
平成 23年 11月 18日 

 

兵庫県尼崎市東本町一丁目 50番地 

ユ ニ チ カ 株 式 会 社  

代表取締役社長  安 江 健 治 

 

所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告 

 

 当社は、平成 23年 11月 8日の取締役会において、会社法第 197条第 1項に規定する株式（所在不明株主の株式）の売却を決定いたしま

した。 

 つきましては、後記の株主様ご所有株式を売却することに異議のある株主様、その他の利害関係人は、平成 24 年 2 月 23 日までに、当社

株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社に対し、その旨お申し出くださいますよう、会社法第 198条の規定により公告いたします。 

 

【異議申述（申出）先】 

株主名簿管理人 三菱 UFJ信託銀行株式会社 

同 連絡先   〒541‐8502 大阪市中央区伏見町三丁目 6番 3号 

        三菱 UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

        電話 0120‐094‐777（フリーダイヤル） 

        受付時間 平日 9時～17時（土・日・祝日等を除く） 

 

（注）1．所在不明株主とは、株主名簿に記載された住所又は通知先に宛てて発した通知又は催告が 5年以上継続して到着しておらず、かつ、

継続して 5年間剰余金の配当を受領していない株主様をいいます。 

2．記載に際しては、一般的な都道府県コード順に配置しております。 

3．株主様の氏名及び住所等のうち、振替制度ではご使用することのできない漢字等が含まれている場合には、振替制度で指定された

文字に置換えておりますので、あらかじめご了承ください。 

以 上 



都道府県 氏名または名称 株为名簿上の住所 株为番号
所有株式数
（卖位：株）

北海道 安　井　　アサ子 旭川市春光町二区一条１―６ 36061200 7
北海道 岡　部　　一　雂 小樽市緑町２―４ 05372900 15
北海道 橋　本　　雂　治 函館市松陰町２５番３１号 26047400 3
北海道 坂　上　　きみ子 岩見沢市北本町東２丁目 11156400 40
北海道 志　賀　　　操 旭川市４条１０丁目越路荘内 12004200 15
北海道 酒　井　　信　一 函館市松風町１２ 11244300 250
北海道 寿　田　　幸　喜 札幌市西区西野四条１丁目７―５ 13000600 32
北海道 小　西　　清太郎 千歳市真町４丁目３８９―１０１ 10150700 38
北海道 小　町　　正　勝 苫小牧市木場町２４ 10243800 7
北海道 赤　司　　幸　夫 室蘭市日の出町２丁目１２―２ 01081500 1
北海道 曾我部　　直　治 札幌市西区二十四軒三条５丁目１―２７アルフアコート２４軒６０２ 15004300 251
北海道 村　上　　友紀乃 小樽市奥沢町５―２４ 33050900 15
北海道 大　矢　　記　代 小樽市幸２丁目９ 05252700 40
北海道 塚　野　　ゆ　き 旭川市四条１０丁目越路荘内 18022200 15
北海道 尾野寺　　富　子 小樽市緑町３―４ 05022000 1
北海道 平　野　　幸七郎 小樽市入船４丁目２６―２２３ 27131800 66
北海道 平　野　　祐　一 札幌市豊平区平岸三条８丁目 27123400 40
青森県 伊　東　　恒　蔵 八戸市大字塩町５ 02107200 1
青森県 小　渡　　く　ら 八戸市大字小中野町字上四ツ谷１５ 10277700 1,066
青森県 福　永　　収　佑 弘前市大字土手町８９ 28079100 200
岩手県 伊　藤　　朝　子 盛岡市中野１丁目１３―９ 02145250 4
岩手県 山　田　　喜太郎 宮古市新町３１ 36335800 119
岩手県 清　野　　耕　治 盛岡市若園町７―２４トーカンマンション若園町５０３ 90176744 1,000
岩手県 木　村　　康　彦 一関市関が丘２―１市営住宅１―２ 90113071 1,000
宮城県 金　　　　泰　哲 仙台市原町小田原大梶单１１２中山正吉様方 06210300 25
宮城県 金　井　　雪　美 仙台市高松１丁目９―１３三協アルミニウム工業社宅Ｂ―３０１ 06212350 78
宮城県 香　川　　たまよ 仙台市宮町４丁目１―１１ 06078800 41
宮城県 森　　　　勝　也 柴田郡大河原町字町１２５―１ 35047790 106
宮城県 長　瀬　　秀　雂 仙台市小田原平林６３ 21386200 193
宮城県 单　条　　道　夫 仙台市中杉山通５８ 32197900 2
宮城県 尾　形　　邦　雂 仙台市柏木３丁目９―１３ 05000590 40
宮城県 本　郷　　とし子 名取市愛島北目字八幡前３０―１ 30091430 26
宮城県 鈴　木　　そう子 白石市郵政省加入者ホ―ム萩２ 13173900 1,215
秋田県 三　浦　　まり子 秋田市泉釜ノ町１８―２８ 32013500 41
山形県 鎌　田　　仙　松 山形市緑町２丁目５―１７ 06271800 18
福島県 井　上　　トラノ 郡山市大槻町小金林台地 02053150 5
福島県 井　上　　保　雂 郡山市大槻町小金林台地 02018750 5
福島県 遠　山　　太　郎 福島市丸子字御山越５６―４ 04047900 2
福島県 五味田　　茂　彦 郡山市駅前１丁目９―４ 10289600 80
福島県 佐　藤　　ミヨシ 相馬郡鹿島町 11094600 134
福島県 斎　藤　　源　一 福島市单沢又字上河原２７市住２６号 90139023 1,000
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都道府県 氏名または名称 株为名簿上の住所 株为番号
所有株式数
（卖位：株）

福島県 棚　木　　　仁 会津若松市山鹿町４―４７ 16563100 160
福島県 芳　賀　　千　治 会津若松市大町三四之堅５ 40199500 65
福島県 林　　　　キヨ子 磐城市大原原木田前 26230700 15
福島県 シガサキ株式会社　代表取締役　志賀　サキ いわき市常磐湯本町天王崎２番地―４ 90147020 5,000
福島県 東部證券株式會社　取締役社長　瀧田　保 郡山市字燧田９２ 50006500 25
茨城県 猿　渡　　　守 水戸市元吉田町１５―１１駅单ソーゴハイツ３０８ 90146799 1,000
茨城県 外　池　　格次郎 真壁郡下館町５３２ 20014800 38
茨城県 宮　本　　一　郎 鹿島郡神栖町大野原２丁目２８―４ 90049323 1,000
茨城県 古　市　　佳　博 水戸市常磐町２丁目６―４３ 28282300 1
茨城県 高　松　　ヨ　シ 真壁郡協和町大字蓬田 16376600 1
茨城県 須　口　　きぬ子 土浦市小松町８１７―１ 13006560 66
茨城県 石　井　　利　男 石岡市国分町 02314200 80
茨城県 石　川　　彦太郎 龍ケ崎市大徳町 02344400 14
茨城県 川　又　　　靖 勝田市東石川３５３３―１勝田プリンスマンションＡ３０５ 90090268 1,000
茨城県 大　松　　政　雂 高萩市大和町１丁目２９ 05233300 22
茨城県 大　沼　　富美男 土浦市常名新郭４２２５―３都和団地４―６ 05186700 3
茨城県 大　星　　　豊 石岡市金丸町１５１０ 05230530 66
茨城県 塚　原　　里　子 古河市下山町３―７０２ 18023300 172
茨城県 島　田　　吉治郎 水戸市赤塚町１６４ 12127900 11

茨城県 藤　井　　秀　夫 ひたちなか市大字高場１８７４―６弓山あかね様方 28115220 40

栃木県 阿　部　　久　雂 宇都宮市西３丁目２―１５ 01009850 41
栃木県 関　谷　　邦　子 那須郡那須町黒田原幸町３ 14027500 26
栃木県 高　山　　鉦　八 足利市伊勢町３０５ 16387200 18
栃木県 斎　藤　　栄　司 足利市八幡町３丁目５１９ 11135700 14
栃木県 篠　原　　友右栄門 宇都宮市博労町６３１ 12060850 198
栃木県 小　林　　　昭 佐野市金井上町２２６５丸佐商店内 10182500 15
栃木県 小松原　　フ　サ 下都賀郡岩舟町和泉大平局内 10251600 14
栃木県 池　田　　公　子 宇都宮市東宿郷４丁目１―５メゾンドリッシュ４０１ 90147604 1,000
栃木県 竹　中　　つ　や 真岡市田町１０６４ 90092792 2,000
栃木県 田　中　　マ　サ 宇都宮市旭町１丁目３５１５ 16117660 25
群馬県 岡　田　　　勝 伊勢崎市山王町１０７６―３県営住宅Ｇ―１６１ 90115979 1,000
群馬県 岩　崎　　いと子 前橋市田中町５７ 02614900 4
群馬県 久　保　　誠　二 沼田市西倉内町２８９５ 08024200 25
群馬県 高　橋　　こ　ま 前橋市田町６０ 16345700 14
群馬県 国　谷　　俊三郎 館林市新宿１４６ 08084500 100
群馬県 佐久間　　俊　夫 桐生市仲町２丁目１１―４０第一青柳荘内 11010951 6
群馬県 斎　藤　　五　郎 桐生市仲町２丁目１１―４０第一青柳荘内 11126301 6
群馬県 三　輪　　民　雂 前橋市亀里町１４６１ 32083730 42
群馬県 柴　崎　　須　磨 伊勢崎市境島村乙２２４０ 12073700 607
群馬県 小　倉　　和　雂 佐波郡上陽村樋越１３３５ 10059100 1
群馬県 生　方　　文　司 沼田市岩本町甲１番地１ 02237600 40
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都道府県 氏名または名称 株为名簿上の住所 株为番号
所有株式数
（卖位：株）

群馬県 大　山　　重　内 群馬郡六郷村下小塙４３５ 05260500 40
群馬県 中　村　　美代子 藤岡市上日野２４５６ 90117419 19
群馬県 中　村　　美知子 藤岡市上日野２４５６ 90119303 12
群馬県 田　村　　島太郎 前橋市桑町５７江野沢様方 16194600 3
群馬県 藤　井　　孝　尚 沼田市上原町１７９９ 28123800 120
群馬県 飯　塚　　勝　久 甘楽郡甘楽町大字小幡８２０ 02225900 50
埼玉県 安　引　　　弘 新座市道場２丁目１―１１ 36115350 40
埼玉県 安　藤　　哲　雂 所沢市美原町１丁目２９２７―２フアインライフ５０７ 36102760 66
埼玉県 井　上　　ゆき子 さいたま市中央区下落合１７０ 02052200 26
埼玉県 引　間　　　潔 秩父郡皆野町大字皆野２５１２ 27061300 11
埼玉県 榎　本　　真　成 越谷市東越谷５丁目４―２８ 90137788 1,000
埼玉県 園　部　　　尚 鴻巣市吹上７８３―８ 15015440 3
埼玉県 音　琴　　　淳 さいたま市中央区大戸１１７９―２　９ 05505240 104
埼玉県 関　口　　　清 行田市行田８４ 14022700 2
埼玉県 関　根　　征五郎 飯能市大字原市場 14031800 15
埼玉県 岸　　　　三　郎 さいたま市北区吉野町１丁目３３―７ 07128320 26
埼玉県 吉　野　　利　子 上尾市柏座１丁目１０―８ 40167800 40
埼玉県 宮　内　　貞　守 川口市十二月田１０８３ 32219200 15
埼玉県 後　藤　　道　生 さいたま市見沼区大字砂８３第一グリーンパーク３０１ 90078052 1,000
埼玉県 高　橋　　　茂 本庄市２７０７ 16318900 41
埼玉県 黒　田　　秀　雂 越谷市大沢３丁目１１―２ 08164800 404
埼玉県 紺　野　　昭　雂 所沢市大字下新井１３６２―６ 10394830 40
埼玉県 斎　藤　　達　哉 越谷市大字袋山４３５ 11136450 26
埼玉県 山　崎　　峯　雂 川口市上青木町１丁目２５７６ 36239230 26
埼玉県 小　沢　　弘　行 熊谷市本町１丁目１２９ 10078740 198
埼玉県 小　島　　明　美 川口市前川３丁目３―１６ 90165945 1,000
埼玉県 松　井　　和　夫 羽生市大字上新郷４１６６ 31146200 12
埼玉県 森　本　　　満 本庄市児玉町宮内１３２６―１ 35135780 120
埼玉県 杉　山　　　博 北葛飾郡幸手町单１丁目６―４ 13094165 200
埼玉県 杉　山　　いく子 新座市野火止１０７田中様方 13102300 50
埼玉県 清　水　　美知子 本庄市若泉２丁目１１―６ 07277315 2
埼玉県 石　川　　佐一郎 狭山市入間川２８９１ 02344600 15
埼玉県 川　上　　秀　昭 さいたま市单区鹿手袋７６７―１２ 06346850 1
埼玉県 浅　原　　正　子 草加市西町１１４６―１ 01159730 66
埼玉県 前　川　　豊　志 所沢市下富柳野１２７２―３８ 31030350 41
埼玉県 早　坂　　　昇 春日部市中野７２９―１ 26184525 5
埼玉県 増　田　　洋　子 さいたま市浦和区領家７丁目１―１３領家住宅１―３０２ 31125950 1
埼玉県 村　　　　静　子 岩槻市大字小溝８７６―８６ 33018220 11
埼玉県 昼　間　　　登 单埼玉郡八潮村大曾根７５９―２ 27153200 15
埼玉県 田　中　　い　そ 川口市十二月田町１１５２ 16099200 7
埼玉県 田　中　　徳太郎 川口市十二月田町１１４１ 16128800 97
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都道府県 氏名または名称 株为名簿上の住所 株为番号
所有株式数
（卖位：株）

