
会 員 名 簿 
 
１期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

1 奥村　恭誠 大和ハカリ㈱ 　 151-0063 渋谷区富ｹ谷2-44-42 　03-0467-3816

4 野村　紀一　 野村久治商店 　 101-0044 千代田区神田鍛冶町2-8-3 　03-3252-2836

15 郡　英之 ㈱築地計機製作所　 　 104-0045 中央区築地5-2-1 　03-3541-6441

20 牧野　恭久 ㈲牧野計測器 　 168-0081 杉並区宮前3-11-24 　03-3332-3197

23 岩下　貞治　 岩下度量衡㈱ 　 101-0021 千代田区内神田2-14-12 　03-3254-5991

29 渡辺　十六箕 渡辺度量衡㈱ 　 173-0001 板橋区本町11-5 　03-3961-3182

38 斉藤　和男 ㈱王　衡 　 114-0003 北区豊島2-4-10 　03-0911-3441

40 大森　健次 共栄衡器㈱ 　 120-0037 足立区千住河原町45-6 　03-3882-8101

54 鴨下　嘉市 ㈱鴨下精衡所 　 125-0042 葛飾区金町2-1-1 　03-3607-2328

62 木原　淳雄 （社）東京都計量協会 　 105-0022 港区海岸1-7-4 　03-3434-6591

２期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

167 佐藤　哲 ㈱田中衡機工業所 　 101-0061 千代田区三崎町2-6-7 　03-3263-4531

181 植村　実敏 ㈱テラオカ 　 108-0014 港区芝4-4-13 　03-3453-2111

186 西　清志 西計器工業㈱ 　 116-0002 荒川区荒川4-24-10 　03-0891-7231

197 高比良　房喜 ㈱アストロスケ－ル 　 104-0041 中央区新富1-19-2仲ﾉ橋ﾋﾞﾙ 　03-3554-3904

198 新藤　新太郎 ㈱大原計機製作所 　 116-0014 荒川区東日暮里6-54-1 　03-3891-0284

201 吉田　邦男 ㈲城北精器工業所 　 334-0012 鳩ｹ谷市八幡木3-3-17 　048-283-1517

202 福島　昭男 新日本ﾅﾑﾗｽｹ-ﾙ㈱ 　 104-0041 中央区新富1-19-2 　03-3552-4731

204 近藤　煖二　 東芝ﾃｯｸ㈱ 103-8482 中央区浜町3-21-1浜町Fﾀﾜ- 　03-5623-8086

３期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

215 藤本　侑宏 ㈱藤本商店 　 120-0033 足立区千住寿町6-15 　03-3882-2316

218 水野　清助 　 336-0023 さいたま市神明1-8-13 　0488-61-3351

220 橋本　松治　 橋本ハカリ商会 　 132-0022 江戸川区大杉1-17-6 　03-3652-2591

220 鈴木　英一 鈴木はかり 　 114-0003 北区豊島6-4-9 　03-3912-7779

228 池田　昭義 ㈱東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑ 　 177-0053 練馬区関町南4-16-21 　03-3594-2378

