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『全国工場通覧』にみる工場一覧（昭和 15 年版、昭和 16 年版） 
 
 

『全国工場通覧』は、商工省の編纂による日本全国におよぶ工場ごとのデ

ータ一覧である。朝鮮・台湾・満洲などは含まれていない。日刊工業新聞社

より刊行された。最初に刊行されたのは昭和６年版で、その後毎年刊行され

て、昭和 16 年版を最後に中断された（全 11 巻）。柏書房より、復刻版が 23
巻に分けて刊行されている（1992～93 年）。 

本書は、商工省令「工場調査規則」により５人以上の職工を使用する設備

を有し、または５人以上の職工を現に使用する工場主より提出された調査票

に基づき編纂されたものである。よって調査票が提出されなかった会社、商

店、工場などは収録されていない。また、巻末に附録として公立工場一覧が

記載されている。 
『全国工場通覧』の資料価値に関しては、復刻版の「解題」で後藤靖、下

谷政弘氏が次のように整理している。①各府県・郡市町村でどのような工業

が存在し、それらがどのように発展したのか、またいつ消滅してしまったか

を個別工場にまで立ち入って検討する上では唯一のもの。②工業の類別を大

分類、小分類、細分類と分けて、詳細をきわめている。③細分類のなかでは、

例えば絹織物の場合には縮緬羽二重や絹綿交織、機械器具業の場合には銃砲

弾丸など、製品の具体的種類まで記されている。すなわち、地域における工

業の発展や展開の様相を、個別工場を把握して明らかにすることができるも

のといえよう。 
この工場一覧は、そのうち昭和 15 年版と昭和 16 年版から多摩地域に所在

する工場を抽出したものである。それぞれ掲載順に掲げた。昭和 15 年版は紡

織工業が最初に記載されているが、16 年版では金属工業・機械器具工業・化

学工業など重化学工業部門が先頭に配列されている。記載項目は、工場名、

住所、創業年月、製造品目、代表者名の５項目である。漢字は原則として常

用漢字を用いた。地名などの明らかな誤植は直した。内容を補記・訂正した

ものは、〔 〕で示した。判読不明箇所はその字数を■で示した。 
両年の凡例によると、昭和 15 年版は昭和 13 年１月１日～12 月末日まで、

昭和 16年版は昭和 14年１月１日～12月末日までに提出された調査票をまと

めたものである。しかし、昭和 16 年版の記載内容を抽出してみると、昭和

15 年２月 11 日に町制を施行した国分寺村が国分寺町と記載されていたり、

同年12月 1日に市制を施行した立川町も立川市と記載されているものがある。

これは提出期限に遅れた調査票も追加して掲載したのか、あるいは編纂時に

訂正したものなのか、本書だけでは判然としない。 
業種別工場数は、表１のとおりである。また、表２「創立年代別工場数」、

表３「市町村別工場数」を作成した。両年を比べると、掲載工場数に大きな

差がある。また、記載内容も同一工場なのに操業年月が違うものがある。こ

れらの点に関しても、検討を重ねる必要があるだろう。 
なお、戦後は昭和 22、24、25 年～平成８年版（隔年）が発行されている

（昭和 25 年より通商産業省編纂）。また、『全国工場通覧』の前後に、農商務

省編『工場通覧』（明治 35、37、42、44 年、大正７～10 年）、データフォー

ラム編『工場ガイド』（平成９～12 年）がある。 
（保坂一房／たましん地域文化財団） 

表１ 業種別工場数（昭和 15 年版 昭和 16 年版） 
紡織工業 630  837  金属工業 18   29  
機械器具工業 57  160  窯業 10   18  
化学工業 11   22  製材木製品工業 44   64  
印刷及製本業 4   7  食料品工業 44   88  
瓦斯及電気業 1   1  其他ノ工業 13   31  
  合  計 832 1,257  
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表２ 創立年代別工場数（昭和 15 年版 昭和 16 年版） 
宝永～安政 14   7     
紡織工業 7   4 食料品工業 6   3 製材木製品工業 1   0 

明治１～20 年 33   44     
紡織工業 28   20 食料品工業 4   19 印刷及製本業 0   1 
窯業 0   1 機械器具工業 0   1 金属工業 1   1 
其他ノ工業 0   1     

明治 21～40 年 73   75     
紡織工業 63   60 食料品工業 4   7 印刷及製本業 1   1 
製材木製品工業 3   2  金属工業 1   1 化学工業 1   0 
其他ノ工業 0   4     

明治 41～大正 15 年 357  370     
 紡織工業 301  294 食料品工業 9   23 印刷及製本業 1   1 
製材木製品工業 19   21 窯業 4   5 金属工業 1   2 
機械器具工業 11   17 化学工業 3   2 其他ノ工業 8   5 

昭和２～16 年 340  602     
紡織工業 222  341 食料品工業 15   31 印刷及製本業 2   4 
製材木製品工業 21   35 窯業 6   8 金属工業 15   21 
機械器具工業 46   128 化学工業 7   16 瓦斯及電気業 1   1 
其他ノ工業 5   17     

年不詳 15  159     
 紡織工業 9  110 食料品工業 6   13 製材木製品工業 0   6 
 窯業 0   4  金属工業 0   4  機械器具工業 0   14  
 化学工業 0   4  其他ノ工業 0   4    
    合 計 832 1,257 

 
表３ 市町村別工場数（昭和 15 年版 昭和 16 年版） 
南多摩 488  711       
八王子市 345  426 小宮町 59  130 浅川町 17   26 元八王子村 13   33 
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川口村 14   23 恩方村 6   18 横山村 12   23 加住村 2   2 
由井村 3   2 由木村 0   1 日野町 5   9 七生村 0   4 
町田町 8   11 鶴川村 1   1 南村 1   2 忠生村 2   0 
北多摩 151  290       
立川町＊1 11   37 砂川村 5   4 昭和村 5   11 拝島村 6   1 
大和村 3   3 谷保村 1   2 国分寺村＊2 2   5 小金井町 7   13 
武蔵野町 19   48 三鷹村 15   50 田無町 4   12 保谷村 5   16 
清瀬村 1   1 小平村 3   4 東村山村 6   10 久留米村 0   4 
村山村 19   21 府中町 4   11 多磨村 7   2 西府村 0   1 
調布町 15   15 神代村 5   5 狛江村 8   14   
西多摩 193  256       
青梅町 32   47 調布村 31   58 霞村 14   14 吉野村 6   14 
三田村 10   13 小曽木村 18   20 成木村 5   5 五日市町 13   13 
小宮村 3   5 戸倉村 4   7 増戸村 2   1 西多摩村 8   10 
福生村＊3 10   4 熊川村＊3 2   3 東秋留村 6   6 西秋留村 3   4 
多西村 4   4 平井村 4   5 大久野村 3   4 氷川村 2   6 
古里村 6   5 箱根ヶ崎村＊4   3   3 石畑村＊4 2   3 長岡村＊4 2   2 
殿ヶ谷村＊4 0   0 檜原村 0   0     

      合 計 832 1,257 
＊1 立川町は、昭和 15 年 12 月１日に市制施行 
＊2 国分寺村は、昭和 15 年２月 11 日に町制施行 
＊3 福生村と熊川村は、昭和 15 年 11 月 10 日に合併して福生町を施行 
＊4 箱根ヶ崎村、石畑村、長岡村、殿ヶ谷村は、昭和 15 年 11 月 10 日に合併して瑞穂町を施行 
 
『全国工場通覧』にみる工場一覧（昭和 15 年版） 
 

 紡織工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 製糸業      
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西川製糸株式会社 北多摩郡 昭和村中神 873 大正 14 年６月 生糸 西川伊左衛門 

西川製糸株式会社八王子工場 南多摩郡 元八王子村下壱分方 1065 昭和６年４月 生糸 西川伊左衛門 

東京国糸販売組合連合会立川工場 北多摩郡 立川町 4357 昭和９年 11 月 生糸 渡正監 

川杉製糸工場 西多摩郡 霞村今寺 804 大正３年８月 生糸 川杉民次郎 

片倉製糸紡績株式会社八王子製糸場 南多摩郡 小宮町西中野 3617 明治 30 年２月 生糸 片倉亮平 

加藤製糸株式会社 西多摩郡 西多摩村 567 明治 41 年６月 生糸 加藤角次郎 

鴨下製糸場 北多摩郡 小金井村 405 明治 34 年２月 生糸 鴨下玉松 

多摩製糸株式会社 西多摩郡 熊川村 724 昭和２年６月 生糸  

中野製糸工場 北多摩郡 大和村奈良橋 675 昭和９年５月 生糸 内堀福太郎 

府是製糸株式会社 西多摩郡 青梅町青梅 112 大正 15 年７月 生糸 小沢太平 

小山製糸場 西多摩郡 多西村 715 明治 41 年３月 生糸 小山辰吉 

小宮製糸場 南多摩郡 小宮町西中野 3590 大正５年３月 生糸 寺沢要治 

生糸販売組合西王社 西多摩郡 西多摩村 1393 昭和６年４月 生糸 宮川清 

橋本製糸場 西多摩郡 西秋留村淵上 371 昭和３年２月 玉糸 橋本平司 

萩原製糸工場 西多摩郡 戸倉村 172 昭和 12 年４月 玉糸 萩原角左衛門 

高水製糸工場 西多摩郡 五日市町小中野 167 明治 42 年６月 玉糸 高水照政 

高橋製糸工場 西多摩郡 戸倉村 658 昭和９年１月 玉糸 高橋浪吉 

浦野製糸工場 西多摩郡 小宮村乙津 722 大正２年４月 玉糸 浦野繁造 

栗原製糸工場 西多摩郡 五日市町 1056 昭和４年２月 玉糸 栗原勝蔵 

ヤマヌ製糸場 西多摩郡 小宮村乙津 278 大正８年３月 玉糸 高野孝雄 

山崎製糸工場 西多摩郡 小宮村乙津 219 大正５年３月 玉糸 山崎高保 

来住野製糸工場 西多摩郡 戸倉村 1399 大正５年６月 玉糸 来住野芳保 

 紡績業      

東京紡績株式会社中神工場 北多摩郡 昭和村中神 昭和 12 年８月 紡毛糸 中川伊左衛門 

 撚糸業      

蓮見撚糸工場 北多摩郡 保谷村下保谷 447 大正 11 年２月 綿糸加工 蓮見宇免 

笑和撚糸工場 西多摩郡 箱根ヶ崎村 昭和 10 年 1月 魚網用綿糸 高見光成 

石井撚糸工場  八王子市元横山町 617 大正 15 年６月 絹撚糸 石井幸太郎 

石原撚糸工場  八王子市上野町 21 大正 11 年 11 月 絹加工 石原佐平治 
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岩波絹撚工場  八王子市平岡町 17 大正 13 年 10 月 生糸加工 小林林造 