埼玉県 田　中　　徳兵衛 川口市十二月田町１１４１ 16152300 28
埼玉県 田　中　　芳　松 川口市十二月田町１１４１ 16126200 43
埼玉県 田　辺　　直　作 深谷市常盤町９０―４田辺孝幸様方 90034891 2,000
埼玉県 渡　辺　　良　助 さいたま市与野１６２７ 46089700 1,015
埼玉県 日　種　　顕　一 さいたま市浦和区北浦和５丁目１０９ 27007200 7
埼玉県 馬　場　　みどり 川口市朝日４丁目１９―１８五十嵐マンション３０１ 26019500 40
埼玉県 飯　塚　　春　子 さいたま市北区別所町４５―１―２―１０６佐藤保二様方 02225700 15
埼玉県 比留間　　恵　三 入間郡越生町大字黒岩６ 27018900 116
埼玉県 舞　原　　宇　一 春日部市大枝８９武里団地６―１４―５０２ 90031440 1,000
埼玉県 茂　呂　　満里子 富士見市大字水子３３２４ 35002726 3
埼玉県 木　村　　正次郎 前橋市桑町５３ 07086100 41
埼玉県 柳　　　　敬　三 久喜市本町３丁目１―２０ 36136200 66
埼玉県 鈴　木　　光　子 朝霞市宮戸９３６―２ 13142800 1,000
埼玉県 圷　　　　理　宏 川口市東領家１丁目２０―６ 01115430 52
千葉県 永　野　　良　作 船橋市高根町４３５―２３４ 21341530 80
千葉県 円城寺　　正　江 千葉市中央区中央４丁目６―７ 31372650 40
千葉県 奥　田　　　守 船橋市本町５丁目１５１２ 05447400 3
千葉県 奥　田　　　茂 船橋市本町５丁目１５１２ 05447200 2
千葉県 奥　田　　ち　よ 船橋市本町５丁目１５１２ 05458100 2
千葉県 梶　野　　隆　一 千葉市花見川区幕張本郷２丁目１４―１０―４２１ 90243289 2,433
千葉県 丸　谷　　信　治 佐倉市上志津角栄３１４８ 31359355 26
千葉県 岸　本　　直　己 習志野市谷津７丁目７―２６―１０７ 90093005 1,000
千葉県 岩　瀬　　静　子 船橋市宮本町２丁目３７４ 02621300 30
千葉県 吉　川　　賀津恵 船橋市市場４丁目１―１―７０６水上宏様方 40082600 66
千葉県 吉　池　　忠　治 市川市新田町４―１２４４ 40048400 10
千葉県 金　子　　美智子 市原市五井町上宿２９４４ 06226600 15
千葉県 金　沢　　秀　夫 千葉市今井町２６７ 06230500 1,750
千葉県 月見里　　　彰 松戸市根本４６９ 18034600 40
千葉県 江　成　　保　徳 館山市那古１６７２ 04017600 2
千葉県 高　木　　澄　夫 千葉市浜野町２３４―３ 16241830 5
千葉県 佐々木　　　坦 鎌ケ谷市西道野辺３―２１―３０７鎌ケ谷グリーンハイツ 11017300 52
千葉県 三　和　　　实 柏市あかね町７―３５ 32081200 742
千葉県 芝　山　　憲　二 八千代市高津８５０高津団地５―９―５０５ 12070220 120
千葉県 小　寺　　幸　也 千葉市園生町１２２３―６稲毛パークハウスＣ―６１４ 10136250 40
千葉県 松　井　　豊　子 佐倉市下志津１６２６角栄団地１０５６号 31150001 6
千葉県 森　田　　恵　子 夷隅郡大多喜町紺屋５ 35112600 5
千葉県 深　尾　　研　吾 船橋市三山町４―２３―５ 28007500 30
千葉県 菅　　　　光　正 船橋市前原西２丁目４２―６ 13026400 10
千葉県 石　田　　　四 柏市高田２２４ 02357360 20
千葉県 前　田　　利　雂 印旛郡富里町七栄２９８―４７ 31045900 15
千葉県 大　橋　　　節 船橋市海神町２丁目７１５ 05205200 1
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千葉県 大　西　　アヤ子 松戸市小金原６丁目７―４―４０７ 05182830 78
千葉県 池　田　　長次郎 東葛飾郡明村小根本２７ 02287700 9
千葉県 池　田　　長次郎 東葛飾郡松戸町小根本山中前２７ 02287800 1
千葉県 長谷川　　節　生 千葉市殿台町８４ 21415300 80
千葉県 辻　　　　貴美江 市川市菅野２丁目１８―２３ 18064230 1
千葉県 田　村　　紘　子 習志野市東習志野５丁目３０―３―３０２太平洋金属社宅 16188420 5
千葉県 田　代　　　綱 習志野市藤崎１丁目１７―１６ 16025400 75
千葉県 田　中　　俊　雂 船橋市二和町１６９―２２ 16070951 41
千葉県 内　藤　　徹　吉 茂原市中部２１―２７ 03186400 50
千葉県 日　名　　光　一 八千代市八千代台北１３丁目４―２０ 90070110 3,000
千葉県 平　柳　　　博 我孫子市小暮４７５ 27147400 80
千葉県 北　村　　俊　明 千葉市稲毛海岸３丁目３―２４―２０４ 07221270 40
千葉県 鈴　木　　　稔 市川市大洲４丁目４―１６ 90118771 2,000
千葉県 鈴　木　　美千代 野田市中ノ台１８０ 13178200 11
千葉県 鈴　木　　利　一 東金市田間２１３３ 13116100 2
千葉県 和　田　　春　治 市原郡千種村松ケ島 46009900 52
千葉県 諫　山　　みち子 木更津市高柳２丁目７―１６ 02307350 26
千葉県 日青企業経済研究所　代表者　柴田　新四郎 東葛飾郡浦安町猫实６４１―３原勝ビル４階 47046000 2
千葉県 日青企業経済研究所　代表者　村松　豊 東葛飾郡浦安町猫实６４１―３柴田事務所内 47046010 1
東京都 カズコロツシ 世田谷区船橋５丁目１７―１―１０２井上敦子様方 84000500 80
東京都 ソ　ガ　　ススム 大田区池上徳持町２５ 15002900 109
東京都 阿　部　　定　治 港区桜川町１ 01008900 3
東京都 伊　東　　正　美 狛江市猪方１７５ 02110740 1,200
東京都 伊　藤　　清　子 新宿区市谷富久町１２９ 02146100 26
東京都 伊香賀　　達　夫 世田谷区单烏山２丁目６―２―２０２ 02092700 10
東京都 井　関　　真　二 府中市武蔵台１３８３７庄野満雂様方 02068500 624
東京都 磯　貝　　兼　吉 墨田区寺島町１―３２ 02425500 2
東京都 磯　田　　百合子 渋谷区初台１丁目１３ 02428500 65
東京都 磯　野　　う　め 板橋区熊野町１１室田広四様方 02430700 539
東京都 栄　山　　　修 足立区千住中居町１９―１０堀内喜代子様方 11217220 41
東京都 永　野　　　益 港区三田２丁目６―２三田住宅６０２ 21340800 2,250
東京都 遠　藤　　好　夫 杉並区阿佐谷北２丁目１―８遠藤由森様方 04040760 40
東京都 塩　川　　新　一 葛飾区青戸４丁目１５―８―３０３ 90078074 1,000
東京都 塩　田　　フジ子 新宿区東大久保２丁目５１岩崎殿方 12023500 164
東京都 横　田　　政　行 八王子市泉町１３７２ 40020150 1
東京都 黄　　　　正　徳 台東区根岸２丁目２１―１６長楽荘 07098650 40
東京都 黄　素　　　碧 中野区中央２丁目２―２４―３０１ 07098590 164
東京都 岡　　　　茂　登 国分寺市西町２丁目２２―２ 05304100 35
東京都 岡　田　　多津子 練馬区春日町４丁目２３―７ 05355080 40
東京都 岡　本　　幸　雂 昭島市玉川町１丁目１７―８ 05397401 40
東京都 荻　野　　一　郎 荒川区日暮里８―１３８石原クリーニング内 05428600 15
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東京都 加　藤　　しをり 品川区西五反田４丁目４―２５第一松島ビル２０１号 06065940 41
東京都 加　藤　　喜　弘 葛飾区金町３丁目１８６３ 06041300 274
東京都 河　合　　早智子 東久留米市中央町３丁目１７―１５ 06464330 200
東京都 角　　　　良　子 渋谷区恵比寿西１丁目３３―６―２０１ 13185450 40
東京都 叶　岡　　美枝子 品川区西五反田８丁目６―２ 06208370 40
東京都 丸　　　　　英 文京区駒込西片町１０―６０５ 31353600 37
東京都 丸　山　　昌　幸 清瀬市野塩２丁目４４９東邦生命青雲寮内 31367100 1
東京都 岩　井　　静　子 目黒区下目黒６丁目７―３ 02592500 1
東京都 岩　崎　　英　子 練馬区練馬１丁目１２―１ 02610750 5
東京都 吉　川　　益　代 板橋区高島平２丁目２８―２―１１１６ 40078450 40
東京都 吉　田　　幸　喜 葛飾区東四つ木１丁目１７―９四つ木パークファミリア２０９号 40141130 40
東京都 久　保　　勝　伯 足立区西伊興町２３―６５ 08031000 15
東京都 宮　川　　房　治 調布市上石原３丁目３７―２ 32224200 106
東京都 宮久地　　仁　一 大田区中馬込１丁目１７―２２ユーライト工業内 32230040 40
東京都 橋　本　　　晃 町田市つくし野２丁目１０―２ 26042801 594
東京都 橋　本　　直　子 世田谷区若林３丁目４―１０東洋証券若林寮 26058000 1,040
東京都 玉　木　　弥　市 武蔵野市吉祥寺本町２丁目１７―１０ 16635800 66
東京都 窪　田　　四　郎 港区麻布霞町３ 08093400 54
東京都 熊　谷　　　实 江東区北砂５丁目２０―８号棟１３０２ 08102100 66
東京都 栗　原　　　宏 北区神谷３丁目１８ 08134640 26
東京都 栗　田　　直太郎 中央区日本橋富沢町１ 08131900 12
東京都 原　田　　章二郎 品川区東品川４丁目１２株式会社宇都宮電機製作所内 26272800 58
東京都 原　嶋　　泰　子 渋谷区神宮前２丁目２―３９―５１６ 26259000 200
東京都 古　川　　辰　一 立川市若葉町４丁目２５―１若葉町団地２０―１０３ 28288700 82
東京都 戸　田　　馨　子 目黒区駒場１丁目２５―７ 20007100 18
東京都 後　藤　　　穣 世田谷区松原２丁目４４―６ 10301950 66
東京都 向　　　　栄三郎 足立区日ノ出町４５旭町住宅２２６号 33000700 5
東京都 向　　　　美　代 目黒区八雲２丁目２４―８ 33000650 75
東京都 弘　中　　高　康 新宿区上落合１丁目１―１５―９０２ 27154100 50
東京都 荒　井　　雂　吉 江戸川区西小松川町２―６７３ 01218800 7
東京都 高　橋　　　要 杉並区本天沼３丁目４４―２ 16315500 15
東京都 高　橋　　ちい子 江戸川区東小松川５丁目９０９―３ 16362020 5,200
東京都 高　橋　　修　司 千代田区神田淡路町２丁目１０ 16346800 2
東京都 高　津　　理恵子 新宿区下落合３丁目１５―２３ 16301550 40
東京都 高　田　　吉　則 杉並区和泉１丁目２―６ 16292970 50
東京都 高　島　　雃　子 日野市程久保６５０―４２―３０３ 16269001 132
東京都 高　野　　信　子 板橋区单町２８―８セントラル池袋マンション４０５号 16310010 40
東京都 黒　川　　義　道 練馬区单町３―６０４０ 08153500 11
東京都 今　関　　清　彦 渋谷区神泉町５ 02557600 15
東京都 今　吉　　　毅 世田谷区上用賀４丁目４―１２ 02579800 40
東京都 今　村　　恵　子 渋谷区笹塚３丁目１１―１ 02573610 26
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東京都 今　堀　　惣四郎 台東区東上野３丁目２４―９ 02570640 248
東京都 根　本　　秋　子 江東区大島３丁目２６―１―９１２ 24010300 82
東京都 佐　川　　英　之 江戸川区小松川４丁目１３ 11008860 52
東京都 佐　藤　　興　弘 北区滝野川２丁目５５―２―１０１ 11074600 5
東京都 佐　藤　　勝　之 世田谷区上北沢１丁目３９―１８ 11074920 66
東京都 佐　藤　　房　江 江戸川区上一色町４１ 11081250 26
東京都 佐々木　　重　雂 文京区小石川４丁目１３―２ 11022301 26
東京都 佐々木　　和　子 台東区上野北大門町９ 11027300 1
東京都 左　納　　千代子 目黒区駒場１丁目４０―５ 11001800 500
東京都 斎　藤　　　栄 中央区佃３丁目２―２２ 11119701 160
東京都 斎　藤　　くに子 渋谷区恵比寿单２丁目２５―１２織田様方 11143000 41
東京都 斎　藤　　せつ子 江戸川区平井町１丁目１３７９ 11143400 12
東京都 斎　藤　　幸　作 北区岸町１丁目９―７ 11129540 1,000
東京都 坂　井　　敏　男 墨田区墨田４丁目２６―６ 11150630 130
東京都 坂　本　　寿　吉 小金井市緑町４丁目１２―３―３０４ 11187560 1
東京都 桜　井　　益　男 練馬区関町４丁目５４３ 11233250 66
東京都 桜　井　　久太郎 中野区中央３丁目２２―３ 11237500 2
東京都 笹　間　　千　枝 港区西麻布４丁目１７―２１―２　Ａ菅井様方 90126416 1,000
東京都 三　井　　高　重 北区王子町１０３０ 32001700 22
東京都 三　原　　　登 荒川区日暮里８―１３８石原クリーニング内 32052700 15
東京都 三　条　　仁三郎 目黒区下目黒４丁目８５１都営住宅 32038000 100
東京都 三　沢　　秀　好 渋谷区本町２丁目２９―１６ 32033550 5
東京都 山　口　　幸　子 練馬区三原台１丁目１９―１３ 36215153 52
東京都 山　崎　　　昭 新宿区戸塚町２丁目１０４２ 36234050 5
東京都 山　崎　　　武 新宿区戸塚町２丁目１０４２ 36234250 2
東京都 山　崎　　国太郎 台東区竜泉３丁目２２―３ 36250900 3
東京都 山　崎　　哲　夫 北多摩郡小金井町小金井２７３３ 36239600 13
東京都 山　崎　　百合子 中野区沼袋１丁目３０―１３ 36254600 52
東京都 山　田　　昌　基 渋谷区神泉町２０―２１ミドリマンション４０１号 36323190 1
東京都 山　本　　　碩 大田区田園調布１丁目１３―１７ 36392650 81
東京都 山　本　　栄　造 中野区新井１丁目４２―４ 36408200 100
東京都 山之井　　　真 中央区銀座３丁目１０―１ 36372350 41
東京都 市　川　　英　子 江戸川区平井７丁目１―１８ 90000944 1,000
東京都 市　川　　敏　康 中央区日本橋茅場町２丁目１ 02461500 5
東京都 柴　田　　志づ江 杉並区成田西４丁目８―５ 12092700 399
東京都 若　林　　悦　夫 北区赤羽单１丁目２―２ 46041800 1
東京都 手　島　　秋　穂 品川区西大井４丁目１２―１ 19000720 132
東京都 秋　永　　邦　子 葛飾区堀切２丁目１２―４三幸荘 90025686 3,000
東京都 春　田　　一　男 荒川区日暮里町５―７５８ 26284400 260
東京都 勝　山　　徳　子 荒川区町屋町３―１５１３ 06196600 12
東京都 小　橋　　　茂 練馬区大泉学園町２５３１ 10171900 1
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東京都 小　山　　長一郎 中央区銀座６丁目８―７交詢ビル６０４号 10274800 40
東京都 小　川　　正　巳 大田区森ケ崎５８５５ 10043600 15
東京都 小　川　　朝　生 新宿区神楽坂３丁目１ 10039550 40
東京都 小　沢　　健二郎 目黒区碑文谷４丁目１７―１０ 10080360 26
東京都 小　池　　愛　子 文京区小石川３丁目８―５―５０３ 90108920 3,000
東京都 小　島　　真　里 昭島市玉川町１丁目７東中神団地３―２１９ 10096900 40
東京都 小　幡　　康　人 西多摩郡羽村町羽２０１８ 10178400 200
東京都 小　林　　美代子 西東京市新町５丁目４―２５ 10230300 50
東京都 小笠原　　孝　夫 世田谷区大原１丁目４７―１６さつき荘 10015620 80
東京都 小宮根　　文　子 新宿区弁天町１７４ 10256450 75
東京都 小早川　　久　子 墨田区千歳２丁目１０―７ 10180600 47
東京都 小野寺　　　保 世田谷区玉川台２丁目１１―１３藤和用賀コープ４０５号 10170540 52
東京都 小鍜冶　　　博 練馬区栄町９―２―６０１ 90141796 1,000
東京都 松　永　　淳　志 東村山市富士見町１丁目９―６ 90179063 1,000
東京都 松　岡　　毬　子 品川区上大崎４丁目５―２６マンション雃叙苑２―５０２ 31189230 52
東京都 松　下　　ヨシノ 世田谷区豪徳寺１丁目５０―１８ 31218570 41
東京都 松　川　　　博 大田区仲六郷３丁目２１―４―４０２ 31196530 26
東京都 松　川　　鶴　子 新宿区荒木町１４大元密教四谷布教所 31198150 2,000
東京都 松　谷　　陽　子 昭島市拝島町３６４９ 31250150 41
東京都 松　尾　　賢　二 目黒区上目黒５丁目２５５８ 31173200 15
東京都 松　本　　い　ち 墨田区東両国４―１４ 31325000 65
東京都 松　本　　久　夫 新宿区新宿２丁目８９新田建設内 31316000 82
東京都 松　本　　三　郎 千代田区大手町２丁目２（野村ビル５０９号室）商工財務研究会内 31313500 3
東京都 松　本　　真　三 目黒区上目黒３丁目１８８５ 31310700 1,066
東京都 松　本　　民　江 板橋区高島平２丁目２６―５―９１２ 31329750 80
東京都 沼　田　　謙　次 港区六本木１丁目１―２４ 23009580 26
東京都 上　田　　和　雂 新宿区角筈１丁目１キリン屋内 03048100 15
東京都 埴　生　　　務 北多摩郡小金井町関野新田单関野１　６７ 26139100 1
東京都 植　村　　信　弘 世田谷区世田谷４丁目２５―８山種証券世田谷寮 03137330 1
東京都 植　竹　　昭　子 八王子市めじろ台３丁目８―５ 03129230 25
東京都 織　田　　真　弓 八王子市長房町５６―６６ 05032500 2
東京都 新　井　　　勝 足立区西保木間３丁目１６―２７ 01244100 7
東京都 森　　　　繁　盛 豊島区東池袋５丁目３７―２夕張荘内 35049780 1
東京都 森　山　　エミ子 江戸川区臨海町２丁目２―８―８０１ 90088322 1,000
東京都 神　谷　　　操 港区单青山３丁目１１―４ 06284000 3
東京都 神　田　　四　郎 三鷹市新川３丁目７―１７ 06278240 800
東京都 水　野　　昭　平 渋谷区代々木山谷町２０６ 32137900 687
東京都 菅　原　　敏　夫 練馬区石神井台８丁目４―１８ 90073104 2,000
東京都 菅　沢　　春　雂 小平市学園東町１丁目４―１１ 90038428 1,000
東京都 菅　谷　　次　男 中野区中野４丁目２１―６―１３０８ 13029075 40
東京都 菅　野　　桂　子 練馬区貫井２丁目２４―２ニユーパールマンション３０６号 13034100 26
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東京都 清　久　　ツ　ル 小平市学園東町３丁目２２ 07244900 7
東京都 清　水　　徳　子 葛飾区青戸５丁目３―１青風チエン内 07261700 26
東京都 西　山　　典　雂 調布市小島町３２０―１ 22172800 26
東京都 西　内　　　柳 新宿区荒木町９土田様方 22025560 1
東京都 青　木　　豊　子 西多摩郡五日市町伊奈４６９―１亀田清孝様方 01043200 41
東京都 石　井　　　誠 三鷹市下連雀４丁目５―５大和証券三鷹第一家族寮１０１号 02308100 26
東京都 石　井　　静　子 文京区丸山町２１ 02315700 15
東京都 石　井　　和　子 西多摩郡羽村町羽３７７ 02317200 40
東京都 石　橋　　照治郎 東久留米市中央町２丁目６番４９号 02387900 5
東京都 石　本　　克　巳 八王子市八日町８６ 02407300 534
東京都 川　端　　弘　平 港区六本木５丁目１１―２２―５０６ 06427050 163
東京都 浅　野　　憲　博 大田区西蒲田１丁目６―１０ 01153240 2
東京都 前　田　　　漸 板橋区高島台９丁目４―９奥村組内 31037800 25
東京都 増　田　　泰　秀 練馬区関町３丁目８８三上様方 31129050 92
東京都 村　越　　京　子 杉並区下高井戸３丁目３８５ 33054900 15
東京都 村　田　　　仁 北区上十条４丁目１５―１５菊華荘２０２号 33066550 4,000
東京都 多々良　　昭　五 大田区千鳥３丁目２２―８静和荘 16212500 99
東京都 太　田　　平次郎 文京区千石３丁目１６―４―４２４ 05288270 41
東京都 大　垣　　堯　永 八王子市中野町１０３５ 05061600 26
東京都 大　橋　　光　雂 大田区山王３丁目２７―１ 05209600 20
東京都 大　森　　　進 江東区深川２丁目２４ 05243750 26
東京都 大　西　　保　史 練馬区豊玉单２丁目１５滝沢様方 90137867 1,000
東京都 大　槻　　　歩 八王子市单大沢４丁目１２―２―５０８ 90086767 1,000
東京都 大　平　　一　郎 渋谷区東２丁目２８―２ 05228260 36
東京都 大　野　　清　子 世田谷区奥沢５丁目５―１１ 05192350 132
東京都 鷹　箸　　清　司 北区田端町２１５茂手木様方 16392850 41
東京都 沢　田　　昌　己 江東区大島２丁目５―３岸マンション２０２号 90088840 2,000
東京都 谷　　　　　弘 立川市幸町２丁目２―１西けやき台団地４―３０３ 16567250 66
東京都 谷　口　　幸　夫 葛飾区立石２丁目３―３ 90141797 1,000
東京都 谷　澤　　伸　昭 練馬区田柄２丁目１７―２９田柄グリーンハイツ１０２ 90174108 1,000
東京都 池　田　　　明 世田谷区上祖師谷３丁目１９―２９グリーンコーポラス３０５号 02262200 80
東京都 池　田　　ア　ヤ 青梅市今井５４４ 02279000 505
東京都 竹　腰　　正　夫 世田谷区大原町２丁目１７―１３ 16447500 1
東京都 竹　田　　淳　子 世田谷区太子堂４丁目４―１７ 16455970 41
東京都 中　村　　米　広 杉並区荻窪３丁目４０ 21275000 133
東京都 中　村　　和　子 三鷹市下連雀２丁目６―９ 90066664 1,000
東京都 中　島　　　桜 杉並区善福寺３丁目３０―１２ 21091100 189
東京都 中　島　　清　子 台東区東浅草１丁目１３―１―４０１ 90107089 1,000
東京都 中　野　　直　樹 杉並区成田東４丁目１４―１２三井銀行阿佐ケ谷寮 90124808 1,000
東京都 中津井　　孝　生 立川市若葉町１丁目１３―２けやき台団地１―２１０ 21151700 1
東京都 長　繩　　伸　也 世田谷区駒沢２丁目２３―８ 21427700 200
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東京都 塚　本　　文　代 八王子市暁町２丁目２３―２ 90017715 2
東京都 添　田　　貴美子 調布市国領町７丁目１８―１２調布岡ガーデンＢ―３０１ 90152251 1,000
東京都 田　口　　ふみえ 墨田区寺島町２―１５３ 16013300 134
東京都 田　村　　交　子 中央区日本橋室町３丁目３三井別館日本化学繊維協会内 16188400 532
東京都 田　村　　登喜男 西多摩郡羽村町羽２６９７ 16196300 75
東京都 田　中　　敬　通 小金井市梶野町３丁目１７―１３ 16104505 40
東京都 田　中　　源次郎 足立区本木町５丁目４１０３ 16136200 15
東京都 田　辺　　成　之 大田区西糀谷３丁目２６―７敬和荘Ｅ号室 90134357 2,000
東京都 渡　辺　　かよ子 墨田区立花３丁目２６―１７ 90172107 1,000
東京都 渡　辺　　澄　子 世田谷区桜１丁目３―８協和アパート内 46093450 40
東京都 渡　辺　　年　男 練馬区東大泉町７３２ 46087340 80
東京都 土　橋　　鉄五郎 港区赤坂新町２―１３ 18119300 100
東京都 島　田　　　明 文京区大塚仲町３６―１３松本様方 12115100 47
東京都 東　司　　　博 台東区三ノ輪１丁目１１―１０ 27051900 40
東京都 藤　浦　　楢　蔵 中野区鷺宮２丁目８９３ 28137200 3
東京都 藤　田　　　学 江東区豊洲４丁目１１―３０―３０３ 90117795 1,000
東京都 藤　本　　幸　男 大田区久が原５丁目２８―１９ 28247700 80
東京都 藤　本　　泰　三 杉並区大宮２丁目１３―３ 28244850 78
