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全国

キリスト教年鑑

755 2003/11/30 教会関係団体所在地代表者:所在地:TEL:FAX

全国

キリスト教年鑑（人名録）

457 2003/11/30 宣教師･教職人名録:自宅住所:TEL:生年月日

全国

花の万博友の会名簿

104 2000/10/01 自宅住所:勤務先:所在地:TEL

全国

会社職員録全上場会社版（下巻）

1243 2008/12/01 全上場会社一覧(課長以上管理職:生年:出身校)

全国

会社職員録全上場会社版（上巻）

1483 2008/12/01 全上場会社一覧(課長以上管理職:生年:出身校)

全国

会社職員録非上場会社版（下巻）

1863 2007/08/27 非上場会社一覧(課長以上管理職:生年:出身校)

全国

会社職員録非上場会社版（上巻）

2128 2007/08/27 非上場会社一覧(課長以上管理職:生年:出身校)

全国

関東ラグビーフットボール協会役員名簿

206 2005/09/02 所属団体:50音順役員名:自宅住所:勤務先:TEL

全国

健康運動指導士名簿

306 2003/10/31 健康運動指導士住所録:自宅住所:勤務先:TEL

全国

健康運動実践指導者名簿

514 2003/10/31 ｽﾎﾟｰﾂｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ資格保有者:自宅住所:勤務先:TEL

全国

公認コーチ（陸上競技）名簿

全国

公認障害者スポーツ指導者名簿

510 2003/04/01 身障者向ｽﾎﾟｰﾂ指導者名簿:自宅:勤務先:住所:TEL

全国

講道館高段者名簿

359 2005/08/10 講道館出身有段者:警官多し:自宅住所:TEL:段位:職業:生年月付

全国

施設データバンク

458 1998/06/06 展示会:ｲﾍﾞﾝﾄ･ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ用施設名簿

全国

児童健全育成推進財団会員名簿

全国

社会福祉施設等名簿 第１卷 （老人施設）

553 2004/03/25 全国県別:老人福祉施設一覧:所在地:TEL

全国

社会福祉施設等名簿 第２卷 （福祉施設）

484 2004/03/25 全国県別:社会福祉施設一覧:所在地:TEL

全国

社会福祉施設等名簿 第３卷 （保育施設）

469 2004/03/25 全国県別:保育施設一覧:所在地:TEL

全国

出版年鑑２００７ 資料・名簿編

224 2007/06/18 出版社概要:所在地:代表役員:TEL:FAX:E-mail:URL

全国

全国公民館名鑑

571 2005/06/08 公民館所在地:TEL:FAX:(館長名は記載無し)

全国

全国公立文化施設名簿

202 2004/05/31 全国文化･市民会館地域別:代表者名:所在地:TEL:FAX

全国

全国試験研究機関名鑑２００６－２００７＜第Ⅰ巻＞

840 2005/11/30 全国:試験場･研究所:所在地:代表者名:TEL:FAX:URL

全国

全国試験研究機関名鑑２００６－２００７＜第Ⅱ巻＞

1066 2005/11/30 民間機関研究所:所在地:代表者名:TEL:FAX:URL

全国

全国試験研究機関名鑑２００６－２００７＜第Ⅲ巻＞

1572 2005/11/30 大学･高校機関研究所:所在地:代表者名:TEL:FAX:URL

全国

全国老人保健関係施設要覧

204 1996/03/20 全国:老人保健施設:所在地:管理者名:TEL･FAX有り

全国

第４回産学官連携推進会議参加者名簿

121 2005/06/26 産業界･関係団体等:会社住所:TEL:FAX

全国

日本スイミングクラブ協会ハンドブック名簿編

92 2001/04/20 全国地区別:陸上ｺｰﾁ:自宅住所:TEL:勤務先:生年月日

78 2006/05/19 県別:全国児童施設:所在地:TEL

78 2003/10/01 ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ所在地:TEL
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全国

