中村森茂…・H ・H ・...・H ・.....青山36-1166 盟、滋谷背葉、ー玉、和田方

中村森茂…...・H ・-…・・・圏11咽1185-4811 郷、駒込妹、八0、三宅方

中山鹿三……・H ・H ・..……銀座57-4615 京、南{左柄木、三、前島方

中山ワカ…・・……H ・H ・...・浅草84--3755 浅、浅草必岡、六区三弦
-~. J .J 1}凶劇場資庖方

仲尾2買わ……....・H ・-…・・青山36-4832 赤、仲ノ 、二九、仲怠和三郎方

仲怠j'Qわ・ー・...・.，.…・・…青山36-7015 ii示、回、六ノ三、務藤方

f中障を、ち・H ・M ・H ・H ・..……九段33-2333 組、下二香、ー0

永井キミ…....・H ・…H ・...浪花67-1105 日、積.-.1ー.中川方

永井四郎....・H ・.....・ H ・-…・下谷83-6504 下、上野桜木、一六

永種目ま噌醤油底…....・H ・-芝 43-0150 芝、土手跡i.三

永島溜蔽……...・ H ・-……浪花6子6529 日.盤井、閥、吉海方

永野譲…...・H ・-…・・…一件込34-0993 堂、戸塚誠訪、八七

永降ぷ訴訟震…・灘叫仰秘跡範、ー

永谷みち…・・………・……芝 43-3376共芝、中門前.二ノ三・高井方

長尾柴太郎...・-.………・墨田74-2970 or、新小抜、二、関口方

長尾合三・...・...….....・H ・-紳回25-3793 跡、駿伺華北甲賀、一三

長尾芙乃…...・ H ・.._...・ H ・..浅濠84-2187 浅、田島‘三三

長崎恒太郎…-…... ..・ H ・-毒事~73-5580 s号、東溺図ニノー玉、一

長話事政諒…...・ H ・.....・H ・-歪図 74-2456 s庁、石原、四 Fー0

長島みつ…・H ・H ・...・H ・-銀座57-2796 芝、烏森、一

長類セキ・H ・H ・...・H ・…-…大塚86-2367 北豆、西誕唱奥鳴、一七五
逝見庁

長概孝次……...・H ・..……墨田74-3778m、三笠、四五

長田安説...・ H ・-…………・高輪44-1101 荏、大崎居木橋、二0

長塚儀助'"・H ・H ・H ・..……浅草加，"""1050 詩、地方今戸、七九

長塚治兵衛...・ H ・._・H ・H ・-浅草創-0654 接、地方今戸、六五

長沼奥卒治・H ・H ・H ・H ・..…四谷35-5797 問、南伊賀.一、北係方

f窪田74-2433、
長野突進……...・H ・.....i墨田74-3232ト所.石原、ーノ三六

l墨田74-3233)

芝、槻田伏見、ニ内田ピル内
石井組方 ‘ 

下、金杉下、一八一、安井方1
郷 、担津八重塩、六六 l 

成川正太郎 下谷83-3741 努あft間柄慮、五四競 I1 
成木屋芸子庖・...・H ・....・ H ・..高輪44-1459 在、商品川南馬場、三三ニ |名

成海謹一...・H ・._.....・H ・..tl'馴 85-4802共郷、畳、七 i長
成樹太市…………...・H ・..本所73-0829 所、東南閥、三ノ三、王 |ノ

成瀬俊介…..-・H ・.....・-・・高輪4斗0601 芝、高輪雨、四七 |汚

設
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中村大三・・H ・H ・…..…-・・本所73.・6036
中村貞作・-……H ・H ・H ・H ・崎輸44-0259