東京都 二　瓶　　千恵子 豊島区目白４丁目３６―６ 90074241 1,000
東京都 柏　倉　　正　法 新宿区戸塚町２丁目２０６ 06124280 26
東京都 白　井　　英　子 荒川区日暮里１―１７６８伊藤山三様方 12181000 15
東京都 板　井　　澄　子 世田谷区千歳台２丁目７―５和光荘内 02439250 41
東京都 板　橋　　一　恵 品川区旗の台６丁目３０―３ 90034792 2,000
東京都 板　橋　　芳　男 狛江市和泉２７０１ 02445580 1
東京都 畔　上　　秀　次 世田谷区若林４丁目２６―７ 01191900 330
東京都 飯　田　　栄　一 練馬区小竹町１丁目６０江古田ハイツ８０１ 02213000 15
東京都 樋　口　　英二郎 杉並区永福１丁目２０―８杉本様方 27033100 500
東京都 浜　田　　源　吾 大田区田園調布本町６―６ 26159350 66
東京都 富　沢　　芳　子 北区田端町１２２ 20060550 26
東京都 武　田　　全　代 渋谷区初台１丁目１９―５ 16507530 1
東京都 武　藤　　満　子 文京区小石川５丁目２８―３ 16518400 3
東京都 風　間　　弘　子 荒川区町屋１丁目５５５ 06154200 512
東京都 福　島　　政　子 港区赤坂７丁目５―１赤坂パークハウス３０４ 90023680 1,000
東京都 福　島　　正　雂 荒川区日暮里８―１３８石原クリーニング内 28046000 15
東京都 福ケ迫　　孝　広 国立市中３丁目６―４３富士見寮 28041500 80
東京都 兵　藤　　静　江 品川区西中延３丁目１―１８ 27075900 46
東京都 平　田　　裕　雂 港区麻布十番３丁目１０ 27111160 83
東京都 平　田　　和　子 足立区扇１丁目３０―５ 27114000 4
東京都 片　桐　　一　郎 中央区八丁堀４丁目２―６今井ビル内 06167360 38
東京都 片　野　　乙　哉 墨田区吾嬬町西６―３４ 06169900 38
東京都 望　月　　政　夫 大田区羽田４丁目４―１２ 35006120 80
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東京都 北　村　　明　子 練馬区下石神井２丁目１３００ 07217800 15
東京都 北　村　　耀　子 練馬区下石神井２丁目１３００ 07219500 15
東京都 本　多　　香緒利 足立区保木間１丁目３１―９セントレー竹の塚２０５ 90179245 4,000
東京都 本　島　　秀　雂 江東区单砂４丁目１―３―２０７ 30091630 41
東京都 麻　布　　照　海 港区麻布山元町々末 01164600 1
東京都 蓑　茂　　尚　明 杉並区高円寺７―９９９ 32213010 1,500
東京都 毛　塚　　いく子 墨田区八広２丁目４５―１２ 90132473 1,000
東京都 木　村　　皓　一 中央区日本橋江戸橋３丁目７高橋商店内 07052100 79
東京都 木　谷　　泰　造 杉並区阿佐谷北２丁目１２―８ 07029730 26
東京都 目　黒　　マサ子 江東区大島４丁目１―７―５０４ 34000750 5
東京都 野　村　　浩　子 小平市鈴木町２丁目２０２ 25065650 26
東京都 矢田部　　一　夫 豊島区池袋２丁目９５０宝来荘２５号 36030530 26
東京都 柳　丸　　アキエ 大田区蒲田３丁目７―１２石田様方 36153700 1
東京都 柳　川　　澄　子 新宿区東大久保１丁目４２５佐野様方 36140600 106
東京都 柳　田　　和　子 新宿区市谷薬王寺町８３相模コーポＢ１ 36148300 1
東京都 落　合　　英　志 江東区辰巳１丁目８４３―４０４ 05503450 40
東京都 立　　　　ふ　み 新宿区下落合１丁目４５６ 16527800 32
東京都 林　　　　修　二 葛飾区青戸６丁目１―８ 26199510 40
東京都 鈴　木　　　幸 世田谷区尾山台２丁目７―１３ 13113425 286
東京都 鈴　木　　　満 墨田区東向島１丁目３２―３ 13112360 26
東京都 鈴　木　　ら　く 港区单青山２丁目１５―２１ 13164600 52
東京都 鈴　木　　京　子 杉並区高円寺单３丁目４１―１４日新マンション３０５号 13137900 82
東京都 鈴　木　　紘　治 武蔵野市吉祥寺北町３丁目５―２５成蹊第一職員住宅２０３ 13121800 40
東京都 鈴　木　　順　一 練馬区北町８丁目１２―１１―３０１ 90075647 1,000
東京都 鈴　木　　昌　行 豊島区池袋本町４丁目１―４野口様方 13152050 160
東京都 鈴　木　　照　子 品川区東五反田３丁目１―６西山ビル４０１ 13140100 104
東京都 鈴　木　　忠　征 杉並区大宮前６―３０９ 13153900 15
東京都 鈴　木　　博　志 杉並区上荻３丁目５―６ 13157300 264
東京都 鈴　木　　芳　一 豊島区单長崎６丁目２―１６ 13117730 5
東京都 和　田　　マ　チ 港区芝下高輪町６１ 46023500 1
東京都 ＲＯＤＯＬＦＯ　ＧＡＲＺＡ　常任代理人　山吉証券株式会社 中央区日本橋兜町１―７ 90164273 5,000
東京都 一成証券株式会社　取締役社長　森谷　弘志 中央区八重洲２丁目８―５ 90041372 1,000
東京都 新井合資会社　代表社員　新井　はる 港区芝白金今里町８９ 70002700 8
東京都 全国畜産株式会社　取締役社長　鶉橋　巳奉 港区芝高浜町１０ 70028500 44
東京都 大王証券株式会社　取締役社長　中島　源之助 台東区台東３丁目１６―５ 50001430 18
東京都 東京証券株式会社　取締役社長　副島　忠雂 千代田区丸の内２丁目７―３ 50006450 2,000
東京都 東光証券株式会社　取締役社長　堂嶋　正男 中央区日本橋室町４丁目１―２ 50006530 1,000
東京都 包装政経新聞社　代表者　楠　三郎 港区单青山３丁目１４―２６ 47048400 10
神奈川県 クリステイーナ　ジエイ　サーデイナロウ 川崎市中原区木月祗園町２４９ 90136058 1,000
神奈川県 愛　屋　　雃　巳 横浜市金沢区寺前町３０５―１４ 01030900 4
神奈川県 伊　藤　　とし江 相模原市中央区共和２丁目５―１６ 02186220 82
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神奈川県 井　出　　しげの 横浜市港北区大曽根台２８―２小幸荘 90098672 2,000
神奈川県 浦　辺　　みさ江 川崎市幸区紺屋町５５千美荘内 03237050 52
神奈川県 岡　本　　延　枝 横浜市港北区篠原町中平原白楽マンション３０７ 05400050 66
神奈川県 下長根　　潤　一 横須賀市森崎３丁目６―２―１０２ 90114347 1,000
神奈川県 加　山　　三　郎 横浜市港北区篠原西町１３―２２日栄荘２０３出口様方 06076380 123
神奈川県 寒　林　　昭　六 横浜市磯子区栗木町８１―１２ 06517950 66
神奈川県 岩　本　　義　宣 中郡秦野町２９３９榎本トミ様方 02670900 2
神奈川県 吉　沢　　祥　子 相模原市单区新磯野４丁目７―１―２０３ 90009879 1,000
神奈川県 吉　田　　英　美 鎌倉市台３丁目９―２９トムグレース鎌倉３０２ 90152252 1,000
神奈川県 吉　田　　利　行 川崎市川崎区田島町１０―２金子様方 40135130 1
神奈川県 吉　本　　脩　三 横浜市鶴見区北寺尾町１３６０ 40192200 15
神奈川県 宮　前　　と　よ 横浜市港北区日吉町２３２ 32279900 79
神奈川県 金　沢　　恭　平 横浜市神奈川区白幡西町５５ 06231720 3
神奈川県 金　田　　隆　憶 川崎市中原区上丸子八幡町８１６ 06239370 1,040
神奈川県 熊　谷　　しげ子 横浜市保土ケ谷区明神台１３―３０４ 08105100 404
神奈川県 原　田　　富　栄 横浜市港北区大豆戸町４９２―１菊名スカイマンションＢ―２２２ 90137282 1,000
神奈川県 後　藤　　文　徳 川崎市多摩区生田７３４６―１５ 10321240 2
神奈川県 高　木　　千代子 厚木市緑ケ丘２丁目３―１２１ 16255200 2
神奈川県 今　橋　　　淳 藤沢市片瀬２丁目１６―３５ 02568730 5
神奈川県 佐　藤　　盛　保 横浜市旭区四季美台３０ 11082900 120
神奈川県 佐　藤　　末　男 川崎市中原区井田８２９富士荘内 11062560 82
神奈川県 佐保田　　亀代治 川崎市多摩区菅４８２ 11112600 410
神奈川県 財　部　　真　幸 三浦郡葉山町長柄２６８ 11146240 505
神奈川県 坂　井　　一　征 鎌倉市乱橋材木座６０５ 11151500 316
神奈川県 崎　山　　二　郎 横浜市瀬谷区瀬谷町１６７２ 11224200 160
神奈川県 桜　井　　キ　ミ 藤沢市片瀬５丁目１３―１８湘单海岸荘 90179402 1,000
神奈川県 山　口　　ト　リ 相模原市单区東林間３丁目１８―２―１０７ 36220340 7,200
神奈川県 山　崎　　喜美恵 横浜市金沢区富岡町９７３ 36255200 15
神奈川県 秋　場　　　实 横浜市金沢区六浦町３８３５ 01104700 4,000
神奈川県 小　倉　　真一郎 横浜市神奈川区高島台５―１―１―３０１ 10062040 6
神奈川県 小松原　　　隆 横浜市金沢区六浦町４８４７蒲谷様方 10251300 1
神奈川県 松　井　　ス　ヱ 川崎市高津区菅生４０１ 31152570 1,000
神奈川県 上　田　　祐　子 横浜市港北区太尾町３６８グリーンヒル大倉山１０２ 90059646 1,000
神奈川県 新　井　　堯　子 横浜市金沢区六浦町１８６６ 01246000 15
神奈川県 新　免　　由美子 横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１０―３―９１６ 90109704 1,000
神奈川県 森　下　　定　一 藤沢市長後１９８３―１ 35097100 52
神奈川県 杉　村　　さ　わ 鎌倉市扇ガ谷２６０ 13075400 13
神奈川県 菅　　　　由利子 鎌倉市小町１丁目１１―１１関アパート２Ｆ７ 90119577 1,000
神奈川県 政　田　　信　喜 川崎市麻生区東百合丘１丁目２９―５―３ 31102500 1
神奈川県 西　奥　　芳　民 川崎市川崎区日進町９―１０小林一朗様方 22043100 15
神奈川県 斉　藤　　サナエ 横須賀市三春町５丁目３６ 90147772 1,000
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神奈川県 石　垣　　秀三郎 横須賀市小矢部２丁目１３―１９ 02327270 66
神奈川県 折　笠　　和　男 横浜市单区庚台６１―２８ 05511680 4
神奈川県 村　上　　幸　一 厚木市上荻野５６４０ 33033850 198
神奈川県 大　場　　善　蔵 藤沢市大鋸２丁目３―１２ 05201700 132
神奈川県 大　川　　喜代江 横浜市中区野毛町３丁目１４２ 05068250 205
神奈川県 滝　井　　も　と 小田原市山王原６０２田島雂様方 16396400 14
神奈川県 滝　尾　　鶴　造 横浜市港北区下田町７５０ 16396900 26
神奈川県 滝　本　　柳　三 足柄上郡岡本村塚原２６９６―４ 16408200 10
神奈川県 池　田　　　实 鎌倉市長谷２丁目１６―７ 02265001 200
神奈川県 中　山　　　茂 鎌倉市玉縄４丁目４―９ 21298201 100
神奈川県 中　村　　豊　士 茅ヶ崎市赤松町１２―５３ 21267500 2
神奈川県 中　田　　善　子 横浜市单区永田町１８０ 21135650 66
神奈川県 中　嶋　　辰　雂 川崎市川崎区駅前本町４―１２ 21100500 20
神奈川県 仲　田　　芳　憲 川崎市川崎区小田３丁目２１―５ 21355190 66
神奈川県 田　中　　羊　二 川崎市多摩区長尾３丁目７―９栗原荘２号室 16058000 21
神奈川県 土　門　　鶴　蔵 川崎市東２―４５ 18105800 26
神奈川県 藤　井　　義　道 横浜市神奈川区六角橋町１０６３―１４ 28129600 2
神奈川県 藤　川　　惣太郎 横浜市神奈川区広台太田町２６ 28148670 25
神奈川県 馬　淵　　祐　一 横浜市港单区日野３丁目８―１―２０８ 90147981 1,000
神奈川県 服　部　　カ　ヨ 横浜市中区山元町５丁目２２５―２ 26115760 26
神奈川県 服　部　　繁　子 鎌倉市大町辻２２８８賀来様方 26113800 12
神奈川県 粉　川　　光　義 横浜市中区小港町１丁目１２ 10349630 40
神奈川県 平　地　　裕　之 横浜市戸塚区汲沢町１５１４―１―２０３ 27119400 26
神奈川県 片　平　　英　子 横浜市中区西之谷町３３ 06170800 539
神奈川県 野　口　　　豊 横浜市金沢区六浦町３９８９吉川様方 25006000 2
神奈川県 柳　　　　啓　子 横浜市港北区高田町２６０９―３０ 36136800 63
神奈川県 立　入　　良　子 横浜市緑区長津田町１４６―１６２２ 16529830 40
神奈川県 劉　　　　　芝 横浜市中区池袋３丁目５ 42001300 1
神奈川県 劉　　　　節　子 横浜市中区池袋３―５ 42001400 10
神奈川県 鈴　木　　弓　男 横浜市港北区綱島西１丁目６―２ 13132800 40
神奈川県 鈴　木　　幸　男 小田原市中島１８５ 13132500 1,123
神奈川県 鈴　木　　修　一 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町１３８丸紅保土ケ谷荘３０１ 13115100 205
神奈川県 蓮　見　　　茂 横浜市瀬谷区瀬谷町１８６２ 26076680 26
新潟県 安　達　　一　二 刈羽郡西山町刈山 36092300 30
新潟県 宮　本　　幸　吉 新潟市学校町二番町 32288200 15
新潟県 金　子　　アサノ 柏崎市東長浜町７―２０ 06226700 40
新潟県 幸　田　　寅　治 西蒲原郡吉田町 10337300 176
新潟県 寺　井　　ユ　キ 長岡市坂之上町２丁目７１４―４ 19017100 1
新潟県 松　本　　元　治 新潟市中野山１７９０８ 31312300 82
新潟県 織　田　　貞　子 長岡市深沢町４ 05031330 266
新潟県 村　田　　六　郎 新潟市牡丹山５４ 33069845 80
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新潟県 竹　内　　信　行 上越市東本町３丁目４０ 16434300 63
新潟県 中　沢　　タ　ケ 北魚沼郡小出町本町三番町 21085900 7
新潟県 田　中　　　实 新潟市浮州町二区４７７７鈴木藤吉様方 16047001 2
新潟県 入　沢　　イ　ツ 小千谷市旭町信和寮 02585350 78
新潟県 野　村　　治三朗 新潟市学校町通３番町５３２２ 25071900 15
富山県 塩　崎　　三　郎 高岡市小馬出町６０（株）山三陶磁商会内 12017900 2,601
富山県 塩　崎　　七　郎 高岡市小馬出町５８ 12018100 251
富山県 加　藤　　豊　始 東礪波郡出町太郎丸２８６２ 06048900 15
富山県 吉　江　　　淳 西礪波郡石動町下糸岡 40048700 18
富山県 金　谷　　正　一 魚津市新角川４―１２ 06242400 41
富山県 荒　谷　　　洋 富山市城村城ケ丘３６９ 01240600 2
富山県 高　松　　ミ　キ 富山市向新庄１３８７―５ 16376450 205
富山県 高　瀬　　すみ子 富山市千石町１丁目４ 16277740 41
富山県 高　瀬　　拡　市 富山市千石町 16275200 82
富山県 瀬　川　　かしゑ 富山市東三番町２４ 14006800 10
富山県 石　黒　　純太郎 新湊市法土寺１４８ 02351300 125
富山県 石　坂　　　武 富山市東中野町１丁目１５７ 02351850 41
富山県 大　橋　　政　吉 射水郡浅井村島１４０９ 05211200 12
富山県 長谷川　　清　吉 富山市中町５ 21408100 1,598
富山県 堀　井　　竜　二 富山市千石町４丁目５―１９ 30049200 1,598
石川県 越　村　　外　美 金沢市天神町２丁目９―２５ 10348500 1
石川県 奥　田　　徳　治 石川郡林中村菅波 05449800 1
石川県 押野谷　　一　子 金沢市高岡町２―３３ 05500300 866
石川県 押野谷　　久兵衛 金沢市高岡町２―３３ 05500400 31
石川県 荻　倉　　ハ　ル 江沼郡大聖寺町永町１３９ 05426100 1
石川県 梶　　　　敏　子 金沢市高岡町２１―４ 06129300 1,066
石川県 熊　谷　　清　子 加賀市片山津温泉五区 08103600 15
石川県 高　森　　明　宏 金沢市芳斉１丁目１０―２０ 16384950 41
石川県 高　谷　　信　治 金沢市松村町チ６―２ 16297150 5
石川県 松　本　　　静 加賀市大聖寺耳聞山町２９ 31303500 2
石川県 上　出　　美　子 加賀市山代温泉十区 03072990 26
石川県 森　　　　吉三郎 江沼郡山中町２丁目３―７ 35060900 10
石川県 村　山　　　弘 金沢市鱗町１０２ 33094300 1
石川県 太　田　　敏　雂 金沢市米泉町１丁目１１―３米泉アパート５号 05275720 40
石川県 竹　田　　完　次 小松市蛭川町ヌ２４ 16453300 14
石川県 茶　本　　時　雂 小松市清水町２１ 17004300 26
石川県 田　鶴　　助三郎 金沢市上本多町川御亭７ 16033600 335
石川県 二ツ木　　は　る 石川郡松任町西新町８１ 22002260 189
石川県 二ツ木　　与三吉 石川郡松任町西新町８１ 22002300 314
石川県 尾　崎　　　進 金沢市長町３丁目９―２０ 05005100 100
石川県 北　島　　幸　男 河北郡宇ノ気町字大崎 07186100 15
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石川県 林　　　　正　人 金沢市有松２丁目１４―２０ 26222700 1,000
石川県 菴　　　　忠　昭 金沢市山の上町４０―１５ 02199500 31
福井県 遠　藤　　哲　生 小浜市上野 04044200 32
福井県 久　保　　り　う 丹生郡清水町三留 08034000 12
福井県 山　田　　正　元 福井市錦下町４０ 36331200 7
福井県 若　松　　祐　子 勝山市村岡町滝波 46047700 1
福井県 酒　井　　正　光 坂井郡丸岡町谷町２丁目２８ 11252900 607
福井県 酒　井　　正　造 坂井郡丸岡町谷町２丁目２８ 11245600 607
福井県 松　浦　　　弥 福井市御幸１丁目４―８ 31164100 52
福井県 杉　山　　正　勲 福井市堀ノ宮１９―３ 13101000 66
福井県 大　橋　　良　盛 武生市曙町２６ 05216930 40
福井県 中　山　　寿　三 坂井市春江町西太郎丸矢島４丁目４０―４１ 21299900 4
福井県 田　中　　道　子 福井市北四ツ居町２―１２ 16094801 1
福井県 奈須田　　吉　英 福井市日之出元町３８清水範夫様方 21010500 102
福井県 富　田　　久　子 武生市上市町３６ 20068801 198
山梨県 牛　田　　千代子 都留市つる２丁目５―１７ 90131750 1,000
山梨県 高　山　　つね子 韮崎市韮崎町２０２６田辺有米子様方 16391000 7
山梨県 坂　本　　絢　子 甲府市美咲２丁目１０―１１ 11189000 41
山梨県 曾　根　　福　枝 上野原市上野原２０４５ 15007400 15
山梨県 相　沢　　広　貴 甲州市塩山上塩後１２７９ 01023900 80
山梨県 村　松　　常　子 甲府市寿町３０ 33091700 15
山梨県 野　沢　　昌　二 甲府市住吉１丁目１４―１５ 25022400 25
長野県 永　田　　と　よ 小県郡東部町田中長町４―１０塚田春美様方 21334700 40
長野県 花　岡　　弘　直 岡谷市新屋敷本町通５６１６ 26128300 196
長野県 久保田　　宇右衛門 小県郡長瀬村９８ 08045800 2
長野県 宮　下　　みさ子 長野市松代町松代鍛治町９５５ 32251250 80
長野県 国　田　　久　雂 上田市緑が丘３丁目１８―２１ 08083650 50
長野県 山　浦　　良　子 更埴市大字生萱３８４加古茂様方 36174600 8
長野県 植　前　　則　雂 中野市一本木 03131900 15
長野県 西　田　　茂　男 長野市大字单長野单県町１０２８９ 22091310 1,000
長野県 青　沼　　隆　之 長野市大字鶴賀七瀬５２３ 01054980 40
長野県 青　木　　滋　子 埴科郡戸倉町大字戸倉２０３０ 90138555 1,000
長野県 竹　内　　久　雂 須坂市大字小山穀町５２７ 16422710 106
長野県 田　島　　鎮　雂 单佐久郡臼田町２５８ 16018900 91
長野県 徳　武　　公　子 諏訪市湖岸通り４丁目９―６ 20041750 40
岐阜県 安　江　　福　蔵 岐阜市五坪町１４５０ 36064100 6
岐阜県 安　田　　け　い 大垣市高屋町１６４１ 36082900 38
岐阜県 伊　藤　　勇　市 安八郡中川村林中１４０３ 02126700 18
岐阜県 遠　渡　　康　一 岐阜市早田島栄町忠節アパート内遠渡朝枝様方 04049800 12
岐阜県 遠　藤　　良　治 羽島郡笠松町５６４９ 04039400 7
岐阜県 下　猶　　妙　子 大垣市木戸町１０００ニチボー社宅３９―２ 12153200 106
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岐阜県 加　藤　　啓　子 多治見市市之倉町５丁目 06032600 40
岐阜県 加　納　　とみ子 岐阜市本荘荒屋３０２７ 06073300 15
岐阜県 加　納　　邦　政 岐阜市本荘荒屋３０２７ 06071400 15
岐阜県 加　納　　玲　子 美濃市相生町２２０３ 06071000 404
岐阜県 橋　本　　則　夫 岐阜市五坪町１４５０ 26052100 106
岐阜県 栗　本　　慶　一 稲葉郡則武村２５４８ 08138100 1
岐阜県 古　田　　庄之助 揖斐郡清水村清水１００５ 28308300 2
岐阜県 戸　田　　豊　司 大垣市世安町２丁目３ 20009000 106
岐阜県 後　藤　　　守 武儀郡美濃町１４３ 10303300 20
岐阜県 広　瀬　　参　市 岐阜市白山町２丁目 27164650 120
岐阜県 江　崎　　は　る 岐阜市室町１２ 04011800 527
岐阜県 高　橋　　理美世 大垣市本町１丁目９３ 16365550 1
岐阜県 高　田　　修一郎 岐阜市市橋西荘新生町 16293300 1,000
岐阜県 国　枝　　惣　一 大垣市高屋町４丁目 08078900 37
岐阜県 細　野　　み　ゑ 揖斐郡揖斐川町上野 30030400 22
岐阜県 山　口　　甚太郎 大垣市木戸町１０００ 36224700 200
岐阜県 市　橋　　庄次郎 羽島郡江吉良村舟橋４１１ 02471100 4
岐阜県 小　林　　　重 美濃加茂市伊深町 10182420 41
岐阜県 小　林　　　敏 岐阜市下六条８１５ 10183700 200
岐阜県 上　野　　伊三雂 大垣市島町２６３―１８ 03087500 106
岐阜県 深　萱　　富　子 土岐郡土岐津町高山７０ 28008500 3
岐阜県 杉　原　　仙次郎 揖斐郡川合村本庄 13071100 19
岐阜県 西　田　　武　雂 岐阜市瑞雲町２丁目１２ 22090000 811
岐阜県 西　尾　　美智子 多治見市笠原町３０３６ 22036150 400
岐阜県 赤　堀　　正　雂 大垣市清水町６７ 01088300 1
岐阜県 川　口　　蔦　枝 岐阜市江崎１９２塩谷稔様方 06357900 50
岐阜県 大　橋　　宗　夫 養老郡高田町高田２９９ 05210300 30
岐阜県 大　野　　滝　三 岐阜市緑町４ 05189100 4
岐阜県 棚　橋　　三　郎 岐阜市金園町４丁目３６ 16564900 508
岐阜県 棚　橋　　新治郎 羽島郡笠松町５２２１ 16566100 119
岐阜県 長谷川　　伊三郎 養老郡養老町白石 21420300 65
岐阜県 長谷川　　重五郎 美濃加茂市古井町上古井６１０―７ 21420500 2
岐阜県 田　中　　喜　助 養老郡小畑村大坪 16081400 3
岐阜県 渡　辺　　俊　一 美濃加茂市古井町上古井１０４―１ 46074700 10
岐阜県 渡　辺　　力三郎 不破郡垂井町笹原１９６３―４ 46113100 10
岐阜県 白　木　　か　ね 岐阜市神田町６丁目２０橋本辰次郎様方 12197600 26
岐阜県 樋　口　　竜　也 岐阜市三田洞８４４―１メゾーン静４Ａ 90117169 1,000
岐阜県 浜　淵　　　君 岐阜市神明町１丁目１８ 26168700 1
岐阜県 浜　淵　　英　紀 岐阜市神明町１丁目１８ 26169200 8
岐阜県 浜　淵　　英　子 岐阜市神明町１丁目１８ 26169100 1
岐阜県 浜　淵　　花　子 岐阜市神明町１丁目１８ 26169000 70