232 松澤　正次郎 松沢衡器製作所 　 132-0014 江戸川区東瑞江2-38-19 　03-0370-6643

241 鈴木　昭信 ㈱城北石田ハカリ 　 171-0014 豊島区西池袋5-16-2 　03-3982-6637

4期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

272 大山　秀男　 大山糧機 　 125-0031 葛飾区西水元6-1-22 　03-3609-9159

278 小熊　英次 昭和精衡㈱ 　 110-0021 江戸川区中央2-36-7 　03-0655-2640

280 田中　増七 千葉ｽｹ-ﾙﾃｸﾉ㈱ 　 273-0136 鎌ｹ谷市佐津間1091-7 　0474-46-2161

289 福島　康元　 中央ｽ-ﾊﾟ-ｼｽﾃﾑ㈱ 167-0022 杉並区下井草3-34-14 　03-3394-6326

290 柳川　幸一郎 ヤマヨ測定機㈱ 120-0015 足立区足立2-23-13 　03-3849-6511

301 金子　淑男 マクロサ－ビス㈱ 343-0021 越谷市大林191-2ｸﾞﾘ-ﾝﾊｲﾂ103

5期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

304 三井　恵義 ㈱三井商会 160-0006 新宿区舟町7-1舟町ﾋﾞﾙ3F 　03-5269-1071

311 宗像　幹夫 ㈲東京ｾ-ﾙｽﾞ 115-0042 北区志茂２－１８－９ 　03-3902-2971

312 小久保　彰 ㈱小久保製作所 133-0057 江戸川区西小岩4-13-7 　03-3673-3456

325 髙木　茂 みこしば梱機㈱ 114-0032 北区中十条1-26-4 　03-3900-5186

326 横田　賢次郎 ㈲横田計器製作所 110-0006 台東区秋葉原３－７ 　03-3251-7089

327 安里　岩夫 ㈱新英商会 175-0083 板橋区徳丸6-10-10 　03-3937-7555

345 遠田　隆司 ㈱メジャ－テックツルミ 210-0834 川崎市川崎区大島2-7-10 　044-244-4379

349 花岡　正則 南部ﾔﾏﾄﾊｶﾘ㈱ 230-0004 横浜市鶴見区元宮1-9-25 　045-573-7797

355 山田　秀和 252-0804 藤沢市湘南台1-19-13-523 　0466-44-1494

http://www.tanaka-scale.co.jp/
http://www.kyoei-koki.com/
http://www.tanaka-scale.co.jp/
http://www.kamoshita.co.jp/
http://www.teraoka.co.jp/
http://www.tokeikyo.or.jp/
http://www.oharakeiki.co.jp/
http://www.yamayo.co.jp/
http://www.sun-inet.or.jp/~yokotakk/
http://www.measure.co.jp/


 
 

