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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

あ 相京　和弘 ２０６－００４１ 多摩市愛宕４－４１－４－７０２
０４２－３５６－３８０７

（ＦＡＸ兼用）
aikyo-k@r6.dion.ne.jp

會田　一夫 １４２－００５１ 品川区平塚１－１２－１２
０３－３７８４－２０４５

（ＦＡＸ兼用）

青木　和之 ４３２－８０２３ 静岡県浜松市中区鴨江３－５８－１１ ０５３－５５５－２００９ kazuyuki-aoki@nifty.com

青山　浩之

浅井　和弘

畔蒜  鉚子

阿部　厚志

阿部　賢一 ３５０－１１０１ 埼玉県川越市的場１９２０－５８
０４９－２３４－３９６４

（FAX兼用）

阿部  真 ２０８－０００１ 武蔵村山市中藤２－２３－５ ０４２－５６６－８１７３ abe@atr.jp

雨谷　純 amagai@mtc.biglobe.ne.jp

天野　博 ２７０－０１１４ 千葉県流山市東初石３－１１１－１－A711 ０４－７１５３－８７１１ h-amano@ksh.biglobe.ne.jp

有賀　規 １９３－０９４１ 八王子市狭間町１４６２－５－Ａ３０３ ０４２－６６６－１３８３ t.aruga@mbp.nifty.com

1 ページ



氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

粟屋 泰 １５３－００６５ 目黒区中町１－２５－１２－３０２ ０３－３４７３－４７８２ y_awaya@shirt.ocn.ne.jp

い 飯作  俊一

飯島　衛 ３１４－０００７ 茨城県鹿嶋市神向寺１１８-８ ０２９９－８２－３６４８ mjima-kasu2258@ezweb.ne.jp

飯田　尚志 １０８－００７２ 東京都港区白金２－７－１７－１２０２ ０３－３４４４－１２１０ t_iida@ch.em-net.ne.jp

飯塚  幸義

五十嵐　喜良 １８７－００２２ 小平市上水本町６－８－８ k-igarashi@jcom.home.ne.jp

五十嵐　通保 ３５５－００５２ 埼玉県東松山市桜山台２４－１

猪木　誠二 ３５９－００２１ 所沢市東所沢２－６１－９－２ seizan29go1@jcom.zaq.ne.jp

生島　廣三郎 １９２－０９１３ 東京都八王子市北野台１－３４－４

井口　政昭 ２０８－００２２ 武蔵村山市榎３－３８－２６ 090-9683-6412 iguchi2008@jcom.zaq.ne.jp

井家上　哲史 ２７７－００７２ 千葉県柏市つくしが丘４－６－２ ０４－７１７６－２１４７ ikegami@meiji.ac.jp

池川　博士 ２２４－０００６
神奈川県横浜市都筑区荏田東４－３４－２

４
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

池田　和拡

井坂　一夫 １９０－００３２ 東京都立川市上砂町５－７９－７－６０１ ０４２－５３４－７１５７

井佐原　均 ４４１－８１０５
愛知県豊橋市北山町東浦１－７ 高師住宅

２－３０３
isahara@tut.jp

石井  光男 １２５－００５２ 葛飾区柴又７－９－１７ ０３－３６５０－４９２６

石上　忍 ９８５－０８５３ 宮城県多賀城市高橋１－７－１２－３０２ shinobuishigami@gmail.com

石川  幸男 ２１３－０００２
川崎市高津区二子２－１７－２６ ハウス茸

山１０３
buta_san@kinokoyama.jp

石川　嘉彦 １９６－００１２
東京都昭島市つつじが丘２－３－１２－４０

２
０４２－５４５－０８２１

石崎　克彦 k4.ishizaki@soumu.go.jp

石澤  薫 ３２２－００４５ 栃木県鹿沼市上殿町４７６－１
０２８９－６５－６３２６
F０２８９－６５－５９１１

石澤  禎弘 １１２－００１４ 文京区関口３－３－１３
０３－３９４１－９７１０

（ＦＡＸ兼用）
ishizawa441@nifty.com

石田　修司 １２３－０８５１ 東京都足立区梅田８－１４－２－２３６ ０３－６３１８－１３２８

石田  亨 １９１－００６２ 日野市多摩平３－２２－７
０４２－５８７－８０１８

（ＦＡＸ兼用）
pxh04656@nifty.com
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

石津　美津雄 １９６－００３４ 昭島市玉川町３－９－８ ０４２－５４４－７６７５ Ishizu.frac@gmail.com

石塚　仁好 ２７０－１４１２ 千葉県白井市桜台３－１－２－３０１ ０８０－９３６５－８８１５ j-ishizuka@rck.or.jp

石塚　広志 ２７７－０８５２ 柏市旭町５－１－１６－１０５ ０７０－５５７１－０７８９ chanjirosama3jyo@gmail.com

石塚　道男 ４６１－００３２
愛知県名古屋市東区出来町３－１３－１１

－３１１
０５２－７２３－１７４５ im13mk22120@s2.dion.ne.jp

磯崎  進 ３１１－１２０２ ひたちなか市磯崎町４５６７－３
０２９－２６５－８４９８

（ＦＡＸ兼用）

磯部　俊吉 １６４－０００３ 中野区東中野１－３３－３－３１１ 03-3362-4563

磯辺　武 ３１１－１１３６ 茨城県水戸市東前３－４３－２ ０２９－２６９－５８８３

磯部　光子 ３１１－１１３６ 茨城県水戸市東前３－４３－２ ０２９－２６９－５８８３

板鼻　幸世 ３３２－ 埼玉県川口市川口４－９－２７－１２０１ ０４８－２７１－３９００ itatokyo@gmail.com

板部　敏和 ８１３－００２５ 福岡県福岡市東区青葉７－３８－１ ０９２－２０１－３０１４

伊丹　俊八 ３６２－０００１ 埼玉県上尾市上１７１１－５ ０４８－７７７－１０１７

市川  和男
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

市川　忠生 １８３－００３５ 府中市四谷１－２２－４ ０４２３－６４－２１００

一ノ瀬　優

市原　一夫 ３４９－０２１２ 埼玉県南埼玉郡白岡町新白岡３－２８－７ ０４８０－９２－８５９３ kichihara25@gmail.com

井筒　郁夫 １０４－００５４ 東京都中央区勝どき６－３－１－４８０５

井筒　雅之

井手　信二 １５３－００４３ 東京都目黒区東山２－１６－２－７０１ ０３－５７０４－０２０８ ideide2@yahoo.co.jp

伊藤  昭 ５０２－０８１７ 岐阜市長良福光２５１９－２－４０２ aikun@na.commufa.jp

伊藤  繁夫 ３５０－０２２４ 坂戸市山田町１０－３１ it_shig@wish.ocn.ne.jp

伊藤  猛男 ２７７－０８７１
千葉県柏市若柴178-4 柏の葉ＣＰ148街区1

E-2706
０８０－５６７０－８９７６ yatugoyaizumi@yahoo.co.jp

伊藤　良夫

稲田　修一 １５２－０００２ 目黒区目黒本町２－２５－１０－５０７ ０３－３７１０－９０４８ rsj06322@nifty.com

稲森　康治 ２５３－００７１ 神奈川県茅ケ崎市萩園２１９９
０９０－８２３４－７８１５
F０４６７－８２－１６５７

inamori3@yahoo.co.jp
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

犬木  久夫 １９６－０００１ 昭島市美堀町１－９－４ ０４２－５４１－６０５６ hisao.inuki64@docomo.ne.jp

犬丸  文雄 １６７－００２２ 杉並区下井草４－６－１４ inumaru-f@nifty.com