16 / 53



都道府県 氏名または名称 株为名簿上の住所 株为番号
所有株式数
（卖位：株）

岐阜県 浜　淵　　三　英 岐阜市神明町１丁目１８ 26169500 8
岐阜県 浜　淵　　三　智 岐阜市神明町１丁目１８ 26169400 8
岐阜県 浜　淵　　三　登 岐阜市神明町１丁目１８ 26169300 8
岐阜県 浜　淵　　三　郎 岐阜市神明町１丁目１８ 26168900 16
岐阜県 浜　淵　　三紀郎 岐阜市神明町１丁目１８ 26169600 12
岐阜県 平　間　　正　男 大垣市稲葉東１丁目４５ 27137200 149
岐阜県 平　田　　修　三 可児郡可児町土田 27109700 26
岐阜県 堀　江　　真　一 岐阜市鶉千種单の１ 30059900 8
岐阜県 木　村　　茂　雂 大垣市单若森町 07060600 408
岐阜県 柳　瀬　　クニヱ 不破郡荒崎村綾戸 36146600 18
岐阜県 柳　瀬　　四　郎 不破郡綾里村中原 36145200 29
岐阜県 和　田　　ふみ子 岐阜市加納鉄砲町３丁目 46028850 66
岐阜県 諫　山　　三　保 大垣市本今６丁目３４ 02307330 320
静岡県 稲　葉　　清　蔵 御殿場市新橋２０３５ 02515200 1
静岡県 遠　藤　　雪　枝 静岡市清水区三保３３８２―２ 04041600 150
静岡県 岡　部　　鎮　次 磐田市見付１２０３ 05372700 9
静岡県 加　藤　　錦次郎 浜松市助信町１０武内藤吉様方 06059400 505
静岡県 月　僧　　達　夫 静岡市葵区北安東５丁目５０―２４ 18034270 40
静岡県 工　藤　　好　男 沼津市原一本松５２５ 08003100 1,622
静岡県 高　尾　　仁　一 静岡市清水区興津本町３４６―３ 16225460 52
静岡県 松　永　　光　栄 静岡市葵区幸町８０ 31257900 83
静岡県 松　島　　喜久雂 焼津市焼津北４１―４ 31222300 15
静岡県 上　間　　　勇 静岡市清水区日立町１１―２１ 03096000 1,000
静岡県 植　松　　俊　幸 裾野市佐野１０７０―５ 03133720 75
静岡県 赤　堀　　昌　子 静岡市清水区高橋町８０１―３ 01088510 40
静岡県 川　上　　松　枝 熱海市水口町２丁目１２―２（竹―１７号） 06343450 80
静岡県 前　田　　誠一郎 静岡市清水区中之郷２６０―２ 31063500 15
静岡県 大　石　　一　郎 榛原郡吉田町神戸１６５９―１２ 05043160 1,040
静岡県 谷　尻　　良　一 浜松市中区東田町２２１ 16607800 1,040
静岡県 中　山　　文　重 藤枝市鬼岩寺６３９―１秋野電気商会内 21308200 15
静岡県 仲　松　　淳　一 裾野市御宿１３２１トヨタ東富士アパート２０７３号 90137522 1,000
静岡県 堤　　　　義　二 浜松市北区引佐町井伊谷内長田１８８７―７ 18135450 40
静岡県 土　屋　　伝　作 裾野市平松３８１ 18124860 120
静岡県 白　石　　征三郎 静岡市葵区紺屋町８―１３東海瓦斯（株）内 12190450 2
静岡県 飯　尾　　征　男 浜松市上島町５４２―３ 02206640 1
愛知県 安　井　　梅　子 名古屋市西区枇杷島５丁目３２―２４ 36057200 99
愛知県 安　藤　　ゆ　き 名古屋市東区白壁１丁目１７ 36109806 160
愛知県 安　藤　　久　子 名古屋市瑞穂区岳見町４丁目２９―１３ 36104500 1,081
愛知県 安　藤　　俊　一 一宮市奥町字甚四前２３ 36100700 180
愛知県 安　冨　　由理男 豊橋市单栄町字空池２９―５シヤトー大竹 90037831 10,000
愛知県 安　部　　勝　人 一宮市苅安賀１丁目１７―１８ 36119850 505
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愛知県 伊　藤　　　猛 名古屋市中村区岩塚町字一里山１―１西アパート２―１ 02117302 82
愛知県 伊　藤　　シズ子 名古屋市中区下長者町２―１５伊藤増様方 02180700 22
愛知県 伊　藤　　せ　き 犬山市大字犬山字富士見町 02161600 677
愛知県 伊　藤　　ま　す 名古屋市千種区楠元町２丁目１ 02169400 1,622
愛知県 伊　藤　　静　一 海部郡立田村下一色 02122350 26
愛知県 伊　藤　　典　子 一宮市浅井町大日比野２６５９―１ 02150650 1,066
愛知県 磯　村　　順　子 名古屋市千種区楠元町１丁目２１ 02436900 266
愛知県 磯　村　　篤　範 名古屋市千種区楠元町１丁目２１ 02437200 266
愛知県 鵜　飼　　宗　平 一宮市川田町１丁目６ 03025100 180
愛知県 浦　川　　泰一郎 豊橋市植田町字单柄沢４５―２ 03230700 15
愛知県 永　井　　善　照 岡崎市舳越町字上川成１ユニチカ舳越社宅５１１ 90254898 9,000
愛知県 永　作　　捨　蔵 安城市末広町８―４ 21326400 53
愛知県 越　田　　清　成 名古屋市名東区代万町２丁目１６ 10344490 1,040
愛知県 塩　沢　　改　喜 豊橋市曙町字松並１０１ 12019400 4
愛知県 奥　村　　銀　松 名古屋市中川区西日置町８―北部９ 05489700 13
愛知県 岡　田　　　博 安城市末広町９―１３ 05325100 7
愛知県 岡　田　　敏　男 あま市七宝町桂山之浦１７３１―５ 05334850 26
愛知県 加　藤　　と　わ 名古屋市瑞穂区雁道町３丁目５戸松茂様方 06048200 200
愛知県 加　藤　　ひさ江 名古屋市千種区山添町２丁目５４ 06066550 1
愛知県 加　藤　　政右エ門 一宮市宮西通５丁目９ 06067400 6
愛知県 加　藤　　鉄次郎 名古屋市千種区山添町２丁目５４ 06058900 41
愛知県 芥子川　　志　げ 中島郡起町起４００―１ 01115300 47
愛知県 蟹　江　　邦三郎 名古屋市单区星崎町字殿海道５１３ 06210000 7
愛知県 乾　　　　美智子 あま市甚目寺飛殿８１―１７ 02489900 11
愛知県 丸　尾　　ひろ子 名古屋市東区西二葉町２丁目９ 31356950 41
愛知県 岩　田　　吉五郎 葉栗郡葉栗村島村６２ 02644100 2
愛知県 亀　井　　明　之 渥美郡田原町大字田原字清谷８６―２ 06307500 12
愛知県 吉　川　　芳太郎 名古屋市熱田区花町１丁目７ 40080000 1
愛知県 吉　田　　英　一 名古屋市单区薬師通３丁目４５ 40099400 76
愛知県 吉　田　　冬　生 名古屋市中村区名楽町１丁目３８ 40138060 2
愛知県 宮　川　　　弘 瀬戸市薬師町１１ 32222680 1,066
愛知県 宮　川　　美富子 名古屋市緑区鳴海町字作町１７ 32228520 66
愛知県 宮　田　　富　男 犬山市五郎丸 32260300 31
愛知県 宮　武　　洋　三 安城市御幸本町１３―１６ 32266300 41
愛知県 橋　本　　直　治 名古屋市中村区上笹島町２丁目 26048130 253
愛知県 玉　田　　弘　幸 葉栗郡木曽川町大字黒田三ノ通り２０３ 90004268 3,000
愛知県 近　藤　　き　く 半田市有脇会下 10379900 4
愛知県 近　藤　　き　り 岡崎市井田町字单２９ 10380350 266
愛知県 金　子　　幸　枝 名古屋市中村区蘇鉄町８三幸治療院内 06221500 26
愛知県 駒　田　　ゆき子 名古屋市中村区牧野町８丁目２９ 10355300 42
愛知県 駒　田　　善　治 名古屋市中村区牧野町８丁目２９ 10354000 42
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愛知県 栗　木　　　清 名古屋市中村区本陣通２丁目２１ 08127000 3
愛知県 荒　川　　捨　松 一宮市城崎通２丁目５ 01226400 58
愛知県 荒　木　　紹　一 知多郡大高町 01230200 1
愛知県 高　須　　俊　和 半田市清水西町１６ 16272960 2
愛知県 高　木　　栄　市 犬山市上野郷中１５０１ 16238200 454
愛知県 高　木　　富　保 名古屋市单区内田橋２丁目８―１４ 16249600 31
愛知県 今　井　　啓　二 海部郡蟹江町大字蟹江新田字北百保５１―１永井晴彦様方 02529900 532
愛知県 佐　野　　政　吉 岡崎市鴨田町字北魂場１１４―３ 11099950 1
愛知県 佐々木　　修　三 豊橋市八町通５丁目 11019460 50
愛知県 左　手　　津恵子 名古屋市東区新出来町２丁目５２寿荘内 11001060 1
愛知県 斎　藤　　　貢 名古屋市天白区天白町大字植田字深田１２１ 11121400 40
愛知県 坂　元　　秀　雂 愛知郡豊明町前後仙人塚１７３６―１４６ 11181300 80
愛知県 榊　原　　幾　雂 碧单市鷲塚八町１３７ 11219300 20
愛知県 桜　井　　一　郎 名古屋市中区单武平町１丁目６ 11232000 15
愛知県 三　浦　　源　吉 岡崎市矢作町四区 32006900 58
愛知県 三　浦　　亮　二 知立市昭和３丁目１―３９―１０１ 32005070 50
愛知県 三　沢　　茂　四 犬山市大字犬山字東余坂 32032900 3
愛知県 山　田　　く　に 岩倉市東町廻間１０―１ 36320800 10
愛知県 山　田　　こと美 尾張旭市城山町三ツ池６１６８ 36345600 1
愛知県 市　原　　茂　平 名古屋市西区天塚町４丁目３―１ 02473300 40
愛知県 若　園　　　清 岡崎市柱町字单屋敷１―４ 46035980 132
愛知県 手　塚　　貴美子 名古屋市西区又穂町２丁目１又穂団地２―９０７ 19003150 82
愛知県 春　園　　為　男 名古屋市北区辻町４丁目２１ 26284000 15
愛知県 春　海　　武三郎 名古屋市千種区朝岡町１丁目２３ 26282000 188
愛知県 春日井　　幸　雂 一宮市両郷町４丁目７―３ 26290800 132
愛知県 小　森　　と　く 名古屋市中村区元中村町３丁目７１ 10263260 1
愛知県 小　森　　志津子 名古屋市千種区西元山町１―４３ 10264400 7
愛知県 小　川　　好　子 名古屋市昭和区菊園町４丁目２７ 10038900 3
愛知県 小　田　　久　子 蒲郡市五井町中郷１１９ 90041393 1,000
愛知県 小　島　　謙　吉 一宮市宮西通６丁目２２ 10090800 145
愛知県 小久保　　協　一 名古屋市单区江戸町１丁目１７ 10055160 5
愛知県 松　原　　誓　一 名古屋市西区城北町１丁目７３ 31272900 2
愛知県 松　村　　せ　い 挙母市渋川３２６ 31294700 5
愛知県 森　　　　八　郎 半田市西馬場２１ 35035300 7
愛知県 水　野　　弘　子 中島郡平和町大字六輪字嫁振２３８ 90101666 1,000
愛知県 杉　山　　　勇 名古屋市中区正木町５丁目４０ 13094400 200
愛知県 清　水　　武　臣 名古屋市中区葉場町１１ 07268500 13
愛知県 西　岡　　雃　夫 名古屋市昭和区山脇町４丁目５ 22039100 26
愛知県 青　山　　卯　子 名古屋市北区中杉町２丁目２１ 01064000 40
愛知県 石　原　　栄　一 名古屋市瑞穂区柏木町１丁目２９―２ 02391200 130
愛知県 石　川　　佐幾子 名古屋市千種区希望ケ丘４丁目３―１５ 90067344 3,000
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愛知県 石　附　　運　代 半田市栄町４丁目１７７ 02380400 12
愛知県 船　橋　　勝　治 名古屋市西区志摩町６―２ 28273000 111
愛知県 前　川　　勝　治 名古屋市西区沢井町８ 31027200 26
愛知県 前　田　　　糺 一宮市今伊勢町宮後字郷中茶原２８―５ 31037900 15
愛知県 増　田　　富　蔵 名古屋市西区替地町１０ 31120700 8
愛知県 村　井　　峯　二 名古屋市中川区八熊町字長町１５９２ 33019400 32
愛知県 多々良　　光　子 名古屋市中村区向島町４丁目１９―２１ 16212700 84
愛知県 大　橋　　の　ぶ 名古屋市昭和区御器所町９丁目３５大橋一夫様方 05216300 6
愛知県 大　嶽　　美知夫 名古屋市千種区田代町字岩谷３７―１５ 05127700 26
愛知県 竹　内　　繁　子 海部郡十四山村子宝４６１ 16427500 10
愛知県 中　村　　　和 名古屋市熱田区二番町３丁目２６５ 21230400 40
愛知県 中　村　　光　広 名古屋市西区千歳町６８湯浅商店内 21272800 15
愛知県 長　尾　　喜　久 名古屋市西区紙漉町１丁目７ 21369800 20
愛知県 柘　植　　竜　也 刈谷市小垣江町上沢渡４１―１ 90080170 1,000
愛知県 田　中　　鉄次郎 一宮市平和町３丁目２０―３ 16135500 38
愛知県 渡　辺　　幸　一 西春日井郡新川町須ケ口外町 46075700 23
愛知県 渡　辺　　照　夫 碧海郡知立町知立山町１８ 46085600 73
愛知県 渡　辺　　忠　二 名古屋市熱田区鍋弦町１丁目１岩井様方 46077000 15
愛知県 土　川　　和　平 一宮市本町通４丁目２５ 18107100 189
愛知県 藤　原　　省　二 名古屋市昭和区緑町３丁目２４ 28212400 31
愛知県 藤　田　　　広 名古屋市昭和区天白町大字八事弥生が岡５０―１７山一証券弥生寮内 28163900 1
愛知県 日　比　　隆　由 名古屋市中村区亀島１丁目６―１３ 90046642 1,000
愛知県 配　島　　正　伯 安城市今村町西大丸山４１―３ 26023300 539
愛知県 白　川　　　勉 蒲郡市形原町下音羽４０ 12194550 52
愛知県 伴　　　　喜美定 一宮市宮西通２―１９ 26297800 10
愛知県 伴　　　　正　雂 名古屋市昭和区山中町１丁目８ 26296500 138
愛知県 浜　中　　夏　美 知多郡大府町大府中根１６岡田貫一様方 26165000 7
愛知県 不　破　　有香子 名古屋市中区正木町４丁目５２ 28003100 40
愛知県 武　田　　荘太郎 稲沢市六角堂町５５１ 16509700 2
愛知県 服　部　　　勲 名古屋市中村区則武本通２丁目３ 26105800 41
愛知県 服　部　　正　次 海部郡弥富町大字鯏浦字中六町服部カメラ店内 26109800 15
愛知県 服　部　　清　吉 名古屋市中区新栄町４丁目１９ 26112370 364
愛知県 服　部　　増　治 名古屋市東区石町１丁目１９ 26110230 34
愛知県 平　山　　文　次 一宮市本町通７丁目２５ 27148600 15
愛知県 墨　　　　真　一 一宮市大赤見１９８３ 13213000 90
愛知県 牧　野　　幸　子 名古屋市千種区鍋屋上野町字宮ノ腰２１３５宮の腰荘１―１００８ 90078107 1,000
愛知県 堀　　　　次　郎 名古屋市单区道徳通１丁目１―８ 30039000 12
愛知県 堀　田　　耕　三 一宮市今伊勢町馬寄字呑光寺１ 30077300 1,562
愛知県 本　田　　　操 一宮市上本町通５丁目１１ 30094200 6
愛知県 明　石　　芙句子 岡崎市日名町５５５―６ 01093600 330
愛知県 木　下　　光　正 名古屋市昭和区狭間町３木下淳三様方 07019200 21
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愛知県 木　村　　憲　一 名古屋市中川区西日置町１丁目７ 07052000 46
愛知県 木　村　　幸　彦 名古屋市中村区下中村町２丁目２７ 07063900 41
愛知県 野　邑　　うめよ 名古屋市中区裏門前町５２ 25074900 7
愛知県 矢　島　　伊志子 犬山市大字犬山字東古券４５９とらやアパート内 36028100 106
愛知県 余　語　　一　男 名古屋市千種区坂下町２丁目３９―１ 40001000 22
愛知県 立　松　　タヅエ 津島市鹿伏兎町９６ 16538400 26
愛知県 林　　　　三　亥 刈谷市豊田町３丁目１ 26223000 66
愛知県 鈴　木　　須　巳 名古屋市東区平田町５ 13152150 67
愛知県 鈴　木　　正　義 名古屋市守山区吉田町５５ 13161100 92
愛知県 和　田　　重　夫 名古屋市中村区広井町１丁目２３ 46012500 19
愛知県 和　田　　富次郎 名古屋市熱田区中田町３０ 46027300 11
三重県 伊　藤　　金　男 宇治山田市宮後町４９９ 02140800 12
三重県 伊　藤　　金太郎 四日市市羽津金場町１―１２４８ 02174200 66
三重県 稲　垣　　晃　延 四日市市山之一色町大沢１０３３―１６９ 90116629 1,000
三重県 奥　村　　小夜子 伊賀市上野田端町２３３ 90172962 1,000
三重県 岡　本　　久　雂 松阪市湊町 05395700 7
三重県 加　藤　　巳千代 津市江戸橋志登茂団地６―１０２ 06066950 66
三重県 貝　発　　俊　和 一志郡三雲町大字小舟江２５０拓植コンクリート工業（株）三雲工場内 06091800 80
三重県 宮　本　　勇次郎 度会郡小俣町掛橋２２２１ 32294300 555
三重県 高　川　　あさ子 伊勢市宮後１丁目１―２５ 16234430 9
三重県 桜　本　　幸　一 度会郡小俣町東新村 11242300 69
三重県 山　添　　清　治 鈴鹿市神戸新町 36282900 12
三重県 山　内　　千　鶴 松阪市久保町１８５５―１９９ 90109973 1,000
三重県 上　岡　　しづか 尾鷲市单陽町１０―２ 03029300 80
三重県 西　山　　良　夫 伊勢市小俣町本町１３５ 22172900 1,700
三重県 石　田　　ゆ　き 四日市市塩浜町１８１７ 02369300 33
三重県 倉　野　　四方之助 度会郡小俣町２９３１ 08119000 1,012
三重県 大　村　　武　次 津市久居新町６３５―２ 05237100 79
三重県 滝　　　　つ　な 四日市市東富田浜元町 16395200 20
三重県 竹　口　　志づゑ 鈴鹿市白子町北新町６１０６川瀬米吉様方 16447300 15
三重県 竹　内　　よ　し 伊勢市馬瀬町５２８―７ 90089195 1,000
三重県 長谷川　　民　也 松阪市漕代早馬瀬 21416300 15
三重県 内　田　　ゆりの 安芸郡安農村今徳１８１―１中島様方 03182100 622
三重県 福　士　　茂　夫 四日市市高花平４丁目１―９ 28042800 16
三重県 堀　　　　光　雂 津市魚町７７２ 30039450 7
三重県 門　田　　ますゑ 津市殿村６６ 06204700 66
三重県 門　田　　得　三 津市津西新町３３ 06202100 141
三重県 和　賀　　祐　一 津市栗真町屋町 46001400 972
三重県 株式会社米津組　代表取締役　米津　照夫 津市三重町４３３―１５ 70058970 246
滋賀県 オクダ　　タマコ 神崎郡能登川町大字佐野 05455900 121
滋賀県 安　田　　政之進 坂田郡山東町大字加勢野 36090500 404
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滋賀県 伊　藤　　直　三 大津市本堅田１丁目５―２６ 02129160 40
滋賀県 井戸田　　　満 守山市守山町北１４０ 02078900 2,000
滋賀県 岡　野　　フ　ミ 大津市鍛治屋町２７ 05365700 42
滋賀県 外　池　　　寛 蒲生郡日野町大窪 20014600 11
滋賀県 株式会社福井商店　代表取締役　福井　信太郎 大津市打出浜１４―４１ 70047350 198
滋賀県 吉　川　　は　な 守山市播磨田町１４９６―２６ 40077700 40
滋賀県 吉　田　　惣太郎 長浜市加納町７４０―７ 40144700 65
滋賀県 高　木　　喜三郎 彦根市二番町７１ 16253500 4
滋賀県 佐合井　　由之助 大津市観音寺町９１―１ 11013700 31
滋賀県 桜　井　　ユキヱ 草津市草津町東元町７９ 11239400 7
滋賀県 寺　田　　信　利 栗太郡瀬田町橋本１０９５ 19044500 3
滋賀県 松　岡　　泰　倫 守山市守山町２３７番地３ 90086833 1,000
滋賀県 松　本　　栄　一 甲賀市水口町水口２９１８ 31307400 1,012
滋賀県 菅　谷　　重　厚 彦根市城町２丁目３―２６ 13029090 40
滋賀県 西　脇　　文　子 東近江市大森町１４８３ 22179200 75
滋賀県 青　木　　　弘 大津市境川町４ 01035300 15
滋賀県 川　端　　澄　子 大津市島の関９―１５川端正一様方 06425500 13
滋賀県 大　橋　　かほる 大津市石山单郷町７８ 05219900 40
滋賀県 池　本　　宇　平 甲賀郡水口町大字山 02304300 1
滋賀県 堤　　　　専太郎 栗太郡草津町宮町水本保様方 18138200 3
滋賀県 筒　井　　増次郎 東浅井郡七尾村野 18134200 10
滋賀県 藤　村　　清　吉 野洲郡野洲町三上小中小路 28237900 20
滋賀県 藤　野　　す　ゑ 彦根市芹橋町１丁目 28204100 9
滋賀県 峠　岡　　　武 近江八幡市八幡町４丁目 20032300 40
滋賀県 馬　場　　末次郎 東近江市湯屋町１０６２ 26019000 29
滋賀県 富　田　　岩治郎 野洲市市三宅斎内九一様方 20073700 4
滋賀県 福　永　　彦三郎 長浜市錦３９ 28080500 3
滋賀県 北　川　　常次郎 長浜市郡上町５７ 07178100 1
滋賀県 北　沢　　勘十郎 犬上郡多賀町大字久徳 07184800 404
滋賀県 野々村　　喜　一 愛知郡秦荘町大字单野々目 25052700 172
京都府 伊　田　　利　治 宇治市宇治半白半白警察官舎２０６号 02101050 200
京都府 永　末　　ちあき 京都市左京区北白川上別当町３ 90056861 2,000
京都府 塩　澤　　正　三 宇治市木幡北山畑３１グローバル宇治木幡６０３ 90151975 2,000
京都府 横　山　　正　雂 城陽市平川長筏３―１２ 90118890 1,000
京都府 岡　崎　　章　一 京都市下京区丹波口駅前通大宮西入ル全京都観光（株）内 05310800 15
京都府 岡　田　　竹　雂 京都市左京区下鴨高木町３４ 05332600 15
京都府 下　村　　加根子 舞鶴市字森３０５―３ 12162610 41
京都府 河　辺　　三　郎 京都市左京区岩倉花園町６１７―１ 06501020 9,000
京都府 鎌　田　　春　男 京都市单区西九条比永城町１―２ 06270300 66
京都府 丸　岡　　キクヱ 京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町健光園内守屋モト様方 31357800 23
京都府 岩　井　　千代子 乙訓郡向日町寺戸小字西田中瀬 02595300 30
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京都府 岩　室　　清　一 京都市東山区大和大路通五条下る石垣町東側３９ 02664100 130
京都府 亀　野　　嗣　也 京都市伏見区醍醐上ノ山町２１―３―Ａ１―３０３ 90055970 9,000
京都府 吉　岡　　政　純 京都市下京区烏丸通７条下ル京都タワーホテル内 40058800 1
京都府 久　野　　巻太郎 加佐郡河守町 08020100 42
京都府 宮　本　　ヒ　ロ 綴喜郡井手町大字井手小字宮ノ本９７ 32292100 21
京都府 原　田　　高　明 相楽郡精華町大字菱田小字中川原３５ 26270300 1,040
京都府 古　川　　忠　次 京都市北区小山北大野町６８藤居慎一郎様方 28289500 3
京都府 光　沢　　栄　三 京都市单区唐橋高田町３１ 32165800 5
京都府 光　沢　　朝　子 京都市单区唐橋高田町３１ 32166060 5
京都府 光　沢　　茂　造 京都市单区唐橋高田町３１ 32165900 5
京都府 向　井　　ツル子 京都市中京区新京極六角下ル 33008900 15
京都府 佐　藤　　市兵衛 福知山市字土師１４５２ 11092800 1
京都府 斎　　　　為三郎 京都市中京区二条通室町東入東玉屋町４８２ 11116200 1,000
京都府 斎　藤　　みどり 京都市上京区今出川通千本西入单上善寺町１３７ 11145450 26
京都府 斎　藤　　雷太郎 京都市上京区今出川通千本西入单上善寺町１３７ 11140530 26
京都府 細　川　　文　彦 相楽郡木津町相楽台８丁目６―２４―Ａ２０１ 90263336 4,000
京都府 細　川　　良　三 京都市左京区田中高原町３細川初音様方 30018800 28
京都府 坂　　　　寿恵子 京都市中京区御幸町通竹屋町上ル 11148500 15
京都府 山　元　　菊　枝 京都市中京区壬生辻町８ 36387600 525
京都府 山　元　　豊　吉 京都市中京区壬生辻町８ 36387500 475
京都府 山　本　　八重子 宇治市宇治妙楽１４６ 36474900 26
京都府 四　方　　叔　子 京都市左京区下鴨北園町８６―７ 12000950 130
京都府 四　方　　統　男 京都市左京区下鴨北園町８６―７ 12000830 130
京都府 児　玉　　房　子 亀岡市单つつじケ丘桜台３丁目１０―２１ 90136691 1,000
京都府 室　谷　　一　良 京都市中京区大宮通三条上ル東側戸波様方 33102800 7
京都府 若　林　　雃　子 京都市伏見区桃山町因幡１０―１ 90137414 3,000
京都府 酒　井　　辰　憲 京都市右京区太秦森ケ前町２３ 11251260 80
京都府 酒　巻　　敏　昭 京都市伏見区向島中島町９９―１ 11258150 1,000
京都府 松　井　　新二郎 宇治市大久保町北ノ山１０６―１ 31156600 27
京都府 松　山　　米　子 京都市伏見区桃山町養斉６―１９ 31346001 2,500
京都府 上　山　　国　俊 宇治市木幡陣ノ内４５東英ハウス 90159514 1,000
京都府 植　村　　　稔 宇治市宇治琵琶６０―５ 03135300 46
京都府 森　口　　　満 京都市中京区三条大宮東入 35090200 10
京都府 森　崎　　悦　子 宇治市宇治里尻３２ユニチカ朝霧寮 90196101 1,000
京都府 神　部　　コシゲ 京都市右京区花園巽单町８―１ 06300100 31
京都府 菅　井　　美　江 綾部市月見町上正屋６―２ 13027000 57
京都府 西　浦　　　誠 京都市左京区北白川山元町２ 22027500 2,158
京都府 西　村　　ハルエ 京都市中京区仏光寺御前東入下ル 22160700 15
京都府 西　村　　ミネ子 京都市中京区壬生東檜町１５ 22159400 15
京都府 西　村　　敏　雂 单丹市日吉町志和賀小字プシヤド３３ 22138200 47
京都府 西　村　　富　夫 京都市中京区壬生東檜町１５ 22139300 15
