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『全国工場通覧』にみる工場一覧（昭和 16 年版） 
 

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      

日本特殊鋼線株式会社 北多摩郡 保谷村下保谷 467 昭和 14 年５月 金属精錬及材料品  

榎本黄銅線板工場 北多摩郡 保谷村上保谷 明治 36 年１月 金属精錬及材料品 榎本栄次郎 

鋳物業      

合資会社アーケー鋳物工場  八王子市明神町 663 昭和８年８月 鋳物  

八王子鋳物製作所 南多摩郡 小宮町大和田 昭和９年 12 月 機械工具 小川■男 

栗原鋳物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3210 昭和８年４月 制輪子 栗原寅吉 

鈴木鋳工所 南多摩郡 元八王子村横川 40 不詳 バイス 鈴木傳之 

株式会社後藤合金鋳工所立川工場  立川市 4-59 昭和 14 年 11 月 青銅鋳物 後藤潤五 

平原鋳工場 西多摩郡 三田村 272 大正３年３月 青銅鋳物 平原市太郎 

合資会社小川合金製作所鋳工場 北多摩郡 狛江村和泉 昭和９年９月 青銅鋳物製品 小川鉛■ 

株式会社武蔵理化学研究所 北多摩郡 三鷹村下連雀 559 昭和 13 年８月 其の他の機械器具 伊地知清弘 

鋳物以外ノ金属製品製造業      

株式会社東京発条製作所 北多摩郡 小平村野中新田 明治 14 年４月 機械用鋳物 荒井武一 

東京精螺製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1592 不詳 ボルトナット及電■ 木■三郎 

徳力精工株式会社 北多摩郡 調布町布田小島町 昭和 14 年４月 電力■用固定コイル 鈴木一郎 

株式会社立川螺子小沢製作所 北多摩郡 立川町 2609 昭和 13 年４月 螺子  

田中螺子製作所 北多摩郡 三鷹村牟礼■■ 昭和 13 年 12 月 ボルトナット  

合名会社村越■螺製作所 北多摩郡 小金井町 1957 昭和 13 年８月 螺子 村越政右衛門 

三鷹螺子株式会社 北多摩郡 三鷹村下連雀 310 昭和 14 年７月 螺子及ナット  

杉浦製作所 北多摩郡 調布町下布田 1-53 不詳 ボルトナット及電■ 杉浦武 

芝田製作所 南多摩郡 町田町原町田 232 昭和 14 年４月 精密螺子 芝田英夫 

株式会社沢田螺旋製作所 北多摩郡 武蔵野町 449 昭和 14 年 11 月 螺子加工 沢田兵衛 

加藤■力店 西多摩郡 青梅町青梅 明治 42 年 12 月 金属板金製品 加藤長吉 
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森竹機械製作所 北多摩郡 立川〔町〕1443 昭和７年 11 月 機械部分品 森竹静吉 

東洋製鋼株式会社 北多摩郡 調布町字土師田 425 昭和 12 年 11 月 ビン 門馬将直 

鍍金業      

川村鍍金研究所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1592 不詳 雑貨類加工 川村定吉 

電水舎精密鍍金工業所 北多摩郡 三鷹村下連雀 昭和 11 年 11 月 各種鍍金加工 高松徳喜郎 

 火造鍛冶業      

奥隅鉄工所  立川市 2756 昭和６年２月 火造品 奥隅八■ 

東洋鍛工株式会社 北多摩郡 田無町北芝久保 22 昭和 14 年４月 火造品 米平文作 

 其他ノ金属品製造加工業      

東京シャッタ商会工作所  立川市 2529 昭和６年 10 月 ファスナー 島田金次郎 

大日本興国会万歳社圧力釜研究所 北多摩郡 東村山村久米川 179 昭和 14 年 12 月 其他金属品 石野彦行 

 

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      

株式会社二木製作所  立川市 1779 昭和 14 年９月 其他ノ機械器具 二木英 

千代田精工株式会社 北多摩郡 三鷹村野崎 47 昭和 13 年３月 其他ノ機械器具  

株式会社朝比奈鉄工所保谷製作所 北多摩郡 保谷村上保谷柳沢 150 昭和 13 年４月 発動機 朝比奈幸太郎 

三鷹精機製造株式会社 北多摩郡 三鷹村上連雀 495 昭和 14 年６月 其他ノ機械器具 鈴木防人 

新興機械工業株式会社三鷹工場 北多摩郡 三鷹村井口 115 昭和 14 年２月 発動機  

 電気機械器具製造業      

中村電機工業所  八王子市中町４ 昭和３年１月 発電機 中村光蔵 

内田電機工業所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和 10 年１月 電機機械器具加工 内田実五郎 

武蔵野電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2537 昭和８年９月 電気計器  

 無線及有線通信機械器具製造業      

大坂変圧器株式会社 北多摩郡 三鷹村字下連雀 昭和 14 年３月 電気通信機 品川良造 

田中無線電機製作所 北多摩郡 三鷹村牟礼 591 昭和９年 11 月 電気通信用 田中惣太郎 

三鷹電機製作所 北多摩郡 三鷹村牟礼山崎 603 昭和 13 年５月 無線通信機械器具 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 無線電信電話機部分品 岡直正 
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南工業所 北多摩郡 三鷹村下連雀 594 不詳 無線通信器〔機〕 南吉太郎 

七和精機製作所 南多摩郡 日野町 3388 昭和 10 年７月 無線電信接続器 和田七郎 

森河工業所 北多摩郡 三鷹村下連雀 昭和８年３月 無線機部分品 藤沢幸一 

 化学工業用機械器具製造業      

株式会社三六商工境工場 北多摩郡 武蔵野町境 1-400 昭和 14 年２月 木炭瓦斯発生器 大高末之助 

 印刷機械器具      

合資会社精興社分工場精華堂 西多摩郡 霞村根ヶ布 385 昭和８年２月 印刷機 ■井赫太郎 

 ミシン製造業      

帝国ミシン株式会社 北多摩郡 小金井町字小金井 2104 昭和９年９月 ミシン 水瀬与作 

 其他ノ製造加工用機械器具製造業      

株式会社東京電気爐製作所 北多摩郡 武蔵野町 1441 昭和 14 年４月 電気爐 合田良二 

斎藤鉄工所 北多摩郡 府中町 8050 昭和３年４月 其他ノ機械器具 斎藤与三郎 

 ポンプ及水圧機製造業      

楠機械製作所  八王子市平岡町 62 昭和 10 年２月 工業用ポンプ  

株式会社小美野鉄工所 北多摩郡 田無町 292 大正 11 年７月 ポンプ  

 度量衡器製造業      

石井鍛冶工場  八王子市明神町 182 昭和 14 年７月 衡器附属金物 石井兼吉 

高柴精器製作所 北多摩郡 神代村 1332 昭和 12 年９月 度器 高柴栄太郎 

杉本製衡所 南多摩郡 小宮町大和田 昭和 10 年８月 衡器 杉本恒三 

 計器製造業      

株式会社横河電気製作所吉祥寺工場 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 大正４年９月 電気計器 東郷安 

中井電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 大正４年９月 電気計器 中井敏光 

野口工業所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和９年 10 月 電気計器  

株式会社山鹿製作所吉祥寺工場 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和 14 年３月 電気計器 田中章一 

交立計器製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和 13 年２月 電気計器 高岡和 

合資会社富士電社 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和７年６月 電機計器 山本謙陸 

青柳電機工業所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和 12 年 12 月 電気計器 青柳要吉 

浅田電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和 12 年６月 電気計器 浅田松太郎 

清原工業研究所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和 13 年２月 電気計器 清原一平 
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三木電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 昭和８年３月 別品目 三木修一 

東京航空計器株式会社第二工場 北多摩郡 狛江村和泉 1600 昭和 14 年４月 其他ノ計器 和田鎮雄 

多摩電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 3117 昭和 14 年４月 其他ノ機械器具 迎久義 

昭和航空計器株式会社 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 3008 昭和 14 年２月 其他ノ機械器具 岩瀬亮 

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３月 時計側  

 試験及検査機械器具製造業      

近江製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2813 昭和 10 年４月 湿度計  

株式会社科学機械製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1625 昭和 12 年２月 其他機械 三好重行 

大刀藤精密螺線製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2537 昭和 10 年５月 螺線  

小金井製作所 北多摩郡 小金井町貫井 871 昭和 10 年 10 月 ショートレース 小林捨次郎 

 医療機械器具製造業      

玉川医科器械工業株式会社 北多摩郡 狛江村和泉 2591 昭和 13 年８月 血圧計 関沢信三 

 楽器類製造業      

ヲグラ楽器製作所  八王子市小間町 48 昭和 14 年７月 コルネット 小椋正二 

 蓄音器製造業      

日本フィルモン株式会社 北多摩郡 狛江村字岩戸 昭和 12 年３月 フヰルモン再生機 小林寿市 

 ガス器具製造業      

戸井田工場 北多摩郡 調布町下石原 151 大正 13 年３月 ガス器具 岩崎キン 

 軸受製造業      

高津製作所 北多摩郡 三鷹村牟礼 379 昭和 13 年３月 軸受 高津一雄 

 紡織機械器具製造業      

田中鉄工所 西多摩郡 青梅町青梅 1-261 昭和８年５月 紡織機部品 田中米蔵 

 前掲以外ノ部分品及附属品製造業      

今田機械工場  八王子市横山町 410 昭和６年５月 機械加工 今田仙太郎 

長谷川鉄工所  八王子市新町 11 不詳 其他ノ化学製品 長谷川安茂 

田村鉄工所  八王子市南新町 15 大正 11 年 10 月 修理料 田彦太郎 

建部鉄工所  八王子市東町 20 大正１年４月 其他ノ機械器具 建部惣次郎 

内田鉄工所  八王子市明神町 187 昭和５年３月 其他ノ機械器具 内田正一 

山田式機会製作所  八王子市元横山町 426 大正１年７月 其他ノ機械器具 山田頼輔 
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深松鉄工所  八王子市明神町 602  其他ノ機械器具 深松留勇 

金成鉄工所  八王子市平岡町８ 大正 13 年１月 其他ノ機械器具 金成友市 

中原機械工場 北多摩郡 立川町 3955 昭和４年９月 其他ノ機械器具 中原栄恵 

立川鉄工所 北多摩郡 立川町吾妻町 3082 大正 13 年２月 其他ノ機械器具 高林茂男 

田所機械工場 北多摩郡 立川町 3070 昭和７年７月 其他ノ機械器具  

柳沢機械製作所 北多摩郡 立川町 1-504 昭和 13 年６月 其他ノ機械器具 柳且渓 

株式会社八王子製作所 南多摩郡 小宮町西仲安戸 48 昭和 14 年２月 其他ノ機械器具 上田要蔵 

紅林製作所 北多摩郡 昭和村福島 576 昭和 11 年 11 月 ボルト 紅原久七 

川村精密機械製作所第二工場 北多摩郡 保谷村保谷字上柳沢 66-67 昭和 13 年５月 計器部分品 川村哲治 

株式会社吉田時計店日野工場 南多摩郡 日野町字南広間地 347 昭和 11 年 10 月 其他ノ機械器具  

町田鉄鋼加工業組合共同作業所 南多摩郡 町田町原町田 260-1  其他ノ機械器具  

松尾電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 281 昭和 13 年１月 電気器 松尾鈴之助 

増田金属管製作所 北多摩郡 小平村下鈴木 146 大正２年７月 金属精錬及材料品 増田市之助 

荒井鉄工所 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 674 大正 12 年５月 其他ノ機械器具 荒井勘吉 

 其他ノ機械器具製造業      

株式会社一三六商行  八王子市旭町 17 昭和３年 12 月 其他ノ機械器具 豊泉信太郎 

伊藤機械製作所  八王子市平岡町 12 昭和８年５月 其他ノ機械器具 伊藤金太郎 

日産自動車販売株式会社八王子サービス工場  八王子市千人町 不詳 其他ノ機械器具 市村衡 

八王子鉄工機械工業組合附属工場  八王子市明神町 1-12 昭和 12 年６月 其他ノ機械器具 錦見軍治 

林機械製作所  八王子市明神町 502 昭和６年 1月 其他ノ機械器具 林正吉 

榛兼工場  八王子市八幡町 41 明治 20 年３月 其他ノ機械器具 粕谷藤治 

内藤機械製作所  八王子市元横山町 1815 昭和８年６月 記載なし 内藤仲造 

野村鉄工所  八王子市明神町 504 昭和 14 年５月 其他ノ機械器具 野村泰六 

榎田鉄工所  八王子市横山町 114  其他ノ機械器具 榎田逸作 

山川機械工作所  八王子市明神町 315 昭和 11 年８月 其他ノ機械器具 山川準一 

小林自動車製作工場  八王子市明神町 545 昭和３年３月 其他ノ機械器具 小林鉄之助 

日本航空機工業株式会社立川工場  立川市 昭和 14 年３月 其他ノ機械器具 清水毅 

国分酸素工業所  立川市 1206 昭和 10 年 11 月 其他ノ機械器具 宮寺喜一 

新東亜航空興業所  立川市上ノ原 2230 昭和 14 年７月 其他ノ機械器具 押田作郎 
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永光■製作所  立川市 3094 昭和 11 年８月 其他ノ機械器具 永井光 

中野精密機械製作所  立川市 3079 昭和 13 年５月 其他ノ機械器具 中野豊 

株式会社多摩川製作所  立川市 1513 昭和 13 年６月 其他ノ機械器具  

立川機械製作所  立川市 2226 昭和２年４月 其他ノ機械器具  

立川飛行機株式会社  立川市 3628 不詳 其他ノ機械器具 横山虎三郎 

株式会社立川工作所  立川市 3046 大正 10 年８月 其他ノ機械器具 野沢三喜三 

株式会社徳久製作所  立川市 3067 昭和 12 年 12 月 其他ノ機械器具 大森幹 

石井精機工作所 北多摩郡 三鷹村■■588 昭和 13 年 其他ノ機械器具 浦田辰次 

合名会社井之頭製作所 北多摩郡 三鷹村上連雀 543 昭和 12 年９月 其他ノ機械器具 丸井壮七 

磯崎銅工場 南多摩郡 小宮町粟之須 952 昭和 12 年８月 其他ノ機械器具 磯崎藤太郎 

原光学機械製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1605 昭和 12 年 10 月 其他ノ機械器具 原龍三郎 

株式会社日本木工機械製作所 北多摩郡 三鷹村下連雀 577 大正 15 年６月 其他ノ機械器具 並木清三郎 

日本製鋼所株式会社 北多摩郡 府中町番場裏 10-300 昭和 13 年 11 月 作業未開始  

日本特殊鋼材工業株式会社町田製作所 南多摩郡 町田町森野 1000 昭和 13 年８月 其他ノ機械器具 舟崎俤次郎 

日本無線電信電話株式会社 北多摩郡 三鷹村上連雀 193 大正６年４月 其他ノ機械器具  

株式会社日本精機工作所 北多摩郡 小金井町 2575 昭和 14 年８月 其他ノ機械器具  

日東精機株式会社 北多摩郡 田無町 1650 昭和 13 年 12 月 其他ノ機械器具 山田栄一 

本宮精機製作所 北多摩郡 三鷹村上連雀 913 昭和 14 年７月 其他ノ機械器具 本宮小一 

東亜工作所 北多摩郡 宿牟礼下水 1634 昭和 14 年２月 其他ノ機械器具 冬野辰市 

東京精密工業株式会社 北多摩郡 武蔵野町関前 818 昭和 13 年 12 月 其他ノ機械器具 山口兵左衛門 

東京航空器械株式会社 北多摩郡 三鷹村下連雀 337 不詳 其他ノ機械器具  

合資会社千代田製作所井之頭工場 北多摩郡 三鷹村下連雀 52 昭和９年２月 其他ノ機械器具 松木福松 

千代田航空精機株式会社立川工場 北多摩郡 昭和村郷地 90 昭和 14 年７月 其他ノ機械器具 古賀和佐雄 

中央工業株式会社南部工場 北多摩郡 国分寺町 昭和２年２月 其他ノ機械器具 今井文平 

株式会社理学電機製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1624 大正 10 年８月 工業用 X線装置 大槻樵雄 