井上 正行 １９０－０２２３ 東京都西多摩郡檜原村１１８９ ０９０－４５４５－７３１６

猪股  英行 ３５０－１３２３ 埼玉県狭山市鵜ノ木１６－５１－６０８
０４２－９５５－１６５５

（FAX兼用）

井原　俊夫 ３５９－００４２ 所沢市並木７－１－１５－２０３

今井  文男 ２０２－０００５ 西東京市住吉町１－２０－１９
０４２-４２１－２３６０

（ＦＡＸ兼用）
fimai@aol.com

今井　雄司 ３５０－０８１６ 埼玉県川越市上戸３１５－２６９ niratama9jo_i@yahoo.co.jp

今泉　嘉光 １８４－０００４ 小金井市本町２－１９－２５－４０６

今村　國康 １８９－０００３ 東村山市久米川町３－３２－３６ ０４２－３９６－９９７７ k-imamura3@nifty.com

岩崎　憲 ２０７－００１３ 東大和市向原１－１２－２９ iwsk@mx1.ttcn.ne.jp

岩渕  洋征 ３１９－０１３７ 小美玉市大笹１５４－３
０２９９－４８－１６３６

（ＦＡＸ兼用）
iwabuchi@rck.or.jp

岩本（皆川）
美和

７２１－０９０７ 広島県福山市春日町１－２１－４６ ０８４－９４１－７９０６
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

巖本　巌 １９２－００２３ 東京都八王子市久保山町２－１２－１１ ０４２－６９２－２２８４ iwamoto@mbr.ocn.ne.jp

う 魚留　元章 １６８－００８２ 杉並区久我山３－１０－１４ ０３－３３２６－８５７７ muotome@nifty.com

鵜澤　佳徳 １８４－００１４ 小金井市貫井南町１－１７－１５ ０４２－３８５－５８５３ y.uzawa@nao.ac.jp

臼井 文良 １１１－００３２ 東京都台東区浅草7-4-13 f-usui@soumu.go.jp

宇田川　功 ３５０－１１０１ 埼玉県川越市的場２４２９－７ ０４９－２７２－７７１１

内門  修一 ３５９－００２３
所沢市東所沢和田１－２５－１ パークハイ

ツ２０８
０４－２９４５－３４８１

内田  辰夫 ２０７－０００３ 東大和市狭山３－１２００－９２ ０４２－５６４－６３００

内山　和則

梅津　純 ２２７－００６７ 横浜市青葉区松風台２０－１７ ０４５－９８１－８６６５

梅野　健

浦塚　清峰 ２０３－０００３
東京都東久留米市金山町２－１－２７－３０

８
s-uratsuka

@ac.cyberhome.ne.jp

占部  伸二 ６６２－００１５ 西宮市甲陽園本庄町６－１２ ０７９８－７２－１２７８ urbshin@yahoo.co.jp
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

え 越前谷  喜松 ０１１－０９３４ 秋田市将軍野桂町２－１ ０１８－８４６－５５３６

遠藤　和孝

遠藤　順次

お 王　鎮 200050
865 Changning Road, Shanghai

200050,China
zwang@mail.sim.ac.cn

大内　智晴 １９６－００３３ 昭島市東町１－５－１－８０６ ohuchi@ieee.org

大内　三千子

大鐘  武雄

大久保　明 ３４３－０８５６ 越谷市谷中町１－５９－１

大久保  茂

大角　宏之 ２１５－０００５ 川崎市麻生区千代ヶ丘８－１９－１１
０４４－９５９－２２７５

（ＦＡＸ兼用）
ugn74224@nifty.com

太田　瑞穂 １５７－００６８ 東京都世田谷区宇奈根２－３－１８ ０３－３７４９－８５０５

太田  安貞 ２０３－０００２ 東久留米市神宝町２－１０－１
０４2-476-0828

(FAX兼用)
dasasu_ota@ybb.ne.jp
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

大滝　郁雄

大竹　竜人 １７１－００５１ 豊島区長崎４－４－１３ tthfmkryy9398@yahoo.co.jp

大谷　晃 ９５１－８０６６
新潟市中央区東堀前通５番町４０３番地 コ

ア東堀　６０９号
colt@silk.plala.or.jp

大塚  栄治

大槻  明男 ３０６－００１６ 古河市古河５４４－２３３

大坪　俊通 １８４－００１５ 小金井市貫井北町１－２２－２ toshimichi.otsubo@gmail.com

大野　浩之

大村（近藤）
玲子

大森　慎吾 １８４－００１１ 東京都小金井市東町５－９－７ ０４２－３８５－０７０３ shingopl@palette.plala.or.jp

大矢　浩 ２１４－００２３ 川崎市多摩区長尾６－２０－５ ０４４－８６１－０１７４ oya@blue.ocn.ne.jp

大山　治男 ８９１－０３１１ 鹿児島県指宿市西方４９２７－４ ０９９３－２５－２４２９

岡崎　邦春 １８２－０００１ 東京都調布市緑ヶ丘１－２９－４６ ０３－５３１５－３４４８
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

岡崎　毅 １５４－００１６ 世田谷区弦巻１－３８－１２ ０３－６９１２－２５３７ tsuyoshi.okazaki@nifty.com

岡沢　治夫 １８５－０００２ 国分寺市東戸倉１－１３－４１ ０４２－３２３－２２７３ okazawa.h@gmail.com

岡野 直樹 ２１６－０００５ 川崎市宮前区土橋7-15-1

岡本　英二 ４６６－０８５６
名古屋市昭和区川名町４－４８－１ グラン

ディールE号
E.Okamoto@ieee.org

岡本  謙一 ４０８－００４１ 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾３３９５－１０ ０５５１－３６－５０５６ okamoto-0228@mx6.nns.ne.jp

岡本  孝太郎

小川  正

小川  忠彦

小川　博世 hiroyoogawa@gmail.com

小川　康雄 ２７０－０１２１ 千葉県流山市西初石１－７４４－４４ ０４ー７１５７－１７０２ SGU00613@nifty.com

奥田　哲也 １８３－００３３ 東京都府中市分梅町５－７－５５ ０４２－３６８－０６７１

奥山　利幸 １８５－００３２ 国分寺市日吉町２－３３－２６ ０４２－５７７－１７８１ bya15505@nifty.ne.jp
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

小倉　基志 １９０－０１４２ あきる野市伊那３６７－６

尾崎  ふさ子

小竹  信幸 ２０７－００２２
東京都東大和市桜が丘２－２１５－１２－１

２１４
n_otake@telec.or.jp

乙津  祐一 １８５－００２３ 国分寺市西元町２－１５－２０
０４２－３０４－６７７７

（ＦＡＸ兼用）
0tsu21520@jcom.home.ne.jp

翁長　久

尾上  冨美子 ３５０－１３１７ 狭山市水野２１８－４６

恩藤  忠典 ３５９－１１４６ 所沢市小手指南３－５６－２
０４－２９２２－３３７８

（ＦＡＸ兼用）
ondoh@mbp.ocn.ne.jp

か 各務  浩二

柿沼　淑彦

掛谷  英紀

蔭山　有生 ２１５－０００４
川崎市麻生区万福寺4丁目8-10ベルヴィル

新ゆり201号室
yu-kageyama@kddi.com

梶川  實 ２０６－００３４ 多摩市鶴牧５－３３－１３ 042-371-5580 kajikawa@asahi-net.email.ne.jp
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加藤　邦紘 ２３６－００４６
神奈川県横浜市金沢区釜利谷西６－２２－