日本プロゴルフ協会会員名簿

391 2007/07/01 ﾌﾟﾛｺﾞﾙﾌ協会加盟者:自宅住所:勤務先:所在地:TEL:生年月日

全国

日本プロゴルフ協会指導員助手名簿

全国

日本プロボウリング協会会員名簿

230 2005/03/01 ﾌﾟﾛﾎﾞｳﾗｰ概要:連絡先:TEL:生年月日

全国

日本へら鮒釣研究会会員名簿

230 2004/01/01 全国のへら鮒釣愛好者:自宅住所:TEL

全国

日本ボウリング場協会会員名簿

123 2000/11/01 ｾﾝﾀｰ代表者･支配人:所在地:ﾚｰﾝ数:TEL:FAX

全国

日本気球連盟会員名簿

全国

日本軽種馬協会 全国馬名簿

350 2003/02/01 2002年生産種馬:馬名:血統:飼養者:種馬牧場経営者

全国

日本健康太極拳協会師範名簿

153 2002/02/01 太極拳師範者名簿:楊名時友好会:自宅住所:TEL

全国

日本山岳会会員名簿

224 2003/12/01 山岳登山愛好家:自宅住所電話

全国

日本新聞年鑑

418 2003/11/20 ﾏｽｺﾐ･ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ業界ﾃﾞｰﾀ:所在地:TEL

全国

日本紳士録（あ～お）

629 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（か～こ）

440 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（さ～そ）

344 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（た～と）

312 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（な～の）

213 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（は～ほ）

301 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（ま～も）

281 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（や～よ）

200 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本紳士録（ら～わ）

50 2007/04/03 政治経済/法曹/教育文化/芸術ｽﾎﾟｰﾂ他各界の代表的人一覧

全国

日本人事興信年鑑２００３

1919 2002/12/01 各界の首脳･幹部とその家族:主な経歴:生年月日:自宅住所:TEL

全国

日本人事年鑑２００４

1751 2003/12/01 全国:各界の幹部:主経歴:自宅住所:TEL:趣味:生年月日

全国

日本相撲連盟役員名簿

全国

日本体育施設協会会員名簿

798 2006/08/01 全国地区別:運動施設所在地一覧

全国

日本中央競馬会名簿

200 1999/06/01 競馬関係:牧場･競馬場所在地:TEL:中央競馬会所属職員住所録

全国

日本馬術連盟会員名簿

365 2000/06/30 全国県別全国馬術愛好家:自宅住所:TEL:勤務先電話

全国

日本博物館協会会員名簿

全国

文部大臣認定水泳コーチ名簿

16 2001/04/01 ｺﾞﾙﾌｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ:自宅住所:勤務先:所在地:TEL:生年月日

50 1998/06/01 気球愛好家:所属ｸﾗﾌﾞ名:自宅住所:TEL

38 2003/08/01 相撲関係役員:連盟役員:自宅住所:TEL:勤務先電話

97 2002/10/01 全国博物館所在:館長名:TEL:FAX
123 1999/04/01 水泳ｺｰﾁ:自宅住所:TEL:勤務先
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関東