日.箱崎、回ノー

那須時日….... 本所73-5634荒d!!?鱗天f ノ八

奈合和姦…・...・H ・.....・'"浪花67-7257 E.宮謀、二、小谷方

奈良務三郎'"・H ・...……・下谷83-1343 北壁.三初島、二八0-

f先物23-04031魁.丸ノ内、二ノ一回
内外庶告制・ H ・…… i:~~~ :~~~t 三菱仲九銑館内

l克拘23-4733J
内藤符服底内藤願様・・・本所73-5438 sザ‘東南園、回ノセ

内務大臣官7Jf
合計課...・H ・...・ H ・-克ノ内23-1985 魁、大手‘ーノー

腕宣雄・ ・・….......・京橋5印刷間cJニ

京、元放軍苦屋.ーノ図
西野方

目、馬除、ーノ五

所.東煩悶.ーノー

高足立.千住中組.回二

芝‘高輪前.三O

J:l.戸塚源兵衛、二0七
勉、丸ノ内、三ノ一二、件三
蹴館内.マツグミラン、エ
キスポート合社方
J!l.西大久保.ニ二八
田中方

小.丸山.五

盟 .桜谷蹄宮通.ーノー
下付方

蹴.露、五.矢野方

所.東雨悶.三ノ三.五蹴

小‘竹平.一二回

中島倫・・H ・H ・……“・H ・H ・-丸拘23-1824 翻・有者壁、ーノー・仲通六披
館内.久米方

中島文之助・H ・H ・H ・H ・..…墨田74-1859 所、向島小椋、ー0六
福地/f

中島霊園…...・H ・..…・・….U田1185由 4051 郷点告主主!際、一三.1-0

中田八重....・'"…......・ H ・-京橋56-2591 京・新築‘三ノー‘阪口方

麹.丸ノ内、ーノー
中谷貞頼事務所…...・ H ・..克拘23-3663 丸ピ)1.内

中函館兵衛・・H ・H ・....・H ・-・青山36-4990 ii依.回、周ノ一三・阿部方

中西長ヲ何百事務所…・・…・四谷35-0987 J!l.千駄ク谷.九七八

中西長次期...・H ・H ・H ・..(四谷35-0987)笠.千駄ク谷.九九回

特三澄・・ ・・・ 新 M 0 6 4 1 F閥、ニノ→四

中野鴛親…...・H ・...・ H ・"'/1回;185-2566 小、指グ谷、一四六
中野市政方

中野浩…………-…・・車場町66-3421 日、前茅場、三九、星野方

中野陳吉…...・H ・..…・…・四谷35-5556 閥、塚、四八、中川方

中級家錦t:t粂諮…・・・一本所73-3927共所、東穏閥、ニノ八、ニ

中村喜代八郎…....・ H ・....青山36-引 32 嵐、宮村、-0

所、東南閥、三ノ六
中村吉措...・H ・...・ H ・……本所73-4137 中村忠一方

中村諸島卒 園納23-2761 空 品協ニノーo、崎

中村工務所
-田谷353565 壁、彩並高四寺、五三七

中村興資Zs
中村工務所 目，馬喰、ーノ問、・中村祇底

中村興資卒…・H ・H ・浪花6子4062 建祭場内

十

名
、
那
、
奈
、
内
、
直
、
中
、
仲
、
永
、
長
、
鍋
、
慣
、
成

部之

名取回f暫唐名取久吉・・・察i駒66-0931

ナ

二
、
丹It井f富之助・・……、.…・・・・銀座57-3099

ヰ井益太郎・・…………・・浪花67-0061

中井房五郎・-…・・・…・・…・本所73-3787

中市田中市太郎・・……・浅草84-0685

中川腹宮…...・H ・..，.....・H ・-高輪44-0185

中川千#..・…………“・・・・・牛込.34-4782

r;p川幅太郎・・…・・…・・...・・丸拘23-4897

中毒盈澄・・・・・………・・・・・・-田谷35-2966

中海毅三郎.，...・M ・.....・H ・-大域86-1653

中島太器子…・H ・H ・...…青山36-0509

中島太諒子・・…・・…-・…・青山36-7784

中島誠治郎・...・H ・…・・・・・・・本所73-3482

中品忠二郎・…...・M ・-…...11日1185-1561

鏑島虚太郎・...・H ・.....・・・・銀座57-i744