２１
０８０－９２１９－４５６６ katou.kunihiro@silk.plala.or.jp

加藤  頼母

加藤　千早 １５３－００４１ 東京都目黒区駒場１－２０－３
０３－３４６９－２０３５

（FAX兼用）
chihaya@k3.dion.ne.jp

加藤　誠 １８４－００１１
東京都小金井市東町4-23-6-201 プラザ新

小金井

金子  辰雄 ２３２－００５４ 横浜市南区大橋町２－４３ ttokaneko@kit.hi-ho.ne.jp

金田  秀夫 １５２－０００３ 目黒区碑文谷１－２６－１８－２０４ ０３－３７９２－９８５３

神尾 享秀

上村  佳嗣

神谷　恒夫

河合  隆芳

河内　正孝 １５７－００６１ 東京都世田谷区北烏山１－６０－３７
０３－６２７９－６９９５

（ＦＡＸ兼用）
m.kawauchi3@gmail.com

川口  則幸 １８２－００２５
東京都調布市多摩川１－２９－１　エルディ

ア１５０７
０４２－４４６－０８２４ kawagu.nori@nao.ac.jp
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川尻  矗大 ３４２－００５９ 埼玉県吉川市新栄２－１８－２４ ０４８－９８２－００９３ nca03073@nifty.com

川瀬　成一郎 ２２４－００３３
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東１－１－６

－１１１
０９０－１８０７－６６７２ se.kawase@gmail.com

川名　幸仁

川浪　久則 １４０－００１３ 品川区南大井４－７－２０－１０２ ０９０－２６３１－７０３２ h.kawanami@gmail.com

河野　忠栄 ３１１－１７０２ 茨城県行方市三和　１４４０ ０２９１－３５－３０２５ tanacyu1957@yahoo.co.jp

河野  宣之 ０２３－０８６５ 岩手県奥州市水沢区桜屋敷４３４ ０１９７－２２－５７１７ kawano2010@room.ocn.ne.jp

河野　美智子 ３１１－１７０２ 茨城県行方市三和　１４４０ ０２９１－３５－３０２５ tanacyu1957@yahoo.co.jp

川野　陽一 １０７－００６２ 東京都港区南青山　７－１３－９－３０１ ０３－５４８５－９５３５ kawanoy1@aioros.ocn.ne.jp

川東  清治 １５７－００７２ 世田谷区祖師谷４－２８－３－２０４
０３－３４８４－７７３１

（FAX兼用）

神崎　享子 １０４－００５４ 東京都中央区勝どき５－３－１－４３１７ ０９０－４２４８－２４１２ kyoko.kanzaki@gmail.com

菅田　洋一 １６９－８０５０ 新宿区西早稲田１－６－１ ０３－５２８６－１９７５ y.kanda@aoni.waseda.jp

き 木内　等 hitoshi.kiuti@nao.ac.jp
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

菊池　健治

菊池　紳一 １５７－００６７ 世田谷区喜多見４－３５－２７
０３－３４１５－７５６５

（ＦＡＸ兼用）

菊池　崇 ５６５－０８１６ 大阪府吹田市長野東２６－２－７０９ ０６－７５０２－１５１９ tkikuchi@geosci.jp

木曽　希

北坂  一三 ５９７－００９１ 大阪府貝塚市二色２－５－５－４１７ ０７２－４２４－９３８９ i-kitasaka9389@maia.eonet.ne.jp

北沢  武久 ３８１－００４３ 長野市吉田４－６－２４－１００１
０２６－２４１－３１４５

（ＦＡＸ兼用）

北林　大昌

北村　泰一

北山  研一 ２５１－００３３ 藤沢市片瀬山３－１６－１０ kitayama@gpi.ac.jp

城戸　賛 １８４－０００４ 東京都小金井市本町５－４１－３０－１０４ ０８０－７０２４－７１８１ akirakidosan2@gmail.com

木戸  敬久

木下  征博 ８２０－０６０３ 福岡県桂川町寿命１９９－５ ０９４８－６５－４７７５
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

木村  健一

木村  繁 ０６０－００４１
札幌市中央区大通東７－１ ル・ケレス大通

９０２
０１１－２３２－２５８６

（ＦＡＸ兼用）
skimura-odori@iam.ne.jp

ぎ 行田　弘一 ２０３－００１２ 東久留米市浅間町２－２８－２５ gyoda@shibaura-it.ac.jp

き 清川　清 ５６５－０８６２ 吹田市津雲台5-13-11  kiyo@is.naist.jp

く 久世　浩幸

久保田  寛

久保田 文人 １８７－００４５ 東京都小平市学園西町２－２５－５ ０４２－３４９－７２５０ kubota.fumito@japan.email.ne.jp

熊谷　博 １８４－０００４ 小金井市本町４－１４－３ hiroshiykumagai@gmail.com

倉谷　康和 ２９９－４６１５ いすみ市岬町井沢２９－６ ０４７０－８７－７６０３

栗城  功 １８５－０００４ 国分寺市新町２－１４－１９ ０４２－３２３－７６１６ is.kuriki@aol.jp

栗原　則幸 ３１４－００２５ 314-0025 茨城県 鹿嶋市 下塙1116 norikurihara@yahoo.co.jp

栗原  道隆 １８４－００１５ 小金井市貫井北町１－１８－１５ ０８０－１０９１－３０９１
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氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

黒岩　博司 １８１－００１２
東京都三鷹市上連雀8-6-23 ヴィラアイダ

A101
０４２２－４２－９７６０ 0098iubq@jcom.zaq.ne.jp

黒須　隆志

こ 小池　国正

上瀧  實 ３３６－０９２２
さいたま市緑区大牧１４４０－１ヴェルデ見

沼台１０１
０４８－７１６－３５６９ m.koutaki@gmail.com

香月　健太郎 k.kotsuki@soumu.go.jp

髙野　潔 １５４－００２３ 東京都世田谷区若林２－２７－１１ ０３－６３２４－２４２０

河野  修一 １９６－０００２ 昭島市拝島町３－１４－１２
０４２－５４４－６５２１

（ＦＡＸ兼用）

河野　好行 ２５２－０２１１ 神奈川県相模原市中央区宮下本町3-54-1 090-2483-8812

古賀　康之 １７７－００３３ 練馬区高野台５－３１－１１ y-koga@live.jp

腰塚　尚志 １６４－０００２ 中野区上高田１－３９－７ ０３－３３８９－５４２８ h.koshizuka@nict.go.jp

小嶋　秀樹 xkozima@tohoku.ac.jp

小嶋  弘 １４０－００１４ 品川区大井５－２７－１２ ０３－５７０９－１６３０ kjm08011@gmail.com
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小島  八千代