岩波撚糸工場  八王子市平岡町 14 大正 14 年１月 絹加工 中村万寿一 

早川撚糸工場  八王子市元横山町 58 昭和３年８月 絹撚糸 早川義貞 

二宮加工撚糸工場  八王子市元横山町 755 大正 14 年 12 月 加工撚糸 二宮喜一 

西野松蔵商店撚糸工場  八王子市明神町 94 昭和９年 10 月 生糸 西野松蔵 

細谷撚糸工場  八王子市元横山町 421 昭和４年８月 絹撚糸 細谷保次 

落合撚糸工場  八王子市元横山町 14 昭和７年８月 生糸加工 落合馬吉 

荻生田撚糸工場  八王子市元横山町 353 昭和２年１月 絹撚糸 荻生田弥八 

金子撚糸工場  八王子市万町 40 大正 13 年 10 月 絹撚糸 金子金次 

柿島撚糸工場  八王子市万町 130 昭和７年１月 絹撚糸 柿島篤平 

田中撚糸工場  八王子市小門町 98 大正２年４月 絹撚糸 田中国太郎 

高橋撚糸工場  八王子市平岡町 26 昭和４年９月 絹撚糸 高橋タカ 

園部撚糸工場  八王子市上野町 92 昭和６年７月 人絹撚糸 園部恵庸 

中村撚糸工場  八王子市本町 108 昭和１年 12 月 加工撚糸 中村重治 

山口撚糸工場  八王子市元横山町 54 昭和７年 1月 絹撚糸 山口岩吉 

山口撚糸工場  八王子市本町 20 昭和８年１月 人絹撚糸 山口忠司 

矢崎撚糸工場  八王子市小門町 85 大正 10 年 10 月 織物再製糸 矢崎保太 

福泉撚糸工場  八王子市南新町 13 大正 10 年４月 絹撚糸 福泉善助 

福島撚糸工場  八王子市上野町 2 明治 41 年 10 月 生糸加工 福泉百太郎 

小林撚糸工場  八王子市台町 18 大正 13 年２月 絹糸加工 尾崎秀孝 

秋山撚糸工場  八王子市本町 70 大正９年 1月 生糸 秋山昇平 

秋山撚糸工場  八王子市元横山町 189 昭和２年８月 絹撚糸 秋山圭三 

秋間撚糸工場  八王子市元横山町 222 昭和６年８月 絹撚糸 秋間仁助 

秋間撚糸工場  八王子市元横山町 185 昭和８年１月 絹撚糸 秋間清麿 

秋間撚糸工場  八王子市元横山町 222 大正６年３月 絹撚糸 秋間為一 

新井撚糸工場  八王子市元横山町 61 大正５年２月 絹撚糸 新井芳造 

新井絹撚糸工場  八王子市本町 37 大正 10 年８月 絹撚糸 新井磯吉 

新井撚糸工場  八王子市元横山町 237 明治 40 年１月 絹撚糸 新井弥三郎 

佐伯撚糸工場  八王子市平岡町 19 大正 13 年 11 月 生糸 佐伯保太郎 

三ツ木撚糸工場  八王子市天神町７ 明治 40 年４月 織物用絹撚糸 三ツ木与重 
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平野撚糸工場  八王子市元横山町 66 大正 10 年６月 絹撚糸 平野文司 

肥沼撚糸工場  八王子市万町 40 大正 10 年 10 月 絹撚糸 肥沼与吉 

菱山撚糸工場  八王子市元横山町 195 大正 15 年３月 絹撚糸 菱山利一 

鈴木撚糸工場  八王子市万町 68 昭和５年３月 絹撚糸 鈴木重徳 

岩波撚糸工場 西多摩郡 西多摩村羽 280 大正 12 年９月 生糸加工 岩波半治郎 

西川撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 617 昭和 10 年 1月 織物用撚糸 西川亀三郎 

西山撚糸工場 北多摩郡 狛江村岩戸 1445 大正 14 年９月 絹撚糸 西山定吉 

金古撚糸工場 北多摩郡 小平村小川 昭和７年３月 紬生糸 金古伊重郎 

立川撚糸工場 北多摩郡 調布町布田小島分 187 明治 43 年 絹撚糸 立川仙吉 

立川万平撚糸工場 北多摩郡 調布町上布田 118 安政３年 絹撚糸 立川万平 

田野倉撚糸工場 南多摩郡 横山村散田 449 大正 10 年３月 生糸撚糸 田野倉周蔵 

高野撚糸工場 北多摩郡 砂川村 250 昭和３年 10 月 絹撚糸 高野吉次 

内藤撚糸工場 南多摩郡 小宮町大和田 263 大正８年９月 絹撚糸 内藤熊蔵 

中島撚糸工場 西多摩郡 五日市町留原 801 大正９年８月 絹撚糸 中島権吉 

長田撚糸工場 北多摩郡 調布町下石原 105 明治 42 年１月 島田糸 長田茂吉 

野島撚糸工場 北多摩郡 拝島村 1867 明治 30 年５月 絹撚糸 野島富士五郎 

矢部撚糸工場 南多摩郡 南村金森 362 大正７年 10 月 絹 矢部喜三郎 

山崎撚糸工場 南多摩郡 横山村散田 544 大正６年 12 月 純絹糸 山崎要一 

小山撚糸工場 南多摩郡 町田町森野 572 昭和３年４月 絹撚糸 小山喜作 

小町撚糸工場 北多摩郡 拝島村 2551 明治 31 年４月 玉糸撚糸 小町宗治良 

秋山撚糸工場 北多摩郡 拝島村 1825 大正 13 年３月 絹撚糸 秋山源次郎 

佐藤撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 1184 明治 41 年１月 絹撚糸 佐藤栄次郎 

 其他ノ撚糸及加工撚糸      

伊東撚糸工場  八王子市小門町 104 昭和６年１月 人造絹糸 伊東清吉 

長谷部撚糸工場  八王子市南新町 14 大正９年４月 加工 長谷部好三 

西村撚糸工場  八王子市千人町 77 昭和７年２月 人絹加工 西村峰造 

川井撚糸工場  八王子市寺町 57 大正 10 年 11 月 人絹撚糸加工 川井治助 

竹内撚糸工場  八王子市旭町９ 大正 15 年５月 加工絹撚糸 竹内栄吉 

中村撚糸工場  八王子市元横山町 371 昭和５年２月 人絹撚糸加工 中村浅之助 
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野崎撚糸工場  八王子市本町 85 大正 11 年８月 純絹 野崎一郎 

矢崎撚糸工場  八王子市小門町 104 大正７年 12 月 加工 矢崎正道 

府川撚糸工場  八王子市千人町 81 大正 12 年 11 月 ポーラ加工 府川柳之助 

青木撚糸工場  八王子市新町 81 大正 12 年 人絹 青木照次 

清水撚糸工場  八王子市元横山町 358 昭和 11 年 12 月 人絹撚糸加工 清水正光 

平井撚糸工場  八王子市元本郷町 148 昭和 10 年４月 人造絹糸 平井正二 

八王子撚糸株式会社 南多摩郡 小宮町大和田 960 昭和 11 年 12 月 人造絹糸  

橋本撚糸工場 南多摩郡 川口村楢原 377 昭和 10 年 1月 生糸加工 橋本正男 

株式会社西田商店八王子第二工場 南多摩郡 小宮町大和田 454 昭和 10 年２月 人絹撚糸 小川国平 

株式会社西田嘉兵衛商店 南多摩郡 小宮町西中野 1324 大正 15 年８月 人造絹 石原良助 

細田組紐撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 1003 大正 15 年４月 撚糸  

太田撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 885 大正４年８月 人絹加工 太田藤次郎 

元井撚糸工場 南多摩郡 小宮町大和田町 2153 大正 10 年１月 人絹撚糸加工 元井シゲ 

 織物業（純綿織物）      

岩波織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 明治１年２月 大巾縞木綿 岩波安治 

原織物工場 西多摩郡 長岡村 191 昭和８年２月 夜具地 原喜太郎 

原織物工場 西多摩郡 長岡村 287 昭和８年２月 夜具地 原直樹 

大谷織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 528 昭和６年８月 大巾縞木綿 大谷福次 

川村織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1224 大正 15 年１月 夜具地 川村喜市 

河辺伝織物工場 西多摩郡 調布村河辺 829 昭和４年５月 加工 河辺伝吉 

藪野織物工場 西多摩郡 霞村根ヶ布 608 明治 45 年１月 夜具地 藪野喜助 

吉野織物工場 西多摩郡 霞村新町 481 大正 15 年９月 夜具地加工 吉野常太郎 

田中織物工場 西多摩郡 調布村 142 大正１年７月 縞木綿 田中菊次郎 

田中織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 162 大正４年 10 月 小巾縞木綿 田中馬次郎 

田中織物工場 西多摩郡 青梅町勝沼 235 昭和 10 年２月 夜具地 田中光太郎 

滝島織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 700 昭和３年２月 夜具地 滝島広吉 

中島織物工場 西多摩郡 霞村根ヶ布 580 昭和２年３月 夜具地 中島東一郎 

並木織物工場 西多摩郡 青梅町 大正 13 年３月 夜具地 並木浅吉 

内田織物工場 西多摩郡 青梅町 790 明治 40 年７月 夜具地 内田勝蔵 
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ヤマヒサ平岡織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 293 大正 12 年３月 綿夜具地 平岡静三郎 

ヤマ島榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1161 大正７年１月 夜具地 榎戸島吉 

山崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 970 大正 15 年８月 夜具地 山崎徳太郎 

マルタ榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1134 昭和４年９月 夜具地 榎戸伝三郎 

マルヱ榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1212 昭和９年２月 夜具地 榎戸庄太郎 

小林織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 345 大正 11 年３月 綿夜具地 小林利作 

小島織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1313 昭和３年 12 月 夜具地 小島新太郎 

榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 354 大正１年６月 夜具地小巾 榎戸ゑん 

荒井染織工場 西多摩郡 青梅町青梅 1386 明治 43 年１月 小服地 荒井兵五郎 

新井織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 845 大正 14 年９月 大巾ギンガム 新井重太郎 

坂本織物工場 西多摩郡 三田村 885 大正８年 夜具地 坂本岩次郎 

沢田織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 897 明治 19 年６月 小巾夜具地 沢田末蔵 

宮原織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 667 昭和６年４月 夜具地 宮原庚平 

志村織物工場 西多摩郡 霞村新町 404 大正３年 10 月 夜具地 志村権平 

島崎織物工場 西多摩郡 三田村 945 大正 11 年 12 月 小巾縞木綿 島崎喜作 

関口織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 632 大正９年２月 小巾縞木綿 関口源太郎 

関塚織物工場 西多摩郡 霞村新町 305 昭和４年７月 夜具地 関塚貞作 

鈴木織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1253 大正 12 年４月 夜具地 鈴木頼三 

鈴木染織工場 西多摩郡 青梅町青梅 1224 大正 10 年 11 月 夜具地 鈴木峰吉 

 其他ノ綿織物      

石川綿織物製造工場 西多摩郡 吉野村日影和田 昭和７年６月 夜具地 石川翁治 

伊藤織物工場 西多摩郡 霞村根ヶ布 596 明治 39 年１月 夜具地 伊藤伊三郎 

伊藤織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 436 昭和５年２月 小巾縞木綿 伊藤賢太郎 

岩波綿織物製造工場 西多摩郡 吉野村下 1313 昭和３年７月 小巾縞木綿 岩波幸太郎 

岩波織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 325 明治 10 年３月 広巾混紡 岩波正治 

原島織物工場 西多摩郡 霞村諸岡 1223 昭和５年３月 夜具地 原島代助 

橋本綿織物製造工場 西多摩郡 吉野村畑中 410 昭和２年５月 小巾縞木綿 橋本力太郎 

堀口織物工場 西多摩郡 霞村諸岡 1166 昭和７年１月 夜具地 堀口林蔵 

乙幡織物工場 北多摩郡 村山村 3680 大正 12 年２月 夜具地 乙幡嘉蔵 
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大屋織物工場 西多摩郡 調布村友田 22 昭和１年２月 小巾縞木綿 大屋与助 

大屋織物工場 西多摩郡 調布村友田 93 昭和３年６月 小巾縞木綿 大屋清勝 

荻原織物工場 西多摩郡 調布村駒木野 735 大正 11 年１月 小巾縞木綿 荻原忠助 

渡辺織物工場 西多摩郡 多西村 926 大正 10 年９月 綿交スフ 渡辺倉之助 

川杉織物工場 西多摩郡 調布村河辺 877 昭和６年８月 小巾夜具地 川杉相次郎 

河辺織物工場 西多摩郡 調布村河辺 820 明治 10 年１月 小巾夜具地 河辺照吉 

河辺朝織物工場 西多摩郡 調布村河辺 824 明治 40 年３月 小巾夜具地 河辺朝太郎 

金子織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 294 大正３年５月 小巾夜具地 金子太三郎 

吉崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 昭和２年６月 夜具地 吉崎竹次郎 

吉崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1693 明治 38 年３月 夜具地 吉崎仲次郎 

谷合織物工場 西多摩郡 三田村二俣尾 1239 明治 41 年３月 小巾縞木綿 谷合直太郎 

中村織物工場 西多摩郡 西多摩村川崎 131 明治 30 年２月 綿夜具地 中村忠一郎 

中村織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 687 明治 43 年９月 ギンガム 中村浦吉 

永沢織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 343 明治 10 年１月 小巾縞木綿 永沢繁造 