大森研究所 北多摩郡 三鷹村下連雀 276 昭和 10 年 12 月 其他ノ機械器具 大森信雄 

大塚製作所 北多摩郡 武蔵野町南前 356 不詳 其他ノ機械器具 大塚美春 

株式会社大沢螺子研削所 北多摩郡 武蔵野町関野 351 昭和 16 年５月 其他ノ機械器具 大沢秀雄 

小原鉄工所 南多摩郡 小宮町西中野 98  其他ノ機械器具  

神村製作所 北多摩郡 田無町 601 昭和 15 年１月 其他ノ機械器具 神村武男 
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株式会社葛製作所 北多摩郡 三鷹村野崎 22 昭和 13 年 10 月 其他ノ機械器具 葛良修 

金属酸素溶接加藤自動車修理工場 北多摩郡 田無町 229 昭和３年５月 其他ノ機械器具 加藤万蔵 

株式会社横河電機製作所小金井工場 北多摩郡 小金井町小金井 1194 昭和 13 年６月 其他ノ機械器具 東郷安 

多摩機械株式会社 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 609  其他ノ機械器具 土方賢一 

株式会社多摩製作所 北多摩郡 小平村鈴木新田字南側 昭和 14 年６月 其他ノ機械器具  

太陽航空機製作所 北多摩郡 三鷹村上連雀 897 昭和 13 年 11 月 其他ノ機械器具 千葉涼祐 

高橋精工舎 北多摩郡 田無町谷越 649-1 昭和３年３月 諸機械 高橋宏蔵 

楯岡■工所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2546 昭和 11 年５月 其他ノ機械器具 楯岡慎吉 

大千里精機製作所 北多摩郡 武蔵野町寺野田北 1-578 昭和 14 年４月 其他ノ機械器具 大千里正吉 

合名会社高橋鉄工所 北多摩郡 狛江村岩戸 825 昭和 11 年７月 其他ノ機械器具 高橋達平 

合名会社田中製鋏所 北多摩郡 小金井町 908 不詳 其他ノ機械器具 田中文七 

土浦鉄工所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1630 大正５年７月 其他ノ機械器具 土田一喜 

中島機械製作所 南多摩郡 小宮町西中野 838 昭和 12 年 10 月 其他ノ機械器具 中島喜代一 

中島航空金属株式会社田無製作所 北多摩郡 田無町 3011 昭和 13 年７月 其他ノ機械器具 中島喜代一 

中島飛行機株式会社武蔵野製作所 北多摩郡 武蔵野町西窪 50  其他ノ機械器具 中島喜代一 

武蔵精機株式会社 北多摩郡 武蔵野町境 1449 昭和 14 年１月 其他ノ機械器具 滝本政吉 

武蔵特殊工具製作所 北多摩郡 三鷹村下連雀 5-32 昭和 14 年１月 其他ノ機械器具 槻橋友二 

株式会社大和製作所 北多摩郡 三鷹村新川 863 昭和 13 年９月 其他ノ機械器具 宮原景一 

山丸工業株式会社 北多摩郡 三鷹村牟礼 1860 昭和 12 年 11 月 其他ノ機械器具  

正田飛行機製作所 北多摩郡 三鷹村上連雀 1997 昭和８年 12 月 其他ノ機械器具 正田十吉 

丸星製作所 北多摩郡 三鷹村下連雀 5-78 昭和 10 年２月 写真機械 池田寅三 

丸源製鋸所 北多摩郡 調布町国領 43 昭和９年８月 其他ノ機械器具 塩沢源三郎 

富士見工具製作所 北多摩郡 三鷹村上連雀 801 昭和 14 年４月 其他ノ機械器具  

小泉製作所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1-673 昭和 14 年７月 其他ノ機械器具 鬼沢盛 

国産工具株式会社 北多摩郡 武蔵野町境２ 昭和 13 年７月 其他ノ機械器具 加藤■松 

国光精機株式会社 北多摩郡 三鷹村下連雀 577 昭和 13 年４月 其他ノ機械器具 井戸徳 

国栄工業合資会社 北多摩郡 調布町国領 269 昭和 14 年３月 其他ノ機械器具 荻生田重次 

秋元レンズ工場 北多摩郡 保谷村上保谷 95 昭和 10 年２月 其他ノ機械器具 秋元寅吉 

■沢鉄工所 北多摩郡 保谷村字柳沢 641 昭和 13 年 12 月 其他ノ機械器具 ■沢正 

青柳製作所 北多摩郡 武蔵野町境 1338 昭和 13 年 10 月 其他ノ機械器具 青柳徳男 
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佐野鉄工所 西多摩郡 青梅町 114 大正 14 年４月 其他ノ機械器具 佐野豊吉 

共栄精機製作所 北多摩郡 三鷹村牟礼 614 昭和 14 年７月 其他ノ機械器具 桑原正男 

吉祥寺精工株式会社 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1-605 昭和 13 年 10 月 其他ノ機械器具 松尾次良 

北多摩刃工機株式会社 北多摩郡 調布町下石原 431 昭和 14 年４月 其他ノ機械器具  

明光堂鉄工場原町田工場 南多摩郡 南村金森 1161 昭和 14 年４月 其他ノ機械器具 佐々木民治 

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 其他ノ機械器具 ■美井鷹一 

三鷹精工所 北多摩郡 三鷹村下連雀 532 不詳 其他ノ機械器具 佐々木宗勝 

宮本レンズ製作所 北多摩郡 東村山村久米川 昭和５年４月 其他ノ機械器具 宮本金司 

塩谷製作所 北多摩郡 三鷹村新川 553 昭和 14 年 11 月 其他ノ機械器具 塩谷■作 

椎名機械工作所 北多摩郡 三鷹村下連雀 453 昭和 10 年５月 其他ノ機械器具 椎名武雄 

昭和精機株式会社 北多摩郡 三鷹村深大寺字■村 3-950 昭和 13 年 11 月 其他ノ機械器具 有田慎一 

昭和工具株式会社 北多摩郡 三鷹村井口 181 昭和 13 年８月 其他ノ機械器具 田宮肇 

昭和飛行機工業株式会社東京製作所 北多摩郡 昭和村大字田中字■小■600 昭和 13 年４月 ■■器具 河村儀一郎 

昭和重工業株式会社東京工場 北多摩郡 田無町 1010 昭和 14 年３月 其他ノ機械器具 兼松■ 

昭和機械精機工業株式会社 北多摩郡 砂川村 2971 昭和 14 年１月 其他ノ機械器具 斎藤光栄 

日立航空機株式会社立川工場 北多摩郡 大和村大字芋窪 50 昭和 14 年５月 其他ノ機械器具 横田千秋 

株式会社東京自動車工業日野製造所 南多摩郡 日野町字上入場 7-319 昭和 14 年９月 其他ノ機械器具 松方五郎 

 

化学工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 製薬業      

遠山化学研究所 北多摩郡 三鷹村下連雀 284 昭和 13 年１月 ネオウリヒン 遠山正路 

金子草木皮粉末工場 北多摩郡 武蔵野町境 181  売薬製造 金子静 

合資会社真命堂本家製剤工場 北多摩郡 三鷹村家字牟 858 昭和 14 年４月 売薬 真鍋富次 

杉浦製薬工場 北多摩郡 保谷村保谷 57 昭和７年 11 月 薬品加工 杉浦留吉 

 工業薬品製造業      

株式会社■木硝酸銀製薬所 北多摩郡 狛江村和泉 445 大正９年７月 其他ノ化学薬品 ■木耘治 

 ゴム製品製造業      

馬場タイヤー修理工場  八王子市明神町 187 昭和９年 11 月 各種タイヤー修理加工 馬場広 
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日本パツキン株式会社 北多摩郡 国分寺村国分寺 1317 昭和 12 年７月 タイヤー 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５年５月 海紙  

 肥料製造業      

第一製油株式会社 北多摩郡 神代村金子 1580 昭和 12 年 12 月 脱脂糖 松井修一郎 

東屋肥料製造所 北多摩郡 三鷹村秋川 756 不詳 雑魚粕 高鹿田三五郎 

 人造レジン素地及製品製造業      

東京ライト株式会社 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1592 昭和 13 年 10 月 ベークライト成型品  

 フィルム乾板類製造業      

高橋フィルム写真化学工業所 北多摩郡 久留米村字門前 324  写真用再生フィルム 水中正秀 

株式会社小西六工場六桜社日野分工場 南多摩郡 日野町 638 昭和 12 年７月 燃性 東久世通忠 

 研磨材料及研磨用品製造業      

東京製砥所 北多摩郡 武蔵野町西窪沼 445 昭和 14 年７月 砥石 矢橋こや 

 其他ノ化学工業      

日本自動車株式会社国立航空機塗料工場 北多摩郡 谷保村字仮屋上 5397 大正９年７月 其他ノ化学製品  

日活多摩川撮影所現像部 北多摩郡 調布町田島 602  フィルム 芦田勝至 

東京化学産業株式会社 北多摩郡 狛江村岩戸 105 昭和 14 年８月 其他ノ化学製品  

東京石炭工業株式会社青梅工場 西多摩郡 青梅町西分 178 昭和 14 年６月 其他ノ化学製品 津谷光俊 

東京府土木部道路課瀝青乳剤製造工場 北多摩郡 谷保村谷保 6-208 昭和８年８月 瀝青乳剤 松丸進平 

国豊水産株式会社 南多摩郡 元八王子村 688 昭和 14 年７月 其他ノ化学製品  

日ノ出煉炭製造所 北多摩郡 東村山村野口 1417 昭和２年 11 月 煉炭 山田健蔵 

鈴木化学研究所 北多摩郡 三鷹村下連雀 275 昭和 13 年１月 ■■■ 鈴木徹 

 

 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 瓦斯 淵上浩次郎 

 

 窯業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 
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 陶磁器製造業      

秦製陶所 北多摩郡 国分寺村字恋ヶ窪 446 大正 13 年６月 碍子 秦半兵衛 

秋津工業 北多摩郡 清瀬村野塩 301  碍子 加賀孝徳 

 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 ベロセメント 有馬芳彦 

 セメント製品製造業      

八王子セメント瓦工場  八王子市小門町 58 不詳 ■筋 三橋仁太郎 

糸魚川セメント瓦工場  立川市 2728 昭和７年８月 セメント洋瓦 糸魚川多吉 

林セメント瓦製作所  立川市 2697 昭和 11 年４月 コンクリート下木並ベロック 林哲夫 

立川コンクリート工場  立川市 1173 大正２年５月 其他ノセメント製品 谷庄蔵 

田中瓦製造所  立川市 3398 昭和 14 年８月 セメント瓦 田中平作 

株式会社羽田コンクリート工業所日野分工場 南多摩郡 日野町本常安寺 明治 13 年１月 コンクリート諸製品 仙波繁雄 

西川製瓦株式会社 北多摩郡 昭和村中神杉崎通 昭和 13 年 11 月 セメント瓦 西川清吉 

東海コンクリート東京作業所 北多摩郡 保谷村上保谷新田 239 不詳 コンクリート部品  

合資会社鴨居田コンクリート工業所工場 北多摩郡 調布町布田小島分 260 大正 10 年３月 セメント管類 鴨居田庄司 

田中島製瓦所 北多摩郡 三鷹村下連雀 260 昭和 14 年６月 洋型セメント瓦 中島二郎 

旭コンクリート工業所東京工場 北多摩郡 三鷹村〔調布町〕下石原杉崎通

1700 

 セメント瓦 菊地藤造 

森谷セメント瓦工場 北多摩郡 昭和村宮沢 13 昭和 14 年３月 セメント瓦 森谷重次郎 

 石灰製造業      

松喜石炭石灰製造工場 西多摩郡 調布村上長淵 昭和８年 10 月 生石灰 松本喜久蔵 

武藤製灰所 西多摩郡 青梅町日向和田 938 大正６年 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 

 

 紡織工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 製糸業      

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１月 生糸其他ノ製品 西川伊左衛門 

西川製糸株式会社 北多摩郡 昭和村中神 873 明治 28 年２月 生糸其他ノ製品 西川伊左衛門 
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保証責任東京繭糸販売組合聯合会立川工場 北多摩郡 立川町 4357 昭和９年９月 生糸其他ノ製品 小川孝喜、渡正監 

東京府繭検定所  立川町 2876 昭和８年６月 生糸其他ノ製品 南沢清 

川杉製糸所、工場 西多摩郡 霞村今寺 840、804 明治 43 年７月 生糸其他ノ製品 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 35 年２月 生糸其他ノ製品 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 小金井町小金井 405 明治 34 年５月 生糸其他ノ製品 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 生糸其他ノ製品  

中野製糸工場 北多摩郡 大和村奈良橋 675 昭和９年５月 生糸其他ノ製品 内堀■司 

府是製糸株式会社 西多摩郡 青梅町青梅 22 大正 15 年 10 月 生糸其他ノ製品 小沢太平 

小山製糸場 西多摩郡 多西村草花 720 明治 41 年３月 生糸其他ノ製品 小山辰吉 

保証責任生糸販売組合西玉社 西多摩郡 西多摩村羽 1393 昭和６年４月 生糸其他ノ製品 宮川清 

萩原玉糸製糸場 西多摩郡 戸倉村 172 昭和 12 年４月 玉糸 萩原角左衛門 

橋本製糸場 西多摩郡 西秋留村淵上 371 昭和３年２月 玉糸 橋本原司 

高水製糸工場 西多摩郡 五日市町小中野 167 明治 42 年７月 玉糸 高水照政 

高野製糸工場 西多摩郡 小宮村乙津 278 大正８年３月 玉糸 高野孝雄 

高橋製糸場 西多摩郡 戸倉村西戸倉 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 

株式会社栗原製糸工場 西多摩郡 五日市町五日市 1056 昭和４年３月 玉糸 栗原勝造 

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 小宮村乙津 39 昭和２年５月 玉糸 来住野マツ 

木住野製糸場 西多摩郡 戸倉村十里木 1397 大正５年６月 玉糸 木住野芳保 

 紡績業      

東京紡績株式会社 北多摩郡 昭和村中神 928 不詳 紡毛糸 西川伊左衛門 

東京■毛工業株式会社 北多摩郡 神代村下仙川 677 不詳 絹毛加工  

 撚糸業      

蓮見撚糸工場 北多摩郡 保谷村下保谷 447  綿糸 蓮見泰 

笑和撚糸工場 西多摩郡 箱根ヶ崎村 2434 昭和９年 10 月 綿糸 高見光成 

石井撚糸工場  八王子市元横山町 6-7 大正７年９月 綿糸〔？〕 石井幸太郎 

伊藤撚糸工場  八王子市明神町 576 明治 40 年３月 織物用 伊藤直吉 
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岩波絹撚工場  八王子市平岡町 17 大正 14 年１月 生糸 小林林造 

岩波撚糸工場  八王子市平岡町 14 大正 14 年１月 生糸 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 撚糸業 早川義貞 

林撚糸工場  八王子市上野町 55 昭和８年 10 月 生糸 林正信 

長谷部撚糸工場  八王子市南新町 14 大正９年 加工撚 長谷部好三 

小野撚糸工場  八王子市本郷町６ 昭和９年８月 生糸絹撚糸 小野惣吉 

大野加工撚糸工場  八王子市明神町 566 明治 45 年 織物用 大野喜太郎 

加藤工場  八王子市子安町 862 昭和 10 年６月 舟製絹糸 加藤五十二 

田中撚糸工場  八王子市小門町 99 大正６年 10 月 生糸各種撚 田中国太郎 

田辺撚糸工場  八王子市元本郷町 13 昭和 12 年２月 織物用 田辺留次郎 

武内撚糸工場  八王子市万町 142 不詳 人絹スプリング 武内翁助 

塚本織物工場  八王子市元本郷 1022 昭和 12 年 絹織物 塚本平治 

奈良撚糸工場  八王子市元横山町 60 昭和５年９月 糸 奈良信太郎 

野崎撚糸工場  八王子市本町 85 大正 11 年７月 人絹 野崎一郎 

山口撚糸工場  八王子市元横山町 54 昭和７年 1月 二本諸品 山口岩吉 

矢崎乙道撚糸工場  八王子市小門町 104 大正８年 流製外撚糸 矢崎乙道 

古屋撚糸工場  八王子市本町３ 昭和８年 10 月 人絹糸 古屋正成 

福泉撚糸工場  八王子市南新町 13 明治 30 年４月 絹撚糸 福泉善助 

新井絹糸工場  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 239 明治 30 年 絹加工糸 新井準三 