小関　幸一 １３２－００３３ 東京都江戸川区小松川2-11-1

古津　年章 ６９０－００５６ 島根県松江市雑賀町１３５ ０８０－１６４１－４８００ kozutoshiaki@gmail.com

ご 後藤　敦 １５４－０００１ 世田谷区池尻１－３－１－５０３ ０９０－２５２１－７６０７

こ 小林　克志 １５１－００６４ 東京都渋谷区上原２－２１－１８－１０７ ０３－６４０７－９９９５ ikob@acm.or.jp

駒井　秀司 １６９－００７３ 東京都新宿区百人町３－２２－１２－２０８

小宮山  牧兒 １９０－００３３ 立川市一番町６－１７－１－５－１０１ bkomi@comet.ocn.ne.jp

小結　康行 ３３７－００５１
埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－１５－１

３

小森　一秀

近藤  喜美夫 １８７－００４５ 小平市学園西町３－２０－３ ０４２－３４５－３５８４ kkondolon@gmail.com

近藤　哲郎 ３１４－００１２ 茨城県鹿嶋市平井１３５０－１ ０２９９－８３－９３４３ kondo_tetsuro@cd.wakwak.com

さ 斎  新太朗 ９８９－２４４８ 岩沼市二木２－２－１０ ０２２３－２２－１８４４
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齋田　信二郎 １８４－０００４ 東京都小金井市本町5-41-30-408

斎藤　政満 ２０３－０００１ 東久留米市上の原１－２－８－５１０
０４２－４７６－０９０１

（ＦＡＸ兼用）

斎藤　康弘

佐伯　宜昭 １５０－０００１ 渋谷区神宮前１－３－６－１０１１ ０８０－８０４９－１３８１ saekitakaaki@gmail.com

酒井　要 ２０７－０００２ 東京都東大和市湖畔２－１００４－１２９ ０４２－５６５－２６９２

阪井  清美 ５９２－８３３４ 堺市西区浜寺石津町中５－７－５ 072-264-0406 k-sakai@osaka.zaq.jp

酒井  保良 １６５－００２５ 中野区沼袋２－３８－１０ 03-3319-1385 homysakai@aol.com

阪上  肇 ６３３－１２０２ 奈良県宇陀郡曽爾村太良路６４７－１ ０７４５－９６－２３１６ skgami@m5.kcn.ne.jp

坂口  晃

酒瀬川　秀孝 ２７７－００８７ 千葉県柏市常盤台２４－１ ０４－７１６９－５７７１ hidemachi@jcom.home.ne.jp

坂中　靖志 １４５－００６４ 東京都大田区上池台３－１８－９ ０３－５４９９－４１４４ y-sakanaka@nifty.com

坂本  克巳 ０６１－３７７７
北海道石狩郡当別町

スウェーデンヒルズＥ１－２－９
０１３３－２６－３４２４

（ＦＡＸ兼用）
motune@hokkaido.email.ne.jp
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坂本　純一 １８５－０００５ 国分寺市並木町２－３２－２４ ０４２－３２６－６８６４ jun-saka@ja2.so-net.ne.jp

坂本　高秀 １８５－００３３ 東京都国分寺市内藤1-5-48-304 070-632-2683 tsakatsakatsaka@gmail.com

佐川　永一 ２０３－００３２ 東久留米市前沢５－５－５ ０４２－４７３－１１８８ esagawa@gmail.com

桜庭　修 １９０－０００２ 立川市幸町４－４４－１３ qna7n3@docomo.ne.jp

笹井  一重

笹岡  秀一 ６３１－０８４２ 奈良県奈良市菅原町759-56

佐々木　洋

佐々木　泰邦

笹山　佳徳

佐藤  允克 ３５２－０００２ 新座市東３－３－３１ ０４８－４７４－３５９９ n-sato759@opal.plala.or.jp

佐藤  仁一 ４２０－０８１２ 静岡市古庄３－２０－１５
０５４－２６１－０４２７

（ＦＡＸ兼用）
jjsat@lilac.ocn.jp

佐藤  得男 ３５０－１３２０ 狭山市広瀬東４－３７－２３ ０４－２９５２－５４１７
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佐藤　俊博 ８７９－７４０１ 大分県豊後大野市千歳町新殿３１２－２ ０９０－４８２１－１７５６

佐藤　博文

佐藤　好英 ２１４－００３３ 川崎市多摩区東三田３－１０－１－５１１ ０４４－９１１－５２５３

猿渡  岱爾 ２４５－０００２
横浜市泉区緑園４－２－１　サンステージ４

－７０３
045-814-3133 jaonecqa@tuba.ocn.ne.jp

三瓶  政一 ５６３－００２８ 池田市渋谷２－６－１９－Ｂ ０７２－７５２－０１９１ sampei@comm.eng.osaka-u.ac.jp

し 塩原  和

塩見　正 １９０－００３１ 立川市砂川町４－４６－２５
０４２－５３６－２１６７

(FAX兼用)
shiomitd41@gmail.com

塩谷　淳一 １８１－０００２ 東京都三鷹市牟礼４－１６－２０ ０４２２－７２－４７７２ shiojun24@gmail.com

鹿谷　元一 ３４５－００４５
埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西５－７－１

０

重野　誉敬 １０１－００２１ 千代田区外神田４－１４－２－１５０８ shigeno@sotokanda.org

宍戸  成夫 １０４－００５１ 中央区佃１－１１－７－２３０７ 03-3532-5645 shishido@flute.ocn.ne.jp

篠塚　隆 １８４－０００３ 小金井市緑町５－１３－３０ ０４２－３８２－８１８４ shinozuka.takashi@gmail.com
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渋木　政昭

島影　尚

島田　淳一

島田  政明 ３５９－００４２ 所沢市並木７－１－２－５０６

清水  栄太 ２０３－００４１ 東京都東久留米市野火止３－４－３－１０３ 080-6553-8167

清水  良真 １８１－０００１ 三鷹市井の頭３－２９－１０ 090-3680-9992 y777-shimizu@ezweb.ne.jp

下世古  幸雄 １８３－００２７ 調布市本町２－２１－２３ 042-368-5775 ssahio@hotmail.com

す 杉内  友子

杉浦  行 ６６３－８１０３ 兵庫県西宮市熊野町３－４－２１３ ０７９８－６５－３６７０ sugiura-akira@nifty.ne.jp

杉浦　一徳

杉浦  昴

杉浦　誠 １５４－０００５ 世田谷区三宿２－９－３ m-sugi@f00.itscom.net
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杉野　勲

鈴木　茂樹 １７０-００１２ 東京都豊島区上池袋４－２４－４
０３－３９１６－３０８０

（FAX兼用）
s6-suzuk@soumu.go.jp

鈴木  誠史 １８３－００５１ 府中市栄町２－１５－１９
０４２－３６０－４１０８

（ＦＡＸ兼用）
js17340@yahoo.co.jp

鈴木　貴裕

鈴木　孝征

鈴木　能成

鈴木　仁

鈴木　良昭 ３５９－１１３３ 埼玉県所沢市荒幡１０３７－２０

春原　暢夫

炭田　寛祈 １６５－００３１ 中野区上鷺宮３－６－２ ０３ー５２４１ー９１１８ hi-sumida@nifty.com

住友　貴広 t-sumitomo@gakushikai.jp

せ 関  進 ３５９－１１５１ 所沢市若狭３－２５４９－１２ 04-2947-6056
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関口　潔 １５２－００２３ 目黒区八雲４－１５－３ ０３－５９３５－７５７５ kiyoshi@k-sekiguchi.com