６期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

357 山田　基夫 ㈲山田特殊計器製作所 169-0074 新宿区北新宿2-17-6 　03-3363-0601

361 石井　一三 太陽計器㈱ 105-0004 港区新橋2-8-14 　03-3591-4101

365 中村　進 ㈱荏原計器製作所 142-0061 品川区小山台1-2-4 　03-3714-4561

366 中村　久良 中村理科工業㈱ 101-0021 千代田区外神田5-3-10 　03-3832-4475

378 行木　康明 ナメキ糧具㈱ 131-0032 墨田区東向島2-5-1 　03-3614-0311

389 近藤　正孝 ㈱三友産業社 103-0023 中央区日本橋4-5-13 　03-3241-1824

393 榎本　靖朗 双葉計器工業㈱ 173-0011 板橋区双葉町44-9 　03-3964-8231

394 野上　昭三 ㈱野上器械店 113-0033 文京区本郷3-44-6 　03-3813-4811

395 熊田　博之 三興産業㈱ 103-0021 墨田区緑2-7-13 　03-3632-3240

398 野呂　柏峰 桐谷商会 153-0053 目黒区五本木3-13-21 　03-3711-6646

402 野上　和弥 ㈱野上器械店 113-0033 文京区本郷3-44-6 　03-3813-4811

７期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

541 山田　栄豊 ㈲ヤマダ計機 334-0005 鳩ｹ谷市里１５５５ 　0482-81-5700

546 宮崎　清 ㈱ミヤテック 157-0071 世田谷区千歳台1-40-9和田ﾋﾞﾙ4F 　

547 千葉　常昌 東京医療商事㈱ 135-0051 江戸川区北小岩1-11-6 　03-3659-1121

548 牧口　増夫 牧口ゴム㈱ 113-0033 文京区本郷3-30-13 03-3813-4571

550 小林　良彦 ㈱日章機械 144-0052 大田区蒲田4-23-12ﾙﾓﾝ蒲田906 03-3788-1181

552 大澤　成治 ㈱大澤商会 173-0004 板橋区板橋1-42-10ﾚｵ板橋203 03-5943-7881

553 飯沼　敏男 ㈲飯沼理化器械 153-0064 目黒区下目黒2-16-17 03-3491-6387

557 森田　真雄 森田商店 111-0055 台東区三筋2-23-2 03-3851-3881

558 宮澤　和宏 宮澤商店 103-0051 文京区本郷2-12-12 03-3811-4572

561 関谷　幸弘 関谷理化硝子器械㈱ 103-0023 中央区日本橋本町4-6-5 　03-3241-4781

562 濱名　良彦 ㈲浜名計装 213-0026 川崎市高津区末1850-6 044-751-7145

565 水野　正之 ㈲大内理化工業所 143-0033 文京区本郷2-26-10ｾｲｺ-ﾋﾞﾙ3F 03-5803-7145

575 石崎　公一 新倉計量器㈱ 101-0043 千代田区神田富山町1-3 03-3254-0331

576 森田　行雄 ㈱森田製作所 113-0034 文京区湯島2-12-12 03-3811-9730

８期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

721 古川　平八 東京イシダ㈱ 　 173-0004 板橋区板橋1-52-15 03-3963-2626

728 滝沢　幸夫 滝　沢 277-0827 柏市松葉町3-3-7 0471-32-4711

731 小林　皓久 小林精器製作所 142-0054 品川区西中延2-10-12 03-3785-0564

732 内山　俊夫 ㈲東光衡機 115-0051 北区浮間2-11-2 03-3960-8691

736 野村　泰男 ㈱野村製作所 101-0044 千代田区鍛冶町1-8-3 03-3656-2361

742 橋本　忠 大盛衡材 133-0071 江戸川区東松本1-2-10 03-5694-8238

743 棒　五郎 ㈱富永製作所 338-0805 さいたま市針ｹ谷3-6-1植村ﾋﾞﾙ2F 　048-834-5201

756 原　清 ㈱シナノ製作所 113-0033 文京区本郷1-12-9 03-3814-8538

760 豊島　猛 ㈱マルト商会 130-0012 墨田区太平2-7-7 03-3625-2548

９期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

780 梶塚　賢一 日本宝石器材御徒町店 111-0054 台東区鳥越1-14-6 03-3866-7477

781 田中　俊郎 ㈱中央宝石研究所 110-0005 台東区上野5-15-14ﾐﾔｷﾞﾋﾞﾙ5F 03-3839-1451

782 小川　弘 ㈱鴨下精衡所 125-0042 葛飾区金町2-1-1 03-3607-2328

788 中島　信雄 日本建機㈱ 110-0051 台東区蔵前3-1-10蔵前ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ5F 03-3863-6911

794 鈴木　重雄 昭栄科学工業㈱ 174-0075 板橋区桜川3-1-10 03-3933-6131

798 青木　輝夫 中央ヤマトハカリ㈱ 101-0048 千代田区神田司町2-2 　03-3254-0391

799 関口 道男 新倉計量器㈱ 101-0043 千代田区神田富山町1-3

803 木村　俊雄 243-0413 神奈川県海老名市国分寺台8-13-7 0462-34-8887

807 奥村　耕一 ㈱デパ－ル 170-0002 豊島区巣鴨3-12-10 03-3915-5580

810 渡部　新一 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

811 福沢　勇 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

813 中山　隆司 吉田精工 250-0011 小田原市栄町2-12-29 0465-22-6121

823 小林　康二 ㈱弥生製作所 113-0032 文京区弥生町2-2-14 03-3815-3301

http://www.sanyu-sangyou.co.jp/
http://www.jp.mt.com/
http://www.jp.mt.com/


 
 