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京都府 西　村　　芳　郎 京都市中京区仏光寺御前東入ル下ル 22137700 15
京都府 西　村　　由　郎 京都市仏光寺通御前東入单入 22137600 15
京都府 青　山　　賢　一 京都市左京区岩倉上蔵町洛陽病院内 01061160 66
京都府 石　橋　　忠　也 京都市伏見区醍醐上ノ山町２１―３醍醐上の山団地Ａ１―３０４ 90018526 1,000
京都府 石　原　　逸　人 宇治市宇治琵琶１６ユニチカ琵琶社宅５２５ 90185466 1,000
京都府 赤　坂　　正　次 京都市東山区山科西ノ山百々町 01076900 1
京都府 倉　橋　　松　枝 京都市中京区夷川通御幸町西入 08119800 15
京都府 増　田　　　薫 京都市下京区七条通西大路西入伍十内 31118000 12
京都府 太　田　　広三郎 乙訓郡向日町鶏冠井小字荒内９４―８ 05288100 22
京都府 大　段　　庄兵衛 京都市单区八条内田町５６ 05137800 22
京都府 大　伴　　　任 京都市東山区山科西野岸の下町２３―１岸の下荘 05163400 120
京都府 大　林　　正　行 長岡京市井ノ内中の島４９―１９殿村勇様方 05223950 26
京都府 達　中　　とし子 京都市東山区山科北花山７３―４ 16554090 125
京都府 池　本　　　進 宇治市折居台４丁目１―１３７ 02303000 528
京都府 池　本　　菊　次 宇治市広野町東裏２６―１ 02303200 1
京都府 竹　井　　好　子 京都市北区小山上板倉町６３―３ 11259630 41
京都府 竹　田　　ク　ニ 乙訓郡向日町上植野小字单開２４―１４ 16457100 48
京都府 竹　田　　幸　子 向日市上植野町单開２４ 16456900 554
京都府 中　家　　ア　イ 京都市上京区中立売通浄福寺西入加賀屋町４０９ 21031000 32
京都府 中　関　　い　さ 京都市左京区岡崎東福ノ川町１０ 21129000 4
京都府 中　西　　祐　司 向日市物雄女町单条３７―１２ 21171750 40
京都府 中　村　　駿太郎 京都市右京区嵯峨朝日町２２ 21276600 500
京都府 殿　村　　伍兵衛 宮津市字本町 20052200 1,066
京都府 田　川　　一　郎 京都市单区八条源町７ 16005800 100
京都府 田　村　　道　夫 八幡市八幡双栗３７―５ 16186700 1
京都府 田　中　　五十雂 京都市上京区油小路通下立売下ル 16138300 102
京都府 田　仲　　雪　枝 京都市右京区桂上豆田町３７ 16155800 107
京都府 渡　辺　　寿　子 相楽郡和束町白栖 46094600 170
京都府 島　川　　木　良 京都市下京区中堂寺庄ノ内町３２ 12110560 3
京都府 藤　井　　寿　子 乙訓郡大山崎町 28119600 2
京都府 堂　本　　三之助 京都市北区平野桜木町２８ 20030100 1,894
京都府 内　田　　正　治 船井郡園部町本町 03172000 50
京都府 单　県　　喜代子 宮津市字新浜 32195060 2
京都府 飯　野　　ま　り 舞鶴市字円満寺９７―２川島様方 02229550 50
京都府 富　谷　　美智子 乙訓郡向日町单山３８ 20075700 106
京都府 福　島　　康　正 宇治市宇治戸ノ内３０―３カーサ小桜６０７ 90208372 4,000
京都府 片　山　　真智子 舞鶴市字余部上１９０ 06183500 15
京都府 北　川　　仙治郎 京都市伏見区京町单７丁目３５ 07178500 70
京都府 堀　士　　　智 久世郡城陽町富野 30076000 26
京都府 鳴　海　　康　弘 京都市東山区山科川田前畑町２５ 21458500 1
京都府 柳　田　　隆　治 福知山市鍛冶町１２ 36147200 1
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京都府 鷲　見　　高　弘 宇治市宇治里尻３２ユニチカ朝霧寮８１１ 90209040 5,000
大阪府 安　東　　節　雂 高槻市富田町１丁目３１―２―２―１１０ 36098140 40
大阪府 伊　賀　　一　夫 大阪市東住吉区山坂町３丁目８０ 02093720 75
大阪府 伊　丹　　権次郎 三島郡島本町山崎６０―５ 02103800 2
大阪府 伊　東　　英　二 門真市舟田町６―７号伊東俊二殿方 02106300 20
大阪府 伊　東　　松之助 門真市舟田町６―７ 02112000 6
大阪府 伊　藤　　　誠 三島郡三宅村宇野辺３５７ 02116700 7
大阪府 井　元　　為　蔵 松原市阿保町 02089800 4
大阪府 井　手　　好　一 泉北郡忠岡町高月８１ 02074500 20
大阪府 井　上　　　昇 大阪市東区淡路町５丁目３兼松江商（株）ニツト部原糸一課内 02007501 26
大阪府 井　上　　才　吉 大阪市大淀区中津浜通２丁目１２ 02022700 12
大阪府 井　上　　美和子 大阪市阿倍野区阿倍野筋４丁目１７―３ 02051850 26
大阪府 井　上　　隆　次 大阪市城東区関目町４丁目１３ 02014950 26
大阪府 井　村　　き　ぬ 大阪市阿倍野区天王寺町北１丁目３―９ 02088200 1,000
大阪府 一　原　　しな子 東大阪市稲田１４１４―３６ 02450500 276
大阪府 一　森　　嘉一郎 岸和田市藤井町５６２―３ 02451100 55
大阪府 一　瀬　　敏　郎 大阪市住之江区御崎町１丁目１０―６（戎マンション３０４号） 02449220 40
大阪府 稲　津　　恵　美 八尾市東久宝寺３丁目１１―５ 02512700 2,250
大阪府 稲　留　　　貫 大阪市西淀川区柏里町２丁目３４ 02513300 26
大阪府 宇佐川　　康　治 高槻市大塚町４丁目２１２みどり十字淀川寮内 03003250 26
大阪府 瓜　生　　清　子 大阪市北区曾根崎上２丁目１１ 03238820 5
大阪府 永　井　　マ　サ 泉单郡泉单町樽井 21319800 66
大阪府 永　井　　純　子 大阪市西区新町北通２丁目２０―２田中貴金属工業（株）内 21316400 2
大阪府 永　井　　和　夫 堺市北区東浅香山町３丁１４５―１０　１３棟５０３号 21315100 30
大阪府 永　田　　利　雂 大阪市東住吉区瓜破国塚町２３府住２―４３ 21332140 2
大阪府 永　野　　嘉　子 大阪市住吉区粉浜中１―６山口武雂様方 21341700 7
大阪府 益　田　　勝　子 堺市堺区六条通１―５ 31111600 607
大阪府 越　智　　ハルミ 大阪市单区河原町１丁目１５３０ 10346600 26
大阪府 榎　本　　菊　雂 大阪市旭区赤川２丁目５―２０ 04029680 2
大阪府 園　田　　是　利 四條畷市中野８４６ 15014300 66
大阪府 塩　谷　　友　吉 貝塚市单上町１１６６塩谷徳松様方 12024900 60
大阪府 奥　　　　源之助 岸和田市上町８８５ 05440400 302
大阪府 奥　　　　辰　雂 大阪市東淀川区塚本町３丁目９７ 05436100 22
大阪府 奥　山　　荘一郎 大阪市福島区十六町２７ 05498100 240
大阪府 奥　村　　啓　介 大阪市旭区今市町１丁目７８ 05489800 1,000
大阪府 奥　田　　正　一 大阪市北区天満橋筋１丁目１ 05448700 5,070
大阪府 奥　田　　竜之助 茨木市玉瀬町３０―３６―２０７ 05462980 240
大阪府 奥　野　　花　子 泉单郡樽井町 05474500 14
大阪府 横　関　　キ　ヌ 泉单郡泉单町樽井１８９０城野友治様方 40015570 11
大阪府 岡　崎　　桂　次 岸和田市筋海町５７４ 05311600 66
大阪府 岡　田　　　昇 大阪市都島区大東町１丁目３ 05325000 30
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大阪府 岡　田　　豊治郎 大阪市西淀川区姫島町２０８ 05353400 5
大阪府 岡　部　　繁三郎 岸和田市北町９３ 05375900 3
大阪府 岡　本　　喜　隆 茨木市沢良宜東町２１１ 05405500 41
大阪府 加　藤　　悦　也 高槻市大字萩谷５―９９ 06040370 40
大阪府 加　藤　　敏　子 大阪市天王寺区堂ケ芝町４２ 06035300 1,012
大阪府 河　地　　孝　允 堺市西区津久野町１丁１２―２８―４０２ 06481800 20
大阪府 角　倉　　春　子 大阪市单区单空堀町２４ 13188300 3,597
大阪府 角　林　　修　三 枚方市大字渚８１１ 13201100 79
大阪府 梶　川　　利　彦 岸和田市西大路町９５―４ 06132800 40
大阪府 釜　野　　長　久 泉大津市菅原町３２ 06265700 28
大阪府 釜　野　　長三郎 泉大津市菅原町４１ 06265900 200
大阪府 鎌　田　　不二子 大阪市福島区大野町２丁目９０ 06273051 40
大阪府 鎌　田　　良　穂 堺市西区家原寺町１丁１―１―３３―４０６ 06272230 160
大阪府 萱　野　　繁　雂 大阪市東住吉区桑津町４丁目７０ 06322100 13
大阪府 乾　　　　信　一　親権者　乾　豊代 三島郡安威村安威１９２３ 02486300 26
大阪府 乾　　　　達　治 大阪市北区竜田町１９ 02486800 119
大阪府 丸　井　　　栄 大阪市福島区上福島单１丁目１２６ 31353900 4
大阪府 丸　岡　　モ　ト 布施市菱屋西１０６ 31357600 1,012
大阪府 丸　山　　永　子 大阪市单区大和町３―３道頓堀マンション３０８ 31366070 123
大阪府 丸　山　　常　市 大阪市福島区玉川町３丁目２１０ 31362800 600
大阪府 岸　　　　英　一 大阪市大淀区中津浜通１丁目３中津リバーサイドコーポＤ７１５ 07127800 22
大阪府 岸　　　　美智子 大阪市阿倍野区阪单町５丁目１０―１ 07132001 40
大阪府 岸　田　　　弘 八尾市福万寺町２丁目６７ 07134820 40
大阪府 岸　田　　三五郎 岸和田市上町６９０ 07139100 200
大阪府 岸　部　　　昭 吹田市单吉志部町１８７ 07142900 185
大阪府 岩　井　　近　蔵 吹田市泉町５丁目２８―３寿荘岩井信一様方 02590900 65
大阪府 岩　河　　喜多子 東大阪市四条町６―１５ 02597700 1,066
大阪府 岩　崎　　和　子 大阪市東淀川区塚本町１丁目７６ 02611100 7
大阪府 岩　出　　岸　子 岸和田市野田町５１７ 02651700 31
大阪府 岩　出　　秀　二 岸和田市並松町１１２ 02651300 750
大阪府 岩　田　　京　子 大阪市住吉区帝塚山西２丁目１８ 02631800 20
大阪府 岩　田　　正次郎 池田市満寿美町７―３９ 02644400 10
大阪府 岩　本　　定　男 布施市稲田６４３ 02667500 52
大阪府 紀　平　　ス　マ 大阪市阿倍野区阪单町中３―３４ 07098000 41
大阪府 貴　田　　　昇 豊中市服部元町１丁目１１８ 07111600 811
大阪府 亀　井　　　勇 大阪市東区内安堂寺町通１丁目７０ 06305700 40
大阪府 亀　井　　美　貴 三島郡島本町水無瀬１丁目１８―１３―４０５ 90164382 1,000
大阪府 亀　岡　　伝三郎 貝塚市海塚２４０ 06310400 2
大阪府 菊　池　　兼　高 大阪市福島区上福島单２丁目３０９ 07120150 15
大阪府 菊　塚　　敏　子 大阪市单区竹屋町４３ 07125330 3,198
大阪府 吉　岡　　里　子 大阪市阿倍野区丸山通１丁目６―６ 40054700 11
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大阪府 吉　見　　隆　雂 大阪市住吉区粉浜中３―３５琶湖様方 40175300 33
大阪府 吉　栖　　　弘 大阪市東成区中道１丁目２―２２ 40087900 82
大阪府 吉　川　　栄　一 河内長野市小山田町２６４９―８６ 40065140 3
大阪府 吉　川　　光　子 大阪市平野区平野上町１丁目１７―２５ 40073780 1,000
大阪府 吉　川　　貞　子 大阪市阿倍野区丸山通１丁目２―３６ 40072570 40
大阪府 吉　津　　貞　子 大阪市单区末吉橋通３丁目９―２ 40158450 50
大阪府 吉　田　　　穆 池田市石橋町４丁目２２―２１ 40095400 500
大阪府 吉　田　　英　子 八尾市萱振町３丁目１０６ 90196012 1,000
大阪府 吉　島　　良太郎 東大阪市金岡３丁目２２―９ 40087800 100
大阪府 吉　野　　敬之助 大阪市東淀川区瑞光通３丁目８ 40169800 40
大阪府 吉野谷　　厚　治 泉单郡新家村新家２４２ 40170370 9
大阪府 久　光　　勘次郎 大阪市阿倍野区相生通３丁目６ 08047200 2
大阪府 久　保　　タキヨ 大阪市福島区野田２丁目９―２１ 08036500 19
大阪府 久　保　　安　子 池田市豊島北２丁目７―１６久保正文様方 08029800 843
大阪府 久　保　　久　雂 池田市豊島北２丁目７―１６久保正文様方 08025500 475
大阪府 休　場　　ト　メ 大阪市阿倍野区天王寺町北２丁目２３８ 36135100 69
大阪府 宮　花　　計次郎 貝塚市单町１４０ 32275700 161
大阪府 宮　花　　光　夫 貝塚市单町１４０ 32275400 756
大阪府 宮　花　　三　蔵 貝塚市单町１４０ 32275300 432
大阪府 宮　崎　　順　子 堺市单区竹城台１丁２―３１―９０４ 32239430 3
大阪府 宮　内　　一　憲 泉大津市下野町 32218700 3
大阪府 魚　沢　　昭　徳 堺市中区深井中町８７０日東紡アパート２―３０８ 03139331 40
大阪府 魚　谷　　　馨 大阪市西区靱本町３丁目１２０ 03140500 40
大阪府 魚　矢　　千鶴子 大阪市西区阿波堀通２丁目４ 03142600 124
大阪府 京　谷　　政　枝 寝屋川市香里本通町８―１５ 07281370 1
大阪府 橋　爪　　吉　保 大阪市住吉区墨江中５丁目１２ 26039950 125
大阪府 橋　田　　正　信 堺市堺区北三国ヶ丘町７丁５７９ 26036800 23
大阪府 橋　本　　　薫 高槻市单総持寺町７６５総持寺団地１４―２０６ 26042300 5
大阪府 橋　本　　喜治郎 富田林市富田林町２１９橋本愃有様方 26071700 216
大阪府 橋　本　　多　可 枚方市藤阪１０８１―２藤阪ハイツＡ３―３０６ 26064380 41
大阪府 近　藤　　ま　つ 枚方市中宮北町１中宮第３団地３０―２０３ 10384200 12
大阪府 近　藤　　崇　弘 泉单郡阪单町鳥取８７１―５２ 10382060 120
大阪府 金　次　　芳　枝 堺市北区新金岡町２丁１金岡東団地８―２２３号 06245800 123
大阪府 金　田　　　浩 大阪市西淀川区大和田町２８６ 06235600 200
大阪府 金　野　　佐代子 岸和田市神須屋町 06247600 5
大阪府 窪　　　　ヨ　シ 豊中市庄内西町２丁目２６―８ 08092230 40
大阪府 窪　田　　　緑 大阪市单区大宝寺町東之町５８ 08092800 191
大阪府 熊　井　　恒　久 豊中市永楽荘２丁目１４―１ 08098300 358
大阪府 県　　　　文　子 貝塚市堀５５３ 01096100 607
大阪府 軒　野　　　静 泉北郡忠岡町北出２８０―２ 25086000 149
大阪府 元　起　　宏　子 大阪市城東区茨田渚口町１１７５ 35010540 26
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大阪府 元　津　　　潔 高槻市天川町４９―１９ 35010950 40
大阪府 原　　　　成　治 岸和田市宮本町４１８角屋内 26242800 6
大阪府 原　　　　平兵衛 岸和田市福田町１０ 26256300 119
大阪府 原　梶　　　裕 岸和田市福田町２６５５―３ 26256900 1
大阪府 古　川　　秀　男 東大阪市長栄寺１６―２４号 28291600 3
大阪府 戸　田　　勝　也 池田市井口堂７９田中つや子様方 20008200 198
大阪府 光　田　　登志子 河内長野市三日市町１１３０ 32166900 63
大阪府 向　井　　直　一 北河内郡交野町森６６５ 33001700 12
大阪府 幸　崎　　倭　子 河内長野市单貴望ケ丘２９―２７ 90020705 2,000
大阪府 広　瀬　　幸　一 吹田市千里山３８１ 27164500 38
大阪府 広　瀬　　幸　蔵 单河内郡古市町古市３１８ 27166200 5
大阪府 広　瀬　　貞　治 大阪市東区竜造寺町１０ 27165900 82
大阪府 江　口　　美智子 藤井寺市藤井寺公団２―２０３ 04009220 26
大阪府 甲　野　　晃　正 大阪市浪速区河原町２丁目１４６７ 10333040 25
大阪府 香　取　　晴　子 大阪市東成区西今里１―８５ 06080500 53
大阪府 高　橋　　啓　二 豊中市新千里東町２丁目７―Ｃ７―１０１ 16322380 52
大阪府 高　橋　　寿太郎 大阪市西成区津守町東２丁目１８ 16355800 1
大阪府 高　石　　笑　子 茨木市舟木町８―２４住友重機茨木寮内 16223400 25
大阪府 高　川　　延治郎 大阪市東住吉区桑津町２丁目１５６ 16234400 4
大阪府 高　嶋　　寿　子 大阪市生野区新今里町５丁目３２ 16268400 22
大阪府 高　尾　　伊之介 大阪市西成区汐路通１―２２ 16227200 3
大阪府 国　枝　　養　子 大阪市城東区茨田徳庵町１―９川山様方 08080300 106
大阪府 黒　田　　さかゑ 和泉市上町６１２大阪府営北信太住宅７３号 08173900 200
大阪府 黒　田　　八十吉 大阪市北区浪花町１２８ 08172200 25
大阪府 今　西　　武次郎 池田市石橋町乙３０―１３ 02566600 272
大阪府 佐　藤　　　博 泉大津市田中町６８佐藤清一様方 11048500 90
大阪府 佐　藤　　清　一 泉大津市田中町６８ 11051100 26
大阪府 佐　藤　　道　子 大阪市住吉区帝塚山中２丁目１７―２ 11072100 113
大阪府 佐　野　　馬太郎 岸和田市五軒屋町３５０ 11107500 65
大阪府 左　海　　ノブ子 大阪市西区单堀江通２丁目５ 11000430 41
大阪府 斎　藤　　　貞 岸和田市堺町３９ 11120000 86
大阪府 斎　藤　　きみ子 大阪市住吉区粉浜東之町３―７１ 11142940 3,198
大阪府 細　井　　武　夫 吹田市千里山５公団住宅星ケ丘１―３０３ 30015500 7
大阪府 細　田　　仁　之 大阪市都島区友渕町１丁目５―１１―８１３ 90078513 1,000
大阪府 坂　口　　石　松 大阪市東住吉区田辺本町８丁目３４田村嘉造様方 11160500 2
大阪府 坂　田　　友　男 大阪市東住吉区田辺西之町５―４３芝野昭治様方 11169100 15
大阪府 坂　部　　秀　敏 守口市高瀬町１丁目３９ 11179500 66
大阪府 坂　本　　錦　代 大阪市大淀区豊崎東通４―１ 11193900 35
大阪府 阪　上　　敬　一 泉单郡熊取町大字大久保６４５ 11199200 1
大阪府 阪　上　　要一郎 泉单郡熊取町大字五門 11201400 2
大阪府 阪　田　　啓　三 吹田市单高浜町１８―２０ 11207100 25
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大阪府 阪　田　　克　彦 吹田市单高浜町１８―２０ 11207400 1
大阪府 阪　田　　和　子 吹田市单高浜町１８―２０ 11207600 25
大阪府 笹　山　　敏　幸 大阪市阿倍野区昭和町２丁目１９―１９中西徳市様方 11269300 1
大阪府 笹　谷　　誠　一 大阪市住吉区山之内町４―９１ 11266100 15
大阪府 三　羽　　う　め 三島郡島本町山崎３３４ 32051000 99
大阪府 三　吉　　博　文 堺市北区北長尾町２丁３―１６巽様方 32076750 41
大阪府 三　谷　　美　保 河内長野市古野町１６３―１ 32046800 78
大阪府 三　池　　淳　之 箕面市如意谷２２―７―２３―５０４ 32003400 1,003
大阪府 三　田　　輝　雂 岸和田市大北町８５５ 32040300 15
大阪府 三　木　　八重子 三島郡島本町山崎１丁目 32029300 106
大阪府 山　　　　春　江 大阪市西成区旭北通１丁目３西村政吉様方 36161400 2
大阪府 山　下　　匡　史 寝屋川市上神田１丁目４９―１６大和電機（株）内 36273440 26
大阪府 山　根　　良　子 大阪市東住吉区桑津町２丁目１―２　９ 36370450 1
大阪府 山　崎　　一　雂 大阪市西区川口町３０大和運輸（株）内 36238650 52
大阪府 山　川　　幸　雂 大阪市浪速区下寺町４丁目５―８ 36188100 66
大阪府 山　中　　マ　サ 岸和田市宮本町１７６ 36360900 15
大阪府 山　田　　秀　雂 柏原市田辺２丁目１―３０ 36302300 2
大阪府 山　内　　　学 大阪市東区单本町２丁目３０ 36162700 25
大阪府 山　内　　一　彦 池田市石橋町甲１１４―１１ 36167800 41
大阪府 山　本　　ヌ　イ 藤井寺市小山５丁目１０―１０ 36450900 41
大阪府 山　本　　ヨネ子 大阪市大淀区大淀町中３丁目１０（株）藤井商店内 36475000 2,080
大阪府 山　本　　延　親 大阪市大淀区長柄中通４丁目４７ 36451100 92
大阪府 山　本　　喜　男 藤井寺市小山５丁目７―１７ 36418350 40
大阪府 山　本　　敬　男 豊中市新千里单町１丁目２―Ｂ１２―３０８ 36418400 78
大阪府 山　本　　好　子 大阪市東区北久宝寺町１丁目６ 36437800 1
大阪府 山　本　　次　郎 吹田市古江台２丁目６―８ 36411102 3
大阪府 山　本　　重太郎 大阪市生野区中川西２丁目４０ 36460300 330
大阪府 山　本　　松太郎 大阪市港区八雲町５丁目４８ 36461700 330
大阪府 山　本　　潮　子 大阪市天王寺区堂ケ芝町３３ 36425300 37
大阪府 山　本　　寅　松 岸和田市大町５８ 36450300 18
大阪府 山　本　　陽　市 大阪市北区西天満３丁目１２―３８八方ビル 36402130 40
大阪府 山　野　　昭　栄 大阪市生野区生野西３丁目５―３０ 36375420 1
大阪府 山　野　　真理子 大阪市生野区生野西３丁目５―３０ 36376900 1
大阪府 山　野　　由美子 大阪市生野区生野西３丁目５―３０ 36376950 1
大阪府 讃　良　　宏　子 大阪市東淀川区下新庄町４丁目２５　１新生荘１２号 11309400 100
大阪府 市　村　　トクノ 枚方市杉４４６ 02476300 5
大阪府 寺　垣　　忠　雂 交野市梅ケ枚４６２Ｂ４２―２０５ 19021650 3
大阪府 寺　山　　朝　子 大阪市都島区片町１丁目４―２１ 19061360 2
大阪府 寺　谷　　育　三 大阪市西成区千本通１丁目２３川上信夫様方 19050700 1
大阪府 寺　田　　玉　江 岸和田市北町８８ 19044200 6
大阪府 寺　内　　　真 泉佐野市鶴原町１９４６鶴原中央住宅９―４０１ 19017760 66
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大阪府 寺　内　　ス　ヱ 堺市堺区西湊町１丁８０熊取清光様方 19018300 51
大阪府 治　村　　貞　夫 大阪市東淀川区井高野町５５ 26281400 26
大阪府 鹿　島　　千香子 箕面市桜井２丁目１０―４ 06083940 5
大阪府 若　間　　太　郎 大阪市西成区梅单通４丁目１３ 46046400 519
大阪府 若　林　　人　仕 東大阪市足代３丁目２９ 46043600 41
大阪府 若　林　　繁　三 大阪市西成区岸里３丁目１３―１ 90017334 1
大阪府 秋　田　　恭　江 大阪市单区单綿屋町 01101400 15
大阪府 舟　橋　　和　代 大阪市大正区单恩加島町１―５１ 28266870 2
大阪府 重　留　　アグリ 大阪市城東区関目町５丁目８５樫本様方 12039100 106
大阪府 重　留　　キ　ク 大阪市城東区関目町５丁目８５樫本とみ枝様方 12039000 1,215
大阪府 出　海　　テルカ 大阪市平野区平野流町１丁目７―７ 19004300 41
大阪府 春　成　　憲　夫 吹田市藤が丘町２―１４ 26289140 40
大阪府 初　田　　長太郎 泉大津市我孫子３４５ 26104600 15
大阪府 助　田　　夗三郎 吹田市原町４丁目１４―２ 13104600 319
大阪府 小　坂　　弥之助 大阪市北区此花町２丁目４７ 10069200 8
大阪府 小　山　　賢　治 貝塚市浦田７５ 10269900 80
大阪府 小　山　　寿　治 岸和田市本町１００ 10270000 3,576
大阪府 小　西　　美佐子 東大阪市上小阪町２―９６ 10152690 78
大阪府 小　川　　軍　紀 大阪市東住吉区田辺本町１丁目３１ 10040500 3
大阪府 小　川　　清　吉 大阪市東区本町４丁目外与大阪支店内 10035300 1
大阪府 小　川　　美　津 大阪市住吉区我孫子町１丁目５８小川文雂様方 10044000 20
大阪府 小　田　　利三郎 岸和田市宮本町１８８ 10112600 3
大阪府 小　島　　広太郎 貝塚市三ツ松 10098400 404
大阪府 小　島　　武　松 大阪市北区天神橋４丁目１２ヒサゴヤ内 10095600 58
大阪府 小　牧　　久　矩 大阪市阿倍野区相生通２丁目７―２３ 10242500 106
大阪府 小　林　　　稔 大阪市北区旅籠町７ 10183800 200
大阪府 小　林　　す　ず 大阪市北区竜田町１１０ 10213300 2,028
大阪府 小　林　　惣之助 岸和田市堺町３１ 10226700 4
大阪府 小　林　　朗　伸 摂津市千里丘１丁目１２―１３ 10221030 1,352
大阪府 庄　司　　馬太郎 岸和田市春木中町１１０ 12172200 7
大阪府 松　井　　敬治郎 吹田市千里山西４丁目３３―３３ 31157600 312
大阪府 松　井　　富　男 茨木市下中条町２―１４ 31146700 7
大阪府 松　井　　良　子 柏原市国分本町６丁目７―９ 31151101 50
大阪府 松　岡　　輝　生 大阪市住吉区大領町５丁目１４ 31191130 198
大阪府 松　原　　ア　イ 岸和田市並松町１７０ 31278600 106
大阪府 松　原　　寅治郎 岸和田市並松町１７０ 31281800 14
大阪府 松　村　　ツ　ヤ 岸和田市岸城町１９３５ 31295500 2
大阪府 松　村　　正　夫 大阪市東淀川区東三国町３丁目３６　８ 31290650 5
大阪府 松　谷　　信　造 泉佐野市上瓦屋 31249500 32
大阪府 松　田　　き　ミ 大阪市北区松ケ枝町４４ 31238400 6
大阪府 松　田　　儀　郎 布施市下小阪５１６―１２ 31230220 14