関口  武夫 １９７－０８０２ あきる野市草花２９５９

瀬田　益道

そ 苑田　洋史 ２７０－０１３７ 千葉県流山市市野谷６６４－２ ０４－７１５０－４５３２ hiroshisonoda@nifty.com

た 平良　真一 ８１８－００１２ 筑紫野市天山520-21 上田様方 092-926-1034 staira517@gmail.com

髙﨑　一郎 １５７－００６６ 東京都世田谷区成城５－１５－２１ ０３－３４８２－１７５５

高杉  敏男 １９２－０９１４ 八王子市片倉町１３７９－２６
０４２－６３７－０７９３

（ＦＡＸ兼用）
takasugi_8ohji@yahoo.co.jp

高杉　博之 ２７１－００７４
千葉県松戸市緑ヶ丘１－８７松戸住宅１－２

０４
047-361-1678

高羽  浩

髙橋　和夫 ２８８－００３３ 銚子市南小川町４１１４－２ ０４７９－２３－６０７８ kazuo_00033@ezweb.ne.jp

高橋  勝見 ２８３－００５１ 東金市大沼田１１９４－７
０４７５－５５－２５７７

（ＦＡＸ兼用）

髙橋　邦彦
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高橋　冨士信 ２０８－０００２ 東京都武蔵村山市神明４－５８－１６ fjtaka@gmail.com

高橋　文昭 fumi-takahashi@mbr.ocn.ne.jp

高橋 靖宏 ２０３－００３２ 東京都東久留米市前沢4-9-20 yasu@nict.go.jp

高橋　芳男 ２７０－１４２５ 白井市池ノ上３－４－８ y-taka72154@docomo.ne.jp

高比良  昭 １８０－０００１ 武蔵野市吉祥寺北町１－１－１４
０４２２－２１－７４５２

（ＦＡＸ兼用）
atakahira@nifty.com

髙部　政雄 １９０－００２３ 立川市柴崎町１－１８－６
０４２－５２１－２４５４

（ＦＡＸ兼用）
m-takabe@tiara.ocn.ne.jp

高村　信

瀧本  正仁 ３８０－０８６５ 長野市花咲町１２３８－１０４ ０９０－１２０６－７８６９ uhk95168@nifty.com

田口　和博 １４２－００４２ 品川区豊町２－６－１２ ０３－５７５０－４８２８ taguchi819@gmail.com

田口  俊幸

竹内  鉄雄 １９６－０００２ 昭島市拝島町５－３－３０
０４２－５４３－７２７８

（ＦＡＸ兼用）

竹内　幹男
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竹下　文人 ２５２－０３１８
神奈川県相模原市南区上鶴間本町２－２５

－１６－１１０３
f1965take@gmail.com

竹之下　裕五
郎

８９１-０２０５
鹿児島市喜入前之浜町７７８８
サンファミリーきいれ２０１号室

０９０－７３８９－８０５１ take-yu@hyper.ocn.ne.jp

橘  徹幸

橘　亨

田中　歌子

田中  邦治 ３５０－２２１３ 埼玉県鶴ヶ島市大字脚折１３７７－３３
０４９－２８７－１１３９

（ＦＡＸ兼用）
kt6762@jcom.zaq.ne.jp

田中　秀一 １５４－００１２ 世田谷区駒沢２－３－６ hidekazutnk@hotmail.com

田中  晴俊 １５３－００５１ 目黒区上目黒４－８－１４ ０３－５５３４－２１０７

田中　秀磨

田中　宏雄

田中　宏 ２２１－００７７ 横浜市神奈川区白幡向町３１－１０ pillowshitanaka@gmail.com

田中　正人 ３１４－００１２ 茨城県鹿嶋市平井893-205 0299-84-0358
masakonochoco-
0227@ezweb.ne.jp
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田中　正利 ２６０－０８１４ 千葉市中央区南生実町９４－１３４
０４３－２６６－８４１８