括原願五郎・・……H ・H ・...・浅草84-5746

成川修三郎・-……-・……・下谷83-5724

部之

二会学屋精警脂.....・・・…・量図74-0350
)J、暮健一

丹薄型芳五郎・・….......・・・・4咽1185-2621

--
所、石原、ーノ八

小、原、九一

中出呼ら12 定li1i緩音が開ふA 一』とヅ
ー

g玄関図悶悶『ツ
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醜之助H ・H ・H ・H ・.，..・H ・-迫花6子3083 湖、矧下、一九、悶府田方 i目本特閥会費合...[ 芝 43-0282t芝、三島、ーニ

Z|西川 市 西喜三郎 析 73-4195 所、東南園、四ノ八 ! 粧東京出張所 1園芝仰284J

西|西尾政・・……… 畑 185-3772 峰、回紘一二九、三戸方i日本妥結議資金祉…浪花6刊 889 日、演、ニノ問
、I

錦 IN是正左衛門管業務…青山36-1650 豆、揖谷商卒塁、四六
、!
日 !西尾情兵衛…・…………墨田74-1757 勝、石原、ーノーo

西岡芳郎…...・H ・.....・H ・-仇尿33-1731 魁、下二者、六O、氷海方

ヌ I___~" f 高輪4今仰~)徒、油川歩行新宿、一一
西岡芳郎…H . H ・....・M ・.i高輪44-0804t赤村方

布 I I ~高輪44-5815)

話|西岡芳郎…...・....・H ・-…・高輪4今5478 芝本芝ニノ岡、高揖方

西岡芳郎…...・M ・..………墨田74-1652 所、押上、五八、山崎方

北畳、南千住、ーノー
2・I西岡芳郎....・M ・“・....・-…・浅草84-5243 綾部方

~I 西岡芳郎・・H ・H・ ..._・H ・...・浅草84-5843 設、茅、ニノニ二、田中方

ヌ 之 部

根|西川膝極…・・…...・H ・-…神田25-0421 跡、皆}l(、九、 JII口方 自

l'布JIIつる_..・......・H ・-・・…青山3.....-2822 赤、問、五ノセ
ネ|西川女ニ…・"・H ・H ・-…囲下谷83-5618 下品稲荷、四五 l 

ー西国嘉兵衛鴻底・H ・H ・-・匿隠花67-1372 目、費、三ノ一、関石商膚方l沼上求書"ω… H ・H ・...…芝 43-2153 芝、環宕、三J匂『

蕗採光治郎.11 西根組支底・・H ・H ・-園青山36-6026 索、壁、五八

西村路治...・H ・..…...・H ・"i.良花67-3628 目、夜、ーノ八、桜村方

考|西村吉兵衛・・・・……析73dmtg諜詰ム偏示晶中央姉
市

野 l'西西村粂巌.….“..….日.….….日..….日.…
商村毛皮底商村芳太郎 d咽副11侶8お5-4920 郷、元、ニノi図耳九

西村重次郎…...・H ・....…青山36-8332 夜、上目黒、一二一

西村泉三郎・...・M ・M ……・・芝 43-1789共芝、田村、九三

西村寅吉………H ・H ・...…本所73-2679 ~庁、様、玉ノ五

西村寅吉・H ・M ・.....・H ・....痛輪44-2225 芝、三回、三ノ一二、畠中方

西山洋服底高緩努……芝 43-3284 芝、田村、四七

ネ 之 部

援陣~'3ふ....・...・H・...・H・-・浅慧84-5799 漫、三好、一、時容宥

脳部屋錦慨部.....新73-3827棚、東南国ニノ一七、ニ |騨宮芙…...・H ・.....・H ・-・灘84-2629 接、閥、日ノコ
錦島粂蹴 l 

， 、 l 根本質吉・...・...…....・H ・高輪44.7197 芝、白金三光、四豆0、定環
日華寓歳生 r I1!Kl)ル蛇3-3121(4)) 】同 l 

命保険株※i納 23-1868 r霊前ゐ=.J=.O・--1根 本山"同日・・・芝 43-1鵬芝、神谷、二

式曾枇 l 納 234881j |判長Uメント…・畑11お-4似郷、湖、山三

凋 東京支濁・...・H ・...…除措24.-3558 目、謡、ニノ一回 . 