30 / 53



都道府県 氏名または名称 株为名簿上の住所 株为番号
所有株式数
（卖位：株）

大阪府 松　本　　安　弘 大阪市東淀川区柴島町３２７ 31333900 120
大阪府 松　本　　喜美栄 八尾市東本町５丁目３―３ 31341950 52
大阪府 松　本　　久　子 岸和田市中井町田中作之助様方 31320700 1,500
大阪府 松　本　　千恵子 藤井寺市藤井寺１丁目１６―３２ 31339701 80
大阪府 松　本　　善次郎 大阪市東区内本町１丁目２３ 31337700 2
大阪府 松　矢　　篤　利 東大阪市中小阪６７８ 31344000 125
大阪府 松　浪　　光　夫 貝塚市加治４３８ 31262200 5
大阪府 上　坂　　梅　野 高槻市桜ケ丘北町９―１３ 03032400 198
大阪府 上　山　　勘太郎 大阪市西区土佐堀通２丁目１１ 03107500 10,170
大阪府 上　山　　金　治 堺市堺区香ヶ丘町３丁７―２０ 03105100 7
大阪府 上　杉　　哲　也 豊中市螢ケ池東町３丁目１４―２２ 03038150 246
大阪府 上　田　　伊三郎 中河内郡巽町大地上田文具店内 03064700 2
大阪府 上　田　　邦　彦 豊中市東豊中町６丁目８―４７―５０２ 03050200 41
大阪府 上　島　　真一郎 大阪市北区曾根崎新地２丁目４０ 03035500 9
大阪府 植　田　　や　す 岸和田市阿間河滝町１６４９ 03124800 15
大阪府 植　本　　幸　子 豊中市夕日丘３丁目６―１４夕日丘ハイツ５号 03138400 26
大阪府 新　家　　康　二 大阪市東住吉区平野流町６４２―１ 01250970 75
大阪府 新　沢　　良　子 大阪市城東区関目１丁目３３―１シヤルマンコーポ野江３０７号 01257000 41
大阪府 森　　　　秀　雂 大阪市西淀川区姫里２丁目２―２８ 35036500 100
大阪府 森　　　　猶　松 大阪市東住吉区杭全町５１２―２ 35052700 15
大阪府 森　永　　　優 大阪市西成区東田町３９ 35126800 18
大阪府 森　永　　盛　敏 大阪市西成区山王町１丁目７ 35127400 18
大阪府 森　下　　　優 大阪市西区北堀江御池通２―６０（株）大晴 35096800 1
大阪府 森　山　　芳　美 大阪市生野区鶴橋５丁目１７―２５ 35155200 132
大阪府 森　田　　　隆 茨木市新庄町８６０―２ 35105600 31
大阪府 森　田　　芳　弘 吹田市下新田３７―３ 35119300 132
大阪府 深　井　　マサ子 岸和田市藤井町５６２―３一森嘉一郎様方 28006000 6
大阪府 真　鍋　　アサ子 堺市单区檜尾７２０国立泉北病院寄宿舎内 31013470 2,000
大阪府 神　前　　粂　吉 貝塚市脇濱 06301800 4
大阪府 神　田　　喜代治 枚方市招堤１５０２ 06281700 126
大阪府 神　田　　八　重 大阪市東住吉区田辺東ノ町３丁目８　７水垣まさ様方 06281200 94
大阪府 神　藤　　信重郎 泉佐野市日根野 06292700 22
大阪府 杉　本　　寛　二 大阪市東区北久太郎町４丁目６８ユニチカ（株）輸出幟物内 13081530 40
大阪府 杉　本　　国　蔵 大阪市東住吉区田辺東ノ町３丁目２　３９ 13082100 4
大阪府 杉　本　　大　明 大阪市旭区新森小路单１丁目２８７ 13086100 8
大阪府 杉　本　　茂　一 岸和田市八阪町 13081100 3
大阪府 杉　野　　利　彦 河内長野市北青葉台４５―６ 13061200 55
大阪府 菅　沼　　　勲 大阪市天王寺区上之宮町４０ 13029700 20
大阪府 菅　谷　　元　治 大阪市西区江戸堀单通１―３７ 13029000 2
大阪府 瀬　原　　良　治 大阪市生野区舎利寺町１丁目１２９ 14011700 33
大阪府 瀬　川　　登志雂 門真市上島町３―１ 90128212 1,000
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大阪府 星　野　　周一郎 单河内郡狭山町大字池尻１１３ 30013500 11
大阪府 清　水　　喜　和 岸和田市上松町６１０―２３５ 07264920 2
大阪府 清　水　　秀　一 大阪市住吉区粉浜東之町２丁目１―９６ 07250800 15
大阪府 清　水　　節　子 大阪市北区天満橋筋５丁目１０ 07261100 141
大阪府 西　　　　貞　子 貝塚市半田１１０―２ 22017820 80
大阪府 西　　　　美智男 交野市郡津１０８４―４９ 22021160 1
大阪府 西　上　　秀　喜 大阪市住吉区墨江中１丁目８２―１　３０ 22048000 1,000
大阪府 西　条　　安　蔵 布施市菱屋東４９３―５ 22083800 200
大阪府 西　村　　マサエ 京都市中京区仏光寺御前東入ル下ル 22161200 15
大阪府 西　端　　広　亮 貝塚市麻生中１２６―７ 22122050 40
大阪府 西　田　　　年 交野市星田２８３６ 22085360 123
大阪府 西　田　　悦　蔵 高槻市大畑町２―７摂津マンションＣ７１３ 22089400 59
大阪府 西　田　　敏　三 大阪市東成区单中本町２丁目４４ 22087500 25
大阪府 西　尾　　利三郎 松原市我堂町１１８ 22035600 15
大阪府 西　門　　義　一 高槻市常盤町６６ 22047400 30
大阪府 西　野　　ヱ　イ 岸和田市下野町５丁目２９８ 22116400 26
大阪府 西　野　　好　美 八尾市本町５丁目９―２０ 22117800 26
大阪府 青　木　　　翠 大阪市阿倍野区北畠東２丁目２６稲仁作様方 01035900 1
大阪府 石　井　　　正 吹田市片山藤ケ丘５６ 02309000 1
大阪府 石　井　　チヱ子 寝屋川市上神田２丁目３５４ 02323400 15
大阪府 石　丸　　博　子 守口市京阪北本通１４ 02403000 15
大阪府 石　川　　は　ね 大阪市西区江戸堀上通２丁目４２ 02341800 1
大阪府 石　中　　林　俊 東大阪市西堤楠町３丁目１３ 02381300 66
大阪府 石　田　　又　吉 岸和田市北町６―２ 02363600 119
大阪府 石　保　　シ　ヅ 泉佐野市笠松町 02408800 7
大阪府 石　本　　猛　雂 堺市北区新金岡町１丁７―８―２０７ 02406840 132
大阪府 赤　坂　　ス　ガ 泉佐野市鶴原貝田区 01078400 3
大阪府 赤　松　　義　雂 大阪市住吉区帝塚山西４丁目１１―２４ 01089930 243
大阪府 跡　部　　　正 富田林市单旭ケ丘町４―３４ 01194700 2
大阪府 千　賀　　　雪 堺市堺区中瓦町３丁８６淡路谷五郎様方 14037700 3
大阪府 千　星　　　博 大阪市北区牛丸町３２ 14047500 250
大阪府 川　見　　辰　男 大阪市城東区茨田横堤町６３５ 06437400 47
大阪府 川　見　　徳　代 大阪市城東区茨田横堤町６３５ 06437500 47
大阪府 川　口　　弥一郎 岸和田市土生町１８３８ 06365400 62
大阪府 川　崎　　ツヤ子 貝塚市小瀬２３３―２川崎市夫様方 06382800 1,622
大阪府 川　崎　　マ　キ 泉佐野市下瓦屋町９９３ 06379200 2,635
大阪府 川　崎　　安　市 貝塚市小瀬２３３―２ 06370200 1,622
大阪府 川　崎　　佐　一 岸和田市北町１８９ 06369900 104
大阪府 川　崎　　市　夫 貝塚市小瀬２３３―２ 06372900 2,704
大阪府 川　崎　　米　一 貝塚市小瀬７５８ 06370100 19
大阪府 川　上　　頼　一 大阪市東住吉区平野西ノ町２９世良ミツ様方 06341900 40
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大阪府 川　尻　　俊　雂 大阪市城東区茨田横提町９６４ 06395400 50
大阪府 川　島　　喜代子 泉单郡岬町淡輪４７９３ 06394100 5
大阪府 川　本　　万　吉 三島郡島本町東大寺１丁目６―２２ 06447700 76
大阪府 浅　井　　清　司 寝屋川市仁和寺本町５丁目１６―３０ 01124400 2
大阪府 浅　野　　秀　良 岸和田市五軒屋町２９９―１三木ハル様方 01148800 8
大阪府 前　橋　　　宏 大阪市阿倍野区晴明通１３―１８ 31071800 1,066
大阪府 前　田　　　広 貝塚市橋本５３―２ 31038800 37
大阪府 前　田　　政　一 堺市西区鳳中町１丁１０ 31040600 100
大阪府 前　田　　富次郎 大阪市住吉区帝塚山中２丁目８４ 31064900 6
大阪府 前　田　　邦　男 摂津市正雀３丁目１４ 31048500 80
大阪府 前　田　　利　代 吹田市佐井寺４０２８ 31059600 23
大阪府 倉　石　　　孝 大阪市城東区新喜多東２丁目９―１９ 08111450 52
大阪府 倉　矢　　和　子 堺市单区三原台３丁１―１６―９０１ 90005285 1,000
大阪府 相　生　　源太郎 吹田市桃山台３丁目１１―２ 01020100 119
大阪府 相　馬　　五百亀 大阪市城東区森之宮２丁目６―１０４３川勝様方 01026600 11
大阪府 蔵　本　　正　雂 八尾市楽音寺５４９ 08125700 798
大阪府 村　山　　輝　世 大阪市阿倍野区北畠３丁目１４―２４ 33097550 40
大阪府 村　上　　喜美代 大阪市住吉区墨江中８丁目３０ 33050451 1,012
大阪府 村　上　　正　男 大阪市東区岡山町３６５ 33039300 105
大阪府 村　上　　浜　子 大阪市阿倍野区天王寺町２―１２―２ 33041450 40
大阪府 村　上　　由美子 豊中市庄内幸町２丁目１１５ 33049700 399
大阪府 村　沢　　清　直 大阪市住吉区墨江西２丁目４６ 33056900 20
大阪府 村　田　　　透 泉大津市二田３００ 33066500 1
大阪府 村　本　　き　ぬ 大阪市西区北堀江上通１丁目６９ 33092900 7
大阪府 多　造　　美智子 高槻市清福寺町４５―１北国銀行高槻寮内 16213050 26
大阪府 大　家　　　明 岸和田市岸城町６―９ 05040200 6
大阪府 大　貫　　哲　一 大阪市東住吉区田辺東ノ町８丁目２　９大貫貴志雂様方 05185000 66
大阪府 大　原　　　博 大阪市東住吉区平野西之町３２ 05224870 264
大阪府 大　森　　信　子 堺市堺区单三国ヶ丘町４丁３―１７ 05247650 246
大阪府 大　森　　敏　治 大阪市福島区大野町１丁目２７ 05245600 200
大阪府 大　杉　　一　義 泉北郡忠岡町１３３６ 05116500 92
大阪府 大　西　　弘太郎 吹田市津雲台２丁目１―Ｃ２―１０５ 05182100 40
大阪府 大　西　　三七恵 大阪市此花区西九条上２―１６９ 05184400 23
大阪府 大　西　　末　生 箕面市芝１３７ 05177700 1,012
大阪府 大　谷　　君　枝 寝屋川市八坂町１２―８ 05131350 3
大阪府 大　谷　　幸　子 岸和田市北町２０１ 05132900 11
大阪府 大　谷　　松四郎 大阪市東淀川区西淡路町３丁目２３ 05135940 82
大阪府 大　槻　　藤太郎 大阪市北区曽根崎上２丁目７ 05156500 29
大阪府 大　坪　　文　江 大阪市福島区吉野１丁目７―１６ 05158100 26
大阪府 大　畑　　芳　雂 豊中市柴原町５丁目１３２ 05221200 11
大阪府 大　淵　　　覚 吹田市泉町４丁目２１―１８ 05229600 66
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大阪府 大　北　　ふみ子 岸和田市北町１３１ 05075300 38
大阪府 大　和　　みさ子 大阪市住吉区万代２丁目９―２４ 05265600 1,012
大阪府 大田原　　　宏 豊中市新千里東町３丁目７Ａ３９―２０５ 05122800 15
大阪府 大六野　　　澄 三島郡島本町山崎１丁目 05262600 106
大阪府 滝　本　　正　義 貝塚市津田北町 16409400 22
大阪府 滝　本　　良　二 大阪市阿倍野区松虫通１丁目３６ 16408100 124
大阪府 滝　野　　とし子 豊中市上新田２０４―１１メゾーン桃山台２―５１１ 16406850 26
大阪府 瀧　　　　正　雂 東大阪市永和１丁目２３―５ 90036946 1,012
大阪府 沢　田　　智　光 大阪市阿倍野区旭町１丁目２２ 11296600 31
大阪府 谷　　　　恭　一 泉单郡泉单町男里１１０３ 16568000 9,432
大阪府 谷　田　　年　申 大阪市東淀川区元今里北通２丁目１　９中田様方 16608900 15
大阪府 池　上　　秋　子 三島郡山田村小川 02256900 898
大阪府 池　川　　洋　子 柏原市古町３丁目６―１ 02258400 40
大阪府 池　田　　　憙 和泉市仏並町７２６ 02262800 13
大阪府 池　田　　ウメノ 岸和田市宮本町１７１ 02291500 4
大阪府 池　田　　一　重 豊中市曽根单町１丁目１２―５ 02279200 11
大阪府 池　田　　勝　彦 大阪市单区難波新地一番町１ 02273600 15
大阪府 池　辺　　政　七 和泉市坪井町２６２ 02299900 48
大阪府 池　本　　　顕 大阪市西成区松田町１丁目５２ 02302980 26
大阪府 竹　村　　　晃 布施市菱屋西２９９ 16477300 50
大阪府 竹　村　　鑑三郎 大阪市阿倍野区松崎町３丁目７―４１ 16481700 53
大阪府 中　井　　八十治 泉大津市上之町１０ 21027300 15
大阪府 中　山　　源次郎 松原市阿保３丁目１５―２９中山雃子殿方 21309900 2,736
大阪府 中　山　　道　男 摂津市鳥飼中８４―８ 21303230 25
大阪府 中　市　　照　吉 大阪市住之江区安立２丁目１０―１７ 21032100 18
大阪府 中　上　　艶　子 八尾市植松町５丁目５―１８ 21049300 1
大阪府 中　西　　昭　治 三島郡島本町東大寺３８７ 21164200 106
大阪府 中　川　　　博 東大阪市池島町 21051701 205
大阪府 中　川　　玉　枝 羽曳野市野々上５丁目２―２２ 21062001 125
大阪府 中　川　　増　蔵 豊中市桜の町３丁目３６ 21056100 95
大阪府 中　川　　美枝子 羽曳野市野々上５丁目２―２２中川玉枝様方 21075100 125
大阪府 中　村　　　弘 大阪市住吉区柴谷町３―１府住１１号 21228500 7
大阪府 中　村　　　正 堺市西１３―５中村憲三様方 21229600 132
大阪府 中　村　　　登 单河内郡狭山町西山台４丁目２―２０―４０１ 21227350 26
大阪府 中　村　　　敏 堺市西１３―５中村憲三様方 21227700 132
大阪府 中　村　　まきの 大阪市生野区鶴橋北之町２丁目１２　５中村工具店内 21289700 135
大阪府 中　村　　義　信 大東市野崎１丁目１６―３２ 21274732 80
大阪府 中　村　　恵　勇 東大阪市大蓮单１丁目１０―２６ 21259350 205
大阪府 中　村　　八重子 池田市畑町５４６石澄住宅５―４０　６ 21287600 25
大阪府 中　村　　美恵子 東大阪市大蓮单１丁目１０―２６ 21286630 205
大阪府 中　谷　　三紀子 大阪市住吉区長居東３丁目６光信第３ビル５０１号 21149960 40
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大阪府 中　谷　　照　夫 大阪市西成区桜通６丁目１０ 21144180 2
大阪府 中　島　　公　子 大阪市城東区関目町４丁目１ 21104800 81
大阪府 中　島　　節　子 大阪市東淀川区豊里町９９０―２ 21105850 200
大阪府 中　島　　米次郎 北河内郡四条畷町单野７０４ 21119750 26
大阪府 中　尾　　　緑 高槻市单平台３丁目５―３ 21035800 38
大阪府 中　尾　　佐一郎 大阪市西成区千本通６丁目１８ 21044500 32
大阪府 中　尾　　清　治 河内長野市木戸町４３１ 21037600 599
大阪府 中　尾　　道　子 豊能郡箕面町百楽荘２―１６３ 21040600 14
大阪府 中　務　　末　子 吹田市高野台２丁目Ｂ４８―２０３ 21156300 26
大阪府 中　野　　　操 大阪市阿倍野区晴明通２―２１ 21183300 15
大阪府 中　野　　君　江 大阪市阿倍野区文の里３丁目２―７ 21196256 1,080
大阪府 中　野　　晃　男 大阪市東住吉区駒川町２丁目９４ 21190430 26
大阪府 中　野　　正　一 大阪市住吉区上住吉町１３１ 21185700 15
大阪府 中　林　　園　子 泉北郡忠岡町中２丁目３―６ 21211500 130
大阪府 仲　西　　寿　子 北河内郡交野町森１００ 21357700 14
大阪府 仲　野　　きみ子 大阪市阿倍野区阿倍野元町１０―２ 21359650 41
大阪府 潮　田　　紀　史 門真市本町２３―３ 90093758 1,000
大阪府 町　頭　　清　美 堺市堺区百舌鳥夕雲町２丁４５７―２ 31139040 811
大阪府 長　束　　正　和 高槻市大字上田部３２４ 21425700 31
大阪府 長　村　　節　三 枚方市大字津田４１７６ 21434200 951
大阪府 長　尾　　啓　一 箕面市粟生外院７―４０９ 21367000 25
大阪府 長滝谷　　辰三郎 泉佐野市若宮町４５９５ 21394400 3
大阪府 長谷川　　ミノル 高槻市安岡寺町４丁目３２―７ 21424050 41
大阪府 鳥　居　　謙　一 大阪市東淀川区井高野４丁目２―１０―４０７ 20110700 28
大阪府 津　田　　恭　則 大阪市平野区喜連１丁目８―４６ 18008920 1,000
大阪府 辻　　　　　潔 大阪市東住吉区田辺本町２丁目１３　０ 18040500 5
大阪府 辻　　　　フ　サ 大阪市東住吉区田辺本町２丁目１３　０ 18057650 5
大阪府 辻　　　　一　枝 大阪市阿倍野区万代１丁目１―２５ 18049350 80
大阪府 坪　井　　勝　子 豊中市本町３丁目１６７ 18150600 1,000
大阪府 堤　　　　久　栄 大阪市東淀川区淡路本町２丁目２３　５ 18137240 52
大阪府 程　野　　邦　代 大阪市西区本田三番町６１ 30034650 200
大阪府 田　所　　満寿子 大阪市大正区小林町１８２高畠秀男様方 16036070 130
大阪府 田　村　　正　夫 堺市堺区单三国ヶ丘町１丁４０ 16186600 32
大阪府 田　村　　長　行 大阪市福島区中江町１２１ 16192600 1
大阪府 田　代　　　隆 池田市井口堂１丁目７―２８ 16025550 2
大阪府 田　中　　コトヱ 大阪市福島区海老江上３丁目２ 16150900 14
大阪府 田　中　　益　計 泉佐野市羽倉崎町 16120000 648
大阪府 田　中　　芳太郎 豊能郡豊能町光風台１丁目７―８ 16129900 843
大阪府 田　中　　優　子 大阪市西区单堀江大通４丁目１１ 16095500 66
大阪府 田　部　　　博 堺市美原区多治井１７７―１４ 90017298 1,000
大阪府 田　辺　　恵美子 豊中市螢池西町１丁目２３―２８ 16177230 66
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大阪府 田ノ岡　　照　子 堺市西区上野芝向ケ丘町６丁１６―１ 16003600 2
大阪府 田之畑　　忠　雂 貝塚市半田１５０ユニチカ社宅内 16156600 106
大阪府 渡　辺　　義　雂 岸和田市野田町６１ 46084400 26
大阪府 渡　辺　　茂　雂 東大阪市長栄寺１丁目５８ 46083700 213
大阪府 渡　辺　　隆　司 大阪市東淀川区東三国町３丁目３２　９ 46102400 532
大阪府 土　井　　亀太郎 松原市三宅町１９０１ 18099200 15
大阪府 土　田　　守　文 大阪市阿倍野区北畠東１丁目５３ 18113900 15
大阪府 土　肥　　康　宏 豊中市庄内西町１丁目４―１８第一宝住苑内 18120860 2
大阪府 島　田　　充　行 高槻市单総持寺町７６７公団４２―１０５ 12125850 66
大阪府 東　　　　健　一 大阪市西成区鶴見橋１丁目１６―１６大日本民族同志会内 27037300 4
大阪府 東　　　　勝　美 河内長野市喜多町６４３ 27043100 41
大阪府 藤　岡　　　豊 池田市上渋谷１８９ 28140640 125
大阪府 藤　原　　　保 泉单郡熊取町野田 28210800 22
大阪府 藤　原　　一　恵 三島郡島本町水無瀬２丁目２メゾーン水無瀬３―６１４ 28224080 25
大阪府 藤　原　　清三郎 泉北郡单池田村川中 28229300 1
大阪府 藤　村　　賢　三 枚方市香里ケ丘１０丁目 28236600 4
大阪府 藤　谷　　昭　泱 豊中市刀根山４丁目４―９―３０１ 28197230 26
大阪府 藤　田　　ふみ子 堺市北区百舌鳥梅北町５丁２５４ 28194030 26
大阪府 藤　田　　義　雂 大阪市北区浪花町１３ 28171901 520
大阪府 藤　田　　年　隆 東大阪市小阪２丁目１９―８ワイエム八戸の里６０８ 28185000 1,000
大阪府 藤　野　　　堯 大阪市東区本町４丁目２７ 28202330 40
大阪府 藤　野　　泰　子 枚方市長尾１３５６ 28203600 92
大阪府 徳　谷　　辰次郎 大阪市生野区新今里町２丁目８ 20042100 20
大阪府 内　田　　厚　治 堺市单区若松台１丁２―２―４０９ 03171800 2,000
大阪府 内　田　　良　子 大阪市東区寺山町４９２ 03175400 28
大阪府 单　　　　ヨ　ネ 大阪市阿倍野区旭町３丁目１―１７ 32187200 7
大阪府 单　　　　リ　ヱ 貝塚市中北３０９单孝雂様方 32188000 22
大阪府 单　　　　久三郎 貝塚市加治 32188500 4
大阪府 单　　　　武　雂 貝塚市海塚２２８ 32179800 61
大阪府 单　　　　良　平 泉北郡忠岡町高月 32187800 15
大阪府 单　山　　英　子 堺市堺区大浜北町１丁１２―３ 32206600 38
大阪府 单　川　　定　子 箕面市箕面５丁目１２―１８ 32195200 500
大阪府 单　野　　　悟 泉佐野市下瓦屋町植野政雂様方 32201900 15
大阪府 楠　本　　楠之烝 岸和田市今木町 08074300 6
大阪府 難　波　　義　夫 大阪市東住吉区西今川町１丁目４３ 21463230 100
大阪府 二　宮　　達　志 大阪市東淀川区三津屋新町１０ 22006300 1
大阪府 入　江　　俊　文 摂津市千里丘東４丁目２１―４ 02583600 26
大阪府 梅　田　　良　治 大阪市住吉区西住之江町４丁目２ 03212400 2
大阪府 伯　耆　　ひ　で 大阪市西成区出城通８丁目５ 26030900 10
大阪府 白　水　　俊　子 大阪市東淀川区上新庄町１丁目１１　７第１美幸荘４２号室 12203490 160
大阪府 幡　　　　清　則 大阪市单区空堀２３ 26100520 25
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大阪府 八　木　　イ　サ 大阪市西淀川区大和田町６７ 36007500 1,078
大阪府 八重橋　　松　子 大阪市平野区平野本町５丁目７―１４ 36000420 198
大阪府 伴　　　　ます枝 大阪市北区中之島３丁目３朝日ビル１０階本みやけ内 26297770 26
大阪府 板　倉　　菊次郎 八尾市東本町３丁目２９ 02442200 7
大阪府 板　東　　フ　ミ 堺市北区東雲東町４丁６ 02444500 1
大阪府 肥　後　　アキ子 大阪市城東区古市３丁目８―１９―２０１ 27019770 1,066
大阪府 樋　口　　猛　英 大阪市福島区海老江１丁目２―１８かつら荘２７ 27030700 131
大阪府 尾　田　　三十郎 豊中市刀根山町６―７７ 05018200 6
大阪府 浜　崎　　　益 豊中市本町８丁目２２ 26148000 53
大阪府 浜　村　　トシ子 大阪市東区北国分町６１５ 26171250 3
大阪府 浜　田　　節　子 堺市堺区錦綾町３丁１１９浪速部品工業（株）内 26156200 6
大阪府 浜　島　　辰　雂 寝屋川市国松町２０―４ 90018543 1,000
大阪府 富　永　　イツオ 高槻市上田辺町１７―８ 20079550 80
大阪府 富　永　　いつお 高槻市上田辺町１７―８ 20079570 2
大阪府 武　井　　忠三郎 松原市三宅町１８７４―１ 16489700 28
大阪府 武　田　　　忠 大阪市住吉区住吉町２００ 16499100 15
大阪府 武　田　　久　夫 大阪市住吉区住吉町２００ 16503400 15
大阪府 武　田　　弘　代 大阪市住吉区住吉町２００ 16508800 15
大阪府 伏　田　　ハ　ル 堺市堺区高砂町１丁１０ 28101100 52
大阪府 福　井　　礼　子 大阪市单区塩町通１丁目４３ 28029950 120
大阪府 福　積　　順　一 大阪市北区曽根崎上２丁目９大江戸内 28074900 15
大阪府 福　田　　　久 大阪市阿倍野区阪单町１丁目１６―１８ 28053150 25
大阪府 福　田　　ジユン 大阪市此花区春日出町中３丁目３―８ 28072300 23
大阪府 福　田　　庄　平 大阪市東住吉区湯里町１丁目１４９開花荘内 28065120 66
大阪府 福　林　　栄　子 大阪市西成区松通５丁目８ 28082600 200
大阪府 平　岡　　節　男 大阪市西区九条单通２―６１２蛭子イク子様方 27095300 12
大阪府 米　子　　正　恒 貝塚市新町２６２ 40206800 15
大阪府 米　川　　照　彦 門真市大字下島頭２６６ 40205300 562
大阪府 片　岡　　　豊 布施市柏田９８７ 06157400 15
大阪府 芳　谷　　徳太郎 岸和田市並松町３６８ 40201500 28
大阪府 豊　田　　　寛 門真市一番町６４３―Ｃ―４０４ 20094700 40
大阪府 豊　田　　常　一 大阪市福島区玉川町３丁目３―３４ 20095500 200
大阪府 望　月　　優美子 堺市西区上野芝向ケ丘町３丁１３０１ 35007950 78
大阪府 北　　　　幸　男 枚方市香里園桜木町２７―８ 07158000 1,000
大阪府 北　　　　太一郎 東大阪市鴻池４２―１８ 07158900 78
大阪府 北　浦　　昌　子 大阪市東住吉区山坂町２丁目３ 07161500 106
大阪府 北　元　　佐一郎 高槻市大字唐崎１８１６ 07227975 120
大阪府 北　原　　栄　蔵 泉北郡忠岡町忠岡東２丁目３―１３ 07208100 612
大阪府 北　出　　佐　吉 岸和田市中町１―２ 07195490 40
大阪府 北　川　　恵太郎 八尾市山本町３丁目７―４ 07176600 31
大阪府 北　川　　島太郎 大阪市阿倍野区昭和町２丁目９―１ 07176900 2,000
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大阪府 北　村　　一　市 泉单郡信達町牧野１２３４―２ 07212500 6
大阪府 牧　野　　正　志 三島郡島本町百山３―２関電水無瀬２寮 31086460 1
大阪府 牧　野　　末　広 大阪市住吉区住吉町２５１―２ 31085650 7
大阪府 末　野　　　明 豊中市東豊中町２丁目３１ 13020500 32
大阪府 箕　田　　正次郎 大阪市福島区亀甲町１丁目４２ 32215500 1,000
大阪府 名　田　　可　乃 大阪市西区靱中通２丁目４５―８ 21003600 12
大阪府 名　和　　勝太郎 大阪市北区北扇町４６吉岡徳平様方 21005600 10
大阪府 木　下　　宣　育 枚方市宮之阪２丁目１０―８ 07017400 26
大阪府 木　股　　晴　彦 堺市堺区北三国ヶ丘町８丁２―１６ 07046100 213
大阪府 木　佐　　明　生 豊中市原田元町３丁目１１―２―２ 07005460 50
大阪府 木　村　　　梢 大阪市東淀川区三国本町１６３ 07047800 58
大阪府 木　村　　トキヨ 堺市中区新家町３４７中瀬良男様方 07090900 2
大阪府 木　村　　公　子 豊中市新千里单町３丁目３―Ｃ１―３０２ 07066400 40
大阪府 木　村　　勝　次 大阪市大正区鶴町３丁目１２７ 07056500 159
大阪府 木野本　　キミ子 大阪市西成区鶴見橋通８丁目１伊藤末松様方 07037700 12
大阪府 門　脇　　美智子 大阪市住吉区安立町１０―３２ 06207700 1
大阪府 野　崎　　房　子 大阪市城東区今福東３丁目１２すみれ住宅１―５―１１０ 25019200 1,066
大阪府 野　瀬　　ソ　ノ 大阪市東淀川区淡路本町２丁目５７　３ 25028300 8
大阪府 野　村　　吉　成 富田林市向陽台３丁目３―３棟４０４ 90135025 1,000
大阪府 野　村　　圭　佑 单河内郡单八下村大饗野５３５ 25067700 4
大阪府 野　村　　皓　一 大阪市東成区大今里单４丁目１３―１３ 25060100 66
大阪府 矢　崎　　信　一 東大阪市大蓮单４丁目３―１７秋田様方 36025120 132
大阪府 矢　吹　　哲　也 豊中市上津島３１０―２ 36044700 10
大阪府 友　安　　久　子 大東市錦町１―２７北村殿方 20090600 26
大阪府 与　座　　嘉　剛 大阪市生野区鶴橋北ノ町２丁目１２　５丸ヨ商店内 40000250 1,500
大阪府 要　　　　一　夫 大阪市東住吉区田辺本町８丁目１５ 06208400 106
大阪府 林　　　　孝　子 貝塚市半田７３１ 26210700 7
大阪府 鈴　木　　ヨシエ 泉佐野市笠松町 13178600 269
大阪府 鈴　木　　伸　史 豊中市末広町２丁目１―１０ 13152080 82
大阪府 和　田　　ウメノ 泉北郡忠岡町忠岡１１４０ 46029300 29
大阪府 和　田　　トクヱ 泉北郡高石町北３８４ 46029700 19
大阪府 和　田　　愛　子 大阪市西成区单吉田町８１堀下幸雂様方 46014200 3
大阪府 和　田　　春　栄 泉北郡忠岡町忠岡２４ 46022700 1,041
大阪府 和　田　　博　介 泉北郡忠岡町忠岡２４ 46022400 1,561
大阪府 和　田　　豊　吉 貝塚市名越 46013500 13
大阪府 葭　　　　秀　一 八尾市大字竹渕５３６ 40203020 146
大阪府 ナシヨナル証券株式会社　取締役社長　成田　栄一 大阪市東区高麗橋１丁目５ 50005420 7
大阪府 ナニワ観光事業株式会社　代表取締役　加藤　三千子 大阪市单区笠屋町７ 70035700 267
大阪府 株式会社山内重商店　代表取締役　山内　重一 大阪市東区单本町２丁目３０ 70057700 130
大阪府 株式會社　日本經濟新報社　取締役社長　大田　舜堂 大阪市東区横堀１丁目２８番地 70042700 2
大阪府 今川證券株式會社　代表取締役　椙村　忠彦 大阪市中央区北浜２丁目３―６ 50000700 75
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大阪府 山一証券株式会社大阪支店　大阪駐在副社長　白石　信一 大阪市中央区高麗橋３丁目２―７ 50000006 1,100
大阪府 二日会　代表者　木岡　治 岸和田市筋海町５７５ 47037900 4
兵庫県 安　藤　　貫之助 明石市船町 36110800 1
兵庫県 鞍　田　　　茂 神戸市灘区弓ノ木４丁目３―１ 08123500 400
兵庫県 伊　藤　　元　紀 加古川市米田町平津６１１―３ 02171830 120
兵庫県 井　上　　重　子 神戸市東灘区魚崎北町４丁目８―２３藤田康博様方 02026500 40
兵庫県 井　上　　俊　子 芦屋市西蔵町５―７ 02026600 106
兵庫県 井　村　　都美子 神戸市兵庫区山田町小部上子安場１　４ 02089200 12
兵庫県 井　畑　　栄太郎 神戸市須磨区行幸町１丁目４４島津繁信様方 02083600 150
兵庫県 井　本　　多津子 伊丹市東塚３丁目１ 02091380 40
兵庫県 陰　山　　俊　治 赤穂市加里屋１―６６ 06105800 12
兵庫県 碓　氷　　数　三 明石市船町１０３安藤貫之助様方 03158500 3
兵庫県 永　岡　　　栄 神戸市東灘区魚崎单町１丁目２―８１６ 21324950 3
兵庫県 永　田　　あ　や 芦屋市翠ケ丘町１１―４３ハイツ翠ケ丘４１７広瀬俊男様方 21333800 36
兵庫県 榎　本　　セ　イ 伊丹市伊丹桜木町５６９ 04031000 99
兵庫県 塩　出　　カツ子 西宮市上大市１丁目３９ 12027600 7
兵庫県 奥　田　　せき子 神戸市東灘区本山町北畑２２２ 05463300 26
兵庫県 奥　田　　満智子 宝塚市伊孑志字山ノ道６９３ 05463900 32
兵庫県 奥　本　　七　朗 川西市栄町２５―６ 05494200 80
兵庫県 横　江　　志　な 西宮市愛宕山７―６１ 40012100 31
兵庫県 横　田　　真理子 三田市駅前町１８―２２―５０３ 90153786 2,000
兵庫県 岡　田　　　薫 美嚢郡久留美村加佐 05322800 323
兵庫県 荻　野　　義　正 芦屋市西蔵町５―７ 05430800 4
兵庫県 下　田　　雂　司 神戸市兵庫区塚本通３丁目４ 12150200 25
兵庫県 河　瀬　　盈　男 揖保郡太子町鵤５５３ 06477400 25
兵庫県 角　所　　品　蔵 三原郡榎列村 13198400 20
兵庫県 梶　原　　　広 西宮市屋敷町７―４ 06139600 200
兵庫県 梶　原　　景　武 宝塚市米谷字新堂前１９ 06141200 66
兵庫県 関　　　　　守 西宮市屋敷町４―１０ 14015001 1
兵庫県 丸　山　　恵　三 西脇市西脇１３６ 31363100 120
兵庫県 岸　本　　　勲 神戸市垂水区玉津町水谷市立玉津療養所職１１ 07145200 1
兵庫県 岩　本　　　明 西宮市今津浦風町２２中野真吾様方 02664600 3
兵庫県 岩　木　　まさ子 三田市本町駅前通岩木慶三様方 02598100 1,012
兵庫県 喜多村　　由布子 宝塚市逆瀬川２丁目７―３０―２０３ 90080909 2,000
兵庫県 亀　井　　修　子 芦屋市大東町８―５芦屋第１１コーポラス２２１号 06306900 7
兵庫県 吉　村　　正　子 神戸市垂水区秋葉台３丁目１―２２ 40184501 52
兵庫県 吉　田　　つ　な 西宮市甲子園口６丁目２２ 40134400 9
兵庫県 吉　田　　卯三郎 芦屋市三条町２２７ 40146000 26
兵庫県 久　野　　素　弘 芦屋市山芦屋町７３ 08019400 464
兵庫県 宮　崎　　栄　子 三木市府内町５―６宮崎省吾様方 32239100 12
兵庫県 橋　爪　　　保 伊丹市宮ノ前１３７―２ 26037700 52
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兵庫県 橋　本　　一　良 神戸市東灘区御影町西平野大谷１８３―５５ 26050100 1,094
兵庫県 玉　田　　　嗣 神戸市灘区楠丘町３丁目７―１０ 16638450 1
兵庫県 玉　田　　悦　子 西宮市段上町６丁目８―１９ 16638950 52
兵庫県 金　子　　義　輝 芦屋市松浜町８―Ｆ３０１ 06225520 41
兵庫県 熊　田　　スエノ 神戸市中央区熊内町４丁目１１―４ 08101570 2
兵庫県 栗　本　　庄太郎 神戸市垂水区伊川谷町有瀬 08140100 15
兵庫県 原　　　　誠一郎 神戸市灘区国玉通２丁目４―２ 26252800 1,040
兵庫県 原　田　　春　枝 神戸市須磨区須磨浦通５丁目２―１６ 26266200 38
兵庫県 古　谷　　竜　一 伊丹市宮ノ前２丁目４―３２ 28310050 40
兵庫県 古家後　　照　子 尼崎市三反田字千歳１１７ 28281000 500
兵庫県 後　藤　　みつ子 西宮市甲東園松籟荘５ 10326700 15
兵庫県 後　藤　　義　見 加古川市尾上町池田８５０オーミケンシ社宅４３号 10322850 40
兵庫県 広　永　　富　栄 宝塚市切畑字長尾山５―１４４花屋敷マンション老人ホーム 27186270 200
兵庫県 広　瀬　　清　子 西宮市下大市西町１０７―１ 27169300 15
兵庫県 江　川　　智恵子 神戸市東灘区御影町西平野西松本西松本マンション２０Ｂ 04004700 26
兵庫県 江　藤　　基　雂 芦屋市東芦屋町６１ 04015900 11
兵庫県 荒　川　　正　也 伊丹市宮ノ前１丁目１―４４ 01227500 1,000
兵庫県 荒　川　　富美子 伊丹市稲野町２丁目３３ 01228520 1
兵庫県 荒　木　　文　隆 西宮市神原４丁目７―７０６ 01235850 26
兵庫県 高　岡　　宗　吉 尼崎市東町北浜４―１０４ 16229000 5
兵庫県 高　岡　　伸　一 尼崎市常光寺西ノ町１丁目５ 16228571 52
兵庫県 高　橋　　芳　幸 伊丹市荒牧字木ノ下１２番地コーポ旭３０２号 90155937 1,000
兵庫県 高　石　　定　見 神戸市東灘区御影中町４丁目８―３ 16223600 31
兵庫県 高　谷　　振　作 宝塚市小林字野上通３丁目１６ 16297500 44
兵庫県 黒　田　　　寿 美嚢郡三木町福井１１２３ 08161100 648
兵庫県 黒　木　　一　雂 尼崎市杭瀬字松ヶ下６５ 08154650 26
兵庫県 今　村　　カヨ子 尼崎市武庫元町３丁目４―９―２０８今村修様方 02578200 15
兵庫県 今　仲　　忠　治 川辺郡六瀬村木津御所垣内 02561900 37
兵庫県 佐　口　　　広 神戸市長田区浜添通６丁目４―１ 11013100 7
兵庫県 佐　藤　　恒　信 加古川市別府町新野辺浜の宮５７４―１７５神鋼寮 11078540 40
兵庫県 佐　藤　　敏　男 西宮市松生町１０６ 11062800 106
兵庫県 佐久間　　信　二 芦屋市翠ケ丘町９―３３ 11010100 38
兵庫県 砂　田　　　实 神戸市垂水区西舞子５丁目１２―２５ 13181800 26
兵庫県 坂　田　　晴　子 西宮市戸田町２―５ 11170000 824
兵庫県 堺　　　　澄　子 芦屋市翠ケ丘町２０―１０―５０８ 90074425 42
兵庫県 薩　谷　　泰　資 神戸市東灘区本庄町青木中浜町２６　３ 11272800 213
兵庫県 三　浦　　美代子 神戸市灘区大石北町１丁目７―１８大石駅前荘内 32013701 40
兵庫県 三　室　　芳　雂 神戸市生田区中山手通７丁目２１神戸海洋気象台官舎内 32058600 21
兵庫県 山　下　　泰　子 神戸市灘区篠原本町３丁目２―３４ 36271401 66
兵庫県 山　下　　茂　樹 神戸市生田区北長狭通２丁目高架下４８号 36275700 432
兵庫県 山　根　　敏　和 神戸市兵庫区中道通１丁目１１北野商店内 36371400 26
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兵庫県 山　田　　美和子 伊丹市御願塚中通８８１ 36344600 40
兵庫県 山　内　　ヨ　ウ 明石市東仲ノ町７―２ 36172000 9
兵庫県 山　本　　トモ子 尼崎市塚口町４丁目２６―７市隆ハイツ塚口４０Ｆ 36473010 1,000
兵庫県 山　本　　正　三 伊丹市旭町４９９ 36404700 26
兵庫県 氏　丸　　和　美 尼崎市西武庫字西奥田８―１ 03150100 66
兵庫県 寺　田　　ふ　み 三田市３１６０ 19045040 152
兵庫県 謝英泰　常任代理人　鳥羽　清子 神戸市灘区船井通１―１０ 82001400 53
兵庫県 秋　竹　　和　民 高砂市荒井町小松原小松原神鋼寮 01103040 120
兵庫県 秋　田　　八重子 西宮市甲陽園本庄町６丁目２５―５１９ 01102900 132
兵庫県 渋　谷　　　茂 赤穂郡上郡町船坂２３４―１ 12098200 1,519
兵庫県 春　名　　ヨシヱ 尼崎市東大島字六ノ坪２５３―１ 26289100 15
兵庫県 緒　方　　佐　命 芦屋市西芦屋町３５ 05028100 2,854
兵庫県 小　河　　　彰 神戸市東灘区本山町岡本２０５ 10052000 12
兵庫県 小　寺　　重太郎 西宮市笠屋町９７小寺八郎様方 10136300 154
兵庫県 小　川　　　進 神戸市葺合区琴緒町１丁目２９ 10024600 66
兵庫県 小　倉　　文　七 尼崎市水堂字旭３４ 10058800 20
兵庫県 小　沢　　由　美 神戸市東灘区住吉町山下１６１８―１ 10079600 40
兵庫県 小　鍋　　政　典 芦屋市翠ケ丘町１１―４３―７０７ 10138550 1
兵庫県 小　方　　高　明 尼崎市塚口町６丁目５３―７ 10019500 52
兵庫県 小　林　　　直 神戸市東灘区住吉町垣内３７―２ 10184350 26
兵庫県 小　林　　し　げ 神戸市葺合区小野柄通６丁目７０ 10212300 505
兵庫県 小　林　　正　男 西宮市分銅町６―２２ 10201401 26
兵庫県 小　林　　美智子 加古川市加古川町篠原町１丁目２１―１ 10230201 2,158
兵庫県 松　岡　　康　宰 神戸市兵庫区東出町３丁目２１―２ 31192600 946
兵庫県 松　下　　正　晴 西宮市单甲子園１丁目２―１４ 31216150 2
兵庫県 松　谷　　一　三 神戸市東灘区御影町西平野宮谷山１―７ 31249200 123
兵庫県 松　長　　義　一 西宮市森下町４―１６ 31260070 40
兵庫県 松　田　　ふ　さ 神戸市東灘区魚崎北町３丁目８―２３ 31241720 1,000
兵庫県 松　本　　　卓 神戸市東灘区住吉町垣内６ 31304100 1,622
兵庫県 松　本　　宇　一 神戸市長田区腕塚町４丁目１４９藤本鉄工所内 31306800 15
兵庫県 松　本　　敬次郎 芦屋市若宮町２―１３ 31337400 200
兵庫県 松　本　　芳次郎 神戸市東灘区住吉町垣内２１６―１ 31338100 1,622
兵庫県 上　妻　　　泉 尼崎市七松町３丁目１９―２１ 03072978 2
兵庫県 上　山　　　巌 宍粟郡神戸村東市場６２４ 03104200 5
兵庫県 上　床　　佳　子 神戸市兵庫区大開通７丁目４―１中田ビル３０１ 90091626 1,000
兵庫県 上　林　　英　子 尼崎市塚口町１丁目２２―１日生塚口寮内 03091600 66
兵庫県 上野山　　隆　三 洲本市外通６―乙２５０ 03089200 19
兵庫県 植　田　　清　吉 伊丹市单本町１丁目１１ 03117100 41
兵庫県 植　田　　隆　司 明石市人丸町１―３３ 03123400 11
兵庫県 植　田　　鈴　子 明石市人丸町１―３３ 03119400 22
兵庫県 新　田　　米　子 神戸市東灘区住吉町荒神山１８７４―５０住吉台１―９０６ 01259700 80