（FAX兼用）
denchu34@yahoo.co.jp

田中  学

谷　正彦 ９１０－００６７ 福井県福井市新田塚１－８０－１５ vyf01553@nifty.com

田渕　浩一

田村　晃裕 akihiro.tamura@gmail.com

丹代　武 ２６４－０００２ 千葉市若葉区千城台東２－７－６
０４３－３０９－７１１６

（ＦＡＸ兼用）
takeshi.tandai@lac.co.jp

ち 地濃  力男 ２２５－０００３ 横浜市青葉区新石川４－６－９ ０４５－９１２－６０８８ chino469@wa.catv.ne.jp

中條　渉

長  俊男 ３５１－０１０４ 和光市南１－３４－１－５１０ ０９０－１３５０－１８０９ toshio.cho@m3.gyao.nejp

つ 塚本  賢一 ２５２－０１８４ 相模原市緑区小渕１９７７
０４２－６８７－２４４７

（FAX兼用）
tukaken@mva.biglobe.ne.jp

土田　良一 ２１１－００２５ 川崎市中原区木月３－２３－２９ ０８０－１２５２－５６９０ tuchida@dsk.or.jp

土屋  正勝 ３４３－０８４５ 越谷市南越谷２－５－４９－２０９ ０４８９－６５－３５６６ m2_tsuch@yahoo.co.jp

26 ページ



氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

筒井  修 １８４－０００４ 小金井市本町２－１６－１０ ０４２－３８２－０１２６

都竹　愛一郎 ４７４－００６２ 大府市共西町７－３１２

椿　泰文 １５３－００４３ 東京都目黒区東山１－１３－１４ tsubaki3@gmail.com

て 手島  輝夫 １８８－００１２ 西東京市南町３－２１－４ 042-465-6701

手代木  扶 １６７－００５１ 杉並区荻窪４－１３－１４
０３－３３９８－６６４１

（ＦＡＸ兼用）
tskteshi@jcom.home.ne.jp

寺崎　明 １５７－００６２ 世田谷区南烏山６－１４－６－４０３

寺本  昭一

照屋　勝男 ９０１－０３１１ 沖縄県糸満市武富３１５－９

ど 土井　義之 １５７－００６２ 東京都世田谷区南烏山３－２０－５－４０２ carptimkun@icloud.com

と 問田　成則

徳重  寛吾 １８５－００３２ 国分寺市日吉町１－２３－４３
０４２－３５９－２６４５

（ＦＡＸ兼用）
kswan@k3.dion.ne.jp

徳永　誠司 １１４－００１４ 東京都北区田端１－１２－７－１１ ０３－６３１６－９２２９ seiji1206t@kir.biglobe.ne.jp

27 ページ



氏名 郵便番号 住所 電話番号・ＦＡＸ番号 E-mail

徳丸　宗利 ４５８－００１５ 名古屋市緑区篠の風 tokumaru@r6.dion.ne.jp

斗内  政吉

飛田  常夫 ２０３－００５３
東久留米市本町３－１－４１

シティコア東久留米７０５
０４２－４７２－２２５２

（ＦＡＸ兼用）
mitoppo.31.7.7@docomo.ne.jp

富澤　和文

富田　二三彦 ３１１－１４０５ 茨城県鉾田市上太田365-14 090-4722-3292 ftomita@email.plala.or.jp

鳥居　秀行 １２０－００４６ 東京都足立区小台２－２５－１０－１０２

鳥山　裕史

な 内藤　秀之 １８３－０００５ 東京都府中市若松町２－３８－２８

長井　雅彦

中江　紳悟 １０２－００７４ 千代田区九段南四丁目八番三号の1107
０９０－２５３２－７２０３

s.nakae@jp-maintenance.jp

中尾　正博 ２７０－１４３４ 千葉県白井市大山口２－８－５－２０３ ０９０－４０７５－５９６２ oakan730.ov@gmail.com

中川  建三
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中川　晋一

仲川　史彦 １４１－００３１ 品川区西五反田６－２５－８－１２０５
０３－３４９５－０６６４

（ＦＡＸ兼用）
fumihiko@naka-gawa.org

中桐　紘治 ５９４－０００６ 和泉市尾井町２２５－１１ ０７２５－４６－５６４８ uxmt91832@maia.eonet.ne.jp

中越　一彰

中澤　勇夫 nakazawa@gol.com

中沢　淳一 naka-j1-pc@ab.auone-net.jp

中澤　忠輝 １６９－００７３ 東京都新宿区百人町３－１９－１－１０２
０３－３３６１－５９９１

（FAX兼用）
t_nakazawa007@yahoo.co.jp

中島　睦晴 080-1048-9243 mu44nakaji@yahoo.co.jp

中田  和男

中田  伸二

中田  睦 １３５－００１６ 江東区東陽４－７－３５－４０６ ０３－３６４６－８０７２ 19530811m-nakata@ezweb.ne.jp

長竹  孟
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中津井  護 １８５－００３５ 国分寺市西町４－１－３６－３０５ ０４２－５３６－７７９７ nakatsui@xc4.so-net.ne.jp

中西　崇文

中野  敬 １８９－０００１
東村山市秋津町５－２７－１８ベルメゾン秋

津７０３
０４２－３９５－９６１３

（ＦＡＸ兼用）
sai-nakano@belle-maison.jp

永野  葉子

中間　弘 nakama@asist.iir.titech.ac.jp

中道　正仁

中村  健治

中村　治幸 ２７７－００４２
千葉県柏市逆井２－１－１５－３０３

０９０－８６８１－７０８１ h2.nakamura@soumu.go.jp

中村　守里也 m_naka@meiji.ac.jp

中村　義勝

中村  義晴

中村  嘉彦 １６６－００１５ 杉並区成田東５－４－２４
０３－３３９８－８２５９

（ＦＡＸ兼用）
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中山　治人 ６３１－００６１ 奈良県奈良市三碓町１－１１－９ ０７４２－４７－０６５５ hnakayamas@yahoo.co.jp

永山  幹敏

灘本　明代

生井沢  稲子

に 西岡　俊夫

西垣　孝則 ６８０－０８２１ 鳥取県鳥取市瓦町４７１ nisigaki@rb4.so-net.ne.jp

西方  敦博

西川　成顕

西崎  良 ３５９－００３４ 所沢市東新井町９６－１ ０４－２９９６－１７１５ nisizaki@fc4.so-net.ne.jp

西田　正純 １８７－００２１ 小平市上水南町２－３－１５ ０４２－３２４－３６６９ my-nishida@home.email.ne.jp

西野　道子

西牟田  一三
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西村　秀一 １８８－０００１ 東京都西東京市谷戸町２－１－７５－４３３ ０４２－４６３－６６９３ nishimura@mte.biglobe.ne.jp

西村 秀樹 １９８－０００１ 東京都青梅市成木２－１２５－１ ０４２８－７４－６６４０ ho122hideki@docomo.ne.jp

西本　修一 １５６－００５２ 世田谷区経堂１－２７－９－３０４ ０３－５４７７－３９３１ nishimoto@tfm.co.jp

新田  晃道 １６７－００４３ 杉並区上荻３－７－９
０３－３３９６－９０６１

（ＦＡＸ兼用）

ぬ 沼田　尚道 ３３１－０８０２ さいたま市北区本郷町９７３－４３ numata@naomichi.org

沼田　文彦 １５０－０００１ 渋谷区神宮前１－３－６－７１０ ０３－５４７４－１９２３ f-numata@nifty.com

ね 合歓垣  礼子

の 野崎　憲朗 １９２－００２３ 八王子市久保山町２－４３－１１ ０９０－３５７５－０４８７ kuboken@za2.so-net.ne.jp

野尻  英行 １５３－００４４ 目黒区大橋２－１７－３８－８１４ h.nojiri@soumu.go.jp

野田  為 ８６１－４１１５ 熊本市南区川尻３－１７－１１
０９６－３５８－４７８３

（ＦＡＸ兼用）

野田  紀子 ８６１－４１１５ 熊本市南区川尻３－１７－１１
０９６－３５８－４７８３

（ＦＡＸ兼用）

野田  秀樹
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能村  昭弘

則武　潔 ２０４－００１１ 東京都清瀬市下清戸１－１４３－９ ０４２－４９５－１７３３ madein.noritake@gmail.com

は 萩本　猛

箱石  千代彦 ６９０－０８５２
島根県松江市千鳥町１０

レイクハイツちどり３０２号室
０９０－８４８６－７６２４ chiyohiko.hakoishi@gmail.com

橋本  和彦 ２１６－００３１
川崎市宮前区神木本町２－１５－１５

－１１６
０４４－８６５－１７０６ QVG01346@nifty.com

橋本　幸雄 １１４－０００２ 東京都北区王子４－２－６ ０３－３９１２－８９６４ yukio-h@pop02.odn.ne.jp

長谷　良裕 １０４－００３３ 東京都中央区新川２－１０－１－１９０２ ０８０－６８１５－０９１２ hase@WirelessDesign.biz

長谷川  莞爾 １５３－００６１ 目黒区中目黒３－２１－８ ０３－３７１２－２６２７

長谷川　允人 ３９７－０００１ 長野県木曽郡木曽町福島５６１１番地 ０２６４－２２－２２７２ brb62637@nifty.com

幡谷　実得

浜　眞一 ３５６－００５９ 埼玉県ふじみ野市桜ケ丘　１－４－５４ gdb00307@nifty.com

早川  澄子 １８５－００２２ 国分寺市東元町１－１２－６
０４２ー３２２－１２５１

（ＦＡＸ兼用）
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早坂　薫 ３１１－２２１１ 茨城県鹿嶋市青塚１０８１

林　弘 ２２４－００１５ 横浜市都筑区牛久保西１－７－２６ ０４５－９１０－３５７７ hiromuhayashi@nifty.com

原　大五朗

原  良人

原口  亮介 ２１４－００１４ 川崎市多摩区登戸２９３５－５
０４４－９３４－２７４０

（ＦＡＸ兼用）

原田　亜美

原田　博司

ひ 久木  幸治 ９０１－２２１３
宜野湾市志真志１－１０志真志宿舎１－３０

４
０９８－８９５－８５１５

久　徹

菱田　光洋 １６９－００７３ 東京都新宿区百人町3-27-1-814 03-6323-2210 m.hishida@soumu.go.jp

菱沼　宏之 ２３０－００６２ 横浜市鶴見区豊岡町３４－１３ ０４５－５１５－２７４８ hishinuma21@gmail.com

日高  哲男 ３０５－００４６ つくば市東２－２３－３
０２９－８５５－９６６８

（ＦＡＸ兼用）
te-hidaka@nifty.com
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平岡　泰 ６５１－２４１１ 神戸市西区上新地２－２９－１０ ０７８－９６７－５７５１ hiraoka@fbs.osaka-u.ac.jp