秋山撚糸工場  八王子市本町 70 大正 14 年 12 月 生糸撚糸 秋山昇平 

佐伯撚糸工場  八王子市平岡町 19 不詳 生糸 佐伯保太郎 

笹野撚糸工場  八王子市小門町 104 昭和８年 ヤーンモール  

笹野撚糸工場  八王子市小門町 66 昭和９年 10 月 生糸 笹野重雄 

木住野撚糸工場  八王子市小門町 53 昭和６年５月 絹糸 木住野信治 

北川撚糸工場  八王子市天神町 10 大正 11 年 絹撚糸 北川賢七 

合名会社西野松蔵商店絹撚糸工場  八王子市明神町 94 大正６年 10 月 其他ノ機械器具 西野松造 

三ツ木撚糸工場  八王子市明神町７ 明治 45 年３月 生糸 三ツ木与重 

平井撚績工場  八王子市元本郷町 148 昭和 10 年２月 織物用 平井正二 

平野撚糸工場  八王子市元横山町 66 明治 10 年５月 絹撚糸 平野文司 
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肥沼絹撚糸工場  八王子市万町 40 大正 10 年 10 月 絹 肥沼与吉 

菱山撚糸工場  八王子市元横山町 195 大正 13 年９月 撚糸業 菱山利一 

伊藤撚糸工場 南多摩郡 横山村大船 211 昭和２年４月 織物用 伊藤健司 

岩波撚糸工場 西多摩郡 西多摩村羽 280 大正 14 年 生糸 岩波半次郎 

岩波撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 48 不詳 織物用 岩波善三郎 

飯山絹績撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 216 明治 44 年３月 織物用 飯山昇造 

磯崎撚糸工場 南多摩郡 恩方村上恩方 174 昭和２年２月 其他絹撚糸 磯崎正雄 

株式会社西田嘉兵衛商店八王子第二工場 南多摩郡 小宮町大和田 454 昭和９年１月 絹糸撚糸 小川国平 

橋本撚糸工場 南多摩郡 川口村楢原 377 昭和３年 織物用 橋本正男 

西川撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 6-17 不詳 撚糸織物用 西川■三郎 

西山撚糸工場 北多摩郡 狛江村岩戸 1445 昭和４年４月 絹縫糸 西山定吉 

本原絹織株式会社 南多摩郡 小宮町大和田 369 昭和 14 年１月 生糸 前■茂 

常磐秀吉撚糸工場 南多摩郡 元八王子村元金子 2-501 昭和 10 年３月 織物用 常盤秀吉 

小沢撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 358 昭和 13 年 10 月 絹生糸 小沢次郎 

長田撚糸工場 北多摩郡 調布町下石原 3015 明治 35 年１月 其他ノ絹撚糸 長田茂吉 

渡辺絹撚糸工場 北多摩郡 田無町 391 大正 14 年９月 絹撚糸 渡辺正寿 

神崎撚糸工場 南多摩郡 七生村平山 226 不詳 撚糸 神崎和助 

横溝撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 3536 大正 15 年９月 織物用 横溝印吉 

立川撚糸工場 北多摩郡 調布町布田小島分 187 不詳 其他ノ絹撚糸 立川仙吉 

立川撚糸工場 南多摩郡 川口村楢原 10 明治 37 年３月 ■舟製 立川直太郎 

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 

田野撚糸工場 南多摩郡 横山村散田 499 大正 10 年３月 織物用 田野倉周蔵 

高橋糸工場 南多摩郡 七生村平山 2327 昭和９年４月 撚糸 高橋高之助 

高橋撚糸工場 南多摩郡 七生村平山 2117 昭和 10 年２月 撚糸 高橋久吉 

滝島撚糸工場 北多摩郡 府中町 5548 大正８年３月 絹縫糸 滝島平吉 

滝島撚糸工場 北多摩郡 府中町 10-522 大正７年３月 絹縫糸 滝島龍蔵 

中村撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 89 昭和 11 年３月 織物用 中村武 

中村生糸撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 3362 大正９年９月 生糸 中村登美雄 

中島撚糸工場 西多摩郡 五日市町留原 801 大正５年３月 織物用 中島権吉 

内藤撚糸工場 南多摩郡 小宮町大和田 263 大正７年６月 其他ノ生糸 内藤熊蔵 
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野村撚糸工場 西多摩郡 青梅町青梅 649 昭和 10 年２月 撚糸 野村佐一郎 

串田撚糸工場 南多摩郡 浅川町上木門田 1015 昭和 11 年３月 生糸 串田兵次 

山崎撚糸工場 南多摩郡 横山村散田 544 大正６年４月 生糸撚糸 田崎要一 

山崎撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 820 大正 11 年３月 生糸 山崎嘉一 

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

小山撚糸工場 南多摩郡 町田町森野 572 大正９年３月 コマ撚糸 小山喜作 

小池絹撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 563 大正 10 年９月 織物用 小池兵馬 

小宮撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 920 大正８年８月 絹撚糸 小宮通有 

小室撚糸工場 南多摩郡 七生村平山 2134 大正８年６月 生糸撚糸 小室直次郎 

阿川撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野安平 345 昭和９年１月 織物用 阿川虎之助 

朝倉撚糸工場 北多摩郡 西府村本宿 1-730 明治 33 年 絹縫糸 朝倉林平衛 

佐藤撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 1184 昭和４年１月 撚糸 佐藤栄次郎 

斎藤撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 70 昭和 12 年６月 織物用 斎藤武夫 

木村撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 914 昭和 10 年 12 月 織物用 木村宗一 

森田撚糸工場 南多摩郡 川口村楢原 2-3 昭和 11 年２月 織物用 森田徳次郎 

伊東撚糸工場  八王子市小門町 104 明治６年４月 絹糸 伊東清喜 

萩生田撚糸工場  八王子市元横山町 353 大正９年１月 人造絹糸 萩生田弥八 

二ノ宮撚糸工場  八王子市元横山町 755 大正 14 年 12 月 人絹交撚糸 二宮喜一 

竹内撚糸工場  八王子市旭町９ 大正８年９月 人絹ボウラー 竹内栄吉 

竹内撚糸工場  八王子市万町 38 昭和 11 年８月 加工賃 竹内平吉 

中村撚糸工場  八王子市元横山町 371 大正 10 年 人絹ボーラ 中村浅之助 

矢崎嘉平撚糸工場  八王子市小門町 104 昭和 10 年５月 人絹ボーラ 矢崎嘉平 

前場撚糸工場  八王子市元横山町 312 不詳 人造撚糸 前場正通 

府川撚糸工場  八王子市千人町 81 不詳 ボーラセール 府川柳之助 

小島加工撚糸工場  八王子市寺町 23 昭和 15 年８月 人造絹糸 小島金治 

青木撚糸工場  八王子市新町 81 大正 12 年３月 人絹加撚糸 青木輝次 

木崎敦次〔ママ〕  八王子市元横山町 60 不詳 人絹生糸 木崎敦次 

樋口加工撚糸工場  八王子市明神町 160 昭和９年２月 生糸人絹 樋口忠 

菱山加工撚糸工場  八王子市元横山町 755 昭和 12 年５月 絹糸人糸加工糸 菱山一 

石川撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 871 大正８年 10 月 其他ノ人絹撚糸 石川正一郎 
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八王子撚糸株式会社 南多摩郡 小宮町大和田 960 昭和 11 年２月 人絹撚糸 木崎茂重 

橋本撚糸工場 南多摩郡 川口村楢原 265 昭和 10 年６月 人絹撚糸 橋本春太 

長谷川撚糸工場 南多摩郡 小宮町 2042 大正７年１月 其他人絹生糸加工撚 長谷川和作 

株式会社西田嘉兵衛商店八王子第一工場 南多摩郡 小宮町西中野 1324 大正４年３月 毛糸カラミ 石原良助 

太田撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 885 昭和４年８月 其他ノ人絹撚糸 太田■次郎 

高田屋撚糸工場 西多摩郡 青梅町青梅 281 昭和９年６月 人造絹糸 小林康雄 

中野撚糸工場 南多摩郡 小宮町大和田 460 昭和 10 年５月 其他ノ人絹糸撚 中野昇 

向山撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 147 昭和９年５月 生糸 向山荘三郎 

向山撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 150 明治 33 年７月 生糸 向山手助 

小島撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 3464 昭和６年９月 人絹ボーラ撚 小島省三 

佐藤撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 707 昭和３年３月 人絹ボーラ 佐藤栄蔵 

下田撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 113 明治 39 年 其他ノ加工撚糸 下田勝太郎 

関田撚糸工場 南多摩郡 浅川町上杉田 90 大正 12 年９月 其他ノ絹人絹撚糸 関田増次郎 

 織物業      

河西細巾織物合名会社  八王子市元横山町 40 明治 45 年１月 細巾綿織物 河西重蔵 

井出織物工場  八王子市南新町６ 昭和４年１月 絹織物 井出庄次郎 

井上織物工場  八王子市元横山町 45 大正６年４月 ポーラ御召 井上輝 

井上織物工場  八王子市天神町 18 明治 28 年３月 絹織物 井上権之助 

井田織物工場  八王子市東町 昭和 10 年３月 絹織物 井田恒吉 

石場織物工場  八王子市元横山町 758 昭和８年８月 絹織物縞地 石場徳亮 

石場絹織物工場  八王子市元横山町 33 昭和３年 絹着尺 石場忠蔵 

石渡織物工場  八王子市小門町 104  絹織物 石渡忠 

石坂工場  八王子市上野町 75 大正 10 年 1月 紬織 石坂吉三 

石川織物工場  八王子市元横山町 190 大正８年４月 絹織物 石川庫吉 

伊藤織物工場  八王子市元横山町 755  人絹紋織着尺 伊藤弁三 

伊藤織物工場  八王子市上野町 50 大正 10 年 10 月 絹織物 伊藤良助 

伊藤新助織物工場  八王子市本郷町３  本絹紡 伊藤新助 

岩崎織物工場  八王子市元横山町 400 大正６年４月 純絹御召織物 岩崎達治郎 

合名会社八王子縮緬工場  八王子市本町 50 昭和９年２月 縮緬生地 和田繁雄 
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把田織物工場  八王子市本町 43 明治 45 年 絹織物 把口務 

畑野織物工場  八王子市元横山町 22  女結城紬 畑野助次郎 

長谷川織物工場  八王子市台町 37  其他ノ純絹織物 長谷〔川？〕貞次郎 

長谷川絹織物工場  八王子市台町 36 昭和２年２月 絽羽尺 長谷川陽衛 

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 純御召 長谷川房次 

原島織物工場  八王子市日吉町 64  ■糸無地 原島秀吉 

原川織物工場  八王子市千人町 234 明治 20 年 絹織物 原川定吉 

原田織物工場  八王子市明神町 24 昭和５年８月 純絹織物 吉田辰吉 

服部織物工場  八王子市平岡町 33 昭和８年７月 絹織物銘仙 服部五郎 

橋本織物工場  八王子市明神町 540 昭和３年８月 御召 橋本捷治 

橋本織物合名会社  八王子市東町 13 明治 32 年４月 ネクタイ 橋本完治 

橋本織物工場  八王子市日吉町６ 昭和２年 12 月 綾着尺 橋本蔵武 

橋本織物工場  八王子市千人町 273 昭和 11 年４月 綾織物 橋本準 

橋本織物工場  八王子市元横山町 62 昭和 12 年３月 絹織物 橋本康寿 

浜野工場  八王子市千人町 216  綾織 浜野八十八 

浜野織物工場  八王子市台町 24 大正 12 年５月 絹織物紬織 浜野卯平 

二階堂織物工場  八王子市元横山町 61 大正９年４月 綾糸織 二階堂康郎 

北条織物工場  八王子市追分町 46 明治 45 年２月 ネクタイ生地 北条音治郎 

堀江絹織物工場  八王子市大横町 38  本絹ネクタイ地 堀江三郎 

堀田織物工場  八王子市小門町 59 昭和 14 年１月 本絹ネクタイ 堀田謙吉 

戸崎工場  八王子市元横山町 61 大正５年５月 銘仙織物 戸崎福太郎 

常盤織物工場  八王子市上野町 76  ネクタイ生地 常盤与一 

豊泉織物工場  八王子市明神町 143 昭和２年１月 純絹織物 豊泉■四郎 

合名会社両■工場  八王子市平岡町 6 大正 13 年１月 絹織物 両角満雄 

両角織物工場  八王子市天神町２  本絹 両角太兵衛 

大原織物工場  八王子市小門町 105 明治 35 年５月 本絹ネクタイ生地 大原半吉 

大福織物工場  八王子市千人町 265 大正 11 年２月 本絹着尺 大福益 

小沢輸出織物工場  八王子市平岡町１  本絹 小沢又次郎 

小川織物工場  八王子市明神町 658 大正 11 年８月 絹ネクタイ生地 小川幾太郎 

小沢織物工場  八王子市平岡町 21  銘仙 小沢清一 
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小川織物工場  八王子市横山町 122 明治 16 年 純絹織物 小川宗雄 

荻島織物製造工所  八王子市三崎町 13  ネクタイ 荻島五郎 

荻島織物工場  八王子市中町２ 明治 20 年３月 絹及交織 荻島 

岡部織物工場  八王子市明神町 202 昭和 10 年６月 男帯地 岡部豊吉 

川上織物工場  八王子市本町 123 弘化 紋着尺 川上■二 

川口織物工場  八王子市平岡町 24 昭和 10 年８月 本絹紬 川口梅吉 

川口織物工場  八王子市日吉町 44 昭和３年 紬 川口仁三郎 

川幡隆信織物工場  八王子市子安町 100 大正 14 年１月 結城御召 川幡隆信 

加藤織物工場  八王子市寺町 35 昭和３年２月 絹紡績交織袴地 加藤熊蔵 

加藤織物合資会社  八王子市八幡町 86 昭和５年２月 其他ノ特殊物純絹織物 加藤頴三 

加藤織物工場  八王子市本町 34 昭和７年２月 本絹袴地 加藤善造 

河井織物工場  八王子市新町 33 昭和９年８月 本絹織物 河井佐助 

河西哲郎織物工場  八王子市元横山町 42 大正８年 1月 絹織物御召 河西哲郎 

笠原織物工場  八王子市元本郷町 142  銘仙及篩織 笠原初雄 

神山織物工場  八王子市上野町 34  記載なし 神山武平治 

神野織物工場  八王子市元本郷町 16 昭和７年９月 婦人用銘仙 神野重一 

吉沢織物工場  八王子市日吉町 36  絽羽尺絹紬 吉沢鹿造 

吉沢織物工場  八王子市明神町 540 昭和 12 年７月 御召 吉沢■治 

米山織物工場  八王子市八幡町 31 昭和 12 年４月 銘仙 村林寅吉 

横倉織物工場  八王子市東町 22  綾織 横倉廉之助 

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

横沢織物工場  八王子市元横山町 428 大正 14 年４月 純絹紋織着尺 横沢秀之助 

竹内織物工場  八王子市元横山町 439 大正 11 年２月 純絹紬織物 竹内清三郎 

平織物工場  八王子市大横町９ 明治 18 年３月 ネクタイ生地 平音次郎 

平忠織物合名会社  八王子市大横町 67 大正７年 紬輸出人絹広巾 平忠次 

平織物工場  八王子市元横山町 641 昭和６年１月 紬織物 平荘一 

田宮富夫〔ママ〕  八王子市元横山町 23 昭和 11 年２月 ネクタイ生地  

田島織物工場  八王子市元横山町 590 大正７年 10 月 ネクタイ地 田島淵 

武内織物工場  八王子市元横山町 353  銘仙 武内道雄 

武田織物工場  八王子市元横山町 613 昭和６年１月 広巾人絹紋縮緬 武田新吉 
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多田織物工場  八王子市小門町 108 昭和８年５月 ネクタイ生地 多田龍之助 