10期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

820 山口　凱照 336-0923 さいたま市大間木1832-2 048-875-4412

827 中川　憲人 秋葉工業㈱ 272-0015 市川市鬼高1-3-14 　

838 山杉　滋 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

839 野村　利 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

841 吉田　政弘 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

842 野口　広一 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

844 店橋　六夫   　 302-0002 茨城県取手市長兵衛新田5825-5 0297-74-7496

845 滝沢　健治 ｽｹ-ﾙﾆｸｽ産業 330-0002 さいたま市春野東3番街6-206 048-688-0350

846 田中　仁一郎 ㈱田中製作所 363-0013 上尾市大字上尾村1343-3 048-773-2345

851 小石川　忠明 小石川商店 230-0072 横浜市鶴見区梶山1-14-10 045-571-0947

856 清水　弘之 守谷東京ｻ-ﾋﾞｽ㈱ 130-0023 墨田区立川1-5-15  03-3631-1275

11期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

862 小宮山　伸枝　 ㈱王子度器製作所 115-0043 北区神谷1-3-9 03-3919-4411

869 深井　信雄 ㈱三井商会 160-0006 新宿区舟町7-1舟町ﾋﾞﾙ3F 03-5269-1071

872 奥野　正典 幸和精機産業㈱ 101-0032 千代田区神田岩本町3-2-1共同ﾋﾞﾙ 03-3863-5071

876 立石　暁 秋葉工業㈱ 272-0015 市川市鬼高1-3-14 047-378-4401

886 千葉　伸太郎 ㈱多摩科学 196-0012 昭島市つつじが丘2-3-13-401 0425-46-1991

12期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

991 鈴木　市郎 ﾒﾄﾗ-ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

993 鈴木　重信 富士特殊衡機 277-0008 千葉県柏市戸張１３０７ 0471-66-6513

1002 菅谷　学 山一精器㈱ 105-0013 港区浜松町1-23-2 03-3434-5535

1004 宮田　登 ㈲明通製作所 113-0033 文京区本郷3-26-1 03-3811-2648

1005 箕輪　哲夫 ﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 135-0042 江東区木場5-8-40ﾊﾟ-ｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ10 03-5245-3140

1014 中武　洋文 ㈲チュ－ブ 263-0054 千葉市稲毛区宮野木町1755-19 043-258-2081

1３期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

1127 関　克則 東洋計器㈱ 565-0082 大阪府豊中市新千里東町1-4-1 06-6836-2891

1128 中島　一行 ㈱エヌ・ビ－ 134-0088 江戸川区西葛西7-21-11-207 03-3877-4411

1129 横田　茂子 ㈲横田計器製作所 110-0006 台東区秋葉原3-7 03-3251-7089

1130 浜中　満 日本計器工業㈱ 156-0088 世田谷区船橋4-28-15 03-3483-8501

1134 原田　英樹 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

1138 河原　秀治 共栄衡器㈱ 120-0037 足立区千住河原町45-6 03-3882-8101

1147 湯沢 芳夫 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

1４期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

1173 伊藤　紀一 ㈲伊藤計量器 195-0063 町田市野津田町3118-3 0427-34-6331

1175 多田　惣七 　 343-0041 埼玉県越谷市千間台3-1-2-808

1177 八木　佑幸 新日本度量衡器㈱ 152-0032 目黒区平町1-26-17 03-3718-5011

1178 山崎　俊一郎 ㈱）山崎商店 131-0032 墨田区東向島3-15-15 03-3619-0123

1184 松井　武雄 ダイマツ医科工業㈱ 113-0021 文京区本駒込1-1-15 03-3824-4131

1189 荘田　智 三田計器社 108-0014 港区芝4-6-16 03-3452-2236

1194 豊島　紳行 ㈱豊島製作所 130-0012 墨田区太平1-25-4 03-3624-6461

1264 山田 隆夫   ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

1269 吉川　和男 ㈱ニュ－ロン 104-0041 中央区新富1-19-2 03-3552-0244
　
15期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

1276 宇賀神　正敏 三幸製作所 さいたま市大字中釘６５２
　
1６期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号 住　　所 　 　電　　話