平川　久夫 １９７－００１１ 福生市福生２２３４－３８ ０４２－５３０－００９２ hirak2@ezweb.ne.jp

平山　昭一 ３００－０５１１ 稲敷市高田１８０２ ０２９ー８９２－２６７８ heysun@sky.plala.or.jp

広瀬  公司 ２０３－００４３ 東久留米市下里７－８－１３－１０６ ０４２－４１１６－３００４

廣本　宣久 hiromoto.norihisa@shizuoka.ac.jp

広森  末満 １８７－００４５
小平市学園西町１－１７－１－４２４

エクスアン一橋学園
090-1204-4698

ふ 深沢　岩美 ３５９－１１３２ 埼玉県所沢市松ヶ丘２－１３－５ ０４－２９６８－８９６５

福田　和弘 １７４－００６５ 東京都板橋区若木１－８－１９池田方 ０３－３９３２－８８９９ k.fukuda@soumu.go.jp

福田  稔

福地　一 fuku8601@outlook.jp

畚野  信義 ３５９－１１１１ 所沢市緑町１－６－１３－９０６ ０４－２９３９－５５４２ pfugonod@nifty.com

藤井　智史 ９００－００１１ 沖縄県那覇市上之屋１－４－１８ ０９８－９９５－７８９０ fujii@eee.u-ryukyu.ac.jp
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藤瀬　雅行 fujise@m7.dion.ne.jp

藤田　悦弘 １０４－００５４ 東京都中央区勝どき２－５－８－２０６ enj-fujita@yb.dion.ne.jp

藤本　昌彦

渕井  享 １８４－００１３ 小金井市前原町４－４－２６
０４２－３８５－３８４８

（ＦＡＸ兼用）
to3-fuchii@docomo.ne.jp

古濱  洋治 ６３１－００４６ 奈良県奈良市西千代ヶ丘１－１９－８ ０７４２－４９－２５１２ furuhama.yoji@kcn.jp

古屋　修司 １７７－００５１ 東京都練馬区関町北３－１９－１１ yrl04017@gmail.com

古谷  進

ほ 細川 貴史 １５７－００７４ 東京都世田谷区大蔵１丁目１５番５号
０３－６７５４－５９２７

（ＦＡＸ兼用）
takafumi@m2.dion.ne.jp

堀　利浩
toshihiro.hori.0123456789@gmail

.com

堀　義明 １３５－０００３ 江東区猿江２－１６－２３－４２２
０３－５６００－３９１５

（ＦＡＸ兼用）

ま 前川　正文 １５１－００７２ 東京都渋谷区幡ケ谷２－１８－１２ ０９０－８０５３－４０５８ maegawa@ibm.com

前田　治 ２７５－００２５ 千葉県習志野市秋津2-5-4-302 chaku2017@gmail.com
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前田　安信 ２７３－０００２ 千葉県船橋市東船橋６－１１－９ ０９０－８５８０－１５４７ yasumaeda@gmail.com

益子　信郎 １８４－００１５ 東京都小金井市貫井北町３－１５－５ ０４２－３１２－４２２９ mashiko@nict.go.jp

増子　弘治 世田谷区桜岡２－７－２０ ０８０－５５２３－６３６５ 4710760001@jcom.home.ne.jp

増子　治信 １９３－０８２５ 東京都八王子市城山手１－１４－１２ masuko5124@nifty.com

増沢　博司 ２５６－０８１３ ０４２－５２０－７０６６ masuzawa219@tbp.t-com.ne.jp

増田　和宏 ９３３－００３２ 富山県高岡市定塚町５－２２ ０７０－５６３１－２３７５ kzmasuda2000@gmail.com

桝田  孝一郎

松井　敏明 １５４－００１６
世田谷区弦巻1-50-15 グラチィオーゾ弦巻

Ｂ２
080-5671-6669 binmatsui@gmail.com

松井　俊弘 １６９－００７３ 新宿区百人町３－１９－１－５１５ ０６－６８７９－７３５１ matsui@uic.osaka-u.ac.jp

松井　房樹

松浦  豊志 ７３７－０８０１ 呉市東辰川町４－１４
０８２３－２２－７１８９

（ＦＡＸ兼用）
mtoyoshi@sirius.ocn.ne.jp

松浦  延夫 ４７０－０１３４
日進市香久山４－２０１－１３

１０３－２０１
０５２－８０１－０９８６ matuura@pb3.so-net.ne.jp
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松島　裕一 ３５９－００４７ 所沢市花園１－２４３０－２３ ０４－２９４３－４８５７ matsushima@waseda.jp

松田　和男 mazda3984@aol.com

松本　和良 ７５９－６６０１ 山口県下関市大字福江８４４ ０８０－６５８３－４６３１ mat-apii@ezweb.ne.jp

真鍋　武嗣 ５９０－０１１３ 堺市南区晴美台３－５－１－７０１ manabe@aero.osakafu-u.ac.jp

真野　和彦 １８０－００２３ 武蔵野市境南町２－１０－７－３０３ mano752@gmail.com

み 丸橋　克英 ３５０－１３１７ 狭山市水野６６０－７３ ０４－２９５９－３８３１ kmaru_bg@kzh.biglobe.ne.jp

三沢  充男 ３５９－１１４６ 所沢市小手指南２－３０－１３ 04-2947-1691 misawa.mitsuo@grape.plala.or.jp

満留  博人 ８６２－０９０１ 熊本市東区東町４－８－２－４０５

皆越  尚紀 ８６７－００１２ 熊本県水俣市古城２－６－５６ ０８０－１３２５－２０６５ minakoshi121@docomo.ne.jp

南　圭次 ２３９－０８３１
神奈川県横須賀市久里浜６－１０－２－３０

５
０４６－８３５－１４２０ s1011090@shugiinjk.go.jp

美濃川  晴雄 １８７－０００２ 小平市花小金井２－１４－３９ ０４２－４６３－５４７６

三森　太 ２１１－００１２
神奈川県川崎市中原区
中丸子１３－１７－３２１６

０８０－５０２７－６１３４ f3forest@softbank.ne.jp
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三宅　亙 １９０－０００２ 立川市幸町２－１３－１