多田■織物工場  八王子市元横山町 64 昭和９年 絹織物 多田慶治 

高橋織物工場  八王子市元横山町 349 大正６年９月 綾糸 高橋重雄 

高縄織物工場  八王子市大横町 38 昭和２年４月 紋着尺 高縄安兵衛 

高崎織物工場  八王子市元横山町 758 大正 13 年４月 絹織物男物小巾着尺 高崎岩次 

高野織物工場  八王子市旭町５ 昭和３年 12 月 小巾絹織物 高野吉四郎 

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

戸川織物工場  八王子市平岡町 63 昭和７年２月 純絹物 戸川弥野 

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

塚本由利雄織物工場  八王子市子安町 40  純絹織物銘仙 塚本由利雄 

塚本達男織物工場  八王子市子安町 33  ■ 塚本達男 

塚本織物工場  八王子市千人町 270 昭和７年１月 絽羽尺 塚本鶴吉 

中島織物工場  八王子市千人町 308 明治８年 紬織 中島勝義 

中島仲織物工場  八王子市千人町 266 嘉永１年 絹織物 中島仲一郎 

中島織物工場  八王子市元横山町 630 大正７年 11 月 絽羽尺 中島専太郎 

中島織物工場  八王子市元横山町 15 明治 20 年４月 本絹織物銘仙 中島秀五郎 

中島織物工場  八王子市元横山町 39 昭和２年 絹織物 中島栄三郎 

合名会社中山織物工場  八王子市本町５ 大正 11 年４月 純絹小巾 中山祐太郎 

中野織物工場  八王子市新町 10 昭和４年８月 篩絹 中野清蔵 

中久織物工場  八王子市大横町 87 安政１年 純絹紋御召 中山英輔 

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

永井織物工場  八王子市元本郷町 621 大正 14 年８月 広巾人絹織物 永井一郎 

名越織物工場  八王子市元本郷町 39 明治 36 年５月 絹織物 名越虎之助 

長田織物工場  八王子市元本郷町 115  婦人向銘仙 長田徳三郎 

合名会社村田製織工場八王子分工場  八王子市子安町 557-1  本絹 村田友治 

上野織物工場  八王子市明神町 509 大正７年２月 御召 上野吉雄 

内山源三郎〔ママ〕  八王子市小門町 65 明治 43 年３月 袴地及着尺  

梠田織物工場  八王子市元横山町 61 昭和 11 年３月 絹織物 梠田弘三 

野口織物工場  八王子市千人町 243 昭和４年４月 絹織物 野口留之助 

久保田織物工場  八王子市元横山町 352  純絹織物 久保田孫四郎 
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久保織物工場  八王子市天神町５ 昭和 11 年 12 月 絹織物御召 久保徳重 

久保織物工場  八王子市元横山町 46  絹織物 久保庄吉 

桑華織物株式会社  八王子市明神町 462 大正８年 12 月 絹織物銘仙  

熊本織物工場  八王子市元横山町 31 大正 10 年 絹織物紬 熊本ツル 

八木岡絹織物工場  八王子市千人町 290 明治 38 年８月 絹織物 八木岡英一 

山本織物工場  八王子市本郷町 23 大正 10 年４月 絹織物 山本正夫 

山口織物工場  八王子市元横山町 95  舟前 川口貞光 

山口織物工場  八王子市本町 21 昭和３年２月 紋織袴 川口文雄 

山口織物工場  八王子市元横山町 357 昭和 12 年１月 絹織物 山口武雄 

山田織物工場  八王子市本郷町 11 昭和 11 年２月 銘仙 山田郡治 

山崎織物工場  八王子市本町 60  絹織物 山崎耕三 

万田織物工場  八王子市小門町 45 昭和５年２月 絹織物御召 万田勝司 

丸栄絹織物合資会社  八王子市明神町 489 昭和 12 年３月 其他ノ純絹交織物小巾 大竹金之助 

合資会社丸信織物工場  八王子市元横山町 348 昭和６年８月 洋傘地 藤本幹雄 

牧野織物工場  八王子市本町 19 大正８年 10 月 絹織物 牧野秀治 

松本織物工場  八王子市中町 15 明治 15 年３月 絹着尺 松本欣三郎 

松岡織物工場  八王子市大横町 54 昭和９年９月 絹織物 松岡六郎 

深須織物工場  八王子市上野町２ 大正 10 年 袴地 深須幸雄 

福岡織物工場  八王子市上野町 28 昭和 10 年７月 絹織物 福岡徳太郎 

藤本織物工場  八王子市大横町 34 大正２年５月 絹織物 藤本儀作 

小林織物工場  八王子市明神町 156 昭和 11 年１月 篩織 小林丈夫 

小山織物工場  八王子市上野町 44 昭和７年４月 本絹紋御召及セル 小山省二 

小林織物工場  八王子市上野町 21 大正 11 年１月 銘仙及篩織 小林東洋 

小林織物工場  八王子市平岡町 10 昭和９年１月 絽羽尺 小林義五郎 

小林織物分工場  八王子市追分町 21 昭和 10 年１月 純絹洋傘地 設楽昌吉 

小林織物工場  八王子市元本郷町 199 大正 10 年１月 人絹交織物篩織 小林金太郎 

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  紋着尺 小林嘉吉 

小宮織物工場  八王子市中町４ 明治 35 年３月 絽羽尺 小宮初五郎 

小宮織物工場  八王子市中町７ 明治 42 年３月 純絹絽織 小宮貞助 
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小忠織物合名会社  八王子市寺町 58 昭和 10 年４月 小巾袴地 小林昌平 

小正織物工場  八王子市万町 39  絹織物 小林正申 

小島八王子製織所  八王子市元横山町 356 大正 13 年９月 リング紬 小島助治 

小隆織物工場  八王子市万町 38 大正 11 年３月 絹織物 小林隆茂 

小坂織物工場  八王子市日吉町 62  純絹小巾 小坂治作 

小山織物工場  八王子市万町 118 昭和６年１月 絹織物銘仙 小山留八 

栄平織物工場  八王子市万町 112 大正５年 10 月 袴地 中村国平 

榎本織物工場  八王子市本郷町 101 昭和９年４月 銘仙及篩織 榎本慶治郎 

青木織物工場  八王子市元横山町 235 昭和 12 年９月 ネクタイ地 青木松之助 

青木織物工場  八王子市元横山町 235 明治 45 年１月 絹織物 青木伝蔵 

秋山織物工場  八王子市明神町 142 大正４年６月 絹織物紬織 秋山賢次郎 

浅海織物工場  八王子市万町９  絹織物 浅見春吉 

佐々木織物工場  八王子市千人町 52 昭和 11 年３月 人絹絽羽尺 佐々木喜代一 

佐々木織物工場  八王子市中町２ 明治 19 年１月 結城御召 佐々木軍蔵 

斎藤織物工場  八王子市子安町 884 昭和６年 10 月 絹織物 斎藤海之助 

桜沢織物工場  八王子市万町 131 昭和９年２月 絹織物 桜沢真八 

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

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

木藤織物工場  八王子市元横山町 52 大正 11 年１月 ネクタイ生地 木藤茂市 

三上織物工場  八王子市元横山町 56 昭和８年１月 ネクタイ 三上吉之助 

見原織物工場  八王子市明神町 637 大正８年４月 其他ノ特殊物 見原健一 

宮崎絹織物工場  八王子市元横山町 356 昭和 10 年９月 絹織物 宮崎健之助 

都丸織物工場  八王子市千人町 14 昭和８年５月 カベ糸 都丸徳太郎 

峰尾織物工場  八王子市上野町 50 大正 14 年３月 銘仙 峰尾庫之助 

峰尾織物工場  八王子市中町３ 昭和６年３月 純絹織物小巾 峰尾弁蔵 

合資会社昭和織物工場  八王子市明神町 112 昭和 11 年５月 其他ノ絹織物 綱尾慶蔵 

神藤織物工場  八王子市元横山町 67 明治 23 年１月 絹織物 神藤文平 

嶋崎織物工場  八王子市元横山町 758 昭和９年９月 絹織物 嶋崎雄一 

樋口織物工場  八王子市本町 46 昭和２年２月 絹織物 樋口盛 

菱山染色織物工場  八王子市元横山町 700 昭和９年１月 絹織物 菱山要助 
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守尾織物工場  八王子市小門町１ 明治 28 年 ネクタイ地 守尾良助 

森川織物工場  八王子市上野町 28 昭和 10 年 11 月 ネクタイ生地 森川操 

芹沢織物工場  八王子市子安町 866 大正６年５月 絹織物 芹沢栄 

精華織物株式会社  八王子市明神町 691 昭和８年 其他ノ絹織物広巾及小巾 長久保亮 

瀬戸織物工場  八王子市追分町 56 大正７年７月 絹織物 瀬戸福太郎 

関根織物工場  八王子市元横山町 48 昭和８年２月 純絹男物 関根鶴吉 

菅沼絹織物工場  八王子市元横山町 223 大正８年６月 銘仙 菅沼政蔵 

鈴木輸出織物工場  八王子市日吉町 10 昭和８年６月 本絹紋■子 鈴木秀太郎 

鈴木りん工場  八王子市平岡町 22 昭和９年９月 紬糸 鈴木りん 

鈴木輸出織物工場  八王子市千人町 151 大正９年９月 綾紬 鈴木秀太郎 

鈴木織物工場  八王子市上野町 21 昭和１年１月 加工紬 鈴木重道 

井上織物工場 南多摩郡 川口村犬目 1197 明治１年９月 絹ネクタイ地 井上賢二 

井上織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1208 昭和６年１月 絹織物 井上嘉平 

石井織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 411 昭和 11 年３月 其他ノ絹織物 石井正吉 

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

原友染織工場 北多摩郡 村山村大字岸 398 明治 20 年９月 銘仙絣 原田友八 

原織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 810  平絹織物 原定久 

原織物工場 南多摩郡 横山村散田 559 大正 10 年４月 絹単羽尺 原若蔵 

原島織物工場 西多摩郡 平井村 4011 昭和４年５月 大島絣 原島四郎兵衛 

原田染織工場 北多摩郡 村山村岸 403 明治 27 年５月 銘仙絣 川〔原？〕田武之助 

長谷川織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 204 昭和 14 年１月 御召絹織物 長谷川ミヨ 

波多野織物工場 北多摩郡 村山村中藤 3700 昭和４年７月 純絹物 波多野鶴吉 

萩原織物工場 北多摩郡 村山村中藤 4279 大正 12 年２月 絹織物 萩原徳次 

橋本織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 380  絹織物 橋本亀作 

橋本織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 2150 大正 10 年１月 純絹織物小巾ノ袴地 橋本久万吉 

馬場絹織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 719 昭和 13 年１月 絹セル地 馬場長吉 

浜中織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3501 昭和４年１月 本絹紋紬尺 浜中鉄五郎 

浜野織物工場 南多摩郡 横山村散田 501 昭和６年１月 其他ノ純絹縮緬 浜野定男 

浜野織物工場 西多摩郡 調布村下長淵 246 明治 37 年 10 月 絹織物 浜野太一郎 

日本篩絹株式会社 南多摩郡 日野町豊田 685 昭和９年 11 月 絹織物 黒瀬四郎 
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乙幡織物工場 北多摩郡 村山村中藤 3550 大正１年３月 大島絣 乙幡房治 

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

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

大野織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 67 大正５年 12 月 絹織物 大野利市 

小沢織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1161 昭和 11 年２月 本絹紋織物 小沢慶二 

小沢織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 215 昭和６年２月 人絹紬 小沢角太郎 

小沢織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 357 昭和 13 年 10 月 紋羽尺純絹織物 小沢信玲 

岡村織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1006 昭和５年５月 袴地着尺 岡村武夫 

渡辺織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 331 昭和３年１月 人絹ト絹女物銘仙 渡辺竹雄 

渡辺染織工場 北多摩郡 村山村中藤 1115 大正 14 年５月 絹織物大島絣小巾 渡辺英一 

カネ中織物工場 北多摩郡 砂川村 152 大正５年３月 銘仙及篩織 中野源次郎 

川村織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 2543 大正 13 年４月 本絹紬織分方 川村清吉 

川口織物工場 南多摩郡 元八王子村 224 明治１年４月 絹織物着尺 川口モト 

河合織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 216 昭和 13 年４月 純絹紬織 河合卯之吉 

加園染織工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1198 大正７年５月 絹織物 加園松一 

金子織物工場 南多摩郡 横山村下長房 昭和２年３月 純人絹着尺物紬 金子清吉 

金子織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 483 昭和 11 年３月 絹着尺及羽尺 金子林蔵 

神田織物工場 西多摩郡 平井村 1161 大正 13 年２月 絹織物 神田金蔵 

鴨居絹織物工場 西多摩郡 三田村沢井上分 217 大正 14 年７月 生絹 鴨居為一 

吉田織物工場 南多摩郡 横山村散田 565 昭和 10 年１月 羽尺 吉田彦十郎 

吉沢織物工場 西多摩郡 増戸村山田 954  小巾物 吉沢忠国 

高橋織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 877  絹着尺 高橋一郎 

高橋織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3543 昭和 10 年１月 綾羽織 高橋正 

高橋織物工場 南多摩郡 横山村下長房 昭和６年３月 純絹御召 高橋栄 

高野織物工場 南多摩郡 川口村上川口 3880 大正９年 10 月 銘仙 高野久雄 

高井織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3456 昭和 14 年３月 御召 高井正男 

高岡織物工場 西多摩郡 五日市町五日市 114 明治 34 年６月 銘仙及篩織 高岡貫一 

高木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 258 大正１年８月 御召 高木国之助 

高水織物工場 西多摩郡 石畑村 231 明治 31 年１月 純絹織物小巾 高水勝太 

立川織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 329 昭和９年６月 絹織物御召 竹川伊十郎 
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田中織物工場 西多摩郡 多西村菅生 566 大正９年２月 銘仙及篩織 田中宇吉 

田良織物工場 北多摩郡 村山村 1147 昭和４年７月 大島絣小巾 田代良之助 

田愛織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1380 大正 10 年３月 絹織物 田代愛造 

田代織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 1381 大正５年２月 絹織物 田代房吉 

田倉織物工場 南多摩郡 川口村山入 1874 明治 35 年１月 純絹銘仙 田倉波之助 

田村織物工場 西多摩郡 平井村 3924 大正 14 年１月 大島絣 田村広吉 

田中織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 279  其他ノ純絹織物 田中作二郎 

竹村織物工場 南多摩郡 横山村下長房 26 昭和５年４月 純絹御召 竹村モト 

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

染谷織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1209 昭和 13 年５月 本絹リング紬織 染谷美江 

塚本織物工場 南多摩郡 由井村小比企 11 大正５年３月 絹織物袴及袴地 塚本一十郎 

根岸織物工場 西多摩郡 箱根ヶ崎村 74 大正 13 年２月 本絹織物銘仙及篩織 根岸源兵衛 

中島織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1134 昭和 10 年６月 本絹織物 中島正義 

中村織物工場 西多摩郡 西秋留村大字中沼 77 大正 11 年４月 御召 中村幸一 

中司織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 447 大正７年 10 月 紋着尺 中司周太郎 

中野織物工場 北多摩郡 砂川村 154 昭和 10 年５月 篩織 中野清蔵 

中野織物工場 西多摩郡 西多摩村羽 652 明治 24 年 絹織物夜具地 中野林蔵 

中田織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 昭和７年１月 純絹紋無スフ袴地 中田忠次 

成瀬織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 180 昭和４年８月 絹織物 成瀬恒雄 

村山織物工場 西多摩郡 長岡村長谷部 354 昭和７年５月 純絹織物 村山吉次 

梅花織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 600 ■23 年１月 絹着尺 田中孫次郎 

野崎織物工場 南多摩郡 元八王子村下一分方 53  糸織 野崎喜一 

野島織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 623 大正 10 年３月 純絹織物 野島弥八 

久保織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 881 大正 11 年 10 月 純絹着尺 久保信吾 