関東種子島会名簿

東海

中部年鑑（愛知県・三重県・岐阜県・静岡県）

ページ数

発行年月日

内容

30 2001/11/01 関東在住種子島出身者会員自宅住所録
1341 2005/11/30 愛知･三重･岐阜･静岡県のﾃﾞｰﾀ:市長名:役員:会社録:人名録

北海道

東京岩見沢会会員名簿

48 2001/11/10 北海道岩見沢市出身者自宅住所勤務先TEL有り

北海道

北海道ふるさと会役員名簿

130 1998/03/20 在京北海道出身者:自宅住所:勤務先:TEL有り

北海道

北海道倶楽部会員名簿

134 2006/11/01 北海道出身者の自宅住所:勤務先一覧:生年月日有り

青森県

東奥年鑑（名簿編）

岩手県

岩手県馬主会会員名簿

宮城県

宮城県人物名鑑

264 1996/05/31 宮城県人:自宅住所:勤務先:TEL:生年

秋田県

秋田県町村自治名鑑

351 2004/12/20 秋田県内各町議会議員:自宅住所:TEL:生年月日

山形県

全国山形県人名鑑（業界別・現住所別）

159 2000/10/01 業界別･現住所別全国山形県出身者名簿

福島県

東京福島県人会会報名簿

72 2003/03/01 自宅住所:勤務先:TEL有り

茨城県

茨城県スキー連盟（ ＇０５スキー便覧）

52 2005/01/01 ｽｷｰ連盟職員:所属団体:所在地:TEL

栃木県

東京栃木県人会会員名簿

45 2000/09/25 栃木県出身関東在住者の勤務先･自宅住所録

群馬県

群馬県保健・福祉・食品局関係施設等一覧

154 2005/04/01 群馬県内各種施設:所在地:TEL:FAX

群馬県

群馬県芳名録

501 2002/12/05 官庁･民間･各種団体:役員:自宅住所:勤務先:TEL

埼玉県

埼玉県社会福祉施設名簿

217 2006/05/01 埼玉県:老人･身体障害者･精神薄弱者援護･児童福祉施設等

千葉県

市原市辰巳野球連盟選手登録名簿

千葉県

千葉県スポーツリーダーバンク登録指導者名簿

東京都

ＦＭＰ ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＰＡＲＴＹ ご来場者名簿

61 2003/01/06 個人:勤務先E-mail/法人:勤務先:住所:TEL

東京都

スキップ会員名簿

20 2003/09/01 ｺﾞﾙﾌ会員権販売会社:ｺﾞﾙﾌ用品取扱店:所在地:TEL:FAX

東京都

海洋会会員名簿社団法人

東京都

葛飾区軟式野球連盟会員名簿

68 2006/04/01 葛飾区軟式野球大会参加ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ一覧:ﾁｰﾑ所在地:TEL

東京都

葛飾区軟式野球連盟会員名簿

89 1999/04/01 葛飾区軟式野球大会参加ﾁｰﾑﾒﾝﾊﾞｰ一覧:ﾁｰﾑ所在地:TEL

東京都

関東ゴルフ会員権取引業協同組合

東京都

関東実業団バスケットボール連盟 リーグ参加チーム名簿

36 2000/04/01 登録団体連絡担当者:勤務先:TEL:自宅電話

東京都

銀座通連合会会員名簿

55 1998/06/01 銀座通:商店の所在地:代表者名:TEL:FAX

東京都

江戸川区体育会創立５０周年記念誌

72 1997/01/01 各種ｽﾎﾟｰﾂ団体連盟名簿:役員名のみ

1062 2005/09/01 青森県内各種団体:著名人:TEL:FAX
27 2005/05/20 馬主一覧:住所録:自宅住所:TEL:馬主登録番号

13 2000/05/01 登録所属ﾁｰﾑ選手名簿:自宅住所:勤務先:TEL
145 2001/03/31 地区別:種目:資格:自宅住所:TEL

2005/11/30

組合員名簿

45 2006/06/01 販売店住所録:法人会員:所在地:代表者名:TEL:FAX
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東京都