並木織物株式会社 西多摩郡 青梅町 1235 昭和８年 10 月 小巾夜具地 武藤亀吉 

宇津木織物工場 西多摩郡 調布村友田 20 昭和６年４月 小巾縞木綿 宇津木仲太郎 

久保綿織物製造工場 西多摩郡 吉野村日影和田 490 明治 45 年１月 小巾縞木綿 久保芳造 

山崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 887 大正 15 年 12 月 夜具地 山崎仲次郎 

柳川織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1493 明治 30 年１月 イス張地 柳川卯之助 

柳内織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1191 大正 13 年４月 夜具地 柳内三郎 

福島綿織物製造工場 西多摩郡 吉野村畑中 792 昭和２年４月 小巾縞木綿 福島又次郎 

福島織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 758 明治 10 年１月 小巾縞木綿 福島小三郎 

小曽木信用販売購買利用組合織物工場 西多摩郡 小曽木村南小曽木 2244 明治 12 年８月 夜具地紬綿交 柳内平三郎 

榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1232 大正 12 年３月 小巾夜具地 榎戸林三郎 

榎沢織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 730 大正３年２月 小巾縞木綿 榎沢島三郎 

青木綿織物製造工場 西多摩郡 吉野村柚木 140 昭和２年６月 夜具地小巾 青木亀吉 

志村織物工場 西多摩郡 霞村新町 403 明治 38 年３月 夜具地 志村勝平 

 純絹織物      

井上織物工場  八王子市元横山町 44 大正６年９月 結城 井上輝 
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井上保織物工場  八王子市平岡町 36 昭和５年２月 銘仙上布 井上保 

井上織物工場  八王子市平岡町 38 明治 30 年１月 銘仙 井上英亮 

石川織物工場  八王子市元横山町 190 大正７年４月 袴地着尺 石川広吉 

石井織物工場  八王子市小門町 103 明治 32 年２月 本絹紋着尺 石井する 

石坂工場  八王子市上野町 75 大正 10 年 10 月 本絹紬 石坂吉三 

石場織物工場  八王子市元横山町 33 大正８年１月 羽尺 石場忠蔵 

石場絹織物工場  八王子市元横山町 758 昭和５年４月 袴地 石場トメ 

伊藤織物工場  八王子市本郷町 13 明治 30 年１月 本絹紬 伊藤新助 

岩沢織物工場  八王子市元横山町 617 大正３年４月 綾糸■ 岩沢市宣 

岩崎織物工場  八王子市元横山町 400 昭和５年２月 小巾御召 岩崎ウヨ 

井上織物工場  八王子市天神町 18 明治 38 年３月 毛織 井上権之丞 

長谷川貞次郎織物工場  八王子市台町 37 大正８年９月 絹小巾下着 長谷川貞次郎 

株式会社長谷川織物工場  八王子市元横山町 356 昭和４年 12 月 銘仙 長谷川房次 

馬場織物工場  八王子市万町 39 大正１年９月 袴地 馬場良蔵 

畑野織物工場  八王子市元横山町 23 明治 42 年３月 綾織 畑野助次郎 

端山織物工場  八王子市千人町 208 大正９年３月 綾織 端山武平 

浜野織物工場  八王子市台町 24 大正 12 年５月 紬織 浜野卯平 

橋本織物合名会社  八王子市東町 13 明治 30 年 純絹紡績交織 橋本完治 

橋本織物工場  八王子市明神町 540 昭和８年７月 紋着尺袴地 橋本健治 

橋本織物工場  八王子市日吉町６ 昭和２年２月 綾糸織 橋本義武 

二階堂織物工場  八王子市元横山町 61 明治 42 年８月 綾織 二階堂鹿郎 

北条織物工場  八王子市追分町 46 大正１年 11 月 着尺羽尺 北条音次郎 

戸崎織物工場  八王子市元横山町 64 大正２年７月 紋織 戸崎福太郎 

都丸織物工場  八王子市千人町 14 昭和 12 年１月 紬織 都丸徳太郎 

豊泉織物工場  八王子市明神町 143 昭和５年３月 綾糸織 豊泉彦四郎 

千葉織物工場  八王子市万町 68 昭和２年２月 綾織 千葉寛次 

合名会社両角工場  八王子市平岡町６ 大正 12 年４月 綾織 両角満雄 

両角織物工場  八王子市天神町２ 昭和８年４月 綾織■ 両角太兵衛 

小川織物工場  八王子市明神町 658 大正 10 年８月 ネクタイ地 小川■太郎 

小川織物工場  八王子市横山町 122 明治 16 年 御召 小川宗雄 
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大原織物工場  八王子市小門町 105 明治 35 年５月 ネクタイ地 大原平吉 

大島織物工場  八王子市大横町 54  紋織 大島喜四郎 

荻島織物工場  八王子市三崎町 12 大正６年７月 ネクタイ地 荻島五郎 

川上織物工場  八王子市本町 123 弘化 御召 川上■二 

川口織物工場  八王子市日吉町 44 昭和３年３月 紬織 川口仁三郎 

川口織物工場  八王子市元本郷町 233 大正９年７月 本絹紋着尺 川口益五郎 

加藤織物工場  八王子市本町 34 明治７年３月 袴地 加藤善蔵 

加藤織物合資会社工場  八王子市八幡町 86 明治５年２月 ネクタイ地 加藤頼三 

金子織物工場  八王子市元横山町 351 大正９年５月 紬織 金子鶴吉 

河西織物工場  八王子市元横山町 40 明治 45 年１月 壁糸織 河西重蔵 

笠原織物工場  八王子市元本郷町 142 昭和 11 年 1月 紬加工 笠原金蔵 

神山織物工場  八王子市上野町 34 大正９年９月 御召加工 神山武平治 

神藤織物工場  八王子市元横山町 67 大正６年５月 羽尺 神保文平 

神崎織物工場  八王子市本町 29 大正 13 年７月 銘仙 神崎喜代次郎 

横倉織物工場  八王子市元横山町 19 大正８年 10 月 綾織 横倉賢治 

横沢織物工場  八王子市元横山町 428 大正 10 年１月 紋着尺 横沢秀之助 

多田織物工場  八王子市元横山町 64 昭和２年２月 綾糸織 多田慶治 

多田織物工場  八王子市元横山町 22 昭和４年２月 ネクタイ地 多田重太郎 

武田織物工場  八王子市元横山町 613 昭和６年７月 紋織 武田新吉 

高野織物工場  八王子市旭町５ 昭和３年 12 月 紋着尺 高野吉四郎 

高崎絹織物工場  八王子市元横山町 758 大正 13 年４月 綾織 高野岩次 

高橋織物工場  八王子市元横山町 349 大正 12 年３月 綾織 高橋重雄 

高縄織物工場  八王子市大横町 38 昭和３年４月 御召縮緬 高縄安兵衛 

滝沢織物工場  八王子市明神町 615 大正 15 年７月 糸織 滝沢秀志 

平織物工場  八王子市元横山町 641 昭和６年１月 平織 平荘一 

桑原織物株式会社  八王子市明神町 462 大正８年 11 月 袴地  

株式会社塚三織物工場  八王子市小門町 32 昭和７年３月 銘仙  

塚本織物工場  八王子市中町３ 大正７年１月 銘仙 塚本元市 

塚本織物工場  八王子市子安町 33 大正 10 年３月 袴地 塚本達男 

塚本絹織物工場  八王子市千人町 270 昭和７年３月 綾織 塚本集次 
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塚本織物工場  八王子市小門町 51 昭和６年 銘仙 塚本章一 

長田織物工場  八王子市元横山町 14 昭和７年 10 月 綾織 長田俊雄 

中山織物工場  八王子市秋横町 87 安政１年 御召 中山英輔 

中山織物工場  八王子市本町５ 弘化 紬織 中山祐太郎 

中村織物工場  八王子市万町 112 大正６年５月 袴地 中村国平 

中野織物工場  八王子市新町 10 昭和４年９月 飾絹 中野清蔵 

中島織物工場  八王子市千人町 嘉永１年１月 綾織 中島勝義 

中島織物工場  八王子市千人町 266 嘉永１年１月 紬織 中島仲一郎 

中嶋織物工場  八王子市元横山町 15  綾織 中島秀五郎 

中嶋絹織物工場  八王子市元横山町 630 大正７年３月 絽羽尺 中島専太郎 

中嶋織物工場  八王子市元横山町 39 昭和３年１月 人絹大島織 中島栄三郎 

永井織物工場  八王子市元横山町 621 大正 14 年８月 綾糸織 永井一郎 

永島織物工場  八王子市元本郷町 211 大正９年９月 本絹紬 永島由太郎 

名越織物工場  八王子市元横山町 39 明治 40 年８月 紬織 名越虎之助 

奈良織物工場  八王子市元横山町 356 明治 43 年３月 綾織 奈良藤次郎 

難波絹織物工場  八王子市元横山町 370 大正９年３月 綾織 難波咲 

村田織物工場  八王子市元本郷町 212 大正７年６月 袴地 村田和三郎 

武藤織物工場  八王子市明神町 533 昭和 11 年６月 絽羽尺 武藤宇之甫 

上野織物工場  八王子市明神町 509 大正７年４月 綾着尺 上野健一郎 

内田織物工場  八王子市小門町 65 明治 44 年３月 袴地 内山源三郎 

梅沢織物工場  八王子市本町 39 大正８年 12 月 紋着尺 梅沢作十郎 

久保織物工場  八王子市天神町５ 昭和 11 年 12 月 ネクタイ地 久保徳重 

久保織物工場  八王子市元横山町 46 明治 44 年９月 ネクタイ生地 久保庄吉 

八木岡織物工場  八王子市千人町 290 明治 38 年８月 ネクタイ地 八木岡英一 

山口織物工場  八王子市東町 21 昭和５年２月 紋着尺 山口文雄 

山崎織物工場  八王子市本町 60 大正３年３月 小巾御召 山崎耕三 

矢崎絹織物工場  八王子市元横山町 14 昭和６年２月 綾織 矢崎誠一 

丸信織物工場  八王子市元横山町 348 昭和６年９月 洋傘地 藤本幹雄 

松本織物工場  八王子市中町 15 明治 35 年８月 袴地着尺 松本欣三郎 

深須織物工場  八王子市上野町２ 大正 12 年９月 紬袴 深須幸雄 
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福岡織物工場  八王子市上野町 28 昭和 10 年８月 紋御召 福岡徳太郎 

小山織物工場  八王子市上野町 44 昭和７年２月 御召 小山省二 

小林織物工場  八王子市東町 21 明治 38 年６月 袴地 小林吉之助 

小林織物工場  八王子市元本郷町 274 昭和３年９月 紋着尺 小林嘉吉 

小林織物工場  八王子市明神町 528 大正 11 年 10 月 糸織 小林康正 

小林織物工場  八王子市本町 68 大正 10 年２月 袴地 小林春吉 

小林絹織物工場  八王子市寺町５ 明治３年４月 絽羽尺 小林正仲 

小林織物工場  八王子市上野町 21 大正 10 年 10 月 紬織 小林東洋 

小林織物工場  八王子市万町 38 大正２年２月 紋織 小林隆義 

小林林織物合資会社  八王子市台町 17 昭和７年２月 紬加工 小林林太郎 

小林織物工場  八王子市元本郷町 188 大正 10 年３月 銘仙加工 小林清太郎 

小宮織物工場  八王子市中町４ 明治 35 年３月 紬織 小宮初五郎 

小阪織物工場  八王子市小門町 86 明治 37 年 紋着尺 小阪喜次郎 

小泉政織物工場  八王子市小門町 85 明治 41 年８月 紋紬 小泉源治 

小島工場  八王子市中町２ 明治 15 年５月 糸織 小島弥太郎 

小島織物工場  八王子市元横山町 358 昭和３年８月 銘仙 小島治助 

遠藤絹織物工場  八王子市元横山町 358 大正８年７月 袴地 遠藤徳太郎 

合資会社安藤織物工場  八王子市本町 54 昭和６年４月 紬 安藤秋蔵 

青木織物工場  八王子市元横山町 235 明治 44 年１月 ネクタイ地 青木伝蔵 

秋山織物工場  八王子市明神町 142 明治６年４月 紬織 秋山賢次郎 

佐々木織物工場  八王子市中町２ 明治 29 年８月 着尺御召 佐々木軍蔵 

斎藤織物工場  八王子市子安町 884 大正７年５月 結城織 斎藤海之助 

木下織物工場  八王子市元横山町 586 大正 10 年１月  木下東一郎 

木住野織物工場  八王子市小門町 108 大正 10 年３月 ■羽尺 木住野兵助 

木住野織物工場  八王子市小門町 54 大正１年 12 月 着尺絽羽尺 木住野忠助 

木藤織物工場  八王子市元横山町 52 大正８年２月 袴地 木藤茂一 

桐原織物工場  八王子市本町 37 大正９年２月 絽袴地 桐原弥三郎 

三橋織物工場  八王子市追分町 32 大正 11 年１月 紋着尺 三橋仁太郎 

見原織物工場  八王子市明神町 637 大正８年７月 紬口生地 見原健一 

宮崎織物工場  八王子市元横山町 356 大正９年９月 紬織 宮崎健之助 
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峰尾織物工場  八王子市上野町 50 大正 14 年３月 銘仙加工 峰尾庫之助 