宮崎  茂 １５８－００８１ 世田谷区深沢２－１２－１－９０２ ０３－３７０５－５７８６ miyazakis2@yahoo.co.jp

宮下  功 ４０８－００３２ 山梨県北杜市長坂町大井ヶ森７０－７ ０５５１－３７－６０４８ iy2899miyasita@yahoo.co.jp

む 向井  裕之 ７３１－０２２３ 広島市安佐北区可部南３－１１－３６
０８２－８１２－２８０９

（FAX兼用）
h-mukai@fureai-ch.ne.jp

虫明  康人 ９８１－０９６３ 仙台市青葉区あけぼの町２－１８ ０２２－２３４－０５０１

村上  秀俊 ０２９－３４０１ 一関市藤沢町増沢字中の森１６２ ０１９１－６３－４９７３ h.murakami@coffee.ocn.ne.jp

村城　純一 ５７３－０１０５ 大阪府枚方市長尾東町３－１０－２０ ０７２－８５８－１３２２

村瀬　満宏

村田  一夫 ２９４－００２３ 館山市神余４２００ ０４７０－２８－２８９８ murata.kazuo@amber.plala.or.jp

村田  淳 ５１４－００６３ 津市渋見町６３０－５２ ０５９－２２５－４７６０

村永  孝次 ８１４－０００５ 福岡市早良区祖原１４－７－５０１ ０９２－８２２－４１１７ fk-muranaga@h7.dion.ne.jp

村松　茂
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村山  薫

も 元田  武男

森  一浩 １６８－００７３ 杉並区下高井戸４－２０－２９ ０３－３３０２－６６５６ kazuhiro-mori@soumu.go.jp

森　克彦 １５０－０００１ 東京都渋谷区神宮前1-3-6-719 090-8171-4221

森　忠久

森　弘隆 １９６－０００２ 東京都昭島市拝島町２－１８－１４ satukintk@outlook.jp

森川　容雄 tak_crl@yahoo.co.jp

森河　悠 ２０６－００３３ 多摩市落合１－２０－１－６１２
042-371-6031

森下　信 １１４－０００２ 東京都北区王子6-6-1-1403 03-3927-1150 s-morish@ezweb.ne.jp

や 森島  展一 １６８－００８１ 杉並区宮前５－２２－１５ ０３－３３３３－７４７３ n-morishima@nifty.com

安成　知文 １８５－００２３ 国分寺市西元町２－１４－１０ 042-321-3398 necotab719519@docomo.ne.jp

柳谷　登美雄
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山内　真由美

山岸  登

山口　修治 １５３－００４３ 目黒区東山２－１７３－２０５ shuyamag@gmail.com

山口　正

山口　典史 ９２３－１２１１ 石川県能美市旭台１－５０　Ａ５３ ０８０－２３９０－４６４１ yamaguchi_norifumi@yahoo.co.jp

山腰　明久 １８４－０００３ 東京都小金井市緑町２－１１－２８

山崎　一郎 １８２－００１２ 調布市深大寺東町４－１８－５

山崎　達也 ９５０－２０６４
新潟県新潟市西区寺尾西１丁目３－８１－

６

山崎  優 ２７９－００１１ 浦安市美浜３－６－１８
０４７－３５３－９０１７

（ＦＡＸ兼用）

山下  七郎

山下　博彦 ２０５－００２１ 東京都羽村市川崎１－１０－４１ ０９０－２４６５－７７２３ yama042yama@gmail.com

山田　和晴 １１６－００１３ 荒川区西日暮里１－２９－１
０３－３８９１－２３５９

（ＦＡＸ兼用）
k.yamada@soumu.go.jp
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山中　幸雄 １８１－００１５ 三鷹市大沢３－１１－３０ ０４２２－５７－６８０２ yukioy-2011@docomo.ne.jp

山西  光夫 １９２－００４３ 八王子市暁町２－３７－７
mitsuo-

yamanishi@aqua.plala.or.jp

山野　哲也 ２７０－１１６６ 千葉県我孫子市我孫子２－５－７０８ ０４－７１３８－５６２７ teyamano@yahoo.co.jp

山村　明弘 ０１０－１４１４
秋田県秋田市御所野元町４－４－１４

－２０２　セレーノ　２－２０２
０１８－８５３－４８１０ yamamura@ie.akita-n.ac.jp

山本　一晴 １１４－００２４ 東京都北区西ケ原１－８－９ ０３－３９４９－７６５５ i_ymt171@hotmail.com

山本　修

山本　邦彦 ３３８－０８３７ 埼玉県さいたま市桜区田島4-23-26 048-864-9336 k_yamamoto_mic@yahoo.co.jp

山本　正文

山本  稔 １８７－００２３ 小平市上水新町１－２４－１２
０４２－３４７－２５６０

（ＦＡＸ兼用）
yamamoto.m@fj9.so-net.ne.jp

山本　幸子

ゆ 弓指  勇

よ 横山　勝夫 ２０１－０００５ 東京都狛江市岩戸南４－２３－９－４０６ ０３－３４３０－５６５７ 0ee2jx35725192e@ezweb.ne.jp
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横山　隆裕 １６９－００７５ 東京都新宿区高田馬場３－３９－２６ yokotaka@crest.ocn.ne.jp

横山  光雄 ３３５－０００１ 蕨市北町４－２－８
０４８－４４４－１５１０

（ＦＡＸ兼用）
m.y.yokoyama@nifty.com

吉尾　修治

吉川  真 ２２７－００４６ 横浜市青葉区たちばな台２－１１－１ 6093.makoto@kta.biglobe.ne.jp

吉崎　正弘 １７１－００３２ 豊島区雑司が谷１－４９－１１－６０４
０３－５９５４－１４５０

（ＦＡＸ兼用）
m-yoshiz@mva.biglobe.ne.jp

吉沢　靖之 ２５２－０３１８ ０９０－９３２２－５６７３ yyoshizawa@gmail.com

吉田  和江 ３５４－００４１
入間郡三芳町藤久保１６－１５　吉田直哉

方
０９０－４３７７－０２２８

吉田　實 ９８１－３２１４ 宮城県仙台市泉区館１－１０－２ ０２２－３７９－４３３７

吉武　洋一郎 ２２５－０００３ 横浜市青葉区新石川１－４－２－４１４ 221b.elementaryuk@gmail.com

吉野　泰造 １７６－００２５ 練馬区中村南２－７－３１－１１０ t.yoshino@za.pial.jp

吉野　浩史

吉村  和幸 １９３－０８４４ 八王子市高尾町１５９９
０４２－６６１－８８４８

（ＦＡＸ兼用）
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吉本　繁壽

米子　房伸 １５４－０００１ 世田谷区池尻１－２－３４－１１４ ０８０１０８３－８２７６ JAG0017@nifty.com

米山  一彦 ３０１－００４３ 竜ヶ崎市松葉６－１４－８
０２９７－６６－７６７８

（ＦＡＸ兼用）

り 李　瑛 １８３－００１４
東京都府中市是政４－１－１　リムザ1223

号
０９０－９３４６－０３０４ liying@nict.go.jp

竜宮寺  修

わ 若尾  正義 １５４－００１６ 世田谷区弦巻１－１９－１３ ０３－３４２７－３２８６（FAX兼用） waka427@sirius.ocn.ne.jp

若菜　恒巳 ５４７－００２６
大阪市平野区喜連西１－１６－１１－８０３

和田　尚弥

渡辺　克也 １６９－００７２ 新宿区大久保３－３－１－６０７ charley.k@nifty.com

渡辺　克朗 １８４－０００３ 小金井市緑町５－１７－２ ka260@outlook.jp

渡邊　成昭

渡邊　修宏 １７０－０００３ 東京都豊島区駒込４－３－２０－１０２１ ０９０－３５３８－９１１７ wata.nov@gmail.com
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渡辺　正喜 ２０３－００２２
東京都東久留米市ひばりが丘団地６－５－

９０３
０９０－５２０３－２１７２ masaki-watanabe@soumu.go.jp
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