黒沢織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3592 大正 12 年２月 紬織 黒沢九兵衛 

山條織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 265 昭和４年７月 純絹物 山崎條助 

山音織物工場 北多摩郡 村山村三ツ木 116 明治 43 年５月 大島絣 小崎音吉 

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

安野織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 196 昭和５年１月 絹織物  

矢崎絹織物工場 西多摩郡 東秋留村小川 759 明治 35 年１月 結城御召 矢崎茂作 
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矢崎織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 196  御召銘仙 矢崎一郎 

矢部織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 861  絹紋着尺 矢部清作 

柳内織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 505 大正９年９月 絹織物生絹 柳内外次郎 

柳内織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 506 大正 10 年２月 生絹 柳内貞一 

柳内絹織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 888 大正 13 年３月 絹織物 柳内米治 

前島織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591 昭和 11 年２月 本絹勾配織 前島治長 

藤本織物工場 南多摩郡 横山村散田 449 明治３年７月 其他ノ純絹織物 藤本為良 

藤野織物工場 南多摩郡 川口村大月 564 明治 32 年５月 御召 藤野林平 

小山織物工場 南多摩郡 小宮町上大和田 618  其他ノ絽織物 小山勝三 

小山織物工場 西多摩郡 調布村河辺 840 大正 12 年４月 絹織毛布地 小山福太郎 

小室織物工場 北多摩郡 昭和村大神 220 ■５年３月 生絹 小室■造 

小室織物工場 北多摩郡 昭和村大神 544 昭和 13 年 10 月 村山大島 小室勝男 

小池織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3546 昭和９年７月 絹■糸 小池貞一 

小島織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3445 昭和８年７月 純織物 小島龍雄 

小坂織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 902 昭和３年６月 広巾紋無地 小坂■雄 

小坂織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1560 大正９年９月 本絹紬織 小坂嘉市 

榎本織物工場 南多摩郡 浅川町下長房 1985 大正４年２月 銘仙 榎本栄輔 

榎本織物工場 南多摩郡 浅川町上本門田 30 大正７年５月 純絹織物御召 榎本時之助 

甘利織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 191  本絹紬織及袴地 甘利英一 

青木織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1540 大正 10 年 11 月 本絹紬 青木吉夫 

東織物工場 西多摩郡 平井村 3889 昭和４年８月 大島絣 東一喜 

佐藤織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1549 昭和８年 11 月 本絹紬織 佐藤幸雄 

指田織物工場 西多摩郡 西多摩村羽 382 昭和８年４月 絽織物 指田島吉 

笹野織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 55 明治 40 年１月 純絹絽羽尺 笹野辰五郎 

笹武〔野？〕織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 67 昭和９年１月 純絹綾■糸 笹野武雄 

沢井織物工場 南多摩郡 加住村高中 1181 明治 32 年１月 御召 沢井久雄 

斎藤織物工場 西多摩郡 氷川村氷川 811 昭和 10 年３月 絹織物 斎藤幸三 

斎藤織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 293 昭和９年 10 月 絹織物 斎藤英郎 

水村絹織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1193 大正 14 年２月  水村三平 

宮岡織物工場 西多摩郡 大久野村 9753 昭和９年 10 月 純絹大島絣 宮岡利正 
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峰岸織物工場 南多摩郡 横山村散田 567 昭和 11 年 11 月 純絹広巾織物 峰岸由太郎 

峰尾織物工場 南多摩郡 横山村下長房 2015 大正 10 年４月 絹織物 峰尾泰治 

私市織物工場 西多摩郡 秋留村上代継 416 大正 10 年 11 月 絹織物御召 私市重蔵 

志村輸出織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3529 昭和８年３月 本絹ネクタイ地 志村清吉 

志茂織物工場 北多摩郡 昭和村大神 1921 昭和 11 年２月 純絹織物 志茂貞雄 

清水織物工場 西多摩郡 東秋留村二宮 2342 大正 11 年２月 純絹袴地 清水啓■ 

島織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 844 昭和 13 年３月 袴地純絹織物 島大蔵 

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

森田染色織物工場 西多摩郡 西多摩村羽 1807 明治 40 年３月 純絹銘仙■ 森田馬之助 

瀬川織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 821 昭和５年１月 ネクタイ生地 瀬川秀次郎 

瀬戸織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 230  綾本絹織物 瀬戸重信 

瀬沼織物工場 南多摩郡 恩方村西寺方 1079 明治 27 年３月 袴地 瀬沼茂三郎 

関根織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1003 昭和３年８月 平絹織物 関根太郎 

杉田織物工場 南多摩郡 川口村上川口 2305 昭和１年２月 平絹着尺 杉田久雄 

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

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

鈴木織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1548 昭和９年５月 人絹白生地 鈴木■年 

鈴木絹織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 750  絹セル地 鈴木金次郎 

鈴木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1003 大正 15 年５月 御召絹織物 鈴木栄一 

鈴木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 753 昭和１年８月 袴地平絹織 鈴木政治 

井口織物工場  八王子市平岡町 47 昭和３年４月 交織 井上喜代松 

井上保織物工場  八王子市平岡町 36 大正５年２月 文化銘仙 井上保 

井上織物工場  八王子市八日町 54  交織 井上栄一 

石井織物工場  八王子市小門町 103 明治 32 年 交織 石井スイ 

八王子織物工場  八王子市元横山町 351  交織 金子鶴吉 

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

馬場織物工場  八王子市元横山町 755 昭和３年１月 人絹 馬場喜助 

馬場織物工場  八王子市万町 39 大正８年３月 絹人絹 馬場良■ 

端山織物工場  八王子市千人町 20■ 大正９年３月 ■■細 端山武平 

番場織物合名会社  八王子市元横山町 755 昭和８年３月 人絹 馬場義信 

25 / 47



橋本英治  八王子市平岡町 12 大正５年 紬  

浜渡織物製造工場  八王子市千人町 115 大正 10 年６月 交織 浜渡一義 

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

太田織物工場  八王子市元横山町 30 大正 10 年４月 銘仙 太田福一郎 

岡部織物工場  八王子市小門町 92 大正 11 年 11 月 銘仙 岡部忠作 

岡野織物工場  八王子市本郷町 196 大正 10 年 10 月 着尺物 岡野要一 

渡辺織物工場  八王子市平岡町 24 昭和８年４月 交織 渡辺敬一 

加納織物工場  八王子市千人町 436 ■10 年４月 袴 加納定次郎 

加藤織物工場  八王子市平岡町 18 大正５年５月 人絹  

川口織物工場  八王子市元本郷町 233 大正９年７月 銘仙 川口益五郎 

河野織物工場  八王子市大横町 27 明治 32 年 銘仙 河野増五郎 

神崎織物工場  八王子市本町 29 昭和３年１月 人絹 神崎喜代次郎 

角村織物工場  八王子市追分町 19 大正７年 11 月 絹人絹 角村伊之吉 

田中織物工場  八王子市平岡町 64  人絹 田中茂七 

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

多田織物工場  八王子市元横山町 22  ネクタイマフラ 多田雀太郎 

田倉織物工場  八王子市千人町 267 昭和５年７月 交織 田倉仁三郎 

高橋織物工場  八王子市追分町 45 大正７年７月 絹人絹 高橋仁三郎 

園部織物工場  八王子市南新町 11 大正１年１月 銘仙 園部源之助 

塚本織物工場  八王子市中町３ 大正７年１月 人絹 塚本元市 

塚本織物工場  八王子市小門町 51 昭和４年１月 人絹 塚本章一 

塚三織物工場  八王子市小門町 32 昭和７年３月 紬  

株式会社塚三織物工場  八王子市平岡町 23 昭和９年７月 銘仙  

中幸織物工場  八王子市元本郷町 199 大正 10 年 10 月 絹交織 中村幸四郎 

長田織物合名会社  八王子市元本郷町 130 大正１年１月 銘仙 長田熊吉 

長田織物工場  八王子市元本郷町 142 大正７年３月 着尺物 長田善治郎 

難波織物工場  八王子市元横山町 370 大正９年８月 交織 難波咲 

村田織物工場  八王子市千人町 65 大正１年１月 スフ交織 村田要 

村野織物工場  八王子市本郷町６ 明治 40 年 銘仙 村野千代松 

野口織物工場  八王子市千人町 460 昭和 11 年２月 巾綾 野口光之助 
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串田織物工場  八王子市追分 21 大正７年 12 月 紋タフタ 串田政太郎 

黒浜織物工場  八王子市平岡町 69 大正 10 年 10 月 絹織物 黒浜栄 

栗浜織物工場  八王子市千人町 354 大正 15 年８月 袴地 栗沢源吉 

松本織物工場  八王子市平岡町 58 昭和 10 年１月 交織 松本文太郎 

藤森安司織物工場  八王子市本郷町６ 明治 45 年５月 紋銘 藤森安司 

橋爪絹織物工場  八王子市小門町 89 大正 14 年２月 交織紬 橋爪万吉 

福島織物工場  八王子市台町 160 昭和９年２月 卓子掛地 ■島定重 

小林織物工場  八王子市元本郷町 188  銘仙 小林清太郎 

小林織物工場  八王子市明神町 528 大正 13 年９月 純絹 小林康正 

小林織物工場  八王子市小門町 61 昭和９年１月 絹人絹 小林光 

小要絹織物工場  八王子市元横山町 697 昭和８年２月 絹人絹 小島要蔵 

小宗織物工場  八王子市本郷町 20 明治１年 交織 小泉隆二 

安藤織物合資会社工場  八王子市本町 54 大正９年 10 月 篩絣 安藤秋義 

安藤織物工場  八王子市台町 41 昭和 13 年２月 人絹 安藤四郎 

甘利織物工場  八王子市横山町 758 大正５年４月 輸出絹人絹 甘利甲一 

相川織物工場  八王子市平岡町 46 昭和９年 12 月 絹織物 相川秀雄 

下平織物工場  八王子市小門町６ 大正５年１月 人絹 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 44 年４月 婦人向銘仙 渋市福松 

本島織物工場  八王子市平岡町 67 明治 44 年 11 月 人絹 本島定雄 

杢代織物工場  八王子市追分町 47 大正８年８月 ネクタイ 杢代軍治 

諸星織物工場  八王子市明神町 738 大正４年１月 交織 諸星太吉 

関口織物工場  八王子市本郷町 15 大正７年８月 婦人向織物 関口寛一 

杉山織物工場  八王子市明神町 30 昭和６年６月 人絹 杉山常蔵 

杉本織物工場  八王子市大横町 66 大正７年 銘仙 杉本貞三 

鈴木織物工場  八王子市元本郷町 76  絹織物 鈴木チョウ 

井上織物工場 西多摩郡 成木村上成木下与 1485 大正６年３月 交織 井口喜之助 

井上織物工場 南多摩郡 横山村下長房 1990  本絹リング紬 井上繁市 

井上織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3132 明治 40 年１月 絹紬 井上新助 

石井織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1433  人絹 石井宗蔵 

石川織物工場 西多摩郡 東秋留村二宮 2350 明治 39 年１月 交織 石川仁十郎 
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伊藤織物工場 西多摩郡 調布村河辺 834 大正 15 年２月 スフ夜具 伊藤八郎 

岩浪織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 390 大正６年１月 交織 岩浪文三 

岩浪織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 648 大正 10 年１月 交織 岩浪勝太郎 

原島織物工場 南多摩郡 川口村上川口 3946 大正９年 10 月 銘仙 原島信護 

原織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3368 昭和８年１月 本絹糸 原惣太郎 

番場織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1565  絹交織 馬場伝次郎 

橋本織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 2260 明治 13 年１月 銘仙 橋本モト 

橋本織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 2464 大正 11 年９月 銘仙 橋本久吉 

日本特殊織物株式会社 北多摩郡 小金井町梶野新田梶野 69 昭和 13 年６月 広巾物 寺田孝 

常盤茂一織物工場 南多摩郡 元八王子村 2348 明治５年４月 人絹 常盤茂一 

大甲織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1614 昭和 11 年１月 人絹 下田栄太郎 

大竹輸出織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3561 昭和 10 年 11 月 輸出織物 大竹秀雄 

大野織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1515 昭和６年３月 其他人絹 大野由太郎 

小曽木産業組合織布部 西多摩郡 小曽木村南小曽木 2244 昭和２年８月 絹織物  

奥住織物工場 南多摩郡 川口村上川口 2288 昭和 10 年９月 人絹 奥住忠一 

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

川久保織物工場 南多摩郡 川口村上川口 663 昭和４年９月 銘仙 川久保保久 

川久保織物工場 南多摩郡 川口村上川口 615 昭和３年 10 月 着尺物 小久保高次郎 

川杉織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 435 大正 14 年１月 人絹 川杉梅太郎 

川杉織物工場 西多摩郡 調布村河辺 981 大正１年 11 月 交織 川杉英太郎 

川村絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1924 大正２年２月 交織 川村重夫 

加藤織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3488 昭和９年９月 人造■ 加藤博通 

吉崎綿織物工場 西多摩郡 小曽木村黒坂 1430 昭和３年４月 スフ織物 吉崎重平 

田中織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1471 大正 11 年８月 交織 田中善蔵 

田所五三郎織物工場 南多摩郡 元八王子村 2258 大正 10 年 10 月 人絹 田所五三郎 

武田織物工場 西多摩郡 東秋留村二宮 2192 大正８年９月 絹人絹 武田喜一 

高田織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3571 昭和６年２月 人絹 高田金次郎 

高野織物工場 南多摩郡 川口村上川口 3896 明治 20 年４月 本絹紬 高野美貞 

塚三織物工場 南多摩郡 横山村下長房 1319  銘仙 塚本佑治 

中村織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 421 大正２年３月 交絹着尺 中村光次 
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中野織物工場 西多摩郡 西多摩村羽 589 大正 15 年７月 銘仙 中野政一 

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

並木織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 593  スフ小巾 並木作蔵 

野崎織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 223 明治 32 年３月 袴地 野崎良作 

野村織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1017 明治 32 年４月 紬 野村音次郎 

久保織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 478 明治 37 年４月 人絹服地 久保初五郎 

串田絹織物工場 南多摩郡 横山村寺田 昭和５年３月 着尺物 串田庄七 

串田織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1015 大正６年３月 純絹 串田兵次 

栗原織物工場 南多摩郡 川口村上川口 3345 大正 10 年６月 銘仙 栗原七右衛門 

栗原織物工場 南多摩郡 川口村上川口 3349 昭和６年２月 御召 栗原壮太郎 

山本晴次織物工場 南多摩郡 元八王子村 2274 昭和 11 年２月 ホーラ銘仙 山本晴治 

山崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 883 昭和１年 12 月 交織 山崎仲次郎 

山崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1243 昭和２年１月 交織 山崎亀之助 

柳川織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1191 昭和７年３月 交織 柳川三郎 

町田織物工場 南多摩郡 川口村下川口 2787 明治 37 年９月 其他綾織 野田良助 

松井織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1405 大正 11 年 11 月 交織 松井治郎 

松村織物工場 南多摩郡 横山村散田 556 明治 10 年３月 洋傘地 松村清 

小山織物工場 西多摩郡 調布村河辺 879 昭和２年１月 スフ夜具 小山貞蔵 

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

小順織物工場 西多摩郡 調布村河辺 1118 大正５年４月 交織夜具 小川順蔵 

小峰房太織物工場 南多摩郡 元八王子村 1415 昭和８年 11 月 人絹 小峰房太 

榎本織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1143 明治３年４月 其他夜具 榎戸雪蔵 

青木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1284 大正９年９月 交織 青木俊夫 

青木織物工場 南多摩郡 元八王子村下一分方 771 昭和５年 11 月 人絹 青木義輔 

青木織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591  人絹 青木義治 

秋山織物工場 南多摩郡 川口村犬目 526 昭和３年４月 着尺物 秋山軍次郎 

秋山織物工場 南多摩郡 川口村犬目 530 大正２年２月 銘仙 秋山駒吉 

秋間絹織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1880 大正 10 年９月 スフ絹 秋間重一 

佐藤織物工場 南多摩郡 元八王子村大楽寺 505  人絹 佐藤泰治 

坂本織物工場 西多摩郡 三田村沢井下分 885 大正８年２月 スフ小巾 坂本岩次郎 
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目黒輸出織物工場 南多摩郡 小宮町大和田 464  絹織物 目黒直一 