社会福祉施設一覧（東京都）

338 2003/04/01 福祉施設所在一覧:氏名等記載無

東京都

渋谷区代々木四丁目町会会員名簿

25 2006/01/01 町内会居住者名簿:自宅住所:TEL

東京都

城西ハイタク野球連盟第４９大会登録選手名簿

57 2001/01/01 第43回ﾊｲﾀｸ野球大会:ﾁｰﾑ登録ﾒﾝﾊﾞｰ一覧:ﾁｰﾑ所在地:TEL有り

東京都

新宿区高田馬場三丁目宮田会会員名簿

11 2007/10/01 宮田商店会:登録会員:自宅住所:TEL

東京都

新宿区少年軟式野球連盟役員・指導者名簿

33 2000/07/01 少年野球ﾁｰﾑ住所録:自宅住所:TEL

東京都

新宿区新年賀詞交歓会次第・御案内者名簿

111 2009/01/05 各種業界団体懇親会参加者:自宅住所:TEL

東京都

新宿区新年名刺交換会次第・御案内者名簿

109 2005/01/05 新宿区内各種団体役職者:自宅or勤務先:住所:TEL

東京都

新宿人名録

248 2003/03/31 新宿区内著名人名鑑:出身地:勤務先:最終学暦:TEL:FAX:生年月日

東京都

世田谷区ラジオ体操連盟 規約・役員名簿

東京都

世田谷区奥沢交和会会員名簿

64 2006/12/01 世田谷区奥沢1~3丁目居住者の自宅住所:TEL

東京都

世田谷区赤堤５丁目町会会員名簿

31 2001/03/01 赤堤5丁目町会:登録会員:自宅住所:TEL

東京都

千代田区公共関係等団体名簿

83 2004/08/01 千代田区区町会代表者等の住所:電話一覧

東京都

早稲田鶴巻町 町会会員名簿

68 2006/09/01 町内会居住者名簿:自宅住所:TEL

東京都

中央区要覧

東京都

東京諌早会会員名簿

東京都

東京都スキー連盟会員名簿

東京都

東京都ラジオ体操会連盟規約・加盟団体・役員等名簿

東京都

東京都看護協会会員名簿

114 2002/12/01 東京都の看護婦施設一覧:所在地:代表者名:TEL

東京都

東京都柔道連盟役員名簿加盟団体役員名簿

128 2004/04/01 東京都:連盟所在地:役員自宅住所:TEL:FAX

東京都

東京都第三地区弓道連盟創立五十周年記念誌

東京都

東京都卓球連盟会員名簿

東京都

東京陸上競技協会・公認審判員名簿

34 2004/03/01 各種競技別審判資格保有者:自宅住所:TEL

東京都

東京六華同窓会会員名簿（旧在京札中同窓会）

93 1996/12/01 関東在住札幌中学校同窓会名簿:自宅住所:勤務先:TEL

東京都

板橋区スキー協会会員名簿

28 2004/05/01 各ｽｷｰ倶楽部会員:自宅住所:勤務先:TEL

東京都

板橋区新年賀詞交歓会参列者名簿

東京都

兵庫県関係者名簿（くすのき会）

60 2004/12/01 各省庁･国家機関勤務者:出身地:勤務先

東京都

墨田区シルバー人材センター会員名簿

65 2002/04/01 人材ｾﾝﾀｰ登録会員:自宅住所:TEL:生年月日

6 2001/04/01 世田谷区:ﾗｼﾞｵ体操実施団体

296 2004/12/20 中央区の住民の住所･電話･職業一覧
54 1996/11/01 関東在住:長崎県諌早市､北高来郡及び近郊出身者名簿
260 2003/02/01 各ｽｷｰ愛好ｸﾗﾌﾞ加入者:自宅住所:TEL
24 2000/05/01 ﾗｼﾞｵ体操推進委員会役員:自宅住所:TEL

44 2002/03/31 弓道愛好家:自宅住所:TEL
140 2008/04/01 登録団体所在地:選手:連絡員自宅電話

158 2004/01/01 板橋区名刺交換会参加者:自宅住所:TEL
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東京都