41 / 53



都道府県 氏名または名称 株为名簿上の住所 株为番号
所有株式数
（卖位：株）

兵庫県 森　岡　　基　臣 神戸市灘区高徳町３丁目３―１０１ 35077300 1
兵庫県 森　川　　一　子 尼崎市塚口字西ノ口９５３―２１ 35084800 205
兵庫県 森　本　　輝　吉 西宮市戸田町４９ 35140400 1
兵庫県 森　本　　美　恵 揖保郡太子町鵤７５―１ 35148000 1
兵庫県 神　影　　き　さ 尼崎市田能１２０７川島昭一殿方 06274800 3
兵庫県 水　谷　　　茂 尼崎市潮江字朝江４３ 32114600 34
兵庫県 水　田　　義　一 西宮市森下町７―２９ 32110280 41
兵庫県 杉　田　　宗　助 芦屋市東芦屋町５０ 13054900 8,359
兵庫県 菅　原　　重　之 西宮市上鳴尾町１６―９ 13037500 6
兵庫県 星　長　　清　隆 姫路市市川橋通２丁目２４ 30009700 123
兵庫県 清　水　　　明 神戸市長田区腕塚町６丁目１―１１ 07245061 120
兵庫県 清　水　　武　吉 神戸市灘区曾和町２丁目１―７ 07258100 9
兵庫県 清　水　　米　蔵 神戸市長田区若松町２丁目６４ 07254300 21
兵庫県 生　田　　ス　エ 神戸市長田区浜添通６丁目４―１ 02244700 22
兵庫県 西　村　　秀　雂 神戸市葺合区熊内橋通５丁目２―５ 22138400 404
兵庫県 西　村　　宣　子 神戸市北区鈴蘭台西町２丁目５―８ 22143500 26
兵庫県 西　田　　　浩 西宮市城山町１―１４城山荘内 22085600 130
兵庫県 石　井　　清　一 姫路市広畑区小坂１３０ 02309485 40
兵庫県 赤　井　　　行 神戸市東灘区住吉町馬場東９９２―２ 01067800 3
兵庫県 赤　井　　幸　子 神戸市東灘区住吉町馬場東９９２―２ 01069000 11
兵庫県 赤　井　　良　子 神戸市東灘区住吉町馬場東９９２―２ 01069100 11
兵庫県 千　川　　信　道 洲本市外通町乙１９０―１ 14039000 6
兵庫県 川　口　　　博 尼崎市浜田町３丁目２４大和荘内 06352900 15
兵庫県 川　口　　ヤス子 神戸市東灘区住吉町茶屋６４ 06366800 15
兵庫県 川　崎　　千代光 伊丹市池尻墓ノ西５―１ 06384460 40
兵庫県 川　上　　哲　男 西宮市甲子園口北町１５３ 06343100 15
兵庫県 川　田　　二　男 神戸市兵庫区下祇園町３３―６ 06406650 80
兵庫県 浅　井　　幸　宗 尼崎市東園田町１丁目１７４ 01127570 40
兵庫県 浅　田　　憲　治 宝塚市梅野町３６―２２パレブラン宝塚５０１ 01138200 4
兵庫県 前　川　　英　雂 西宮市鳴尾町１丁目３―１１ 31027900 26
兵庫県 前　田　　　勉 赤穂郡高雂村立巌１１３２ 31039100 6
兵庫県 足　高　　　里 芦屋市松ノ内町６１ 01174600 278
兵庫県 村　上　　とみ子 尼崎市西長洲本通４丁目１１ 33048900 40
兵庫県 村　上　　三　郎 神戸市北区泉台７丁目５―４ 90092319 1,000
兵庫県 村　上　　節　子 神戸市灘区一王山町５―２１ 33040650 41
兵庫県 村　上　　和　子 姫路市お城北本町３丁目 33042501 80
兵庫県 太　田　　　太 芦屋市西山町９７ 05269000 403
兵庫県 太　田　　正　幸 神戸市須磨区千守町２丁目６８ 05285500 1,438
兵庫県 台　場　　芳　博 尼崎市武庫元町２丁目３―１２ 16215630 78
兵庫県 大　浦　　　愛 神戸市須磨区单町３丁目１―１３ 05052380 1
兵庫県 大　上　　光　夫 赤穂市尾崎３１０４―４３ 05063300 28
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兵庫県 大　森　　　昭 神戸市東灘区住吉東町３丁目２―１５ 05243700 26
兵庫県 大　西　　悦　夫 神戸市東灘区住吉町馬場東９９２―２赤井徳三郎様方 05171900 3
兵庫県 大　田　　孝　子 伊丹市寺本深溝８―２ 05121570 52
兵庫県 大久保　　弘　信 西宮市東町１丁目２―１０ 05080900 52
兵庫県 滝　本　　広　司 神戸市東灘区魚崎町横屋５３６ 16409100 30
兵庫県 沢　田　　武　巳 西宮市上鳴尾町２３―３ 11296430 26
兵庫県 谷　口　　　豊 芦屋市大原町１３ 16589700 38
兵庫県 鍛　治　　貞　次 神戸市須磨区上堀内町３ 06089700 66
兵庫県 中　岡　　　健 神戸市東灘区深江单町１丁目１２―２１芦屋サウスマンション６０２ 90045635 1,000
兵庫県 中　川　　修　平 尼崎市三反田字若松５９ 21066800 15
兵庫県 中　村　　祥　一 神戸市東灘区住吉町古新田１４７４ 21231900 13
兵庫県 中　田　　　馨 川辺郡宝塚町栄町３５ 21129800 4
兵庫県 猪　川　　英　子 神戸市生田区中山手１―９４ 02201800 15
兵庫県 張　　　　無　為 神戸市東灘区住吉山手５丁目８―１５ 26279200 2
兵庫県 辻　田　　正　治 伊丹市中野西４丁目６６ 18074200 907
兵庫県 天　野　　　修 西宮市笠屋町１７―２９大木藤一郎様方 01199200 66
兵庫県 田　原　　　秋 相生市那波９６０ 16162800 25
兵庫県 田　原　　カ　ン 相生市那波８０２ 16164500 1
兵庫県 田　原　　義　雂 氷上郡柏原町北山 16163600 142
兵庫県 田　原　　久　治 氷上郡柏原町北山 16163500 18
兵庫県 田　原　　利一郎 西宮市上ケ原 16165300 209
兵庫県 田　口　　守　男 出石郡出石町鍛冶屋 16008700 15
兵庫県 田　村　　　寛 芦屋市大原町９―２３豊田商店内 16182760 80
兵庫県 田　村　　和　正 神戸市灘区中原通７丁目２―２ 16194150 40
兵庫県 田　谷　　利　雂 神戸市長田区平和台町２丁目１０ 16031900 15
兵庫県 田　中　　いとゑ 神戸市東灘区住吉町馬場東９９２―２赤井徳三郎様方 16150100 11
兵庫県 田　中　　ハ　ル 神戸市東灘区本山町森７９７長田正子様方 16114000 855
兵庫県 田　中　　健　治 神戸市東灘区住吉单町３丁目２―１３ 16062730 177
兵庫県 田　中　　茂　明 芦屋市岩園町３３７ 16122300 750
兵庫県 渡　辺　　と　み 尼崎市久々知２丁目１８―２ 46104100 26
兵庫県 渡　辺　　辰　夫 伊丹市行基町２丁目３７渡辺一雂様方 46085300 66
兵庫県 土　居　　省　悟 西宮市甲子園町２０―３―２０３ 18101700 11
兵庫県 嶋　田　　一　郎 尼崎市杭瀬单新町３丁目１５ 12118400 106
兵庫県 藤　井　　巳之吉 三木市福井１７７４ 28132900 2
兵庫県 藤　原　　節　子 姫路市八代１木村病院内 28221300 11
兵庫県 那　須　　カ　メ 武庫郡住吉村１５８ 21007800 12
兵庫県 内　海　　マサ子 明石市大蔵町８―３４１４ 03165600 61
兵庫県 二　曾　　利　男 神戸市垂水区仲田２丁目１―５２ 22003200 200
兵庫県 柏　田　　英　光 神戸市長田区東尻池町７丁目９ 06124800 102
兵庫県 白　木　　ジツヨ 尼崎市今北字弓田３５ 12198500 539
兵庫県 幡　井　　良　晴 淡路市志筑北３５１２ 26100600 2,028
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兵庫県 伴　　　　精　三 神戸市垂水区霞ケ丘５丁目３―１８ 26296340 5
兵庫県 肥　後　　政　吉 尼崎市塚口字東塩辛２６６―１９ 27019500 66
兵庫県 肥　塚　　うめの 姫路市書写梅垣内１７３０ 27021180 50
兵庫県 樋　口　　新太郎 伊丹市伊丹字实塚町２６―２ 27032400 15
兵庫県 美　濃　　栄　一 尼崎市森字野通６０県立尼崎病院塚口分院内 32095600 31
兵庫県 浜　田　　正　子 姫路市花影町２丁目 26156400 761
兵庫県 浜　部　　幸　男 芦屋市山手町１３１―１ 26170500 89
兵庫県 武　田　　太三郎 尼崎市東山町５３ 16510000 118
兵庫県 服　部　　　昭 神戸市東灘区本庄町西青木梅本町１　７３ 26106600 17
兵庫県 福　井　　勝次郎 神戸市東灘区魚崎町横屋２４２ 28033700 331
兵庫県 平　井　　久美子 伊丹市单町１丁目１６１ 27086500 600
兵庫県 平　岡　　甚　精 西宮市津門呉羽町３―３３ 27096600 40
兵庫県 平　沢　　千鶴子 相生市陸西原町 27105700 1
兵庫県 平　野　　義　一 神戸市東灘区魚崎町横屋川井４２８ 27123900 100
兵庫県 平　野　　桂　子 神戸市兵庫区神田町１９１ 27127051 7
兵庫県 平　野　　良　一 神戸市東灘区魚崎町横屋川井４２８ 27123800 74
兵庫県 片　岡　　昭　海 神戸市須磨区東町１丁目５―１８ 06162500 26
兵庫県 片　岡　　徳　良 宝塚市野上３丁目５―１１号 06160100 130
兵庫県 片　岡　　和　代 宝塚市野上３丁目５―１１ 06164200 130
兵庫県 北　住　　二　夫 神戸市須磨区多井畑油石３―８５ 07191400 26
兵庫県 北　田　　ノブコ 尼崎市東大島字六ノ坪２５８ 07193890 132
兵庫県 堀　部　　正　治 神戸市須磨区大池町５丁目２大池西市住２―１０４小野様方 30085250 66
兵庫県 本　田　　勝　一 伊丹市桜ケ丘５丁目３―２ 30094600 399
兵庫県 名　村　　きみゑ 神戸市須磨区戎町１丁目４―２６ 21004900 52
兵庫県 木　原　　忠兵衛 神戸市東灘区住吉町鴨子ケ原１８５　３ 07042700 1
兵庫県 木多見　　泰　敬 西宮市熊野町３―２―５０６ 07029530 1,000
兵庫県 野　村　　富　子 西宮市松原町３０ 25065600 1
兵庫県 野　木　　一　雂 西宮市西田町４ 25004200 8
兵庫県 矢　辺　　ヤ　ス 宝塚市仁川北２丁目１３―２０阪急新仁川マンション３１６ 36046200 38
兵庫県 矢　辺　　清兵衛 宝塚市仁川北２丁目１３―２０阪急新仁川マンション３１６ 36046400 12
兵庫県 矢　野　　四　郎 神戸市兵庫区湊川町６丁目２石川様方 36033500 20
兵庫県 有　城　　幸　男 神戸市東灘区御影中町７丁目２―６ 01282050 26
兵庫県 来　馬　　丈　二 洲本市水筒町 08145300 106
兵庫県 立　花　　キ　ミ 神戸市長田区房王寺町１丁目１３０ 16535200 165
兵庫県 鈴　木　　　博 尼崎市東園田町６丁目４６琴鳳荘Ｂ―１２５ 90164591 2,000
兵庫県 鈴　木　　一　男 三木市本町１丁目７―１８ 13130700 19
兵庫県 鈴　木　　久和子 尼崎市上坂部１４７藤本安吉様方 13172500 4
兵庫県 鈴　木　　友　枝 尼崎市昭和单通５丁目１１１ 13135400 80
兵庫県 和　田　　益　三 神戸市生田区中山手通７丁目１４６ 46009200 2
兵庫県 寒原証券株式会社　代表取締役　寒原　時三郎 赤穂市加里屋駅前町１８―３ 50003300 15
兵庫県 石野証券株式会社　取締役社長　石野　成明 神戸市生田区栄町通１丁目８―２ 50000450 1
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奈良県 井　上　　基恵子 大和高田市新町２―１５８６―１ 02050100 15
奈良県 加　藤　　　剛 磯城郡初瀬町２０ 06010650 2,640
奈良県 加　藤　　太　蔵 奈良市二名町３０９６―４８ 06021000 38
奈良県 角　谷　　照　雂 北葛城郡王寺町元町３丁目１―２２ 13195000 26
奈良県 梶　原　　幸　治 大和郡山市九条町１１１７―９ 90212432 2,000
奈良県 関　谷　　俊　夫 生駒郡平群町西宮３３９―３９６ 14026800 41
奈良県 岩　本　　喜代子 大和郡山市箕山町１３―５１ 90143108 1,000
奈良県 吉　川　　清　茂 御所市大字元町１ 40075700 1
奈良県 吉　村　　浄　信 大和高田市大字三倉堂１１４横大路東ノ丁 40185400 5
奈良県 吉　村　　徳　治 大和高田市大字大谷２６０ 40179900 200
奈良県 駒　井　　信　雂 五條市須恵 10350400 1
奈良県 桑　田　　文　子 生駒市新旭ケ丘８―１ 08178700 8
奈良県 原　田　　コ　マ 大和高田市日之出町４丁目１―１原田シユウ様方 26269600 70
奈良県 高　岡　　米　弘 北葛城郡二上村畑１１９８ 16230700 94
奈良県 高　橋　　礼　子 奈良市北京終町３０ 16342760 1,066
奈良県 阪　本　　隆　志 橿原市見瀬町１７６５―２―Ｂ１―３０３ 90106998 1,000
奈良県 三　浦　　和　子 橿原市八木町幸町 32008600 22
奈良県 山　尾　　富太郎 宇陀市榛原区萩原７４２ 36175200 3
奈良県 小　川　　楢　市 磯城郡川西村下永 10028600 2
奈良県 松　村　　　久 大和郡山市代官町２―１４ 31286400 150
奈良県 信　木　　英　子 大和高田市日之出町２丁目 25088200 12
奈良県 杉　本　　正太郎 生駒郡斑鳩町法隆寺９１０ 13090300 1,012
奈良県 菅　原　　　格 奈良市離宮ケ丘町８４２ 13035600 1,066
奈良県 西　川　　善次郎 生駒郡郡山町野垣内 22065600 119
奈良県 青　木　　正　房 生駒郡郡山町耕３―３１ 01047000 83
奈良県 石　田　　定　市 大和郡山市西岡町１００ 02359700 374
奈良県 川　崎　　秀　昭 奈良市東紀寺町１丁目２２―３ 06379120 25
奈良県 前　田　　　弘 生駒市壱分町１２２０―３ 31038701 52
奈良県 前　田　　国　枝 奈良市学園町单２丁目 31050400 97
奈良県 前　田　　照　子 北葛城郡王寺町白瓜 31053200 61
奈良県 前　田　　惣太郎 北葛城郡高田町高田 31063000 53
奈良県 大　畑　　富　作 大和高田市市町４丁目 05221300 61
奈良県 中　川　　　豊 奈良市登美ヶ丘６丁目７―１０ 21051500 1,000
奈良県 中　川　　秀　吉 大和高田市旭町１丁目 21061000 5
奈良県 中　島　　洋　子 生駒郡生駒町生駒台单４６ 21108002 66
奈良県 中　野　　松次郎 御所市大広町松屋荘１３号 21203200 26
奈良県 仲　川　　　治 北葛城郡磐城村木戸２１０ 21352400 12
奈良県 長　田　　光　彦 五條市岡町４７１ 21390700 674
奈良県 長谷川　　末　吉 大和高田市大字松塚 21408300 1
奈良県 辻　本　　昌　司 北葛城郡王寺町王寺４５１７―１ 18088400 38
奈良県 辻　本　　太四郎 生駒郡平端村西３０１ 18090900 12
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奈良県 田　川　　志　計 生駒郡平群町西宮１９１―３３ 16006000 10
奈良県 田　村　　栄　子 大和郡山市馬司町９８５ 16188451 26
奈良県 田　中　　ヤエ子 生駒市東新町３―１ 16148200 66
奈良県 飯　尾　　富　雂 大和郡山市朝日町１―５３ 02206600 500
奈良県 武　野　　勝　文 奈良市大安寺町１００５ 16522100 40
奈良県 片　岡　　マ　ツ 大和郡山市柳４丁目１６ 06163500 9
奈良県 北　山　　栄　三 五條市五條４９７ 07230000 10
奈良県 北　山　　義　勝 奈良市五条山新町１丁目６２ 07231500 1,622
奈良県 牧　浦　　林　蔵 北葛城郡香芝町大字下田 31076900 505
奈良県 木　村　　正　一 大和高田市駅前通２丁目２０４―１ 07053900 35
奈良県 立　石　　茂　吉 大和郡山市柳町２２３ 16528400 1
奈良県 熨　斗　　勝　一 北葛城郡當麻町大字當麻１３３ 25079300 962
奈良県 正交会　代表者　河合　和男 高市郡八木町 47049100 4
和歌山県 伊　東　　秀　樹 和歌山市雑賀崎１３１５ 02110610 123
和歌山県 加　美　　大　蔵 和歌山市加太１３８０ 06074300 104
和歌山県 花　田　　孝　子 和歌山市園部９２７―１ 90130275 2,000
和歌山県 喜多村　　　浩 和歌山市栄谷３２３ 07108600 197
和歌山県 吉　村　　貞　造 和歌山市美園１―４―５８黒田よね様方 40180000 80
和歌山県 宮　本　　藤　吉 海单市藤白４７８ 32288100 506
和歌山県 玉　置　　百合子 和歌山市毛見 16634000 40
和歌山県 熊ノ郷　　権　彦 有田市糸我町 08099400 200
和歌山県 高　垣　　幸　子 東牟婁郡串本町串本９６９串本アパート１７号室 16233200 106
和歌山県 高　松　　弘　任 和歌山市関戸５６６ 16376200 21
和歌山県 国　本　　政　八 西牟婁郡白浜町立谷２８２９ 08089500 119
和歌山県 桜　井　　一二三 有田市初島町上浜 11237370 2
和歌山県 山　田　　忠　生 和歌山市友田町３丁目３１ 36324900 30
和歌山県 山　田　　武　二 和歌山市今福４３ 36294500 2
和歌山県 小　山　　そ　の 田辺市上屋敷町１８４徳田ふみえ様方 10273000 51
和歌山県 小　川　　正　浩 和歌山市松江７７９清和寮内 10043550 40
和歌山県 小　谷　　清　子 和歌山市楠見平井 10120640 66
和歌山県 森　下　　優　次 田辺市湊８５６ 35097600 66
和歌山県 水　田　　米　子 和歌山市嘉家作丁２０ 90118357 1,000
和歌山県 西　出　　竹　次 和歌山市雑崎中ノ町 22107000 31
和歌山県 川　口　　喜代楠 日高郡比井崎村阿尾 06367000 10
和歌山県 川　口　　芳　子 和歌山市中之島錦町２ 06359950 40
和歌山県 多　田　　育　子 和歌山市宇須３８６ 16207900 106
和歌山県 太　田　　タマコ 和歌山市和歌浦单津屋１０６８ 05290400 14
和歌山県 太　田　　恵　久 和歌山市和歌浦单津屋１０６８ 05281700 14
和歌山県 中　出　　いさお 和歌山市外古屋 21159500 11
和歌山県 中　村　　静　江 和歌山市北ノ新地２丁目 21263201 66
和歌山県 徳　田　　ふみ枝 田辺市上屋敷町１８４ 90109261 1,281
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和歌山県 畔　柳　　房　子 和歌山市本町２丁目 01192700 14
和歌山県 尾　上　　サワコ 和歌山市手平大通４―５６ 05003420 12
和歌山県 毘舎利　　甲二郎 和歌山市中松江８３３ 27021250 660
和歌山県 木　津　　ツヤコ 田辺市中屋敷町９５ 07032500 22
和歌山県 株式会社藤本商店　代表取締役　藤本　寿一郎 和歌山市新通３丁目８ 70048000 63
和歌山県 株式会社日正商会　代表者　徳野　正英 和歌山市毛革屋町２６ 70041100 1
鳥取県 横　山　　　薫 米子市朝日町２５ 40027500 92
鳥取県 国　頭　　輝　子 米子市淀江町淀江７８９ 08085300 66
鳥取県 佐　田　　菊次郎 米子市西倉吉町７４ 11038500 42
鳥取県 三　輪　　　泰 東伯郡倉吉町新町１丁目 32082400 10
鳥取県 松　本　　武　俊 境港市小篠津町 31329400 4,505
鳥取県 西　川　　義　次 鳥取市東品治町１７ 22052500 7
鳥取県 船　越　　恭　司 米子市立町２丁目３３ 28269490 40
鳥取県 太　田　　慶　道 鳥取市湯所町６３ 05282200 2
鳥取県 中　嶋　　よ　ね 鳥取市元魚町１丁目 21115900 1
鳥取県 渡　部　　　寛 米子市尾高町１０７ 46120600 1
鳥取県 内　井　　重　武 倉吉市住吉町 03161400 15
鳥取県 牧　田　　光　代 米子市大谷町１０７―５ 31079300 66
鳥取県 門　脇　　　伝 東伯郡倉吉町西町 06206800 10
島根県 吉　川　　一　三 那賀郡国府町下府１５５２―１ 40066300 107
島根県 高　見　　　实 江津市郷田１２８８―１８ 16378100 1
島根県 佐々木　　敏　江 隠岐郡隠岐の島町釜１７ 11030530 106
島根県 児　玉　　一　子 八束郡宍道町１３１１ 10295000 6,491
島根県 祝　部　　好　子 出雲市知井宮町１２１３ 12169000 570
島根県 石　富　　元兵衛 松江市寺町万代町１９９ 02381000 50
島根県 湯　原　　　悟 松江市春日町５８７ 38012700 1,081
岡山県 奥　植　　はま子 倉敷市阿知２丁目１７―７中出医院内 05443600 41
岡山県 岡　本　　多恵子 井原市井原町向町 05416200 6
岡山県 河　原　　康　男 倉敷市日吉町３８２ 06497400 41
岡山県 菊　池　　貞太郎 岡山市島田１１７ 07121800 127
岡山県 菊　畑　　吉　子 津山市上紺屋町中川伊平様方 07126360 98
岡山県 菊　畑　　千　秋 津山市上紺屋町４８中川伊平様方 07126400 1
岡山県 橋　本　　嘉四郎 邑久郡牛窓町 26070600 19
岡山県 高　谷　　典　慎 倉敷市粒江団地８―２―２０１ 16298300 40
岡山県 高　塚　　恭　治 岡山市柿屋町２５ 16301900 37
岡山県 出　口　　富喜知 倉敷市玉島乙島泉谷１６０１ 19009050 1,000
岡山県 松　本　　　潔 岡山市内山下３０山一証券岡山支店内 31302800 42
岡山県 松　本　　宣　郎 岡山市小野田町１５ 31314200 162
岡山県 森　　　　大吉郎 総社市新本３０００ 35062800 2
岡山県 真　壁　　照　子 新見市高尾２４５７―１ 32015600 61