美玉絹織物合名会社 南多摩郡 川口村山入 1368 明治 25 年３月 人絹 沼愛五助 

宮崎豊織物工場 南多摩郡 元八王子村 1988 大正２年 10 月 人絹 宮崎豊 

宮崎一雄織物工場 南多摩郡 元八王子村 2031 昭和９年 12 月 人絹 宮崎一雄 

志村織物工場 南多摩郡 元八王子村 2445  絹交織 志村茂 

志村織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591  人造絹 志村一郎 

塩田織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1481 昭和４年５月 人絹 塩田文助 

塩田織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1420  交絹 塩田勝蔵 

進華合資会社 南多摩郡 小宮町西中野 3220 大正８年７月 交織ポーラ 青木清 

平野織物工場 西多摩郡 東秋留村雨間 1902 昭和７年 10 月 人絹 平野茂一 

平野織物合名会社 西多摩郡 東秋留村雨間 1899 昭和 10 年４月 広巾物 平野仁三郎 

関口織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 632 大正９年 11 月 スフ夜具地 関口源太郎 

関口雅雄織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591  絹織交織 関口雅雄 

宮本織物工場  八王子市八木町 35 昭和７年７月 人造紬 宮本道三 

志村織物工場 西多摩郡 霞村新町 404 昭和２年７月 交織スフ織物 志村権平 

吉崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1693 昭和３年５月 スフ織物 吉崎仲次郎 

中野織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 443 大正３年３月 スフ紬織物 中野良蔵 

中村織物工場 西多摩郡 西多摩村川崎 131 明治 30 年１月 小巾 中村忠一郎 

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

桜井織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1473 大正 15 年１月 スフ織物 柳井卯之助 

柳川織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1185 昭和５年３月 スフ織物 柳川治吉 

高原織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 667 昭和６年４月 ホームス広巾 宮原広平 

志村織物工場 西多摩郡 霞村新町 403 明治 28 年３月 交織スフ織物 志村勝平 

関塚織物工場 西多摩郡 霞村新町 305 昭和４年６月 交織スフ織物 関塚貞作 

旭特殊織物工業株式会社 南多摩郡 小宮町大和田 昭和 14 年 11 月 其他ノマフラン麻織物 荒井雄蔵 

島田毛織物工場 西多摩郡 五日市町五日市 72 大正５年３月 其他ノ純毛 島田広之助 

合資会社ミクニ織物工場  八王子市明神町 592 昭和 13 年６月 毛布 宇佐美重則 

大野毛織物工場 西多摩郡 石畑村 1694 昭和 12 年１月 小巾スコッチ 大野文次郎 

川村織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1224 大正 15 年 人絹交織 川村喜平 

神田毛織物工場 西多摩郡 平井村 293 昭和 12 年７月 ホームスパン服地 神田良通 
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小塚紡績株式会社東京工場 北多摩郡 三鷹村上連雀 25 昭和 12 年７月 毛織物スコッチ  

石川織物工場  八王子市元横山町 30 大正６年３月 人絹大島 石川徳一 

石井織物工場  八王子市南新町 17 不詳 人絹紋 石井フミ 

井上■織物工場  八王子市台町 178 大正 13 年２月 人絹織物 井上石 

井岡織物工場  八王子市小門町 49 昭和 10 年 10 月 人絹織物 井岡吉男 

市川リボン工場  八王子市寺町 23 昭和５年２月 細巾ゴム入  

磯沼織物工場  八王子市元横山町 31 大正 13 年８月 輸出人絹織物 磯沼平蔵 

八山織物工場  八王子市明神町 501 大正２年３月 其他ノ婦人絹 八山■ 

八王子輸出織物株式会社  八王子市明神町 462 不詳 広巾人絹織物  

原田人絹紬製織工場  八王子市元横山町 19 昭和８年 人絹紬 原田里二 

富田輸出織物工場  八王子市平岡町 33 大正７年３月 広巾人絹織物 原田敬宇 

富田輸出織物工場  八王子市明神町 236 昭和 11 年８月 其他ノ紋織物 富田正信 

落合織物工場  八王子市本郷町 237 昭和７年 人絹紬 落合義雄 

加藤輸出織物工場  八王子市追分町 56 大正９年２月 人絹織物 加藤千吉 

笠原織物工場  八王子市元横山町 759 昭和 11 年１月 人絹縞 笠原三象 

粕谷合名会社  八王子市明神町 152 昭和８年１月 其他ノ紋織物 粕谷与七 

樫崎織布合名会社  八王子市元横山町 225 大正６年５月 紋ホプリン  

中山織物工場  八王子市天神町 12 大正 10 年 10 月 人絹紋朱子 中山芳郎 

中里輸出織物工場  八王子市本町 32 不詳 広巾人絹紋朱子 中里博一 

内山織物工場  八王子市千人町 166 不詳 人絹織物 内山能元 

宇津木輸出織物工場  八王子市平岡町 38 明治 45 年２月 人絹広巾 宇津木半三郎 

野田織物工場  八王子市元本郷町 202 ■13 年１月 其他ノ純人絹 野田賢一 

栗沢輸出織物工場  八王子市千人町 329 不詳 朱子縮緬 栗沢豊一 

八木織物工場  八王子市子安町 11 不詳 広巾人絹縮緬 八木猛夫 

相沢輸出織物工場  八王子市寺町 12 昭和 11 年４月 人絹紋ホプリン 相沢彦太郎 

坂本織物工場  八王子市元横山町 21 昭和２年３月 人絹織物 坂本隆治 

斎藤織物工場  八王子市追分町 42 大正 10 年５月 広巾人絹紋織 斎藤貞治 

木崎紡織合名会社  八王子市明神町 1032 昭和６年 12 月 人絹広巾縮緬  

岸織物工場  八王子市明神町６ 大正７年３月 広巾人絹縮緬 岸喜一 

目黒細布織物工場  八王子市横山町 55 大正 15 年２月 ズボン吊生地 目黒吉治 
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糸崎織物工場  八王子市千人町 248 大正７年６月 人絹織物  

守屋織物工場  八王子市本郷町 183 不詳 人権織物 守屋忠雄 

森織物工場  八王子市平岡町 34 不詳 人絹縞 森吾市 

森谷織物工場  八王子市明神町 218 明治 38 年 11 月 其他ノ純人絹 森谷七三郎 

芹沢織物工場  八王子市元横山町 758 昭和２年 10 月 人絹広巾 芹沢二壹 

関沢織物工場  八王子市本郷町 123 大正 11 年６月 人絹縞 関沢銀蔵 

五十嵐常右衛門織物工場 南多摩郡 元八王子村 3055 昭和８年 10 月 人絹着尺 五十嵐常右衛門 

石井織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1414 大正 11 年７月 其他ノ人絹加工 石井為蔵 

石塚輸出織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3468 大正８年 10 月 紋ホプリン 石塚茂三郎 

市川織物工場 南多摩郡 元八王子村下一分方 861 大正５年５月 小巾着尺 市川森太郎 

西川喜一郎織物工場 南多摩郡 元八王子村 2653 大正 11 年８月 人絹紬 西川喜一郎 

常盤吾一織物工場 南多摩郡 元八王子村 1906 昭和９年 12 月 人絹織物加工 常盤吾一 

富田輸出織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1007 昭和 12 年１月 其他ノ人絹織物 富田護 

大昭織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1557 明治 27 年 小巾着巾 大野九市 

大塚絹織物工場 南多摩郡 浅川町上長房 79 昭和 11 年１月 人絹細綾 大塚義太郎 

加藤織物工場 南多摩郡 横山村散田 725 昭和６年６月 人絹紬 加藤松太郎 

加藤絹織物工場 南多摩郡 浅川町上長房 23 明治 42 年 10 月 人絹着尺 加藤清 

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

田中織物工場 南多摩郡 恩方村下恩方 1649 大正８年 10 月 小巾着尺 田中大蔵 

高城織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1758 昭和 12 年７月 其他ノ人絹綾織 高城果 

高橋織物工場 南多摩郡 横山村下長房 161 昭和３年４月 人絹着尺物 高橋正男 

染谷広三郎織物工場 南多摩郡 元八王子村 2410 大正５年 10 月 人絹紬 染谷広三郎 

上野源重織物工場 南多摩郡 元八王子村 406 昭和７年 10 月 人絹加工 上野源重 

内田勇次郎織物工場 南多摩郡 元八王子村二分方 145 不詳 人絹銘仙 内田勇次郎 

野崎織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 465 大正 15 年１月 人絹夜具地 野崎昌雄 

山口織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1137 大正８年７月 広巾布人絹縮緬 川口兼吉 

福島綿織物工場 南多摩郡 横山村散田 525 明治５年３月 テーブルクロス 福島保太郎 

青木織物工場 南多摩郡 元八王子村川村 82 不詳 人絹着尺 青木勝三 

秋間織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1544 昭和 11 年１月 純人絹平夜具地 秋間早次 

荒園織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1003 昭和５年５月 人絹縞織 荒井ソノ 
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坂本武助織物工場 南多摩郡 元八王子村二分方 356 昭和９年１月 人絹着尺 坂本武助 

峰尾織物工場 南多摩郡 横山村下長房 2015 昭和３年２月 人絹着尺 峰尾貞蔵 

島田織物工場 西多摩郡 調布村河辺 999 大正 12 年３月 人絹着尺 島田隆 

島崎隆織物工場 南多摩郡 元八王子村川村 80 大正１年１月 人絹着尺物 島崎隆治 

島崎愛織物工場 南多摩郡 元八王子村川村 80 明治 45 年１月 人絹着尺 島崎愛太郎 

島崎晴織物工場 南多摩郡 元八王子村川村 84 不詳 人絹着尺 島崎晴次郎 

平音次郎織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 1190 昭和７年７月 人絹織物 平音次郎 

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 平野竹太郎 

鈴木人絹絹糸織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 251 昭和８年６月 其他ノ人絹織物 鈴木政蔵 

岩沢織物工場  八王子市元横山町 617 昭和 14 年４月 ナフキン 岩沢市寅 

浜中輸出広巾織物工場  八王子市千人町 183 昭和 11 年 10 月 卓子掛地 浜中信太郎 

武内織物工場  八王子市千人町 55 昭和 13 年 11 月 人絹服裏地 武内武雄 

峰尾織物工場  八王子市追分町 43 不詳 ファイバー京■人絹 峰尾■次郎 

原織物工場 西多摩郡 長岡村長谷部 191 昭和５年３月 交織絹物夜具地 原直樹 

大谷織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 525 大正 10 年１月 スフ小服■ 大谷金八 

川仙工場 西多摩郡 調布村河辺 980 明治 10 年 夜具地 川杉仙太郎 

川杉織物工場 西多摩郡 調布村河辺 877 昭和 13 年６月 人絹夜具 川杉相次郎 

河辺織物工場 西多摩郡 調布村河辺 820 昭和 13 年６月 人絹夜具 河辺雄蔵 

金子織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 294 大正３年７月 スフ夜具 金子太三郎 

吉崎織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1728 昭和２年２月 スフ織物人絹 吉崎竹次郎 

田中織物工場 南多摩郡 元八王子村川村 294 不詳 人絹及絹交織物 田中政蔵 

田倉絹織物工場 南多摩郡 横山村館 567 昭和４年４月 人絹交織 田倉百蔵 

高野織物工場 西多摩郡 調布村河辺 922 昭和 13 年６月 人絹夜具 高野才太郎 

黒沢助織物工場 南多摩郡 小宮町西中野 3591 大正 13 年２月 交織人絹 黒沢助次 

八木下織物工場 南多摩郡 元八王子村大楽寺 119 大正 10 年 12 月 交織物 八木下秀敏 

マル正職布工場 西多摩郡 調布村上長淵 325 昭和 10 年３月 交織絹織物 岩浪正治 

指田織物工場 西多摩郡 霞村根ヶ布 568 昭和４年１月 洋服用サージ 指田正治 

志村国作織物工場 南多摩郡 元八王子村元八王子 266 大正５年２月 人絹及絹 志村国作 

清水織物工場 西多摩郡 福生村 65 大正 11 年４月 縞木綿 清水仲五郎 

森田織物工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1550 昭和９年３月 飾テープ 森田昇 
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瀬戸織物工場 西多摩郡 川口村楢原 1101 昭和 11 年１月 テーブルクロス 瀬戸直次郎 

井上織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 508 不詳 スフ及交織 井上辰五郎 

石川織物工場 西多摩郡 吉野村日影和田 305 昭和７年５月 スフ織物 石川■治 

伊藤織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 584 大正 13 年９月 スフ夜具地 伊藤為蔵 

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

岩田織物工場 西多摩郡 調布村下長淵 912 昭和 11 年３月 スフ織物 岩田■太郎 

岩波織物合名会社 西多摩郡 調布村上長淵 13 不詳 スフ小服地 岩波安治 

岩波織物工場 西多摩郡 吉野村下 1313 昭和２年１月 スフ織物 岩波喜一 

原島織物工場 西多摩郡 霞村師岡 1223 昭和３年５月 縞木綿 原島代助 

橋本織物工場 西多摩郡 吉野村畑中 410 昭和２年５月 スフ織物 橋本力太郎 

萩原織物工場 西多摩郡 調布村駒木野 735 大正 11 年１月 スフ平夜具 萩原忠助 

大谷織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 69 昭和１年１月 スフ夜具地 大谷正次郎 

大谷織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 41 昭和２年１月 スフ夜具地 大谷理三郎 

大屋染織工場 西多摩郡 調布村友田 22 昭和１年２月 小巾交織夜具地 大屋与助 

乙幡織物工場 北多摩郡 村山村字中藤 3680 大正 11 年 11 月 スフ夜具地 乙幡嘉蔵 

渡辺織物工場 西多摩郡 多西村草花 926 昭和２年９月 縞木綿 渡辺倉之助 

河辺丸朝織物工場 西多摩郡 調布村河辺 824 昭和 13 年６月 夜具地 河辺朝太郎 

河辺織物工場 西多摩郡 調布村河辺 829 昭和 13 年６月 スフ夜具地 河辺伝吉 

■野織物工場 西多摩郡 霞村根ヶ布 608 明治 43 年１月 其他ノスフ織物 ■野喜助 

吉原織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 109 昭和３年１月 交紬夜具 吉原政一 

吉原紡織株式会社 西多摩郡 調布村上長淵 4-4 大正８年 11 月 夜具地 吉原平三郎 

田中織物工場 西多摩郡 青梅町勝沼 239 大正９年３月 小服地 田中光太郎 

田中織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 144 明治 28 年８月 スフ夜具地 田中伊之吉 

田中織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 162 不詳 スフ夜具地 田中菊次郎 

田辺織物工場 西多摩郡 調布村駒木野 749 不詳 スフ織物 田辺甚五兵衛 

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

滝島織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 125 昭和９年１月 スフ座布団 滝島繁三郎 

滝島織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 700 昭和２年１月 スフ織物 滝島広吉 

土方織物工場 西多摩郡 吉野村畑中 140 昭和５年１月 スフ織物 土方米蔵 

中村織布工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 687 不詳 輸出織物 中村浦吉 
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永沢織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 343 明治 10 年１月 交絹織物 永沢繁治 

並木織物株式会社 西多摩郡 青梅町青梅 1235 大正２年５月 其他ノスフ織物 武藤亀吉 

並木織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1087 明治 10 年 スフ夜具地 並木藤太郎 

並木織物工場 西多摩郡 青梅町勝沼 43 大正 13 年３月 夜具地 並木茂吉 

長太見織物工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1552 昭和３年２月 スフ織平夜具 長太見万五郎 

内田織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 790 明治 39 年２月 スフ夜具地 内田勝蔵 

宇津木織物工場 西多摩郡 調布村友田 昭和６年２月 小巾交織夜具地 宇津木仲太郎 

野崎織物工場 西多摩郡 霞村大門 579 不詳 ステープルファイバー 野崎宮策 

久保織物工場 西多摩郡 吉野村日影和田 490 明治 43 年１月 スフ夜具 久保賢吾 

久保織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 159 不詳 スフ織物 久保仲二郎 

久保田孝織物工場 西多摩郡 吉野村畑中 121 昭和５年１月 スフ織物 久保田孝次 

柳川織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 630  其他ノ織物 柳川金太郎 

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 スフ広巾織物 万田岩蔵 

古山織物工場 西多摩郡 大久野村 5152 昭和３年１月 スフ夏物夜具地 古山三吉 

福島織物工場 西多摩郡 吉野村畑中 792 昭和３年 10 月 スフ織物 福島又次郎 

福島織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 758 不詳 スフ夜具 福島小三郎 

小林織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 345 明治 42 年５月 スフ夜具地 小林利作 