1310 鈴木　浩昭 関谷理化硝子器械㈱ 103-0023 中央区日本橋本町4-6-5 03-3241-4781

1314 戸田　光幸 東芝ﾃｯｸ ㈱ 103-8432 中央区日本橋浜街3-21-1浜町Fﾀﾜ-

1316 高橋　一昌 300-1152 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1325-2 1298-42-1791

http://www.moriya-hakari.co.jp/
http://www.sun-inet.or.jp/~yokotakk/
http://www.kyoei-koki.com/
http://www8.ocn.ne.jp/~mitakeki/


 
 
 

17期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

1338 小和田　亮平 日本ﾌﾛ-ｾﾙ製造㈱ 175-0081 板橋区新河岸1-24-15 03-3932-7411

1343 山口　浩司 ㈱ヤマグチ貴工 110-0015 台東区東上野1-7-3 03-3832-1405

1344 原　大博 ㈱クレセル 176-0005 練馬区旭丘1-2-6 03-3953-5363

1352 成ｹ沢　勝次 ㈱東京ヘルス 106-0022 新宿区新宿5-9-12 03-3353-3301

18期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

1439 土肥　健一 ㈱丸東製作所 135-0021 江東区白河2-15-4 03-3643-2111

1440 石川　敏明 横河ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻ-ﾋﾞｽ㈱ 190-0003 立川市栄町6-1-3 042-534-2496

1445 座間　優一 三興産業㈱ 130-0021 墨田区緑2-7-13 03-3632-3240

1446 郡　俊之 ㈱築地計機製作所 104-0045 中央区築地5-2-1 03-3541-6444

1447 吉池　伸一 ｻｸﾗﾌｧｲﾝﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 103-0023 中央区日本橋本町2-1-7ﾀｹﾀﾞ本 03-3231-1641

1451 広瀬　逸男 愛知時計電機㈱ 176-0014 練馬区豊玉南2-25-1 03-3993-2241

1457 高橋　勲 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝ 03-5762-0637

1458 須藤　基 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝ 03-3767-4540

1463 三浦　孝行 　 358-0022 入間市扇町屋3-2-1２ 042-964-7416

1466 斉藤　信一 新光電子㈱ 113-0034 文京区湯島3-9-11 03-3831-1051

1469 古田土　宏 アサノ精機㈱筑波工場 300-0038 茨城県つくば市上河原7

19期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

1540 小林　昌子 ㈲日賀志商店 142-0043 品川区二葉1-18-15 03-3783-5561

1543 松村　昇 ㈲松村器械店 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4307 045-864-4811

1544 井坪　勅治 ㈲松村器械店 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町4307 045-864-4811

1548 宮田　芳則 宮田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 134-0013 江戸川区江戸川5-39-5        03-3687-8041

1549 原田　俊秀 宮田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 134-0013 江戸川区江戸川5-39-5        03-3687-8041

1550 堀口　仁一 ｼﾞｬｽｺｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 192-0032 八王子市石川町2097-2 0426-46-4121

1551 内山　嘉雄 ｼﾞｬｽｺｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 192-0032 八王子市石川町2097-2 0426-46-4121