合資会社昭和織物工場  八王子市明神町 112 昭和 11 年５月 ネクタイ生地 綱屋慶蔵 

島崎絹織物工場  八王子市元横山町 758 昭和７年４月 綾織 島崎雄一 

樋口絹織物工場  八王子市本町 46 昭和２年２月 袴地 樋口盛 

樋口絹織物工場  八王子市本町 43 明治 43 年３月 ■糸 樋口務 

守屋絹織物工場  八王子市小門町１ 明治不詳 ネクタイ地 守屋良助 

森川絹織物工場  八王子市上野町 28 昭和 12 年４月 ネクタイ地 森川操 

関口織物工場  八王子市本郷町 15 大正７年７月 本絹紬 関口寛一 

精華織物株式会社  八王子市明神町 691 昭和８年６月 ネクタイ地  

角村織物工場  八王子市追分町 19 大正７年 12 月 人絹紬 角村伊之吉 

鈴木絹織物工場  八王子市上野町 21 昭和５年５月 綾織 鈴木重道 

菅沼織物工場  八王子市元横山町 223 大正７年７月 御召 菅沼政蔵 

市川織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3506 昭和９年２月 紬織物 市川利次 

石周織物工場 北多摩郡 村山村中藤 4188 大正７年 11 月 大島絣 石川周祐 

原田染色工場 北多摩郡 村山村岸 398 明治 27 年５月 銘仙 原田友八 

原田染色工場 北多摩郡 村山村岸 403 明治 27 年１月 銘仙 原田武之助 

原島織物工場 西多摩郡 平井村 4011 不詳 村山大島絣 原島四郎兵衛 

原織物工場 南多摩郡 横山村散田 559 昭和 12 年３月 綾織 原若蔵 

長谷川織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 204 大正 13 年１月 紬織物 長谷川吉重 

波多野織物工場 北多摩郡 村山村中藤 3700 大正８年２月 大島絣 波多野鶴吉 

萩原染色工場 北多摩郡 村山村三ツ木 576 大正７年１月 大島絣 萩原徳治 

日本篩絹株式会社 南多摩郡 日野町豊田 685 昭和 10 年６月 篩絹紗織  

細井織物工場 北多摩郡 拝島村 1855 大正８年 10 月 村山大島 細井太七 

小沢絹織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1161 昭和 11 年２月 紋着尺 小沢慶二 

大串絹織物工場 西多摩郡 小曽木村南小曽木 3077 大正 15 年３月 生絹 大串栄 

大野織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 617 昭和６年７月  大野トヨ 

大貫織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 358 昭和６年 10 月 結城御召 大貫忠三 

川久保織物工場 南多摩郡 川口村上川口 615 大正 10 年 10 月 小巾御召 川久保亮次郎 

川村絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1543 大正 15 年４月 本絹紬 川村清吉 

加園織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1198 明治 27 年３月 大島絣 加園多七 
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神田織物工場 西多摩郡 平井村 2161 大正 13 年２月 絹洋服地 神田金蔵 

吉沢絹織物製造工場 西多摩郡 増戸村山田 954 大正 14 年 10 月 結城縮 吉沢忠■ 

立川織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 329 昭和９年６月 紬織 立川伊十郎 

竹村織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1464 昭和２年３月 銘仙 竹村啓之助 

竹村織物工場 南多摩郡 横山村下長房 26 昭和 11 年６月 糸織 竹村モト 

田中織物工場 西多摩郡 調布村長淵 279 昭和２年６月 大島絣 田中作次郎 

田村織物工場 西多摩郡 平井村 392 昭和４年 10 月 村山大島 田村広吉 

田倉織物工場 南多摩郡 川口村山入 1877 明治 35 年１月 人絹交織紬 田倉波之助 

田房織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1381 大正８年８月 大島絣 田代房吉 

田愛織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1380 大正 14 年２月 銘仙絣 田代愛造 

多田織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1003 昭和 10 年 1月 紬織 多田幸三郎 

高木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 258 大正 14 年８月 紋御召 高木園之助 

高水織物工場 西多摩郡 石畑村 231 明治 24 年３月 本絹人絹銘仙 高水勝太郎 

高岡織物工場 西多摩郡 五日市町五日市 114 明治 41 年１月 本絹紬 高岡貫一 

高橋織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 877 昭和９年４月 絽羽地 高橋一郎 

染谷織物工場 南多摩郡 元八王子村 2410 大正９年２月 御召 染谷慶三郎 

塚本織物工場 南多摩郡 横山村下長房 1319 明治 15 年２月 銘仙 塚本佑治 

塚本一十郎織物工場 南多摩郡 由井村小比企６ 大正５年３月 絹織物 塚本一十郎 

中田絹織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 621 昭和７年１月 袴地 中田忠治 

中司織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 447  紋着尺 中司周太郎 

中村織物工場 西多摩郡 西秋留村牛沼 77 大正 11 年４月 篩織 中村幸一 

中野織物工場 北多摩郡 砂川村 152 大正５年３月 銘仙 中野源二郎 

成瀬絹織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 190 昭和４年８月 紬 成瀬恒雄 

野村織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1017 明治 32 年２月 絹紬 野村音次郎 

野崎織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 223  袴地 野崎良作 

黒沢織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591 大正 13 年１月 紬織物 黒沢助次 

黒沢織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591 大正 13 年２月 紬織 黒沢九兵衛 

山本絹織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 815 昭和６年２月 紬織 山本昌儀 

山音織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1161 明治 42 年３月 銘仙絣 山崎音吉 

山崎織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1165 明治 15 年１月 大島絣 山崎條助 
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矢崎織物工場 西多摩郡 東秋留村小川 759 明治 35 年３月 結城御召 矢崎茂作 

安野織物工場 南多摩郡 小宮町 196 昭和８年 10 月 銘仙 安野信勝 

柳内織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 888 大正 14 年１月 絹織物 柳内米治 

柳内織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 505 昭和５年４月 絹織物 柳内外次郎 

松村織物工場 南多摩郡 横山村散田 556 明治 33 年８月 ネクタイ地 松村清 

小山織物工場 西多摩郡 箱根ヶ崎村 201 大正４年７月 銘仙 小山小三郎 

小坂織物工場 南多摩郡 元八王子村 2254 明治 45 年４月 銘仙加工 小坂真治 

小阪絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1557 大正９年９月 本絹紬 小坂喜市 

小坂織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 902 昭和３年６月 広巾無双地 小坂綱雄 

小室織物合名会社 北多摩郡 昭和村大神 220 大正 10 年１月 生糸 小室豊造 

榎本織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 30 明治 32 年２月 紬織物 榎本時之助 

天野織物工場 西多摩郡 箱根ヶ崎村 168 大正 15 年４月 銘仙 天野賢太郎 

阿川織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 187 昭和 11 年６月 着尺 阿川敏郎 

青木織物工場 南多摩郡 元八王子村壱分方 771 大正３年４月 銘仙加工 青木義一 

東織物工場 西多摩郡 平井村 3889 不詳 村山大島 東一喜 

秋間織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1880 大正７年７月 本絹紬 秋間重一 

浅見織物工場 北多摩郡 砂川村 141 明治 30 年２月 銘仙 浅見万吉 

荒井織物工場 北多摩郡 砂川村 136 明治 41 年３月 銘仙 荒井弥次郎 

指田織物工場 西多摩郡 西多摩村羽 393 明治 18 年４月 銘仙 指田島吉 

笹野絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 55 明治 33 年２月 絽羽尺 笹野辰五郎 

斎藤織物工場 西多摩郡 氷川村氷川 811 昭和７年５月 純絹広巾物 斎藤幸三 

沢井織物工場 南多摩郡 加住村高月 明治 32 年１月 純絹篩織物 沢井久雄 

宮崎織物工場 西多摩郡 五日市町小和田 昭和６年２月 大島絣 宮崎昇吉 

下元染色工場 北多摩郡 村山村三ツ木 560 明治 31 年３月 銘仙 下田元次郎 

島田織物工場 西多摩郡 小曽木村富岡 昭和６年２月 大島絣 島田年治 

志村織物工場 南多摩郡 元八王子村 2445 明治 42 年３月 御召加工 志村茂 

清水織物工場 西多摩郡 東秋留村二宮 2342 大正 11 年１月 本絹人絹 清水啓三 

平野織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 488 大正７年５月 人絹御召 平野勇司 

合名会社平野織物工場 西多摩郡 東秋留村 1899 昭和 10 年 大島絣 平野仁三郎 

関根織物工場 北多摩郡 村山村岸 348 大正８年１月 大島絣 関根友義 
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瀬沼織物工場 南多摩郡 恩方村西寺方 1079 明治 27 年３月 絽袴地 瀬沼茂三郎 

瀬戸織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 230 大正 13 年３月 紬織  

杉本絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1762 大正 10 年９月 ■糸織 杉本胖次 

鈴木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 753 昭和２年８月 紬織物 鈴木政治 

鈴木織物工場 南多摩郡 浅川町上長房 246 大正 13 年３月 銘仙 鈴木善三郎 

須田織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 618 昭和６年８月 銘仙 須田市右衛門 

 人絹交織絹織物      

石渡織物工場  八王子市小門町 103 明治 39 年７月 交織紬 石渡忠 

井上織物工場  八王子市平岡町 47 昭和３年５月 紬織 井上喜代松 

伊藤織物工場  八王子市上野町 50 大正 11 年１月 人絹琥珀 伊藤良助 

稲村織物工場  八王子市本郷町２ 明治 31 年７月 紋着尺 稲村惣吉 

八王子絹織物株式会社  八王子市大横町４ 大正９年 1月 文化御召銘仙 井上房太郎 

長谷川織物工場  八王子市台町 36 昭和２年３月 交織上布 長谷川陽衛 

馬場絹織物工場  八王子市元横山町 755 大正６年４月 絽袴 馬場喜助 

番場織物合名会社  八王子市元横山町 755 昭和８年１月 内地人絹交織物 番場義信 

橋爪織物工場  八王子市小門町 89 大正 14 年２月 篩紬 橋川万吉 

橋本織物工場  八王子市平岡町 12 大正５年１月 交織紬 橋本英治 

西川織物工場  八王子市八幡町 32 明治 13 年１月 文化御召 西川恒一郎 

東京府立染織試験場  八王子市明神町 628 昭和２年６月 絹織物 小暮謙三郎 

常盤織物工場  八王子市上野町 76 昭和４年１月 ネクタイ地 常盤与一 

小沢織物工場  八王子市平岡町２ 昭和７年 12 月 紋織 小沢清一 

小沢輸出織物工場  八王子市平岡町１ 明治 43 年 紋朱子 小沢又次郎 

大沢織物工場  八王子市小門町 86 明治 38 年 12 月 絹人絹交紋御召 大沢直三郎 

太田織物工場  八王子市元横山町 30 大正９年９月 交織御召 太田福三郎 

岡部織物工場  八王子市小門町 92 大正 10 年２月 人絹紬 岡部忠作 

荻島織物工場  八王子市中町２ 明治 20 年 交織着尺 荻島健吉 

渡辺織物工場  八王子市平岡町 24 昭和８年５月 絹人絹交紬 渡辺敬市 

加藤織物工場  八王子市平岡町 18 大正５年５月 銘仙加工 加藤誠介 

河野織物工場  八王子市大横町 27 明治 32 年５月 交織紬 河野増五郎 
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吉田織物工場  八王子市明神町 24 昭和４年８月 交織紬着尺 吉田辰吉 