小島織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1314 昭和３年 12 月 其他ノスフ織物 小島新太郎 

榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1213 大正７年３月 スフ夜具地 榎戸米吉 

榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1133 大正７年１月 夜具地 榎戸島志 

榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1134 昭和２年９月 スフ交織夜具地 榎戸伝三郎 

榎戸織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1232 明治 41 年１月 其他ノスフ織物 榎戸林三郎 

榎沢織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 730 昭和２年５月 スフ夜具地 榎沢島三郎 

榎卯織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1058 昭和８年３月 夜具地 榎戸卯七郎 

新井織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 845 明治 40 年５月 スフ夜具地 新井正太郎 

荒井織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1386 明治 36 年２月 ホプリン 荒井兵五郎 

荒木織物工場 西多摩郡 吉野村柚木 126 昭和２年１月 スフ織物 荒木徳次郎 

青木織物工場 西多摩郡 吉野村柚木 141 不詳 スフ織物 青木■吉 

沢田織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 894 明治 18 年４月 交織スフ織物 沢田米蔵 

柚木織物工場 西多摩郡 調布村千ヶ瀬 265 大正８年 12 月 スフ夜具 柚木■吉 
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島田織物工場 西多摩郡 調布村河辺 1055 昭和 13 年６月 夜具地 島田誠一 

島崎織物工場 西多摩郡 三田村二俣尾 145 大正 11 年 12 月 夜具地 島崎喜作 

平岡織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 393 不詳 スフ夜具地 平岡静三郎 

鈴木染織工場 西多摩郡 青梅町青梅 122 大正 10 年 11 月 其他ノスフ織物 鈴木峰吉 

鈴木織物工場 西多摩郡 調布村上長淵 大正７年１月 スフ夜具 鈴木房太郎 

鈴木織物工場 西多摩郡 青梅町青梅 1251 明治 38 年９月 其他ノスフ織物 鈴木順三 

 メリヤス製造業      

当麻軍手工場 北多摩郡 東村山村久米川 昭和 11 年３月 綿莫大小手袋 当麻純吉 

鴨下ホーゼリー生産所 北多摩郡 小金井町小金井 2-05 不詳 絹靴下 鴨野一郎 

 糸組物製造業      

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

原島製紐工場 南多摩郡 小宮町西中野 1575 昭和 10 年７月 組紐 原島治平 

奥山製経工場 南多摩郡 小宮町西中野 100 昭和５年９月 ゴムテープ 奥山な美恵 

高橋製紐工場 南多摩郡 元八王子村大楽寺 571 昭和８年５月 ゴム入紐  

倉持製紐工場  八王子市元横山町 756 昭和 10 年５月 人絹組紐 倉持佑治 

小島製紐工場 南多摩郡 元八王子村下一分方 955 大正 14 年８月 ゴム紐 小島正次 

安藤組糸工場  八王子市明神町 516 明治 35 年８月 糸組物 安藤正二 

市川製紐工場 南多摩郡 由井村小比企５ 昭和 11 年５月 ゴム紐 市川日里 

石井製紐工場 南多摩郡 小宮町西中野 805 大正 12 年４月 ゴム入 石井勇 

西野屋製紐所 北多摩郡 府中町 5857 明治 35 年３月 組紐 鈴木平七 

細田維組工場 南多摩郡 小宮町西中野 3561 昭和９年９月 スフ綿糸 細田光六 

細田組撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 1003 大正１年６月 飾用紐糸 細田貞吉 

鶴川製紐株式会社 南多摩郡 鶴川村野津田 2377 明治 33 年 11 月 組紐  

藤森製紐合資会社 南多摩郡 小宮町大和田 449 大正 15 年４月 人絹 藤森光治 

船橋製紐工場 南多摩郡 小宮町西中野 874 不詳 スフ組紐 船橋良助 

 染色精錬漂白及整理業      

立染野捺工場 南多摩郡 小宮町西中野 1351 昭和 10 年８月 機械捺染布加工 立野光太郎 

高野捺染加工場  八王子市本郷町 188 昭和３年１月 手捺染人絹布 高野隆 

中村織物捺染工場  八王子市本郷町 218 昭和 12 年 11 月 絹布 野尻信行 
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朝井捺染工場  八王子市本郷町 197 昭和７年１月 手捺染人絹交織 朝井金蔵 

発知織物捺染工場 南多摩郡 小宮町西中野 3515 昭和９年４月 絹織物 発知為一 

尾新加工所 南多摩郡 小宮町西中野 3918 不詳 絹織物捺染 諏佐新一 

河合織物捺染加工場 南多摩郡 小宮町西中野 957 昭和８年１月 アンダ捺染 河合孝次郎 

内野織物染色加工場 西多摩郡 調布村上長淵 177 昭和５年５月 夜具地抜染 内野栄一 

丸橋染色加工場 北多摩郡 村山村中藤 6371 昭和 11 年７月 細横惣絣 丸橋藤太郎 

三好加工場 西多摩郡 青梅町青梅 1414 不詳 スフ地 茂木喜市 

中島染色工場  八王子市平岡町 58 昭和７年４月 染色加工■ 中島勉 

八島染物工場  八王子市中町 12 明治２年３月 染色及洗張布 矢島忠次郎 

杉田染色工場  八王子市元本郷町 275 不詳 無地染加工 杉田寅太郎 

石渡染色加工場 南多摩郡 小宮町西中野 1015 不詳 染色加工 石渡マツ 

飯島張糸工場  八王子市元横山町 758 昭和２年１月 絹糸加工 飯島清吉 

本間染工場  八王子市平岡町 20 不詳 染色加工賃 本間亥四郎 

荻野張糸工場  八王子市上野町 14 大正 15 年４月 絹糸糊付加工賃 荻野与八 

鷲染色工場  八王子市明神町 516 大正５年４月 染色人絹 鷲吉五郎 

横田染色工場  八王子市小門町 63  精錬加工 横田常五郎 

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

高橋張糸工場  八王子市平岡町 25 明治８年１月 休業 高橋三郎 

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 撚糸部  

串田染色工場  八王子市元横山町 756 昭和４年１月 絹糸加工賃 串田金市 

矢崎染色工場  八王子市中町７ 大正 10 年３月 染色精錬 矢崎延幸 

松村糊付工場  八王子市元横山町 705 昭和８年７月 人絹糊付加工賃 松村太助 

宮本染色工場  八王子市元横山町 1-2 大正１年 糸染色加工 宮本弥三郎 

久田染工場  八王子市八木町 37 大正８年４月 糸染色加工賃 久田一夫 

平山太助工場  八王子市明神町 550 昭和 10 年 人絹加工 平山太助 

橋本染色工場 南多摩郡 小宮町西中野 899 昭和４年７月 絹糸染加工 橋本一郎 

吉岡染色工場 西多摩郡 石畑村 192 大正２年１月 染毛加工賃 吉岡伊助 

田辺染織工場 西多摩郡 調布村駒木野 765 昭和 13 年１月 染色賃取 田辺■吉 

中村染工場 西多摩郡 青梅町青梅 102 昭和８年１月 染色絹糸加工 中村来内 

青梅織物加工場 西多摩郡 青梅町西分 123 昭和 12 年３月 精糸紡加工 川松仙太郎 
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峰岸染色工場 南多摩郡 横山村散田新地 567 大正８年３月 絹糸 峰岸由太郎 

比留間染色工場 北多摩郡 村山村三ツ木 27 昭和４年７月 大島絣加工 比留間梅吉 

守谷染工場 西多摩郡 青梅町青梅 353 昭和４年３月 染色スフ糸加工賃 守谷■一郎 

株式会社八王子織物整理染色工場  八王子市東町 19 昭和２年４月 整理賃 三上安太郎 

中央織物整理株式会社  八王子市元横山町 311 昭和 10 年 11 月 精錬及整理絹布 橋本寅太 

大本工業織物整理染色工場  八王子市本郷町８ 昭和２年９月 織物 梅沢源一 

合名会社大沢織物整理工場  八王子市小門町 18 明治 38 年４月 織物整理 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 織物整理  

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

竹田織物整理工場  八王子市明神町 22 昭和４年６月 整理絹布 田貞蔵 

野口織物整理工場  八王子市南町 29 大正６年６月 織物整理 野口富蔵 

合資会社桑原工場  八王子市八日町 23 大正５年３月 加工賃 竹村志女 

松宮織物仕上所  八王子市南町 36 大正 11 年８月 織物仕上 松宮卯之助 

朝倉仕上工場  八王子市南町 32 大正３年 人絹織物仕上 朝倉九二男 

合名会社敷島織物整理工場  八王子市天神町 11 不詳 織物湯ノシ整理 加藤四郎 

東京府青梅織物工業組合協同施設工場 西多摩郡 青梅町西分 123  卓子掛 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 絹織  

青梅織物整理株式会社 西多摩郡 青梅町青梅 1006 昭和４年 10 年 夜具地 荒井兵五郎 

 裁縫業      

大井屋縫付地下足袋工場 西多摩郡 五日市町五日市 24 明治 34 年６月 地下足袋 馬場筆三郎 

吉川シート商会 南多摩郡 町田町原町田 1223 大正 14 年 洋服 吉川巳代一 

矢野洋服店 西多摩郡 青梅町青梅 379 昭和２年５月 洋服 矢野種五郎 

柳井ミシン工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1198 昭和 13 年 11 月 其他ノ加工 柳井十 

宮崎レート工場 北多摩郡 狛江村岩戸 1057 大正２年７月 雨覆塗料 宮崎貞二 

清水ミシン加工場 西多摩郡 青梅町西分 584 昭和 12 年５月 其他ノ加工 清水伊助 

 刺繍業      

大竹輸出刺繍部 南多摩郡 小宮町西中野 310 昭和 12 年７月 人絹刺繍加工 大竹タメ 

 其他ノ紡織品製造加工業      

東亜ファイバー株式会社  八王子市平岡町 23 昭和 13 年４月 植物繊維加工 三石美太郎 
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渡辺シルク工場  八王子市南町 31 昭和５年４月 再製絹糸 渡辺周平 

水谷絹毛精撰所  八王子市元横山町 49 昭和 13 年８月 混紡糸原■ 高山精一 

春光堂金版工場  八王子市本町 40 大正 15 年 10 月 織物装飾 横内龍太郎 

拝島工場 北多摩郡 拝島村 66 大正９年２月 蛹飼料 西川伊左衛門 

東京輸出繊維工場株式会社 南多摩郡 小宮町西中野 125 昭和 14 年 11 月   

落合再製絹糸撚糸工場 南多摩郡 小宮町西中野 207 昭和９年２月 再製絹糸  

古沢根綿工場 南多摩郡 小宮町西中野 3593 大正９年３月 根綿 古沢孝雄 

軍道真綿加工所 西多摩郡 小宮村乙津 1655 昭和 14 年１月 チョッキ着地 沖倉惣太郎 

 

 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      

岩崎製材工場  八王子市元横山町 353 大正２年５月 角  

奥住製材工場  八王子市台町 24 昭和１年 11 月 角 奥住重義 

中村製工場  八王子市子安町 149 昭和６年２月 角 中村勝三郎 

長田製材工場  八王子市追分町１ 大正６年１月 角 長田実 

小池製材工場  八王子市万町７ 昭和 12 年３月 角 小池勘吉 

合資会社青木商会  八王子市元横山町 41 大正２年３月 木材 青木貞蔵 

関製材工場  八王子市八木町 48 大正８年７月 其他ノ木材 関大助 

井上製材工場 西多摩郡 成木村下成木下分 500 昭和２年３月 板 井上倉七 

岩浪製材工場 西多摩郡 調布村上長淵 336 昭和７年３月 其他ノ製材  

羽生製材所 西多摩郡 大久野村 1-205 大正７年１月 角 羽生順吉 

馬場製材所  立川市 3086 昭和 12 年 10 月 板 馬場操 

調布精米製材工場 北多摩郡 調布町調布１ 大正 11 年４月 板 島田重雄 

小沢製材工場 西多摩郡 三田村沢井下分 404 明治 37 年 10 月 角 小沢重徳 

大野製材所 西多摩郡 氷川村大氷川 147 昭和 10 年９月 挽角材 大野牧蔵 

尾崎産業合資会社 南多摩郡 恩方村恩方 2-174 大正８年９月 板  

カネ山山宮製材所 西多摩郡 古里村 113 桐月沢 昭和７年１月 貫■ 山宮縫之助 

川上製材工場 西多摩郡 青梅町青梅 391  角貫板 川上孝治 
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川辺製材工場 西多摩郡 氷川村氷川 1-389 大正 13 年１月 板 川辺七郎 

金子製材所 北多摩郡 調布町下布田 83 昭和 13 年６月 板 金子鶴吉 

鴨居製材工場 西多摩郡 三田村沢井上分 340 昭和 13 年３月 挽角類 鴨居国松 

田中製材工場 西多摩郡 戸倉村 674 不詳 角 田中■蔵 

多摩製材工場 西多摩郡 三田村二俣尾 980 大正 13 年５月 角 小沢与一 

副島製材工所 西多摩郡 三田村二俣尾 915 明治 31 年 角 副島寛左衛門 

村木製材工場 西多摩郡 氷川村 77 不詳 角 村木庫之助 

野口製工材場 西多摩郡 五日市町館谷 34 明治 41 年 角 木住野善太郎 

野崎製材工場 西多摩郡 小曽木村黒沢 1188 昭和３年９月 角 野崎尻三 

カク五木住野製材場 西多摩郡 五日市町 837 昭和 10 年６月 板 木住野晋四郎 

山崎製材工場 西多摩郡 三田村沢井下分 356-2 明治 41 年 11 月 角 山崎文五郎 

山崎製材工場 西多摩郡 戸倉村十里木 1-366 昭和８年９月 角貫 須崎定吉 

マルヤ製材工場 西多摩郡 古里村小丹波 1-1 昭和５年５月 角貫 原島保平 

マルサ大野製材工場 西多摩郡 氷川村氷川 147 昭和 10 年９月 角貫 大野牧蔵 

マル三山宮製材工場 西多摩郡 古里村 357 桐月沢 昭和７年 貫類 山宮経之助 

マル氷大沢製材所 西多摩郡 古里村白丸３ 不詳 角 大沢勝蔵 

マル福福生製材所 西多摩郡 福生村 1-15 大正 10 年８月 板 岸徳次郎 

丸京製材所 西多摩郡 青梅町日向和田 95 昭和 10 年４月 板 竹内陸三郎 

松本製材所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1938 昭和４年 12 月 板 松本光之助 

増田製材工場 北多摩郡 東村山村野口 1-571 大正１年９月 板 増田喜十郎 

武藤製材工場 西多摩郡 成木村上成木上分 109 大正７年７月 板 武藤親三 

福森製材工場 西多摩郡 三田村沢井下分 610 昭和２年 11 月 角 福島森蔵 

■共製材所 西多摩郡 吉野村畑中 470 昭和 12 年■ ■■ 土方■三郎 

小峰製材工場 西多摩郡 戸倉村十里木 1-414 昭和３年６月 角 小峰庄作 

越水製材所 南多摩郡 町田町原町田 531 昭和３年 11 月 板 越水壮平 

秋川製材工場 西多摩郡 五日市町留原 823 昭和９年３月 角 高取寛一郎 

青柳製材工場 西多摩郡 三田村沢井下分 411 昭和 10 年３月 角 青柳徳太郎 

荒井製材所 北多摩郡 狛江村和泉 2494 昭和８年４月 板 荒井音吉 

佐藤製材工場 西多摩郡 成木村北小曽木 41 大正 13 年６月 角 佐藤直 

斎藤製材工場 西多摩郡 古里村川井 昭和９年３月 角貫 斎藤伊三郎 
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木下製材所 北多摩郡 立川町 2456 昭和 13 年８月 板 木下弥三郎 