日情製粉t祭式合祉
金左手荷級m・・ M ・M ・-芝 43-2764 芝、港、四

日進im合原凄蒋...・H ・-・高輪44-5753 荏、大崎容由、一0六

ぷ1白磁貿易株式合駐日・・・・・浪花67-4941 塁認》一八、中山職鍍

箇|同 (園灘84-6308)混、閥、七ノ九IIRI.......・"・H ・H ・..._・・1-~#"'JI e.t:rn d  t中山亙鐙接金金融方I "0 t 浅草84-6309) 
亭|
鶴|同H ・H ・...・H ・..…・……浪花6子6460 目、減、八、御方

=1日東五五五霊造…....・H ・-高輪似郎荏刈谷此二回、渡還方

雲|時印崩株式会駐・…新73-6287 所、東南園、ニノニ

八|日本カールローダ '
哲| 株式合枇 ……京橋56-4425 京、鈴屋、一、大会別館内

日本勘案銀行・““…・・"“下谷83-1316 下、竹、二六、耳切田方

脱会主SFHHH・H ・--M-1607ZSFM閥、二

日本恕卵運送 f 銀座57-57281
株式合枇・・M ・M ・.{m1::~~-:::7 ~芝、芝口、三ノー

{園趨座57-6031) 

，、-
局
番
擁
ヲ
呼
ン
デ

l 壁、下戸塚三局、二八三
引日本鴎業株式会社・・・・牛込，34-2718 早稲田開館内、獄事務

| 所方
?'I 
マ|日本ドライアイス…..f京橋56-0421)セi 株式合祉 i ::~~ _:::: ~京、明石、ーエI ~~12 /11l. l京橋56-0422J，ー

， 之 部

埜田ふさ予“"・・・・・・・H ・H ・-京橋56-5817共京、新築、三ノ一、車保方

畳、東大久保夫制官官、エ茸2・野口市蔵・H ・H ・H ・H ・..…・・・田谷35-5613 儒詩万

野口駿足・H ・H ・-…・・・……・四谷35-4549 毘、淀橋柏木、九一ー
野口方

野口飴設…H ・H ・....・M ・.....青山36唱 6826 赤、青山潟、五ノえ箇

野崎忠太mr...・山H ・H ・.....京橋56-0936 京、入舟、五ノエ

野勝偉兵衛……...・H ・..…本所73-0434 勝、東南題、図 J，六O

野田正一……....・H ・H ・H ・-京橋56-4537 京、商甜屋、九

f園事蜘66-2443)
野田響酷検式合粧火・{ 智恵荷66-3528~目、小縮、四ノーo東京出張所 I ，，"，.Q~VV ...，..，~U ， 

k 撃鯛66-3543)

野簿高次郎・・H ・H ・....・H ・..青山36・2277 豆、盤谷怒器.三O

τWIID趨~趨話中 の信裁が開ゑたらー旦交話器を掛金物に議・げる ζ本
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J 
豆、西大久保、一五九