田中織物工場  八王子市平岡町 64 大正７年１月 絽羽尺 田中茂七 

田島織物工場  八王子市元横山町 590 大正７年８月 絹人絹交ネクタイ地 田島潤 

平織物工場  八王子市大横町９ 明治 19 年１月 ネクタイ地 平音次郎 

平織物工場  八王子市大横町 67 大正７年４月 絹紬 平忠次 

多田織物工場  八王子市小門町 108 昭和８年４月 紋無双羽尺 多田龍之助 

高橋織物工場  八王子市追分町 45 大正７年７月 絹人絹交織物 高橋仁三郎 

津村織物工場  八王子市小門町 105 大正７年３月 ネクタイ地 津村光雄 

武藤織物工場  八王子市天神町５ 明治 14 年４月 紋織物 武藤佐一 

野田織物工場  八王子市元本郷町 202 大正 13 年８月 ポーラ綾織 野田賢一 

串田輸出織物工場  八王子市追分町 21 大正７年 12 月 紋ネクタイ 串田政太郎 

黒沢織物工場  八王子市平岡町 69 大正 13 年２月 紬織 黒沢栄 

ヤマウ織物工場  八王子市南新町 11 大正 10 年１月 女物銘仙 園部源之助 

山田織物工場  八王子市本郷町 11 昭和 11 年３月 交織銘仙 山田郡治 

山崎織物工場  八王子市本町 28 大正 15 年 10 月 人絹紬 山崎武八 

牧野織物工場  八王子市本町 17 大正８年 10 月 絹人絹交 牧野秀治 

福島織物工場  八王子市台町 38 大正８年４月 絹人絹交織物 福島金一 

藤森安司織物工場  八王子市本郷町６ 大正２年６月 交織綾織  

小林織物工場  八王子市元本郷町 199 大正８年 10 月 交織紬 小林金太郎 

小林織物工場  八王子市小門町 61 昭和 12 年２月 絹人絹交織着尺 小林光 

小林織物工場  八王子市追分町 21 昭和６年２月 絹 小林金太郎 

小林絹織物工場  八王子市台町 190 昭和７年１月 絹人絹交織物 小林助治郎 

小忠織物合名会社  八王子市寺町 58  紋袴 小林昌平 

小泉織物工場  八王子市本郷町 20 明治１年 交織紋着尺 小泉隆二 

小島織物工場  八王子市横山町 697 昭和７年 10 月 銘仙 小島要蔵 

粟沢織物工場  八王子市千人町 354 大正 15 年８月 綾袴地 粟沢源吉 

佐々木織物工場  八王子市千人町 昭和 11 年３月 交織 佐々木喜代一 

峰尾織物工場  八王子市中町３ 昭和７年４月 交織紬 峰尾弁蔵 

下平織物工場  八王子市小門町６ 大正５年１月 人絹織物 下平辰五郎 

合資会社渋市織物工場  八王子市平岡町 25 明治 43 年３月 文化御召 渋市ウメ 
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杉山織物工場  八王子市明神町 30 昭和６年６月 ネクタイ生地 杉山常蔵 

杉本織物工場  八王子市大横町 66 大正７年 3月 純絹人絹 杉本貞三 

石川織物工場 西多摩郡 東秋留村二宮 2350 明治 39 年４月 文化銘仙 石川仁十郎 

伊藤織物工場 西多摩郡 調布村河辺 834 大正９年９月 夜具地 伊藤八郎 

岩浪織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 648 明治 29 年１月 銘仙 岩浪勝太郎 

原織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3568 昭和８年１月 交織紬 原惣一 

原島織物工場 南多摩郡 川口村上川口 3934 大正８年６月 銘仙 原島末吉 

浜中織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3501 昭和４年１月 絽羽尺 浜中■五郎 

若林織物工場 南多摩郡 川口村上川口 3363 明治 40 年２月 人絹銘仙 若林本高 

川村織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1924 大正 14 年２月 交織朱子 川村重夫 

加藤織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3488 昭和６年１月 交織銘仙 加藤博道 

田中織物工場 西多摩郡 多西村菅生 566 大正９年２月 人絹紬 田中宇吉 

高野織物工場 南多摩郡 川口村下川口 2492 昭和 11 年３月 銘仙 高橋林七 

中村織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 421 明治 28 年８月 人絹絣 中村光次 

中野織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1580 大正９年９月 交織着尺 中野恒吉 

中野織物工場 西多摩郡 西多摩村羽 352 明治 26 年４月 夜具地 中野林蔵 

中野織物工場 西多摩郡 西多摩村羽 589 大正 15 年４月 夜具地 中野政一 

串田絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1015 大正６年３月 レイヨン明石 串田兵次 

福島織物工場 南多摩郡 横山村散田 525 明治５年 銘仙 福島保太郎 

藤野林平織物工場 南多摩郡 川口村犬目 564 明治 35 年５月 銘仙  

小島織物工場 西多摩郡 調布村下長淵 938 明治 31 年１月 銘仙 小島章次 

榎本織物工場 南多摩郡 横山村下長房 1785 大正５年３月 紬織 榎本栄輔 

青木絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1540 大正 10 年 11 月 紬 青木吉夫 

青木義織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591 大正 13 年 11 月 交織銘仙 青木義治 

秋山織物工場 南多摩郡 川口村犬目 530 大正２年１月 銘仙 秋山駒吉 

秋山織物工場 南多摩郡 川口村 526 昭和１年５月 糸織 秋山軍次郎 

斎藤織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 293 昭和９年１月 着尺織物 斎藤英郎 

志村織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3529 昭和８年３月 交織繙子 志村清吉 

比留間織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1921 明治 27 年５月 銘仙 比留間伊太郎 

鈴木織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1548 大正５年７月 人絹上布 鈴木鉄三郎 
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 絹綿交織物      

井上織物工場 西多摩郡 成木村上成木 1485 大正 15 年６月 縞木綿 井上嘉三 

橋本織物工場 西多摩郡 霞村諸岡 1204 大正７年２月 絹織物 橋本守三 

 純毛織物      

小塚紡織株式会社 北多摩郡 三鷹村上連雀 25 昭和 12 年９月 サージ  

島田毛織物工場 西多摩郡 五日市町五日市 72 昭和 13 年１月 小巾スコッチ 島田貞之助 

 純人絹織物      

井上織物工場  八王子市台町 178 大正 13 年３月 絽織 井上〔ママ〕 

井出織物工場  八王子市南新町 1032 昭和４年１月 広巾人絹縮緬 井出庄次郎 

磯沼織物工場  八王子市元横山町 31 大正 13 年８月 広巾人絹縮緬 磯沼平蔵 

原川織物工場  八王子市千人町 234 明治 20 年４月 人絹輸出サテン 原川定吉 

富田輸出織物工場  八王子市明神町 236 昭和 11 年９月 広巾朱子縮緬 富田正信 

富田輸出織物工場  八王子市平岡町 大正８年９月 大巾人絹 富田敬宇 

落合織物工場  八王子市元本郷町 237 昭和４年２月 人絹小巾紬 落合義雄 

岡野織物工場  八王子市元本郷町 196 大正８年８月 人絹縞 岡野要一 

加藤織物工場  八王子市追分町 56 大正９年２月 ポプリン 加藤千吉 

金子織物工場  八王子市上野町 74  人絹小巾着尺 金子源之助 

粕谷合名会社  八王子市明神町 152 昭和８年１月 広巾羽二重 粕谷与七 

樫崎織物工場  八王子市元横山町 225 大正６年９月 広巾人絹 樫崎圭亮 

中里織物工場  八王子市本町 32 大正３年 人絹小巾縮緬 中里博一 

長田織物工場  八王子市本郷町 142 大正９年４月 小巾レーヨン大島 長田善治郎 

内山織物工場  八王子市千人町 166 大正 13 年４月 広巾人絹御召 内山能充 

宇津木輸出織物工場  八王子市平岡町 38 明治 41 年２月 広巾輸出人絹 宇津木平三郎 

野口織物工場  八王子市千人町 243 大正６年４月 紋朱子 野口留之助 

栗沢織物工場  八王子市千人町 328 大正 14 年１月 広巾朱子縮緬 栗沢豊一 

丸栄絹織物合資会社工場  八王子市明神町 489 昭和 12 年２月 人絹ネクタイ 大竹金之助 

相沢輸出織物工場  八王子市寺町 12 昭和 10 年 1月 広巾人絹 相沢彦太郎 

甘利絹織物工場  八王子市元横山町 756 大正８年 10 月 広巾人絹 甘利甲一 

斎藤織物工場  八王子市追分町 42 大正 10 年５月 広巾紋ポプリン 斎藤貞治 
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木崎紡織合名会社  八王子市明神町 1032 昭和５年 12 月 広巾人絹縮緬 木崎茂重 

岸織物工場  八王子市明神町６ 大正７年３月 人絹広巾 岸嘉一 

三谷織物工場  八王子市平岡町 63 大正９年 1月 小巾人絹着尺 三谷政次 

峰岸織物工場  八王子市平岡町 40 昭和３年１月 朱子人絹小巾着尺 峰岸利亮 

島崎織物工場  八王子市千人町 248 大正７年６月 輸出人絹縮緬 島崎清之助 

森谷織物工場  八王子市明神町 218 明治 38 年 11 月 広巾紋サテン 森谷七三郎 

芹沢絹織物工場  八王子市元横山町 758 昭和２年９月 広巾人絹縮緬 芹沢二壹 

関沢織物工場  八王子市本郷町 123 大正 11 年２月 人絹 関沢銀蔵 

鈴木リン工場  八王子市平岡町 22 昭和４年８月 小巾綾織 鈴木リン 

鈴木織物工場  八王子市千人町 150 大正９年９月 広巾人絹縮緬 鈴木秀太郎 

鈴木織物工場  八王子市本郷町 76 大正 12 年 1月 人絹 鈴木平四郎 

伊藤織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 584 昭和６年２月 人絹 伊藤島蔵 

井上織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3132 明治 40 年５月 人絹銘仙 井上新助 

市川織物工場 南多摩郡 元八王子村下壱分方 861 明治 42 年３月 人絹セーミ 市川元次郎 

石塚輸出織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3468 大正６年 10 月 人絹広巾 石塚茂三郎 

西川織物工場 南多摩郡 元八王子村元八王子 2653 大正 12 年４月 人絹小巾紬 西川勝太郎 

大野織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1557 明治 27 年３月 人絹縞 大野九市 

加藤織物工場 南多摩郡 浅川町上長房 23 明治 43 年 10 月 人絹大島 加藤清 

鎌田織物工場 西多摩郡 五日市町五日市 31 大正 11 年２月 人絹紬 鎌田好市 

横田織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 220 昭和８年４月 人絹着尺 横田浅 

田中織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1468 大正８年８月 人絹縞物 田中大蔵 

田倉織物工場 南多摩郡 横山村館 567 昭和４年３月 人絹縞 田倉百蔵 

武田織物工場 西多摩郡 東秋留村二宮 2192 昭和７年８月 小巾人絹 武田喜一 

高城絹織物工場 南多摩郡 浅川町長房 263 昭和５年８月 人絹縞 高城果 

中島織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1134 昭和３年４月 人絹着尺 中島正義 

並木織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 593 明治８年３月 小巾夜具地 並木作蔵 

黒沢織物工場 南多摩郡 川口村上川口 2255 明治 10 年９月 純絹綾織 黒沢■之助 

山口織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1137 大正８年９月 広巾人絹 山口兼吉 

藤本織物工場 南多摩郡 横山村散田 491 明治３年７月 本絹広巾 藤本為良 

佐藤絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1210 昭和６年３月 人絹紬 佐藤幸雄 
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佐藤織物工場 南多摩郡 元八王子村大貫〔ママ〕505 明治 45 年２月 銘仙 佐藤泰治 