木崎製材工場 西多摩郡 成木村北小曽木 81 昭和 10 年７月 角 木崎鶴松 

三沢製材工場 西多摩郡 五日市町留原 817 昭和３年６月 板 三沢■丸 

宮野製材工場 北多摩郡 立川町 3031 昭和４年 11 月 角 宮野順之助 

 木製品製造業      

高野家具製作所  立川市 2985 昭和７年 10 月 建具 高野泰重 

野末家具製作所  立川市 2766 大正 14 年７月 建具 野末宇平 

鈴木建具店  立川市 3-211 大正 11 年 11 月 洋家具 鈴木金作 

熊田建具所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2683 大正 13 年１月 建具 熊田佐太郎 

山崎建具製造工場 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2235 昭和 11 年４月 建具 川崎次平 

秋山工場 西多摩郡 霞村今井 1019 大正 13 年５月 建具 秋山丸三 

飯島木工所 北多摩郡 武蔵野町 1-677 昭和 10 年５月 電気計器用木箱 飯島定吉 

田倉家具製作所 北多摩郡 三鷹村下連雀 2-3 不詳 家具 田倉百老 

合資会社村中製作所 北多摩郡 府中町 10-453 昭和 12 年 10 月 木箱 村山芳郎 

柴田木工所 北多摩郡 三鷹村新川 807 不詳 輸出運搬木箱 柴田蔵人 

宇津木木管捲工場 西多摩郡 調布村友田 691 大正 10 年９月 木管 宇津木銀蔵 

小野薄板包皮製造工場 南多摩郡 川口村楢原 362 昭和 14 年６月 薄板包皮 小野武雄 

小林木工所 北多摩郡 小金井町 2045 昭和 12 年１月 荷造用箱 小林角平 

 

 食料品工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 製穀業      

中山製麦工所  八王子市万町 44 大正２年７月 押麦 中山平之助 

長島製米所  八王子市元横山町 471 不詳 玄米 長島市太郎 

合資会社栗原製麦所  八王子市子安町 863 大正９年１月 押麦 栗原近治 

星野精米麦工場 西多摩郡 五日市町館谷 235 大正 13 年 10 月 精米 星野良一 

関本製麦合資会社 北多摩郡 国分寺村本多新田 445 昭和７年 11 月 大麦製品 村野吉郎 

保証責任霞信用販売購買利用組合共同作業場 西多摩郡 霞村大門 262 昭和 10 年６月 製穀 野崎伴蔵 

合名会社野沢良助商店精米工場 北多摩郡 東村山村野口 1749 大正 10 年 10 月 内地白米  
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 澱粉製造業      

瀬沼澱粉工場 西多摩郡 熊川村 689 昭和 11 年 10 月 乾澱粉 瀬沼昌守 

砂川村農産物加工組合澱粉工場 北多摩郡 砂川村 1326 昭和 11 年 10 月 生澱粉 中野清蔵 

 醸造業      

西岡酒造工場  八王子市八木町 10 不詳 清酒 西岡儀兵衛 

合資会社小沢次郎商店  八王子市八木町 55 大正 15 年１月 清酒 小沢次郎 

石川酒造場 西多摩郡 熊川村１ 明治 10 年 10 月 酒 石川弥八郎 

石川屋酒造店 西多摩郡 氷川村上氷川 177  清酒 川辺晃 

飯田醸造工場 北多摩郡 狛江村和泉 1732 明治 23 年３月 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 味醂  

小沢酒造部 西多摩郡 三田村 不詳 清酒 小沢重恒 

岡崎酒類醤油醸造工場 西多摩郡 青梅町 498 寛永２年８月 清酒 岡崎武右衛門 

渡辺酒造合名会社 北多摩郡 村山村中藤 778 明治１年 10 月 清酒 渡辺一雄 

川田酒造工場 南多摩郡 町田町原町田 4837 明治 25 年 10 月 清酒 川田徳七 

川島酒造合資会社 北多摩郡 東村山村久米川 昭和 12 年 12 月 清酒 吉村政次郎 

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 

多摩酒造合名会社 南多摩郡 由木村東中野 1380 昭和 13 年 12 月 清酒  

土屋清酒醸造工場 北多摩郡 狛江村岩戸 1041-2 明治 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２年３月 清酒 野口栄治 

中村和酒製造工場 西多摩郡 西秋留村油平 63 明治２年 10 月 清酒 中村八郎右衛門 

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

内山酒造工場 西多摩郡 吉野村下 629 明治７年 10 月 酒 内山源十郎 

野村酒造場 西多摩郡 吉野村柚木 692 安政３年 10 月 清酒 野村寛 

野崎清酒醸造場 西多摩郡 戸倉村 63 明治 19 年 10 月 清酒 野崎喜三郎 

宮崎寿治 西多摩郡 五日市町 888 明治 38 年 10 月 清酒  

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 

 醤油味噌食酢      

柏屋醤油醸造場  八王子市横山町 65 不詳 醤油 奥村究次郎 

石井醤油醸造所 西多摩郡 霞村藤橋 84 明治 25 年５月 醤油 石井一六 
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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 

野崎醤油醸造場 西多摩郡 霞村大門 573 大正 14 年 11 月 醤油 野崎省吾 

山口醤油醸造工場 南多摩郡 浅川町上椚田 156 明治１年 醤油 山口安兵衛 

桜井醤油製造工場 北多摩郡 東村山村久米川 970 明治１年 醤油 桜井太一 

柚木商会醸造場 西多摩郡 吉野村柚木 538 明治６年４月 味噌 野村善三郎 

食料部府中工場 北多摩郡 府中町 10405 昭和 14 年４月 栄養味噌 源代為一 

 缶詰製造業      

東京府立農事試験場  立川市 2030 昭和９年４月 ハム  

藤野缶詰所日野工場 南多摩郡 日野町日野四谷 3381 昭和 13 年６月 佃煮 藤野辰次郎 

 畜産食料品製造業      

八王子ミルクプラント株式会社  八王子市天神町 26  牛乳 清水小三郎 

保証責任多摩牛乳販売購買組合  八王子市子安町 904 昭和２年 牛乳  

中央ミルクプラント特別牛乳処理所 北多摩郡 東村山村久米川 267 昭和 10 年９月 特別牛乳  

東京府聯農産加工部 北多摩郡 狛江村岩戸屋敷 昭和 12 年 12 月 ハムソーセージ 坂本勇吉 

豊泉牧場 北多摩郡 村山村三ツ木 1266 大正３年 11 月 牛乳 豊泉憲吉 

合資会社武蔵農場 北多摩郡 小金井町貫井 901 昭和 11 年９月 白米 大賀喬 

森永牛乳株式会社特別工場 北多摩郡 久留米村落合 40 昭和 11 年 牛乳  

■田牛乳搾取販売所 北多摩郡 大和村狭山 1449 大正８年３月 牛乳 ■田金蔵 

 製茶業      

塩家製茶工場 北多摩郡 村山村岸 298 昭和 10 年５月 製茶 塩家仙太郎 

鈴木製茶工場 北多摩郡 国分寺村恋ヶ窪 921  煎茶 鈴木勘蔵 

 製氷業      

八王子製氷株式会社  八王子市小門町 96 大正 12 年５月 サイダソーダ水製氷 ■田恒三 

日本水産株式会社八王子冷凍工場  八王子市明神町 500 昭和 12 年３月 氷  

 製麺業      

岩崎製麺工場 北多摩郡 保谷村上保谷 76 明治 13 年３月 麺類 岩崎伊之助 

山田製麺工場 北多摩郡 東村山村久米川 1670 昭和５年１月 干うどん 山田嘉吉 

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

岸製麺工場 西多摩郡 五日市町五日市 64 明治 25 年３月 麺類 岸隆太郎 
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 菓子パン飴類製造業      

巴屋商店  八王子市八幡町 36 大正９年８月 巴せんべい 江間金造 

合資会社玉川亭  八王子市旭町 20 不詳 サンドイッチ 豊崎栄三郎 

栄楽パン店  八王子市八木町３ 昭和 10 年 パン 小野恵次 

三晃堂製菓所  八王子市小門町 66 大正 13 年 生菓子 内田政吉 

丸大清水屋菓子店  立川市 2596 昭和 11 年 11 月 和菓子 根岸重次郎 

清水屋菓子店  立川市 2766 不詳 パン 清水婦美 

井上米菓工場 南多摩郡 小宮町西中野 3918 不詳 煎餅 井上勇二 

市野製飴所 南多摩郡 元八王子村横川 103 大正 14 年９月 製餡 市野幸作 

富岡勝三 北多摩郡 保谷村上保谷 1739 大正 13 年２月 煎餅 富岡勝蔵 

川島煎餅工場 北多摩郡 村山村中藤 1117 昭和８年９月 硬煎餅 川島佐太郎 

金子羊かん製造工場 南多摩郡 浅川町上椚田 1618 大正９年 10 月 羊かん 金子 

高山煎餅工場 北多摩郡 村山村三ツ木 606 大正６年 12 月 塩煎餅 高山峯次 

ツルヤパン店 北多摩郡 三鷹村下連雀 256 昭和 11 年 11 月 パン 金子窪三 

熊沢製菓工場 南多摩郡 町田町原町田 1241 昭和 13 年 12 月 菓子 熊沢文太郎 

枡田屋 南多摩郡 町田町原町田 1218 不詳 生菓子 石井惣助 

安■堂 北多摩郡 村山村中藤 254 大正８年４月 餅菓子 服部安次郎 

広瀬製菓工場 南多摩郡 町田町原町田 1275 昭和９年１月 煎餅 広瀬浅吉 

 其他ノ食料品製造業      

不二化学研究所  八王子市明神町 183 昭和 16 年１月 其他ノ食料品  

岩佐山葵工場 西多摩郡 吉野村 490 昭和 14 年４月 山葵 岩田佐一 

花村商店 北多摩郡 田無町芝久保 1979 昭和 11 年１月 沢庵漬 立川延吉 

日本配合飼料株式会社保谷工場 北多摩郡 保谷村上保谷 2299-1 昭和３年４月 乾燥野菜  

保谷漬物工場 北多摩郡 保谷村上保谷 811 明治 43 年 11 月 沢庵漬 保谷彦太郎 

保谷漬物工場 北多摩郡 保谷村上保谷 798 大正３年 10 月 沢庵 保谷茂八 

常盤漬物工場 北多摩郡 田無町 2128 不詳 沢庵漬 常盤信好 

和光堂東京工場 北多摩郡 神代村北野 841 大正７年３月 シッカロール 大賀彊一 

合資会社宮崎商店漬物工場 北多摩郡 久留米村前沢 662 昭和５年６月 其他ノ食料品 宮崎金次郎 

宮崎商店漬物工場 北多摩郡 久留米村前沢 685-1 大正 15 年 11 月 其他ノ食料品 宮崎正寿 
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箕輪漬物製造所 北多摩郡 三鷹村大沢 208 不詳 山葵漬 箕輪政右衛門 

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２年 12 月 アミノサン 白川源次郎 

新橋食品株式会社仙川工場 北多摩郡 神代村下仙川 641 昭和 13 年６月 甘酒ノ素四合詰 春原勇 

新鍋漬物製造工場 北多摩郡 保谷村三軒家 2304 明治 23 年３月 沢庵 ■田民次郎 

 

 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 

多摩日日新聞社印刷発行所  八王子市旭町 1 昭和６年６月 新聞紙 広井万次郎 

スズキ印刷所  八王子市南町 31 明治 45 年７月 印刷 鈴木繁蔵 

株式会社行政学会印刷所  立川市 3955 明治 40 年６月 印刷 大庭公平 

渡辺印刷所 北多摩郡 府中町 9126 明治 12 年２月 印刷 渡辺紀彦 

株式会社研究社吉祥寺印刷工場 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1635 昭和 14 年３月 印刷 高島義雄 

合資会社共同印刷所 北多摩郡 府中町 9254 昭和６年２月 罫紙 大久保長作 

昭和印刷所 西多摩郡 西多摩村羽 1253 昭和８年 10 月 活版印刷 羽村与三郎 

 

 其他ノ工業 

工場名 住  所 創業年月 製造品目 代表者名 

 石工品製造業      

赤羽石材工場  八王子市小門町 96 明治 30 年１月 加工石 赤羽平三郎 

石勝石材店多磨出張所 北多摩郡 多磨村上染屋 600 昭和３年３月 加工 中村勝五郎 

岩浪石店 西多摩郡 青梅町青梅 171 不詳 石工品 岩浪五一 

たしろ家 北多摩郡 小金井町小金井 676 昭和８年８月 石材加工品 田代寛一 

山田石材店 北多摩郡 多磨村上染屋 628 不詳 墓石 山田忠次郎 

宮下石材部 南多摩郡 浅川町上椚田 5815 昭和４年１月 墓碑 宮下衛 

 其他ノ土石工業      

佐藤碎石工場  立川市 850 昭和２年５月 砕石 佐藤弥一 

萩島石材工業株式会社羽村出張所 西多摩郡 西多摩村川崎４ 昭和２年 10 月 平板ブロック 遊佐吉重 

東京無線器材製造株式会社箱根ヶ崎工場 西多摩郡 箱根ヶ崎村 2189 昭和 13 年 12 月 マイカ成型品 落合藤四郎 

多摩川砂利木材鉄道株式会社大神採掘場 北多摩郡 昭和村大神 131 大正８年７月 砂利 安藤徳太郎 
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 紙製品製造業      

根津製紋所  八王子市元本郷町 274 昭和８年 紋■ 根津隼一郎 

土野ボール箱製造場 西多摩郡 福生村 776 不詳 ボール箱 土野資重 

紋究社 南多摩郡 小宮町西中野 934 昭和６年 11 月 カード 吉野伝次郎 

 麦稈及経木製品製造業      

小林木工場  八王子市万町 96 昭和２年７月 弁当用折箱 小林栄次 

近藤折箱店 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 2230 大正 14 年 11 月 折箱 近藤万之助 

 綿麻毛及絹製網縄及網製造業      

横田製作所 北多摩郡 調布町上石原 104 昭和７年４月 麻製網 横田正吉 

 紐釦製造業      

石川紐工場 南多摩郡 横山村散田 245 昭和９年４月 ボタン 石川五郎 

 玩具製造業      

細谷煙火工場 西多摩郡 多西村草花 1591 明治 35 年５月 烽火打上煙火 細谷喜一 

鈴木雛人形店 南多摩郡 日野町日野 2684 明治 20 年 ヒナ人形 鈴木藤重 

 塗装業      

河合塗装研究所 北多摩郡 武蔵野町吉祥寺 1591 昭和 13 年６月 電気器具塗装 河合勝治郎 

明石塗装工業所 北多摩郡 武蔵野町野田無〔ママ〕1695 明治 42 年２月 塗装品 明石徳太郎 

 医療材料品製造業      

丸申製綿株式会社八王子工場  八王子市旭町 34 大正 10 年 10 月 脱脂綿 矢崎淑太郎 

 和傘製造業      

香取屋 西多摩郡 青梅町勝沼 34 不詳 和傘 宮本寿雄 

滝沢（朝）製傘店 西多摩郡 青梅町青梅 898 大正 14 年４月 和傘 滝沢朝太郎 

滝沢（久）製傘店 西多摩郡 青梅町青梅 844 明治 36 年１月 和傘 滝沢久次郎 

滝沢製傘店 西多摩郡 青梅町青梅 807 明治 39 年２月 和傘 滝沢又三郎 

 其他ノ製造加工業      

オリエント商会武道具製造工場  八王子市八日町 31 昭和 13 年９月 武道具 山本謙一 

八王子製油株式会社  八王子市元横山町 463 昭和 11 年 11 月 圧搾馬糧  

東京繊維興業株式会社 北多摩郡 狛江村岩戸 1043 昭和 11 年７月 硝子原■ ■沢与四二 

多摩晒工場 南多摩郡 日野町上田 6-6 昭和 13 年８月 ウエスト加工 滝■重治 
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武蔵野洗布工場 北多摩郡 保谷村上保谷 362 昭和 14 年８月 再生ウエスト 沼沢吉四郎 
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