1552 綱川　洋一 ㈱テラオカ 244-0812 横浜市戸塚区柏尾町444-1 045-821-4700

1554 斉藤　浩二 日本精密電計㈱　　　　 141-0031 品川区西五反田2-24-7-306 03-3495-0911

1560 大森　規雄 共栄衡器㈱ 120-0037 足立区千住河原町45-6 03-3882-8101

1562 青柳　松一 共栄衡器㈱ 120-0037 足立区千住河原町45-6 03-3882-8101

1563 杉本　明俊 ㈱杉本ﾊｶﾘ店 192-0071 八王子市八日町5-13 0426-22-0012

20期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番　号住　　所　 　電　　話

1626 盛　孝行 ㈱クボタ計装 273-0128 鎌ｹ谷市くぬぎ山1-14-23 047-387-8171

1630 今城　敏雅 ㈱デパ－ル 170-0002 豊島区巣鴨3-12-10 03-3915-5580

1631 松嵜　剛 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝ 03-3767-4540

1632 宇津味　孝徳 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝ 03-3767-4540

1635 平井　信義 三菱長崎機工㈱ 272-0126 千葉県市川市千鳥町5-1三菱製鋼047-300-2111

1636 林　英徳 ㈲ハヤシ科学 273-0021 船橋市海神1-13-7 0473-33-6637

1637 石島　邦博  158-0084 世田谷区東玉川1-22-18 03-3726-9518

1638 森田　暁星 ㈱テラオカ 108-0014 港区芝4-4-13 03-3453-2111

1643 竹内　芳和 ㈱タニタ      174-0064 板橋区前野町1-14-2 03-3968-2122

1644 木内　豊 キウチ精工㈲ 174-0014 練馬区豊玉南1-1-1 03-3992-0966

1645 松波　悟 ザルトリウス㈱ 168-0074 杉並区高井戸1-8-17第保谷ﾋﾞﾙ 03-3329-3119

1648 若林　誠次 ㈱ジャスル 103-0013 中央区日本橋人形町1-1-15 03-3668-1321

1649 山本　正之  ザルトリウス㈱ 168-0074 杉並区高井戸1-8-17第保谷ﾋﾞﾙ 03-3329-3119

http://www.kyoei-koki.com/
http://www.kyoei-koki.com/
http://www.sartorius.co.jp/html/index.html
http://www.sartorius.co.jp/html/index.html


 

21期生 氏  　名 所　属　会　社　名 　 〒　番号 住　　所 　 　電　　話

1700 越沼　幸一(ｺｴﾇﾏ) ㈱陽光電機 142-0053 品川区中延6-1-2 03-3788-6631

1710 内田　健太郎 ㈱三友産業社 103-0023 日本橋本町4-5-13 03-3241-1824

1711 原田　聡 ㈱デパ－ル 170-0002 豊島区巣鴨3-12-10 03-3915-5580

1712 安藤　和正 ㈱安藤計器製工所 173-0004 板橋区仲町31-1 03-3973-2330

1714 中井　康弘 鎌長製衡㈱ 143-0051 千代田神田神保町3-27 03-3556-7191

1716 堀越　淳史 共栄衡器㈱ 120-0037 足立区千住河原町45-6 03-3882-8101

1719 佐伊　友博 ｱﾝﾘﾂﾃｸﾆｸｽ㈱ 146-0092 大田区下丸子2-27-3 03-5482-0911

1720 岸本　万太郎 ｱﾝﾘﾂﾃｸﾆｸｽ㈱ 146-0092 大田区下丸子2-27-3 03-5482-0911

1721 増本　宗充 ｱﾝﾘﾂﾃｸﾆｸｽ㈱ 146-0092 大田区下丸子2-27-3 03-5482-0911

1722 廣瀬　誠一 アサノ精機㈱ 300-2661 茨城県つくば市上河原崎7 0298-47-7111

1723 榊原　脩蔵 リケン・セッテ㈲ 194-0012 町田市金森1761 042-795-0077

1724 片桐　直樹 ㈱テラオカ 111-0024 台東区今戸1-18-14 03-3871-4661

1725 鈴木　信男 プロス㈱ 364-0013 久喜市青葉4-25-10 0480-22-4000

1726 森下　和己 ﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 141-0022 品川区東五反田1-7-6 03-3280-7751

1727 白倉　正万 ㈱中川誠光堂 113-0034 文京区湯島2-7-12 03-3816-0947

1728 渡邊　伸博    ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

1729 都倉　正洋 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

1730 雪竹　潔 ﾒﾄﾗｰ･ﾄﾚﾄﾞ㈱ 143-0006 大田区平和島6-1-1東京流通ｾﾝﾀ-BW2-8 03-3767-4540

1731 青木　康晶 ㈱テラオカ 400-0053 甲府市大里町936-1 055-243-1521

1733 内田　正明 新光電子㈱ 113-0034 文京区湯島3-9-11 03-3831-1051

http://www.kyoei-koki.com/
http://www.sanyu-sangyou.co.jp/
http://www.jp.mt.com/
http://www.vibra.co.jp/