野町盛競・H ・H ・…...・M ・M ・-四谷35-1598 上田方

野村嘉六・…...・H ・-……青山36-5790 廊.腰、一

目、馬喰、三ノーエ
野村守〈…....・H ・..，…....i良花67-1039 小田切方

京、努Rti:衛門、-0
野本蕗三郎法律事務所・・・3京橋56-3934共銀盤商舘内

野昌彦太廓近江屋……本所73・0369 所、東爾圏、三ノ回、一

Ij 之 o 

羽田鹿之湯......ー..“H ・H ・-混花67-1845 目、通油、三、羽田政臨方

~.~~三H・H・……………高輪44-1357 腕、新旋足、ニノー0六

故多野元武………...・ H ・..青山36-2773 服、葬、一七六ノ二ニ

議原亘…・・H ・H ・…………・芝 43-338吉 芝.西久保明舟、一七

自鵡固定義鐙犬塚磁吉国j副185-2876 ;jむ豆、回晴、三六ニ

問題箱脅詰所・………京極56..，4.033 京、金六、新架橋工E広場鹿

a場清吉中清商鹿……窓所73・0242 所、南竪淘淳、三二~

在、南品川容、ニ00
底本雄次郎…...・H ・..……高輪44"0465 土1漢方

壁、千駄グ谷、王箇九
蹴本組工業会資金駐……青山36・2989 橋本豊太郎方

廊、新膝足、エノー0六
旗本三次…………...・H ・-・高輪44-4332 川村方

蹄本尋常JJ、事授・H ・H ・.....漉花67-6639 蹄、嬬本、二丁目

{京橋56-0490)

底本底………...・H ・..…{京橋56唱 0573ト京、築地、ニノ二五

t京総56-0711) 

