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No 姓 名 敬称 e-mail 固定電話 携帯電話 住所
1 粟井 郁雄 先生 awai@ryutech.com 077-548-7535 090-7371-4349 大津市大将軍3-10-24-101

2 井下 佳弘 様 hida_ishita@fol.hi-ho.ne.jp 03-3850-4448 090-5771-4933 〒１２１－００６１東京都足立区花畑３－１７－１４
3 石田 修己 先生 ismi4808@mars.dti.ne.jp - 080-1216-7156 〒251-0861　藤沢市大庭 5683-2 駒寄 9-102
4 井田 雅夫 様 kai1akiramasao@mopera.net 042-728-7451 090-4022-1481 東京都町田市成瀬2-4-4
5 伊東 正展 様 masa.itoh@ab.cyberhome.ne.jp 044-701-3417 090-8566-5450 川崎市麻生区はるひ野1-11-1-319
6 奥野  　 清則 様 okuno0764@kbd.biglobe.ne.jp - 090-3066-1768 〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平6-53-6
7 影山　　　隆雄 様 kageyama@mvc.biglobe.ne.jp  093-741-6431 090-5087-3326 〒808-0142　北九州市若松区青葉台南2-20-13
8 風神　　　裕 様 kazekami@sea.plala.or.jp 045-893-8087 080-1066-7826 〒247-0033　横浜市栄区桂台南２－９－１２
9 北爪  　 進 様 kitazume@msf.biglobe.ne.jp 045-482-5632 090-4545-2728 226-0027 横浜市緑区長津田3-20-15

10 紅林 　　秀都司 様 h-kure3@tbb.t-com.ne.jp 0466-26-5481 090-5810-1723 〒251-0011藤沢市渡内二丁目１４－１７
11 小林  　   禧夫 先生 kobayashi@sumtec.biz 048-855-7768 090-2256-2994 〒338-0001さいたま市中央区上落合３－１０－１－２１１
12 小山  　 悦雄 様 koyama@tecdia.co.jp 03-3979-5431 090-3227-5424 東京都練馬区中村１－１０－８
13 酒井  　 正人 様 sakaimst@kbf.biglobe.ne.jp 042-726-3792 090-6504-8283 〒194-0043東京都町田市成瀬台1-4-25
14 佐藤  　 軍吉 様 gunkichi.satoh@blue.ocn.ne.jp 045-302-6232 090-1732-1051 〒245-0018横浜市泉区上飯田町4674-5
15 柴富  　 昭洋 様 shibatomi@a00.itscom.net 042-796-8556 080-9706-6970 〒194-0001東京都町田市つくし野4－24－23
16 菅田　　　　孝之 様 sugeta@rapid.ocn.ne.jp 045-971-3401 090-3218-3030 横浜市青葉区千草台３５－１３
17 高木　　　　　直 先生 takagi18@orion.ocn.ne.jp 022-281-9223 090-7078-4028 仙台市青葉区高野原1-6-7
18 高松 秀男 様 hideotak@yahoo.co.jp 045-314-0834 090-4386-5050 〒221-0853 横浜市神奈川区三ツ沢東町8-28
19 武田　　　茂 様 kumagolf@jcom.zaq.ne.jp 048-532-7809 090-5423-9958 〒360-0846 　熊谷市拾六間787-16
20 遠山  　 嘉一 様 yoshi-toyama@nifty.com 03-3422-1443 090-2491-0952 〒155‐0032　東京都世田谷区代沢１－２１－２

21 平井  　 克己 様 khirai@hakutsu-tech.co.jp 092-753-9900 090-9382-4770
〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目9-31
                        アクシブ天神ビル802号室

22 平野  　 裕 様 izuasayu@grace.ocn.ne.jp 046-224-9729 080-4442-5268 〒243-0817 厚木市王子2-13-16
23 堀   　 重和 様 s-hori@dh.catv.ne.jp 045-902-8772 090-2433-8422 横浜市青葉区美しが丘１－１２－４６
24 牧本  　 三夫 様 m.makimoto@ieee.org 045-921-2431 090-5588-5783 〒241-0801横浜市旭区若葉台4-30-508
25 松本  　  巌 様 iwamatsu@r2.ucom.ne.jp 04-7135-2830 090-4414-3554 〒277-0803 柏市小青田５丁目７番地５０４号

26 三島  　 克彦 様 kmishima@q06.itscom.net 045-972-0055 070-5573-9978 〒225-0024　横浜市青葉区市が尾町５１２－２３
27 山下  　 與慶 様 tom-yam@d6.dion.ne.jp 044-981-3866 090-9671-8783 東京都世田谷区東玉川 2-17-14
28 本間　　　邦夫 様 ugj12304@nifty.com 03-3670-9299 090-9152-6308 東京都江戸川区春江町2-8-17
29 松永　　　誠 様 m2ametssy@gmail.com - 090-8940-3791 〒701-2142 岡山県岡山市玉柏2225-7
30 飯田　　　明夫 様 akioiida@ymobile.ne.jp 045-851-8276 090-9977-9003 〒245-0066 横浜市戸塚区俣野町４８０－８
31 倉地　 孝一 様 kurachi@tt.rim.or.jp 042-670-7526 090-7263-4212 東京都八王子市南陽台３－２４－５
32 鈴木　 洋介 様 suzuki@keycom.co.jp  03-5950-3101  090-2755-4175 170-0005  東京都豊島区南大塚3-40-2
33 田中 淳 様 czg06745@nifty.ne.jp 03-3565-0383 090-7715-6596 〒171-0052 東京都豊島区南長崎1-1-12
34 谷口 光洋 様 ky-taniguchi@mub.biglobe.ne.jp 046-232-0628 080-997-1806 〒２４３－０４１３　海老名市国分寺台１－２－２３
35 清野 幹雄 様 kiyono81@gmail.com - 080-1037-1222 〒257-0004秦野市下大槻410、2-11-707
36 海上　 重之 様 s.unagami@fusoh.co.jp 046-247-2803 090-8803-9435 厚木市森の里2－34－10
37 岡田 孝夫 様 okada-taka@orient-microwave.com 045-824-9538 090-7792-7750 横浜市港南区下永谷4-1-3-404
38 三浦 太郎 様 quamur@digital.email.ne.jp 03-3334-0413 - 東京都杉並区宮前 4-24-10
39 北條 顯道 様 akm-hojo@cr.em-net.ne.jp 045-877-1513 090-4167-8764 〒244-0816横浜市戸塚区上倉田町７６９－１１－５１９
40 許 瑞邦 先生 hsuj0001@kanagawa-u.ac.jp 03-3403-5519 - 〒107-0062東京都港区南青山3-14-19
41 高原 洋介 様 y_takahara@jepico.co.jp 045-712-4469 090-3068-9819 〒240-0024横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町138-124
42 栗原 昇 様 noboru7186190kurihara@gmail.com - 080-8877-4732 〒157-0066世田谷区成城７-２１-３１
43 荒木 純道 先生 araki.k.aa@m.titech.ac.jp 044-872-7508 070-6207-6970 〒213-0033 川崎市高津区下作延2-1-4 Lau Pa Sat 201

名誉会員

1 水品  　 静夫 先生 smizu@tree.odn.ne.jp 053-415-3502 090-4229-9765
〒432-8021浜松市中区佐鳴台5-20-10
　　　　　　　　カームステージ佐鳴台309号
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