坂本織物工場 南多摩郡 元八王子村弐分方 356 昭和７年７月 人絹加工 阪本武助 

佐戸絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1794 大正８年８月 人絹白生地 佐戸林蔵 

志村織物工場 南多摩郡 元八王子村 2667 明治 42 年４月 人絹縞着尺 志村国作 

島崎織物工場 南多摩郡 元八王子村川 80 大正７年７月 人絹着尺 島崎愛太郎 

島崎織物工場 南多摩郡 元八王子村川 80 大正 13 年４月 人絹小巾着尺 島崎隆治 

島崎織物工場 南多摩郡 元八王子村川 84 昭和２年４月 人絹小巾着尺 島崎晴次郎 

平野織物工場 西多摩郡 東秋留村雨間 1649 昭和７年 10 月 人絹小巾着尺 平野茂一 

平野織物工場 南多摩郡 加住村高月 1978 大正６年１月 人絹黒八丈 平野竹次郎 

森田絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1550 昭和９年３月 小巾紬織 森田昇 

鈴木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 251 昭和 12 年２月 人絹銘仙 鈴木政蔵 

 其他ノ人絹織物      

伊藤絹織物工場  八王子市元横山町 755 昭和８年 12 月 小巾人絹交織物 伊藤■三 

八王子輸出織物株式会社  八王子市明神町 462 昭和８年５月 人絹広巾縮緬 久保田惣右衛門 

岡部絹織物工場  八王子市元横山町 755 昭和 10 年７月 人絹ネクタイ地 岡部興 

田中織物工場  八王子市日吉町 35 大正 12 年 12 月 女着尺 田中利一 

田倉織物工場  八王子市千人町 267 昭和５年７月 人絹交織 田倉仁三郎 

大福織物工場  八王子市千人町 265 大正 12 年２月 絹人絹交 大福益 

高橋織物工場  八王子市小門町 78 大正 10 年５月 絹人絹交上布 高橋国治郎 

中山織物工場  八王子市天神町 12 大正 10 年９月 人絹広巾縮緬 中山芳郎 

長田織物合名会社  八王子市元本郷町 130 明治 26 年 11 月 絹人絹交 長田熊吉 

村野織物工場  八王子市本郷町６ 明治 42 年 人絹織物加工 村野千代松 

八木織物工場  八王子市子安町 11 大正５年１月 広巾人絹縮緬 八木猛夫 

 ステーブルファイバー織物      

諸星織物工場  八王子市明神町 738 明治 45 年１月 人絹紋御召 諸星太吉 

吉原綿織株式会社 西多摩郡 調布村上長淵 414 大正５年 11 月 スフ夜具地 吉原粂太郎 

並木織物工場 西多摩郡 小曽木村南小曽木 1883 大正 10 年１月 夜具地 並木弁吉 

山崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1243 昭和２年２月 スフ細夜具地 山崎亀之助 

丸源織物工場 西多摩郡 霞村諸岡 1270 昭和８年３月 スフ織物 中村林之助 
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万田織物工場 西多摩郡 小曽木村南小曽木 1718 大正８年 10 月 スフ織物 万田岩蔵 

古山織物工場 西多摩郡 大久野村 5151 昭和 13 年２月 人絹交織 古山三吉 

指田織物工場 西多摩郡 霞村根ヶ布 568 昭和５年３月 混紡綿及スフ糸 指田正治 

井上織物工場 南多摩郡 横山村下長房 1990 明治 22 年７月 人絹紬絣 井上繁市 

長谷見織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1552 昭和３年２月 人絹夜具地 長谷見万五郎 

奥住織物工場 南多摩郡 川口村上川口 2288 昭和 10 年９月 広巾交織紋甲斐絹 奥住忠一 

加藤織物工場 南多摩郡 横山村散田 725 昭和 10 年４月 人絹着尺 加藤松太郎 

吉崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1430 大正９年 12 月 スフ夜具地 吉崎重平 

榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1143 明治３年４月 絹人絹交織 榎戸雪蔵 

木崎織物工場 南多摩郡 川口村下川口 1974 大正５年８月 人絹銘仙 木崎正太郎 

目黒輸出織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 464 昭和８年２月 広巾人絹縮緬 目黒直一 

美玉絹織合名会社工場 南多摩郡 川口村山入 1368 明治 25 年３月 人絹銘仙 瀬沼愛之助 

清水織物工場 西多摩郡 福生村 65 大正２年５月 広巾其他人絹織物 清水仲五郎 

進華合名会社 南多摩郡 小宮町西中野 3220 大正８年７月 文化御召 青木清 

織心社織物工場 南多摩郡 由井村打越 649 昭和 12 年３月 人絹服裏地 高橋リキ 

杉田織物工場 南多摩郡 川口村上川口 2305 昭和９年２月 人絹紬 杉田多一郎 

 メリヤス製造業製品      

鴨下ホーゼリー生産所 北多摩郡 小金井町 2105 昭和 13 年１月 絹 鴨下一郎 

 其他ノ糸組織物業      

合名会社石井武製紐工場  八王子市小門町 64 昭和９年 10 月 組紐  

市川紐織工場  八王子市寺町 23 昭和２年５月 織紐 市川正作 

鎌田製紐工場  八王子市元本郷町 215 昭和７年 11 月 人絹紐 鎌田浅吉 

石井製紐工場 南多摩郡 小宮町西中野 805 大正 12 年 11 月 綿ゴム入 石井勇 

鶴川組紐株式会社 南多摩郡 鶴川村野津田 2377 明治 33 年 11 月 絹組紐 石阪信次郎 

ヤマニ西野屋製紐所 北多摩郡 府中町 5857 明治 35 年３月 其他ノ小組物 鈴木平七 

藤森製紐工場 南多摩郡 小宮町大和田 449 大正 14 年４月 製紐 藤森光治 

目黒撚糸工場 北多摩郡 拝島村 2063 大正７年６月 生糸撚糸 目黒信一 

 製綿業      

川鍋製綿所  八王子市子安町 11 大正６年５月 製綿 川鍋福三 
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石川製綿所 西多摩郡 増戸村山田 895 大正 11 年８月 打返之加工 石川勝五郎 

森田製綿工場 西多摩郡 福生村 638 明治 16 年３月 フトン綿 森田寿作 

 其他ノ紡織工業      

東亜ファイバー株式会社工場  八王子市平岡町 23 昭和 13 年５月 調練麻  

小柳再製糸工場  八王子市元横山町 353 昭和７年５月 再製絹糸 小柳亀吉 

東京紡績株式会社拝島工場 北多摩郡 拝島村 66 大正９年２月 左皮 西川伊右衛門 

ヤマニ振綿工場 南多摩郡 小宮町西中野 3593 大正９年３月 振綿 大沢孝雄 

 染色精錬漂白及整理業      

本間染工場  八王子市平岡町 20 大正 15 年３月 絹糸染 本間亥之四郎 

粕谷染色工場  八王子市平岡町 74 大正 13 年 12 月 人絹 粕谷辰五郎 

横田染色工場  八王子市小門町 63 大正７年９月 絹糸 横田常五郎 

中島染色工場  八王子市平岡町 58 昭和５年７月 加工 中島勉 

久ケ山染工場  八王子市明神町 532 昭和 14 年 絹糸 久ケ山久七 

串田染色工場  八王子市元横山町 756 昭和４年１月 絹糸 串田金市 

山本張糸工場  八王子市本町 18 大正４年４月 精錬絹糸 山本秀太郎 

山口染工場  八王子市天神町 13 大正 8年７月 絹糸 山口兼吉 

朝倉染工場  八王子市横山町 大正６年 12 月 加工 朝倉政治郎 

斎藤染色工場  八王子市東町 21 大正２年２月 絹糸 斎藤寅吉 

下田染色工場  八王子市元本郷町 237 大正１年１月 人絹 下田マサ 

久田染色工場  八王子市八木町 37 大正９年２月 生糸 久田一男 

角田染色工場  八王子市寺町 53 明治 42 年９月 生糸 角田喜代治 

杉田染工場  八王子市元本郷町 275 昭和５年 1月 生糸 杉田寅太郎 

石渡染色加工場 南多摩郡 小宮町西中野 1015 昭和３年８月 絹糸 石渡マツ 

大谷染色工場 西多摩郡 調布村上長淵 525 大正 10 年３月 綿糸 大谷金八 

吉岡染色工場 西多摩郡 石畑村 192 大正５年４月 絹糸染 吉岡伊助 

中村染工場 西多摩郡 青梅町 102 大正 12 年８月 綿糸 中村来内 

栗原染工場 北多摩郡 砂川村 178 昭和２年８月 絹糸染 栗原与太郎 

松浦染糸工場 西多摩郡 青梅町青梅 1045 昭和 10 年 1月 綿糸 松浦太助 

古田染糸工場 西多摩郡 青梅町青梅 1228 昭和５年 11 月 綿糸染 古田幸太郎 
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峰岸染工場 北多摩郡 大和村芋窪 1864 昭和５年 11 月 玉糸染色 峰岸包義 

守谷染工場 西多摩郡 青梅町 535 昭和４年３月 綿糸 守谷石一郎 

 機械捺染      

高取染色工場  八王子市平岡町 67 明治 41 年９月 人絹織物 高取和吉 

 其他ノ捺染      

高野捺染加工場  八王子市元本郷町 188 昭和３年１月 絹布 高野隆 

久保田織物工業株式会社  八王子市明神町 630 明治 37 年４月 織物用 久保田惣右衛門 

朝井捺染加工  八王子市元本郷町 197 昭和７年１月 人絹 朝井金蔵 

小林織物加工場 南多摩郡 小宮町西中野 3457 昭和２年９月 別品目 小林浅吉 

 無地染      

宮崎染色工場  八王子市大横町 97 天保年間 綿布 宮崎兵三郎 

橋本染色工場 南多摩郡 小宮町西中野 99 昭和４年７月 絹布 橋本一郎 

 精錬漂白及整理      

株式会社八王子織物整理染色工場  八王子市東町 19 明治 40 年８月 織物 三上安太郎 

八王子精錬染工場  八王子市新町 37 大正７年８月 織物整理 原喜代太郎 

西谷織物仕上工場  八王子市本町 23 大正９年 11 月 純絹着尺絽及紗 西谷■ 

合名会社大沢織物整理工場  八王子市小門町 88 明治 38 年４月 織物 大沢直三郎 

関東織物整理株式会社  八王子市小門町 84 昭和７年７月 別品目 土方三次 

大東工業株式会社  八王子市本郷町８ 昭和２年９月 織物 福沢源一 

多摩織物整理株式会社  八王子市寺町 38 大正 10 年８月 絹布 両角太兵衛 

竹田織物整理工場  八王子市明神町 22 昭和４年８月 織物整理 竹田貞蔵 

中村織物工場  八王子市元本郷町 199 大正 10 年１月 絹布 中村幸四郎 

野口織物整理工場  八王子市南町 29 大正６年６月 絹織物 野口富蔵 

合資会社桑都工場  八王子市八日町 23  織物整理 竹村啓一郎 

小林織物合名会社  八王子市八幡町 90 昭和６年９月 絹布 小林林太郎 

荒井絹織物工場  八王子市元横山町 755 昭和５年５月 人絹着尺 荒井ソノ 

合名会社敷島織物整理工場  八王子市天神町 11 昭和 10 年５月 織物整理  

東京府青梅織物工業組合 西多摩郡 青梅町西分 123 昭和９年 11 月 夜具地 田中孫次郎 

武桑織物整理株式会社 南多摩郡 小宮町西中野 1003 大正 11 年２月 絹ト人絹交 中村海造 
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青梅織物整理株式会社 西多摩郡 青梅町青梅 1006 昭和２年５月 交織布  

三好加工所 西多摩郡 青梅町青梅 1414 昭和５年５月 綿布 茂木喜市 

 