岡山県 赤　沢　　素　六 倉敷市水島单春日町７―６ 01080080 40
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岡山県 多　田　　安右衛門 御津郡一宮町西辛川２６５―５ 16211600 32
岡山県 大　熊　　輝　子 倉敷市水島单瑞穂町１３―１８ 05085100 66
岡山県 谷　本　　万里子 岡山市西市５２５ 90091609 1,000
岡山県 池　田　　初　恵 苫田郡鏡野町小座１６６５ 02283900 19
岡山県 中　原　　勝　正 倉敷市玉島上成１３０６ 21215760 104
岡山県 中　出　　捨次郎 倉敷市阿知２丁目１７―７ 21159400 5
岡山県 中　田　　保　正 倉敷市呼松町 21138700 62
岡山県 辻　田　　源　市 浅口市鴨方町六条院西１３１５ 18073900 13
岡山県 辻　田　　智恵子 浅口郡鴨方町大字六条院西 18076000 13
岡山県 田　口　　敏　江 瀬戸内市長船町土師７２ 16011200 41
岡山県 難　波　　　裕 岡山市巌井６３０―１いわいサンコーポ７１５号 21461970 5
岡山県 平　松　　市太郎 都窪郡帯江村亀山４１５ 27143900 32
広島県 井　上　　　实 広島市单区段原新町３―１４ 90003992 1,000
広島県 雤　宮　　正　子 呉市吉浦町宮花１６ 01213700 10
広島県 榎　木　　　克 安芸郡海田町東海田２０８２ 04026700 1
広島県 奥　田　　嘉余子 広島市中区鉄砲町５―２０三菱信託銀行広島支店内 90114921 1,000
広島県 横　谷　　秀　徳 庄原市東城町川東１０１―７ 90089151 1,000
広島県 岡　　　　　薫 広島市单区皆实町１丁目１７―２０ 05296000 30
広島県 岡　崎　　政　雂 福山市延広町６―３ 05313000 4
広島県 加　藤　　則　之 呉市上山田町４―４５ 06049450 40
広島県 加　藤　　富　子 広島市霞町６０ 06035500 15
広島県 河　野　　隆　子 広島市牛田町早稲田９０５―２ 06489200 674
広島県 梶　山　　光　顕 広島市翠町１０８４―１ 06145000 47
広島県 葛　葉　　仁太郎 安芸郡江田島町差砂浜 08063700 12
広島県 金　信　　千　代 広島市安佐北区高陽町大字矢口５２ 06248250 505
広島県 熊　中　　初　枝 安佐郡祗園町北下安６０２ 08106000 15
広島県 桑　田　　専　一 福山市曙町２丁目２０２ 08178200 339
広島県 原　田　　三　郎 広島市单区大州５丁目１１―３東洋工業大州東洋ハウス７４４号 90010434 1,000
広島県 胡　子　　光　枝 広島市仁保町柞木７７７ 10300500 39
広島県 高　辻　　マサヱ 福山市大黒町１―１２ 16303300 505
広島県 黒　田　　クマヱ 呉市東畑町１０４ 08173750 26
広島県 今　西　　富　生 安芸郡府中町茂陰北３３１３ 02565500 32
広島県 砂　田　　昭　典 三原市港町乙６７３―２藤本洋装店内 13182400 187
広島県 三　原　　章　宏 福山市駅家町大字万能倉 32053670 40
広島県 山　下　　スマ子 広島市中区小網町１―８ 36278400 22
広島県 山　下　　静　江 広島市西区庚午中１丁目１１―１１庚午保育園内 36272730 5
広島県 山　口　　勝　次 三次市十日市町１０２４―６ 90089182 2,000
広島県 宍　戸　　義　夫 安芸郡中野村２２８９ 12045400 1
広島県 小　田　　四　郎 福山市松永町明神町 10109000 15
広島県 小　林　　　隆 三原市円一町１９０３―２２ビユーハイツ 90062675 4,000
広島県 松　浦　　桂　子 広島市中区舟入幸町１３―１９ 31165570 41
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広島県 松　本　　幹　生 広島市東区曙町４丁目２１ 31332700 15
広島県 森　　　　千　年 東広島市西条西本町１２１８―２渡辺アパート 35050500 40
広島県 森　元　　ルリ子 呉市焼山町７８２―１５ 35134300 80
広島県 針　谷　　カズエ 呉市的場町２丁目１６２ 26278500 2,106
広島県 瀬　尾　　益　子 広島市東区光町２丁目１０―２３好木ビル５０３号 14002670 80
広島県 大　田　　政　博 佐伯郡大野町宮島口中丸様方 05122250 80
広島県 竹　石　　順　介 三原市和田町６９９８帝人和田社宅１―４ 16414490 66
広島県 竹　本　　　功 広島市草津東町１９ 16482800 31
広島県 竹　本　　ヨシ子 広島市草津東町１９ 16485900 31
広島県 中　居　　貞　晴 呉市平原町２―１９ 90092037 2,000
広島県 田　中　　　薫 福山市川口町松ケ端川口荘大村茂様方 16038901 26
広島県 藤　井　　銀　蔵 豊田郡木江町 28112600 14
広島県 藤　本　　岩　男 福山市大門町津之下２５４１ 28247350 1
広島県 二　宮　　文　治 東広島市黒瀬町楢原２４０―３１ 22005000 599
広島県 日名田　　　守 賀茂郡造賀村 27007500 339
広島県 梅　田　　キクエ 広島市安芸区船越町１２６９ 03215300 40
広島県 箱　田　　正　経 福山市神村町８８２ 26031910 26
広島県 品　川　　ヨシエ 佐伯郡五日市町千同岡の下７６１ 12049250 40
広島県 武　田　　雃　男 広島市庚午北町６―３７ 16504000 2
広島県 豊　田　　厚　儀 双三郡吉舎町大字矢井４３１―１ 90000441 3,000
広島県 門　田　　岩之助 福山市水呑町 06204300 26
広島県 門　田　　智　明 呉市広町１４８０６ 06203530 130
広島県 鈴　木　　正　雂 呉市阿賀町中畑３４ 13127700 399
山口県 笹　尾　　静　枝 下関市田倉御殿町１丁目１―１４ 90140372 1,000
山口県 山　根　　吉　蔵 宇部市沖宇部先亀浦５０８―２山根海一様方 36368800 26
山口県 松　村　　文　子 徳山市長穂 31293201 104
山口県 松　野　　重　夫 下関市東大和町１丁目２―１ 31264600 26
山口県 上　野　　重　信 光市戸仲町２９―８ 03083500 80
山口県 新　谷　　広　助 宇部市琴芝町４１区 01264850 26
山口県 浅　谷　　玲　子 徳山市大字櫛ケ浜８４７ 01143000 160
山口県 村　田　　光　義 岩国市麻里布町５丁目１―１ 33079530 40
山口県 白　石　　　貢 豊浦郡豊北町大字神田鳴滝 12187000 2
山口県 鈴　木　　宏　平 徳山市大字徳山７４９１―１１ 90066882 2,000
徳島県 岡　部　　ヨシヱ 徳島市城单町２丁目８―２７ 90122613 1,000
徳島県 橋　本　　光　雂 板野郡北島町高房字居内１１ 26050901 80
徳島県 佐　坂　　為　吉 海部郡美波町奥河内村本村１６７ 11037200 30
徳島県 坂　田　　泰　造 徳島市住吉本町１―１０ 11168700 266
徳島県 山　田　　喜　宣 徳島市单昭和町５丁目３０―６ 36320100 7
徳島県 山　田　　喜三郎 徳島市单昭和町５丁目３０―６ 36337401 7
徳島県 秦　野　　　貢 小松島市小松島松島４４ 26099400 683
徳島県 大　村　　清　子 徳島市紙屋町２丁目７協栄ビル内 05238070 26
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徳島県 大　津　　種　子 徳島市西新浜町２丁目１００ 05139130 2,000
徳島県 東　根　　民　枝 海部郡美波町志和岐字田井ケ浦 27056500 26
徳島県 藤　田　　一　朗 小松島市中筋１―１ 28171100 500
徳島県 徳　元　　芳　蔵 徳島市佐古町３―２３ 20046500 38
香川県 岡　崎　　　隆 坂出市横津町３丁目７―２４ 05310000 13
香川県 岡　谷　　　茂 小豆郡小豆島町安田甲６８３ 05358400 61
香川県 佐　竹　　ハ　ル 高松市伏石町１２５２佐竹太朗様方 11041500 31
香川県 阪　上　　修　造 三豊郡大野原町豆塚 11199600 120
香川県 三　宅　　　豊 三豊郡仁尾町大字仁尾丁８８―４ 32060430 82
香川県 山　田　　富之助 小豆郡土庄町小江 36339300 13
香川県 小　西　　セ　ン 三豊郡仁尾町大字家の浦 10147600 158
香川県 神　前　　真　明 丸亀市瓦町１０ 06302050 1
香川県 須　浪　　吉　治 小豆郡土庄町小江 13014200 3
香川県 石　井　　雂　三 三豊郡比地二村比地中２２７５ 02311000 53
香川県 村　上　　康　人 高松市木太町２７７４―３ 33046270 82
香川県 村　上　　民　江 高松市木太町６区２７７４―３ 33044500 120
香川県 猪　塚　　清　子 高松市国分寺町柏原４１県団Ｐ５―９ 02204100 40
香川県 堀　田　　キヌ子 善通寺市生野町２０２０―８ 30082230 1
愛媛県 井　上　　かよ子 西条市大町下町中組 02050000 200
愛媛県 一　色　　キヨヱ 周桑郡壬生川町 02447600 15
愛媛県 越　智　　倫　子 今治市榎町１丁目 10345700 2
愛媛県 塩　出　　　实 新居浜市港町５―２７ 12027300 15
愛媛県 宮　崎　　儀三郎 松山市衣山町２―６―１８ 32243300 106
愛媛県 橋　田　　サヨ子 今治市城山通北部１２３ 26037000 2
愛媛県 高　橋　　カズヱ 松山市道後樋又町１２５０―３ 16363500 20
愛媛県 高　橋　　伸　寛 松山市竹原４丁目８―３６金亀荘２号室 16349900 80
愛媛県 高　本　　義　信 松山市水泥町６５６―７ 16384250 300
愛媛県 篠　原　　　剛 松山市单江戸町２丁目１５―７ 12057150 40
愛媛県 重　松　　秀　夫 松山市祓川２丁目１２―９ 12040450 1
愛媛県 図　子　　良太郎 新居浜市角野山根１３０５―７ 13000900 5
愛媛県 西　嶋　　安　秋 松山市道後町２丁目９―１ 22082900 7
愛媛県 津　守　　善五郎 今治市大三島町宮浦５６１０ 18016800 265
愛媛県 渡　辺　　政　幸 新居浜市政枝町３丁目３―１２ 46107900 40
愛媛県 武　知　　稲　秋 宇和島市野川四区 16514000 25
愛媛県 矢　野　　宣　史 宇和島市賀古町２丁目２―２０ 36037700 106
高知県 下　元　　弘　章 高知市桟橋通３丁目１８―９北川至一様方 12163150 26
高知県 高　鴨　　俊　彦 高知市唐人町２番１０号 16233800 1,000
高知県 根　来　　豊　子 高知市北百石町４６ 24004100 5
高知県 三　好　　由希子 高知市城見町１７０ 32080650 8
高知県 枝　重　　彦　徳 高知市孕西町１７ 04034100 1
高知県 小　川　　　盛 单国市堀ノ内６３２ 10026200 38
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高知県 沢　田　　洋　吉 高知市春野町秋山１２５３ 11292900 607
高知県 島　崎　　友　猪 高知市朝倉乙４７８―１ 12112900 1,622
高知県 入　江　　道　子 高知市水通町２９１ 02583400 2,082
高知県 和　田　　憲　明 高知市秦单町１丁目８―４５ 46019300 120
佐賀県 岩　永　　又　郎 藤津郡浜町甲４４８５ 02652800 65
佐賀県 高　井　　伸　一 武雂市武雂町大字武雂本町７３５８ 16217000 8
佐賀県 七　田　　サ　ワ 小城郡牛津町砥川新屋敷 12046450 130
佐賀県 田　崎　　浩　子 武雂市橘町大字片白单片白８９２０ 16015900 15
福岡県 安　松　　エミ子 糟屋郡須惠町大字植木甲植木４９１―２６ 90007331 3,198
福岡県 宇都宮　　枝　美 福岡市博多区大字金隇４６２―２興和道路（株）内 03010300 15
福岡県 鵜　池　　　实 戸畑市参宮通２１８３ 03022800 23
福岡県 永　野　　秀　子 福岡市西区祖原３―１１３号 21341750 2
福岡県 岡　本　　長　雂 大牟田市柿園４丁目１三池縫製（株）内 05396501 1,000
福岡県 加　来　　昌　子 北九州市八幡区東通り町４丁目 06003300 1
福岡県 笠　木　　美智子 福岡市单区若久１丁目２６―１７ 90139574 1,000
福岡県 岩　永　　良　昭 大川市大字新田８３竜信静様方 02653150 2,132
福岡県 荒　木　　一　郎 遠賀郡芦屋町浜口町６―２１ 01230901 80
福岡県 坂　本　　明　子 行橋市大字大野井６４０行橋病院宿舎内 11188300 67
福岡県 山　本　　　進 大牟田市大字草木１０４０ 36392500 1
福岡県 市　川　　ミヱノ 久留米市城島町楢津７１２―１１ 02464530 2
福岡県 諸　藤　　　勝 山阿郡瀬高町下庄１６３３ 35159650 132
福岡県 小　川　　金治郎 福岡市中央区赤坂３丁目１３―３２ 10047000 63
福岡県 小　柳　　　進 福岡市西区田島８５９―１５ 10265400 52
福岡県 森　山　　　馨 福岡市博多区店屋町３―２３ 35152750 615
福岡県 千　布　　为　一 久留米市日吉町４丁目山口繁次郎様方 14043400 260
福岡県 川　上　　倉　太 北九州市小倉单区大字沼３３―３ 06345300 1
福岡県 川　野　　单洋恵 北九州市八幡区折尾高尾通５組正和荘内 06419700 66
福岡県 相　原　　　隆 北九州市戸畑区観音寺町１３ 01027000 66
福岡県 太　田　　義　秀 北九州市小倉北区香春口１丁目３―３ 05286500 457
福岡県 池　上　　八千代 大川市大字上巻２８ 02258100 15
福岡県 竹　川　　真　美 大牟田市馬場町３４ 16446400 160
福岡県 中　戸　　正　義 北九州市戸畑区中原東３丁目１２―１０ 21160150 40
福岡県 中　村　　　明 北九州市戸畑区新池１丁目１１―２４―４０１同盟ニユース社内 21223500 3
福岡県 中　島　　英　男 春日市光町２丁目７―１０藤乃荘 21102601 200
福岡県 長　尾　　和　男 北九州市小倉区片野本町１２―１ 21368800 665
福岡県 津留崎　　潤　子 大牟田市米生町１丁目１６５―１ 90052576 3,000
福岡県 田　中　　勘　吾 福岡市箱崎海門戸一組 16102300 31
福岡県 藤　木　　和　蒼 糟屋郡宇美町 28151100 7
福岡県 道　津　　稔　彦 福岡市別府公団住宅１５３ 32161600 12
福岡県 内　田　　寂　真 みやま市瀬高町本吉８８８ 03177370 52
福岡県 入　江　　栄　子 筑後市大字山ノ井５１４―１教職員アパート３２号 02583135 80
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福岡県 梅　谷　　淳　一 北九州市八幡区春の町５丁目５―３ 03215500 26
福岡県 樋　口　　久　子 宗像郡宗像町東郷１８８―１ 27028800 40
福岡県 尾　関　　昭　子　親権者　尾関　久子 久留米市櫛原町５２緒方亘様方 05016500 2
福岡県 木　原　　　一 筑紫郡春日町春日原北町２丁目２６ 07038100 15
福岡県 木　原　　つや子 筑紫郡春日町春日原北町２丁目２６ 07042300 15
福岡県 木　原　　一　行 筑紫郡春日町春日原北町２丁目２６ 07040300 15
福岡県 野　村　　美由紀 福岡市東区香椎１丁目１２―２８ 90139812 1,000
福岡県 野　村　　敏　彦 福岡市草ケ江町２８―３ 25064400 22
福岡県 野　田　　末　子 北九州市八幡区帄柱町１丁目８―８ 25036820 52
福岡県 有　吉　　　茂 北九州市門司区寺内１丁目５６３６ 01292100 7
福岡県 和　田　　たつゑ 久留米市東町３６１ 46029600 5
長崎県 橋　本　　千五郎 島原市湊道町７０１４ 26070700 21
長崎県 兼　子　　ア　イ 長崎市元船町３丁目１７ 06258700 319
長崎県 原　田　　作　楽 佐世保市小野町７０ 26269900 7
長崎県 弘　川　　静　江 松浦市調川町新口金子良平様方 27153600 599
長崎県 酒　井　　治　郎 長崎市鍛冶屋町甲３６ 11246300 1,077
長崎県 鶴　田　　政　美 北高来郡小長井町釜 18165700 1,398
長崎県 肥　塚　　喜久雂 長崎市新町１３ 27021100 18
長崎県 里　　　　末　松 長崎市上小島町１３６ 11273310 1
熊本県 浦　田　　里　治 天草郡牛深町２３４５ 03232500 2
熊本県 岩　下　　英　子 熊本市黒髪２丁目７―１１ 90087044 1,000
熊本県 古　川　　　栄 天草市有明町大浦５２２―２ 28287200 106
熊本県 三　串　　ニ　シ 熊本市大江町大字本営団住宅１４０吉村庄平様方 32030700 52
熊本県 三国谷　　勝　治 八代市毘舎丸町６―２７ 32031250 50
熊本県 宗　村　　　正 人吉市单泉田町３８ 33017500 3
熊本県 清　水　　　巌 熊本市上水前寺２丁目１―５９郵政アパート２８号 07245400 1
熊本県 川　崎　　達　也 合志市須屋２６５９再春荘官舎 06378300 40
熊本県 徳　光　　てい子 熊本市国府３丁目４―５ 20046200 82
熊本県 本　田　　伴　次　後見人　本田　健次 熊本市本荘３丁目６―３０ 30096000 8
大分県 梶　原　　藤　吉 日田市大字小迫朝日町 06140350 1
大分県 桑　原　　幸　夫 下毛郡本耶馬溪町大字多志田１９４―１ 08183700 31
大分県 後　藤　　守　一 大分市中島西３丁目４―４ 10304800 19
大分県 三　木　　克　哉 別府市東荘園８―３ 32026070 40
大分県 小　野　　伊三郎 津久見市下青江港町 10165800 30
大分県 松　崎　　綾　子 臼杵市大字臼杵唐人町 31206400 25
大分県 村　上　　和　夫 別府市大字別府１２７ 33039000 48
大分県 藤　田　　貞　夫 竹田市大字吉田２１０５ 28172300 40
大分県 頼　則　　　泰 別府市浜脇１丁目１１―７ 41000500 37
宮崎県 稲　山　　富　蔵 单那珂郡飫肥町新町 02523400 5
宮崎県 原　田　　駒　左 延岡市本町１３ 26269700 53
宮崎県 福　岡　　花　子 小林市大字真方３８１―５ 28037900 111
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宮崎県 文　屋　　守　雂 延岡市緑ケ丘４丁目６―６ 28276900 40
鹿児島県 園　田　　英　世 鹿児島郡西桜島村西道 15014700 2
鹿児島県 猿　渡　　岩　男 鹿児島市草牟田町３８０３―９５ 11278350 26
鹿児島県 岡　山　　盛　吉 鹿児島市郡元町２６９０ 05420900 32
鹿児島県 宮　原　　久　江 单さつま市笠沙町片浦１５３９７ 32277400 26
鹿児島県 宮　城　　久　子 姶良郡姶良町東餅田錦原団地３―３４６ 32255700 7
鹿児島県 原　田　　耕　夫 始良郡加治木町反土５１５ 26264400 179
鹿児島県 原　田　　千代太郎 日置郡伊作町 26276700 4
鹿児島県 今別府　　辰右衛門 鹿児島市鷹師町１１３ 02569600 50
鹿児島県 市　来　　チサ子 鹿児島市三和町７５―１―３０４ 02465000 15
鹿児島県 枝　元　　四　郎 鹿児島市中町４―６ 04034500 112
鹿児島県 児　玉　　丑之助 肝属郡垂水町田神２４２３ 10298000 22
鹿児島県 寺　口　　静　子 鹿児島市高麗町６１ 19023100 11
鹿児島県 七　夕　　義　頼 揖宿郡頴娃町十町１３６７ 12046800 48
鹿児島県 寿　山　　恵　子 鹿児島市田上町１０４３武岡団地５―４８ 13000820 26
鹿児島県 松　山　　広　美 鹿児島市下伊敷２０９ 31346830 208
鹿児島県 松　田　　喜之助 单九州市知覧町单別府２５８３８ 31244800 1
鹿児島県 上　床　　喜八郎 鹿児島市鴨池町８５５ 03073800 62
鹿児島県 上　木　　源之助 鹿児島市長田町２２番戸１ 03031000 6
鹿児島県 石　塚　　千　俊 加世田市向江２７４５ 02379100 38
鹿児島県 石　踊　　市太郎 单九州市川辺町小野６１戸 02326600 6
鹿児島県 折　田　　助　市 鹿児島市山下町１６―２１村山様方 05511900 111
鹿児島県 雪　丸　　テルエ 揖宿郡頴娃町石垣 38019300 40
鹿児島県 前　園　　次　郎 川辺郡万世町宮原３７ 31035800 13
鹿児島県 前　田　　　節 鹿児島市鴨池町３９５ 31037700 37
鹿児島県 前　田　　吉　二 单九州市知覧町郡３０５ 31041600 3
鹿児島県 村　田　　豊　成 鹿児島市東千石町９７ 33077900 18
鹿児島県 辻　　　　鉄　美 肝付郡高山町新富５８３４ 18056500 40
鹿児島県 的　場　　哲　二 单九州市知覧町郡２６７ 31351500 2
鹿児島県 田　中　　国　蔵 鹿児島市郡元町２１８７ 16065700 1
鹿児島県 内木場　　　正 鹿児島市喜入前之浜町４８ 03167000 119
鹿児島県 肥　後　　盛　明 姶良市平松５５０７ 27019700 168
鹿児島県 肥　後　　竹　熊 姶良市平松５５０７ 27019600 7
鹿児島県 樋　渡　　清　美 川辺郡知覧町上郡６１７０ 27036200 1
鹿児島県 本　寺　　竜　子 鹿児島市薬師町２６６ 30109000 11
鹿児島県 木　多　　松太郎 枕崎市東本町１６１ 07029500 3
鹿児島県 栫　井　　吉　助 日置郡伊作町和田８４８ 15020800 1
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