墨田区太平３丁目子供会会員名簿

東京都

練馬区学童野球連盟会員名簿

東京都

練馬区新年賀詞交換会名簿

203 2005/01/01 各種業界団体懇親会参加者:自宅住所:TEL

東京都

練馬区人物年鑑２００１

305 2001/01/15 練馬区内各種功労者:生年月日:写真:自宅住所:TEL

東京都

練馬区石泉少年野球連盟会員名簿

66 1996/04/01 少年野球ﾁｰﾑ住所録:自宅住所:TEL

東京都

練馬区軟式少年野球連盟会員名簿

71 2009/01/01 練馬区軟式少年野球ﾁｰﾑ一覧:ﾁｰﾑ所在地:TEL:ｺｰﾁ自宅:TEL

東京都

練馬区立野町会会員名簿

42 2007/05/01 町内会居住者名簿:自宅住所:TEL

神奈川県

横浜市ミニバスケットボール連盟会員名簿

4 1996/04/01 墨田区太平3丁目居住者の住所･電話
61 2007/05/01 練馬区学童野球ﾁｰﾑ一覧:ﾁｰﾑ所在地:TEL:ｺｰﾁ自宅:TEL

173 1998/07/01 代表者:ｺｰﾁ:住所氏名

富山県

富山県人知名録

80 2002/01/01 出身町:趣味:生年:配偶者

富山県

富山県人名録

富山県

富山県綜合人事録

石川県

石川県出身者名簿（中央官庁等）

49 2003/12/01 在京官公庁勤務者:勤務先:TEL

石川県

石川県人会連合会（加能人芳名録）

50 2005/01/01 勤務先電話付住所録:生年月日付

石川県

石川県馬主協会会員名簿

34 2005/05/01 馬主一覧:住所録:自宅住所:TEL

新潟県

国土交通省新潟建人会名簿

21 2003/11/27 新潟出身国土交通省勤務者自宅住所:TEL

新潟県

東京布川会名簿（新潟県人会）

76 2002/02/01 地区別新潟県出身者

長野県

長野県社会福祉施設名簿

93 2002/04/01 長野県福祉施設一覧:代表者名は記載無し

静岡県

静岡県人会会員名簿

60 2003/07/04 東京在住:出身地:現自宅住所:勤務先:役職付

愛知県

なごやの福祉２００３ 主な施設一覧

41 2003/08/01 名古屋市の主な施設一覧:所在地:代表者名:TEL

三重県

東京三重県人会会員名簿

大阪府

大阪ソフトボール協会公認審判員名簿

大阪府

大阪市社会福祉施設一覧

116 2004/01/01 大阪市:老人･身体障害者･精神薄弱者援護･児童福祉施設等

兵庫県

東京兵庫県人会会員名簿

217 2001/10/01 出身地:自宅住所:勤務先:所在地:TEL有り

兵庫県

姫路市新年交札会名簿

252 2001/01/01 地元町内会:優良企業参加者:自宅住所:TEL

兵庫県

兵庫県馬主協会会員名簿

49 2005/08/01 馬主一覧:住所録:自宅住所:TEL

和歌山県

各省庁の和歌山県人名簿

72 2001/08/01 官庁勤務和歌山県人自宅住所電話:勤務先電話一覧

鳥取県

東京鳥取県人会会員名簿

68 2002/05/15 在京鳥取県出身者:自宅住所:勤務先:TEL

908 2001/11/16 自宅住所:勤務先:TEL:生年月日
1498 2004/12/01 官公庁:諸団体:民間企業人事録

254 2001/09/30 出身地:自宅住所:勤務先
48 2005/04/01 審判員住所録:自宅住所:TEL:携帯電話
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島根県

東京島根県人会会員名簿

84 2003/12/20 島根県出身関東在住者の勤務先･自宅住所録

岡山県

烏城会（岡山市出身中央省庁勤務者）

74 2003/10/01 岡山県出身･各省庁勤務者名簿:出身地:勤務先

岡山県

岡山県保健福祉施設・病院名簿

広島県

広島ゆかりの会（建設省）

広島県

東京広島県人会名簿

香川県

各省庁香川県関係者名簿

香川県

全国香川県人名鑑（業界別・現住所別）

164 2000/09/01 業界別･現住所別全国香川県出身者名簿

香川県

東京香川県人会会員名簿

215 2001/10/01 香川県出身関東在住者自宅住所勤務先TEL有り

愛媛県

関東愛媛県人会名簿

福岡県

久留米市新年名刺交換会会員名簿

佐賀県

かすみがせき佐賀会会員名簿

佐賀県

東京佐賀県人会会員名簿

109 2000/03/01 佐賀県出身関東在住者自宅住所勤務先TEL有り

長崎県

長崎県スポーツリーダーバンク登録者名簿

170 2000/08/01 各種ｽﾎﾟｰﾂ指導者名簿:自宅住所:勤務先:TEL:生年

長崎県

長崎県社会福祉施設等一覧

165 2003/07/01 施設一覧:所在地:代表者名:TEL:FAX

長崎県

長崎県人クラブ会員名簿

71 2001/05/30 関東在住長崎県出身者:自宅住所:勤務先:TEL

長崎県

長崎県人会連合会会員名簿

44 2001/02/02 長崎県出身者:自宅住所:勤務先:TEL

大分県

在京大分県人会会員名簿

156 2000/04/01 出身地:自宅住所:勤務先:TEL有り

大分県

大分県社会福祉施設名簿

144 2005/04/01 大分県福祉施設一覧:老人福祉施設等:所在地:TEL:FAX

宮崎県

東京はまゆう会名簿（宮崎県人会）

鹿児島県

関東串木野市民会会員名簿（鹿児島出身者）

鹿児島県

欣交会（宮崎・鹿児島出身経済人）

153 2004/04/01 岡山県:老人:身体障害者:精神薄弱者援護:児童福祉施設等
16 2001/11/01 建設省広島県出身者名簿
135 2002/01/01 出身地:勤務先:役職付
53 2004/01/01 官庁勤務香川県人自宅住所電話:勤務先電話一覧

87 2006/11/01 在京愛媛県出身者:自宅住所:勤務先:TEL有り
146 2004/01/01 名刺交換会招待者名簿:自宅住所:勤務先:TEL
20 2003/10/01 佐賀県出身官庁勤務経験者:自宅住所:TEL有り

48 2005/12/01 会社別宮崎県出身東京在住者
126 2003/11/01 鹿児島県串木野市出身:関東在住者住所録
20 2005/01/01 宮崎･鹿児島出身経済人自宅住所勤務先TEL
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