 金属工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 金属精錬業及材料品製造業      

特殊鋼線製作所 北多摩郡 保谷村下保谷 467 昭和 13 年５月 硝入用金鋼 伊藤慎三郎 

川村精密機械製作所第二工場 北多摩郡 保谷村上柳沢〔ママ〕 昭和 13 年５月 鋼管 川村哲治 

増田金属管製作所 北多摩郡 小平村鈴木新田 146 大正２年７月 鋼管 増田市之助 

榎本黄銅線板工場 北多摩郡 保谷村上保谷 290 明治 36 年 12 月 真鍮インゴット 榎本常次郎 

 鋳物業      

合資会社テイケイ鋳物工場  八王子市明神町 663 昭和８年８月 工作機 山田頼輔 

東京アルミニウム工業株式会社 北多摩郡 神代村下仙川 昭和 12 年９月 アルミニウム合金鋳物 西木国之輔 

中島飛行機株式会社田無鋳鍛工場 北多摩郡 田無町 3011 昭和 13 年７月 発動機用鋳造物 中島喜代一 

株式会社武藤理化学研究所 北多摩郡 三鷹村下連雀 559 昭和 13 年８月  伊地知清弘 

栗原鋳物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3210 昭和８年４月 工作機械部分品 栗原定吉 

平原鋳物工場 西多摩郡 三田村御岳 272 昭和６年６月 キセル丁双 平原市太郎 

 鋳物以外ノ金属製品製造業      

東京精螺子製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1592 昭和 13 年 12 月 黄銅 大藤三郎 

東洋精鋼株式会社 北多摩郡 調布町上布田 425 昭和 12 年 11 月 ピン針 門馬将直 

高橋工場 北多摩郡 狛江村岩戸 865 昭和 11 年 11 月 板金加工 高橋達幸 

東京シャッター商会工作所 北多摩郡 立川町中立川〔ママ〕 昭和６年 スライドファスナー 島田金次郎 

合名会社田中製鋏場 北多摩郡 小金井町小金井 908 昭和３年３月 鉄板切鋏 田中文七 

松本鉄工所 北多摩郡 神代村金子 1500 昭和 13 年 10 月 蹄刀 松本謙吉 

笹川刃物工場 北多摩郡 武蔵野町境 1465 明治 15 年 木器用刃物 笹川彦衛 

 鍍金製品製造業      

川村鍍金研究所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1592 昭和３年２月 亜鉛鍍金加工 川村定吉 
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 機械器具工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 原動機製造業      

千代田精工株式会社三鷹工場 北多摩郡 三鷹村野崎 47 昭和 13 年 11 月 製品試作中 福岡成一 

高橋製作所 北多摩郡 村山村三ツ木 644 昭和８年 10 月 部分品 鈴木寅蔵 

大和航空機械製作所 北多摩郡 三鷹村新川 863 昭和 13 年１月 部分加工 桐生兵太郎 

 電気機械器具製造業      

株式会社横河電機製作所小金井工場 北多摩郡 小金井町 1794 昭和 12 年６月 磁石発電機 東郷安 

内田電機工業所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 922 昭和 11 年 12 月 電機製造 内田実五郎 

 無線及有線通信機械器具製造業      

日本無線電信株式会社井頭工場 北多摩郡 三鷹村上連雀 930 大正６年４月 各種無線機  

三鷹電機製作所 北多摩郡 三鷹村野崎 603 大正 13 年５月 無線電信機 小杉八郎 

株式会社三鷹金属加工所 北多摩郡 三鷹村上連雀 907 昭和 13 年７月 無線  

 紡織機械器具製造業      

伊藤機械製作所  八王子市平岡町 12 昭和２年５月 織機 伊藤金太郎 

長谷川製作所  八王子市新町 11 昭和 10 年５月 ロール其他修理加工 長谷川安茂 

日本針金株式会社東京工場 北多摩郡 神代村■■ 昭和６年２月 綿紡用針布 秋好実 

小野絣板製造工場 北多摩郡 村山村岸 386 大正 11 年 10 月 絣板 小野秋蔵 

小口絣板製造工場 北多摩郡 村山村中藤 4130 大正 12 年２月 絣板 小口藤一郎 

 工作機械器具製造業      

大沢螺子研削所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1695 昭和 13 年４月 タップ 大沢秀雄 

武藤精機株式会社 北多摩郡 武蔵野町境 1449 昭和 13 年 11 月 歯車式電動機 滝本政吉 

丸源製鋸所本店 北多摩郡 調布町国領 431 大正８年９月 丸鋸 塩沢源三郎 

 印刷及製本機械器具製造業      

丸星製作所 北多摩郡 三鷹村下連雀 578 昭和 10 年２月 青写真機械 池田寅三 

 其他ノ製造加工用機械器具製造業      

帝国ミシン株式会社 北多摩郡 小金井町 2045 昭和６年 10 月 ミシン 小瀬与作 

 喞筒製造業      

株式会社小美野製工所 北多摩郡 田無町柳沢 292-4 大正 11 年７月 真空乾燥器  
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 計器製造業      

株式会社横河電機製作所吉祥寺工場 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 3000 大正４年９月 配電盤 東郷安 

中井電気製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 3069 昭和 11 年７月 発電機 中井敏光 

内田電気製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 922 昭和 10 年９月 電気計器 内田実五郎 

野口工業所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1696 昭和８年 10 月 電機計器 野口広吉 

青柳電気製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2968 昭和 13 年１月 電機計器 青柳要吉 

株式会社科学機械製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺里中田南 1-635 昭和 13 年 ゲージ 三好重行 

株式会社吉田時計店日野工場 南多摩郡 日野町南広間北 347 昭和 11 年２月 セルフタイマー  

武蔵野電気製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2537 昭和８年９月 抵抗器 西村友行 

小金井製作所 北多摩郡 小金井町貫井 昭和 10 年 10 月 精密多面摺合定盤 小林捨次郎 

 時計製造業      

大日本時計株式会社田無工場 北多摩郡 田無町 1650 昭和 11 年７月 機械自家使用時計部分品  

 医療器械製造業      

玉川医科器械工業株式会社 北多摩郡 狛江村和泉 2591 昭和 12 年４月 血圧計 関沢信三 

 蓄音器製造業      

日本フヰルモン株式会社 北多摩郡 狛江村岩戸 56 昭和 12 年 12 月 フヰルモン再用機  

 車輌製造業      

株式会社一三六商行  八王子市旭町 17 昭和３年 12 月 自動車修理 大高末之助 

小林自動車製作工場  八王子市明神町 545 大正５年３月 自動車車体製作 小林鉄之介 

小笠原工場 北多摩郡 調布町布田小島分 153 昭和２年 10 月 自動車修繕 小笠原長勝 

加藤自動車修繕工場 北多摩郡 田無町 229 昭和５年 自動車修繕 加藤万蔵 

 バルブ及コック製造業      

戸井田工場 北多摩郡 調布町下石原 152 大正 13 年５月 ガスコック 岩崎キン 

多摩川製作所 北多摩郡 調布町田園 269 昭和 11 年８月 オイルバルブ 太田政吉 

三鷹航空工業株式会社 北多摩郡 三鷹村上連雀 990 昭和 11 年８月 発動機部品 寿美井鷹一 

 其他ノ機械器具製造業      

八王子鉄工機械工業組合工場  八王子市明神町 1012 昭和 12 年６月  錦見軍治 

山田鉄工場  八王子市元横山町 426 大正９年７月 撚糸機械 山田頼輔 

深松鉄工所  八王子市明神町 602 昭和７年３月 部分品 深松留男 
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合資会社千代田製作所光学工場 北多摩郡 三鷹村牟礼 昭和９年２月 顕微鏡部品 松本福松 

和田工場 南多摩郡 日野町 3388 昭和 10 年７月 活動写真機台 和田七郎 

川田工作所 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 609 昭和７年６月 火工部品 川口弥重郎 

田村機械製作所 北多摩郡 調布町布田小島分 261 大正 13 年３月 機械修理加工 田村馬之助 

田所機械工場 北多摩郡 立川町 3070 昭和７年７月 部分品 田所寺三郎 

中原機械工場 北多摩郡 立川町 3955 昭和９年９月 部品 中原栄恵 

山丸工業株式会社 北多摩郡 三鷹村牟礼 1860 昭和 12 年３月 船用部品  

合資会社安部甚工業所 北多摩郡 神代村金子 昭和 13 年２月 ガソリン組材器 安部芳樹 

町田製作所 南多摩郡 町田町森野 昭和 13 年８月 部品 舟崎由之 

松尾電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和 13 年１月 計器部品 松尾錦之助 

国分酸素工業所 北多摩郡 立川町 1206 昭和 10 年 11 月 運搬用リヤカー加工 宮寺喜一 

国光精機株式会社 北多摩郡 三鷹村下連雀橋下南浦 昭和 13 年６月 旋盤用生爪チャック 井戸徳 

清原工業所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 500 昭和 12 年 10 月 電気計器部分品加工 清原一平 

三木電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1761 昭和８年３月 電気計器部分品 三木修一 

正田飛行機製作所 北多摩郡 三鷹村上連雀 997 昭和８年 12 月 注文品 正田十吉 

森竹機械製作所 北多摩郡 立川町 1443 昭和７年 11 月 防毒マスク  

 

 窯業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 陶磁器製造業      

秦製陶所 北多摩郡 国分寺村恋ヶ窪 66 大正 13 年６月 碍管 秦半兵衛 

秋津工業株式会社 北多摩郡 清瀬村野塩 301 昭和 10 年５月 無線 三ヶ尻嘉六 

杉山製陶工場 西多摩郡 霞村根ヶ布 460 大正５年４月 土管 杉山三七 

 硝子及硝子製品製造業      

宮本レンズ製作所 北多摩郡 東村山村久米川 602 昭和 10 年 11 月 玩具用レンズ 宮本金司 

 セメント製造業      

浅野セメント株式会社西多摩工場 西多摩郡 大久野村 2650 昭和４年７月 ポルトランドセメント 有駒芳彦 

 セメント製品製造業      

西川製瓦工場 北多摩郡 昭和村中神 8812 昭和６年７月 瓦 西川清吉 
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合資会社井田コンクリート工場  工業所 北多摩郡 調布町布田小島分 260 昭和 11 年３月 鉄筋コンクリート 鴨井庄司 

旭コンクリート工業株式会社東京工場 北多摩郡 調布町下石原松崎通 昭和 12 年 11 月 一般コンクリート製品 足立義雄 

 石灰製造業      

武藤石灰製造工場 西多摩郡 青梅町日向和田 938 大正６年３月 生石灰 武藤常吉 

青梅製灰所 西多摩郡 青梅町日向和田 952 大正 13 年１月 生石灰 大西西治 

 

 化学工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 製薬業      

株式会社和光堂東京工場 北多摩郡 神代村北野 841 大正７年３月 滋養糖  

合資会社皇漢医学中山研究所境工場 北多摩郡 武蔵野町境 701 昭和 10 年９月 薬 中山忠直 

 工業医薬品製造業      

株式会社高木硝酸銀製薬所狛江工場 北多摩郡 狛江村 445 昭和 10 年 12 月 其他ノ工業薬品 高木耕治 

 塗料及顔料製造業      

日本自動車株式会社国立航空機塗料工場 北多摩郡 谷保村仮谷上 大正９年７月 羽布塗料  

 石鹸及化粧科品製造業      

天星石鹸工場 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 50 昭和 12 年５月 粉末石鹸 金子美三 

 発火物製造業      

細谷煙火工場 西多摩郡 多西村 2970 明治 39 年３月 煙火 細谷喜一 

 ゴム製品製造業      

日本パリキン株式会社 北多摩郡 国分寺町国分寺 17 昭和 12 年７月 ゴム製品 吉田藤一郎 

 製紙業      

八王子製紙株式会社 南多摩郡 小宮町大和田 826 昭和６年８月 浅草紙  

 フィルム乾板類製造業      

株式会社小西六工場六桜社日野万工場 南多摩郡 日野町日野雪土塚 昭和３年７月 写真用フィルム 東久世通忠 

 其他ノ化学工業      

渡辺ファイバ製作所三鷹工場 北多摩郡 三鷹村下連雀 昭和５年６月 ファイバ製ケース 渡辺三郎 

村山水車工場 北多摩郡 東村山村回田 2449 大正９年１月 エボナイト粉末加工 小島元治 
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 製材木製品工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 製材業      