師、駿加歪西註抜、一一、四
儒本語部・...・H ・.....・H ・-・・・柿図25-3753 抗

舗本洋服底悲喜助……稀回25-0254 跡、美土代、図ノ玉

E察本芳雄...・H ・-・…………牛込34申 5806 ;1じ豆、高田雑司グ谷、六七六

続本屋精米庖
大葎策ヲ九・郎・・_..・H ・..田谷35-6066 図、内藤、ーはノ九獄

長谷川法太郎“"“..-“…浪詑67-3885 目、d、舟、ニノ一一、健方

壁、盤容脅~.話、二三
長谷川キ"……帽…・・・骨山36・5197 金井方

長谷川鏡次…-…H ・H ・...本所73-0340 謀、西卒野」六、太田方

長谷川清治….._-_・M ・-…高輪44-6503 芝、白金三光、草、摩方

長谷川誠一...・H ・........予繍臼-0879 目、忠良、ーノ一六、山口方

長谷川直一.....・H ・..…..，鯛66-3517 目、箱崎、図 J一、高舗方

長谷川雄館 ー
長谷川文濁………固定橋56-6469 京、南八丁堀、三ノ聞

長谷川輿吉………...・H ・..ホ所73-4704 8r、栂生.ーノ六.周添方

長谷川良二...・H ・.....・H ・..浅草84-5804 ~妻、鹿天、回目、小園方

長谷川六按...・H ・......・H ・-浅箪84-5660会議、小島、一八

.中筋器・・H ・H ・.......・H ・.. 本所73.・1911 所、東南問、ニノ-

1l1~買え る山田範司…・・・芝 43-2916 芝、費岩、二J九八

接関興業株式合iitl:......日銀座57-3692 砲、有祭、ニノ囚
油脂部

磐見普内....・ H ・....・ H ・-…浪程67-0引 8 目、新材木、一六、一七

服部祇活....・ H ・...…・※匿隠花67-0074 目、沼留、ーノ四

壁、濯谷回由、四回
服部津一・…....・H ・....・H ・青山36-4551 内田方

腹部部精米厨…"……・・京栂56-3912共京、木t施、ニノ一三

勝、東雨関、ニノ七、四
花岡秀次郎……....・H ・-本所73-5724 松浦万

花形峰登...・H ・....・H ・'"…下谷83-7036 1!:壁、日暮里、一五四
法問方 l眠

濫野三郎…H ・H ・...・H ・.....青山36-4819 壁、櫨谷上遇、三ノ問、綴方 I -， 

早川末吉....・H ・…………本所73-2065 深、猿江襲、五七

早川久…・・…...・H ・..…・・・青山36-4028 畳、漉谷線丘、五六、中村方 IJ、
/ 北壁、奥鴫上駒込、九日O

早津宇治郎..，・H ・...・H ・....u田1185-3836 栃倉方 1:弱

早見巳之太郎管業所… 京橋56-1893 京、本八丁潟、図ノ三 |涙

林英一丸紘袋靴底……京橋56-3568 京、南傍馬、三ノニ |長

赤、背由花、三ノ;六七 l 、
抹きん........・H ・.._..・H ・-・青山36-3389 高田方 I~ 

林金怒...・H ・"……H ・H ・-浪花67-3070 目、騎授、三ノ一三 |間

林省吾川H ・H ・....・H ・...・H ・ 減 お 矧8 砲、飯田、ニノ六七、蜂谷方|謡

林宗ニH ・H ・.....・H ・H ・H ・-・・灘84-2775 設、露天ぺ |長

郷、駒込千駄木、五八 i谷
林翠次……………・・即日1185-2831 ~寄藤方 I '~ 

紘民雄…………………高輪44ァ3570 豆、種谷景丘.二六、長崎方|て
初、
渡

筈

服
部、
花

原密太助……….......・脅山お.3713 豆、盤谷金玉、問、細川方 |雪

原芥あい….....・H ・...…・・呼込，34-5729 牛、肴、三九、矢口方 | τ 
原おい~..・H・-…H ・H・-・・翻洋一お79 勝、石原、問 J二八 iキ

i餅凶怖0¥ Iそ
! 牛込34-1430r I針

原田四郎……H ・H ・"1蛤 34-1460f恥水道、閥、原方 |姪
1...__.____1 I、
1 牛邸4-34001 I宇

原因四郎・・…・・・・・・芝 43-0捌芝、殿下、一ノ問、齢方 I~
原因千代・・H ・H ・.....・H ・....下谷83-3333 下、歓寄屋、ここ

締 ま H ・H ・..………髄5ト48幻警品年同ノー

掠屋杭卯宮、・H ・H ・..……墨田74-0138 所、石原、ニノ四

林家小池実< ........…混詫67-1773 目、演、ーノ三

原定治………….....……・墨田74-2907 勝、表、六二

原町三きH ・H ・.-…....._.....芝 43-2939 芝、家卒、ご、木村ピ)1，.内

原留太郎…・4・・・・・・・・・-…・四谷35-2029 問、七軒、問、 市野方

原田詔太郎…..，・H ・..……本所73-2997!毛深、滋失、三六、務君原方

針谷源六・・H ・H ・....・H・...・・府~73-4090 課、盤降、五0

播磨屋袋物底佐藤恵二浪花67-0655 目、村認、一四

字国忠三 …圏浅草84-1186 北豆、南千住、三ノ三九
隅田川郡討商合

伴直之助……・…・・…..…神国2号2014 跡、美土代、図ノ玉、中村方
牛、市ク谷、本村、一回

倖直之助…・・・..-“"・・・・・"牛込.34-4153 高蕊方

也

目
、
比

園
高
名
ノ
実
ノ

ヒ 之
こ
桁
致
事

部

ハ
高
鵠
カ

自ノ回忌洋品寓呉唐…・・・四谷35-5369 壁、淀嬬角響、一一

目野ヅヤ事務所・・H ・H ・....九陵33-3029 麹、卒洞、五ノニ |ラ

畳、大久保百人、一二九 |盟
問之技H ・H ・...・H ・...・M ・-酪35-4783 期谷方 | 

日比野知司H ・H ・....・H ・...抱34-5471 牛、線、二ノ六、小林方 |笠
畳、魅谷中謡、三 Jーコ |二

日比野畑町…-……青山お閣4420会前田方 |る
目古屋畏服庵…...・H ・-…・霊田74-1900 所、石原、四ノ図、二 |聾ミ手縁スA i:::，I:;......，"i . '-'vv 1/' ，，....Iot，...，FoQ，， ~..- 1 ~ 

沈会合長吉…-…….....・H ・-本所73-1610 深、西永、二、鶴本方 15' 

ー忌
ぶ よ国国 思図逸話中は廻 蒋 獲 に 手.を鰯れぬこ忌
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