青木製材工場  八王子市元横山町 41 大正２年３月 板 青木貞屋 

岩浪製材工場 西多摩郡 調布村上長淵 大正８年１月 製材 岩浪清 

原康製材工場 西多摩郡 古里村小丹波 161 昭和４年 10 月 角材 原島康平 

羽生製材所 西多摩郡 大久野村 2214 大正７年１月 製材 羽生順吉 

小沢製材所 西多摩郡 三田村沢井 明治 37 年 10 月 板材 小沢重徳 

調布精米製材工場 北多摩郡 調布町下布田 449 大正 15 年９月 板角 島田彦太郎 

尾崎産業合資会社製材所 南多摩郡 恩方村上恩方 大正 11 年 11 月 角 尾崎栄吉 

カネ山製材工場 西多摩郡 古里村棚沢 昭和 11 年 10 月 角材 山宮■之助 

川辺製材所 西多摩郡 氷川村氷川 昭和 12 年 12 月 製材 川辺七郎 

金子製材工場 北多摩郡 調布町下布田 145 昭和 13 年７月 製板 金子鶴吉 

玉川製材所 西多摩郡 三田村沢井 大正 13 年７月 製材 斎藤伊三郎 

高水製材工場 西多摩郡 五日市町館谷 89 昭和 10 年９月 角 高水幾蔵 

武藤製材工場 西多摩郡 成木村上成木上方 1099 大正７年７月 角丸 武藤親三 

野崎製材所 西多摩郡 小曽木村黒沢 昭和３年９月 小角類 野崎半三 

ヤマ正製材工場 西多摩郡 古里村棚沢 991 昭和８年９月 板 福島賢三 

山宮製材工場 西多摩郡 古里村棚沢 345 昭和 13 年 11 月 板角 山宮紋三郎 

山崎製材工場 西多摩郡 三田村沢井 256 明治 41 年 11 月 桐材 山崎文五郎 

マル氷製材工場 西多摩郡 古里村白丸 2 昭和 11 年 10 月 板 大沢勝蔵 

マル共製材工場 西多摩郡 古里村小丹波 昭和 10 年 小角 瀬島太七 

マル福福生製材所 西多摩郡 福生村 1015 大正 10 年８月 板角 岸徳次郎 

松本製材所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和４年 12 月 丸 松本光之助 

増田木工所 北多摩郡 東村山村野口 大正１年９月 製材 増田喜一郎 

福森製材所 西多摩郡 三田村沢井下分 昭和２年 11 月 角 福島森蔵 

福島製材工場 西多摩郡 三田村二俣尾 967 明治 31 年１月 松小角 福島寛左衛門 

孝沼製材工場 南多摩郡 町田町原町田 4323 大正 13 年１月 板 孝沼音吉 

越水製材工場 南多摩郡 町田町原町田 昭和３年９月 松 越水荘平 
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青柳製材工場 西多摩郡 三田村沢井下方 411 昭和 10 年２月 板 青柳徳次郎 

秋川製材所 西多摩郡 五日市町留原 861 大正 12 年５月 板 高取寛一郎 

佐藤製材所 西多摩郡 成木村小曽木 40 大正 13 年３月 角材 佐藤谷五郎 

木住野製材所 西多摩郡 五日市町五日市 昭和９年４月 角 木住野晋四郎 

木崎製材工場 西多摩郡 成木村北小曽木 昭和 10 年７月 製材 木崎鶴松 

三沢製材工場 西多摩郡 五日市町留原 昭和３年６月 角 三沢藤丸 

渋谷製材所 南多摩郡 町田町原町田 大正９年 製材 渋谷政義 

 木製品製造業      

田上合資会社  八王子市南新町 19 大正 14 年 10 月 和洋家具 田上兵次郎 

土屋建具製造工場  八王子市本町 55 明治 29 年 建具 土屋角造 

野口建具工場  八王子市寺町１ 明治 42 年 11 月 建具 野口友吉 

山川建具工場  八王子市寺町１ 明治 41 年２月 建具 山川■ 

小林木工場  八王子市台町 27 昭和３年 10 月 汽車弁当箱 小林栄次 

飯多呑口工場 西多摩郡 福生村 758 天保１年１月 呑口 飯多久吉 

矢沢呑口製作所 西多摩郡 福生村 1147 昭和４年 10 月 呑口 矢沢富士太郎 

合資会社府中製作所 北多摩郡 府中町 10515 昭和 12 年 10 月 木箱 村山芳郎 

大野呑口工場 西多摩郡 福生村 781 大正２年１月 呑口 大野鉄三郎 

佐藤呑口製造所 西多摩郡 福生村 699 大正 13 年４月 呑口 佐藤源三郎 

笹本木工所 西多摩郡 福生村 700 昭和３年２月 呑口 笹本一作 

 

 印刷及製本業／印刷業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

スヾキ印刷所  八王子市南町 32 昭和２年５月 印刷 鈴木繁蔵 

田中印刷所 北多摩郡 東村山村南秋津 1045 大正 15 年３月 印刷  

立川印刷所 北多摩郡 立川町 2501 昭和５年７月 印刷 鈴木貞治 

株式会社行政学会印刷所 北多摩郡 立川町 3955 明治 40 年６月 印刷 大庭公平 
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 食料品工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 醸造業      

西岡酒造工場  八王子市八木町 10 明治 26 年２月 清酒 西岡儀兵衛 

合資会社小塚治郎商店  八王子市八木町 55-1 大正 15 年 11 月 清酒  

石川酒造場 西多摩郡 熊川村１ 明治 10 年 10 月 清酒 石川弥八郎 

飯田酒造場 北多摩郡 狛江村和泉 1733 不詳 清酒 飯田敬輔 

株式会社豊島屋本店 北多摩郡 府中町 5774-1 大正２年３月 清酒  

岡崎酒類醤油醸造工場 西多摩郡 青梅町青梅 496 宝永２年８月 清酒 岡崎訓右衛門 

渡辺酒造合名会社 北多摩郡 村山村中藤 778 弘化２年８月 清酒  

川田酒造場 南多摩郡 町田町原町田 837 大正 11 年 11 月 清酒 川田総七 

田村酒造場 西多摩郡 福生村 626 文政６年 10 月 清酒 田村半十郎 

土屋清酒醸造工場 北多摩郡 狛江村岩戸 1041-2 昭和 13 年 10 月 清酒 土屋誠一 

中久酒造場 北多摩郡 府中町 9420 大正９年 10 月 清酒 野口栄治 

中島酒造場 南多摩郡 恩方村下恩方 724 昭和２年 10 月 清酒 中島千鶴 

中村酒造場 西多摩郡 西秋留村牛沼 63 明治２年 10 月 清酒 中村八郎右衛門 

野崎酒造場 西多摩郡 戸倉村 63 明治 17 年 10 月 清酒 野崎喜三郎 

柳内清酒醸造場 西多摩郡 小曽木村黒沢 784 文政８年 10 月 清酒 柳内アサ 

鈴木酒造場 北多摩郡 小平村小川 781 明治 23 年 10 月 清酒 鈴木恒吉 

不二化学研究所  八王子市明神町 183 昭和 10 年１月 粉末  

井上醤油醸造工場 北多摩郡 調布町布田小島分 136 明治 16 年２月 醤油 井上欣一 

大塚醤油店 南多摩郡 町田町森野 1372 不詳 醤油 大塚七兵衛 

岡醤油醸造工場 南多摩郡 町田町原町田 1237 大正８年４月 醤油 岡直三郎 

門野醤油醸造場 北多摩郡 村山村中藤 385 明治 44 年 11 月 醤油 門野万吉 

竹村醤油醸造場 北多摩郡 昭和村大神 266 明治 30 年９月 醤油 竹村守八 

村野醤油醸造場 北多摩郡 立川町 3-123 不詳 醤油 村野安五郎 

ヤマ太醤油醸造工場 北多摩郡 東村山村久米川 970  醤油 桜井太一 

山ニ醤油醸造株式会社 北多摩郡 立川町 2909 安永年不詳 醤油 北浦弥太郎 

最根醤油醸造工場 南多摩郡 忠生村上小山田 3510 不詳 醤油 最根石蔵 
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三沢醤油醸造工場 南多摩郡 忠生村木曽 2049 明治 30 年 10 月 醤油 三沢与吉 

 澱粉製造業      

合名会社野津良助会社澱粉工場 北多摩郡 東村山村野口 1692 昭和 12 年 11 月 澱粉  

 菓子パン及水飴製造業      

中島屋製菓所  八王子市天神町 10 明治 45 年 11 月 鉄砲玉 伊藤久蔵 

小林菓子工場  八王子市八幡町 82 不詳 和菓子 小林万蔵 

亢木屋本店製菓工場  八王子市八日町 73 天保 和干生菓子 楢本長五郎 

合資会社木村屋  八王子市八日町 81 昭和７年 10 月 パン 木下為吉 

 缶詰製造業      

藤野缶詰所日野工場 南多摩郡 日野町 昭和 13 年６月 牛肉 藤野辰次郎 

 畜産品製造業      

八王子ミルクプラント  八王子市天神町 26 昭和３年 12 月 牛乳 清水小三郎 

東京府信用購買販売組合聯合会農産加工部 北多摩郡 狛江村岩戸 1125 昭和 12 年 12 月 ラード 立石知 

 製茶業      

小島製茶工場 北多摩郡 大和村蔵敷 467 昭和６年５月 製茶 小島国太郎 

 製氷業      

八王子製氷株式会社  八王子市小門町 97 大正 12 年２月 ソーダ水 福田恒三 

立川製氷株式会社 北多摩郡 立川町 2738 昭和３年７月 製氷 高尾万次郎 

 製麺業      

東京豆麺工業所 北多摩郡 三鷹村新川 昭和 10 年３月 豆麺 桐生兵太郎 

新井屋製麺工場 南多摩郡 小宮町大和田 910 昭和５年６月 乾製麺 石川福次 

岸製麺所 西多摩郡 五日市町 64 大正９年２月 麺類 岸彦太郎 

 其他ノ食料品工業      

日本配合飼料株式会社保谷工場 北多摩郡 保谷村 昭和 13 年４月 乾燥野菜 佐々木政一 

塚本精米工場 南多摩郡 由井村小比企 昭和 14 年７月 白米 塚本五郎 

昭和商事株式会社東京工場 北多摩郡 小金井町小金井 1793 昭和８年２月 アミーサン 田村久八 
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 瓦斯及電気業／瓦斯業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

八王子瓦斯株式会社  八王子市明神町 691 昭和５年４月 コークス  

 

 其他ノ工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 紙製品製造業      

土屋ホール箱製造場 西多摩郡 福生村 776 大正 14 年９月 雑用器 土屋蔵 

 綿及麻製綱、縄及網製造業      

横田製作所 北多摩郡 調布町上石原 104 昭和７年４月 麻縄 横田正吉 

 裁縫業      

石川タビ製造工場 西多摩郡 西多摩村羽 413 大正 10 年４月 休業 石川伝吉 

大井屋足袋製造所 西多摩郡 五日市町五日市 35 昭和 11 年５月 地下足袋 馬場筆三郎 

 医療材料品製造業      

丸甲製綿株式会社八王子支店  八王子市旭町 34 大正 10 年９月 製綿 矢崎淑太郎 

 石工品製造業      

石勝石材工場 北多摩郡 多磨村上染屋 600 大正 12 年 10 月 墓石 中野勝五郎 

戸井田石材工場 北多摩郡 多磨村上染屋 671 大正 12 年 10 月 墓石 戸井田重吉 

吉野石材店 北多摩郡 多磨村小田分 333 昭和５年４月  吉野欽次 

立花家石材工場 北多摩郡 多磨村上染屋 618 大正 12 年３月 墓 戸純直次郎 

山形家石材店 北多摩郡 多磨村車返 1845 昭和５年４月 墓石 和中善吉 

マル忠石材工場 北多摩郡 多磨村上染屋 628 大正 12 年４月 墓石 山田忠治郎 

越後家石材店 北多摩郡 多磨村上染屋 671 大正 13 年 12 月 墓石 大越福七 

 其他ノ製品製造業      

成木礪粉工業所 西多摩郡 成木村上成木下分 1107 昭和 11 年５月 石灰石粉 志村仙吉 
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