
会員紹介

氏　　名 会　　社　　名 役　　職 住　　　　所 T　E　L

 赤羽　豊喜  アイル(株) 会　　長 長野市若里1-2-14 026-225-8585

 有吉美知子  弁護士法人 　すそ花法律事務所 代表社員 長野市妻科962 有吉ビル3F 026-238-6655

 飯島　昭三 長野市栄町996 026-234-7413

 今井　　剛  三協電設工業(株) 代表取締役社長 長野市徳間1-26-13 026-241-6643

 江本　日東  共和観光(株) 代表取締役社長 松本市女鳥羽2-1-2 0263-36-3122

 大田　吉宝  大宝労務安全研究所 代　　表 長野市中御所1-24-4 裾花第2ビル1F 026-226-5775

 大平　　武  信州新町河川開発(株) 代表取締役 長野市信州新町水内2819-1 026-262-2591

 岡宮　清吉  (有) N E I 設計事務所 代表取締役 長野市三輪4-1-1 026-235-2101

 海田まり子  アートエステ まりこ 代　　表 長野市栗田338  大光ビル3F 026-223-1165

 加々井　聡  アヴェイン コーポレーション(株) 代表取締役 長野市下駒沢720-1 026-262-1825

 金沢　敦志  議    員 長野市議会議員 長野市東和田714-8 光ビル１F 026-217-5044

 鏑木　　久  (株) スペースQ 代表取締役社長 長野市松岡2-21-23 026-222-6556

 苅田　英次  長野朝日放送(株) 取締役 長野市栗田989-1 026-223-3150

 北澤　憲孝  長野県立こども病院 眼科部長 安曇野市豊科3100 0263-73-6700

 久保田　保  (有) クボタアート 代表取締役 長野市富竹26-3 026-296-3282

 桑原　宣彦
 クリニックコスモスあがたまち

  老人保健施設コスモス野沢苑
施設長 長野市南長野南県町658 026-232-2088

 小林　克己  (株)グランベール計画 取締役所長 長野市栗田857-1  BBBビル301号室 026-267-5007

 酒井　　清  (株) 酒井設備 代表取締役社長 長野市青木島町大塚355 026-291-0248

 酒井　千明  (株) サカイプランニング 代表取締役 長野市栗田857-1 BBBビル8F 026-226-1500

 酒井　洋二  (有) サカイタイヤサービス 取締役会長 須坂市米持町475-1 026-247-8336

 鈴木　秀一
 アイソニック税理士法人

  (有) アシストバンク
代表社員

長野市東和田857-1

                       信州名鉄長野ビル５Ｆ
026-263-3336

 髙島　陽子  議   員 長野県議会議員 長野市北尾張部788-14 サンディビル1F 026-219-6331

 高瀬　直樹  (株) 環   興 代表取締役 長野市豊野町浅野1827-1 026-219-3033

 高橋　丈房  (株) アドヴァンス
事業本部エリア

マネージャー
長野市吉田4-7-3 026-252-6021

 高橋ひろ子  アン・アンジェリカ 代　　表 長野市権堂町1440-15 プラザウィングﾞ5F 026-235-5766

 武内　　浩
 (株)長野経済新聞社

 (株)医療タイムス社
代表取締役社長 長野市緑町1600-10 026-235-3885

 竹内　良美  (株) アドバンス 代表取締役 長野市大豆島5484 026-267-0202

 竹鼻　隆幸  (株) 宮本忠長建築設計事務所 長野市柳原1875番地1 026-241-5510

 塚田　陽亮  (株) 大 夢 取締役 長野市松代町松代502 026-278-7556

 塚原　昌夫  (株) テレビ信州 常務取締役 長野市若里1-1-1 026-291-6608

 徳武　良彦  (株) ナガノ建築サービス 代表取締役会長 長野市差出南2-27-10 026-227-6657

 徳永　隆宣  宗教法人 正覚院 代表役員　住職 長野市安茂里630 026-227-8728

 中澤　和明  (有) 中沢石工所 専務取締役 長野市大字村山507-2 026-295-2804



 中島　雅美  住友生命保険相互会社 支部長
長野市中御所岡田180-2

                  住友生命長野岡田町ビル2Ｆ
026-224-7695

 中條　真一  エービーシー（株） 代表取締役社長 長野市若里2-9-20 026-228-0200

 中村　秀雄  中村秀雄税理士事務所 所　　長 長野市北尾張部788-14  サンディビル2F 026-259-4780

 仁科　良幸  第一ホンダ販売（株） 代表取締役社長 長野市大字東和田804-2 026-243-1112

 野村　文孝  野村建設（株） 取締役相談役 長野市桐原1-5-1 026-241-5533

 林　　卓也  林産婦人科医院 院　　長 長野市吉田2-3-27 026-241-5855

 原山　大輔  (株) 喜久屋商会 代表取締役 長野市鬼無里10367 026-256-2145

 半谷　雅典  (株) 前田鉄工所 代表取締役社長 須坂市大字豊丘1385-1 026-246-7301

 福岡　久邦
 ふくおか耳鼻咽喉科

 めまいクリニック
院　　長 長野市北長池1601-1 026-217-3387

 福島　　久  アイケイマーキング(株) 相談役 長野市真島町川合2036  AY真島ビル内 026-283-1881

 古木惣一郎  日成観光(株) (長野国際CC) 代表取締役社長 上水内郡飯綱町牟礼1313 026-253-3333

 古旗　文夫  (株) ビー・クス 代表取締役会長 長野市稲葉891-3 026-251-1791

 堀内　一夫  (有) 堀内精機 代表取締役社長 長野市若里6-7-18 026-224-1616

 堀内　保彦  (株)大盛テクノシステム 代表取締役 長野市小島田町字中村沖2173-6 026-283-3733

 堀込　哲也  (株) グリーン美装 代表取締役 長野市鶴賀七瀬751-6 026-226-5681

 松本　夏樹  (株) 松   興 代表取締役 長野市大字富竹965-6 026-236-9380

 三戸部惠一  (有) 北山補聴器 代表取締役 長野市中御所町4-2 026-224-6822

 宮岡　　皓　 セイバーズ（株） 代表取締役 長野市青木島3-5-17 026-284-2002

 宮﨑　寛之  信州グリナリ（株） 代表取締役 長野市居町5 勝山ビル6Ｆ 026-217-8255

 宮下　知子  サンコー特機（株） 代表取締役 長野市大字南長池字村東455-5 026-244-2004

 宮下　芳一  エース観光(有) 長野市川中島御厨1369 026-284-7771

 宮本　芳享  (株) リッケン産業 代表取締役 長野市青木島1-2-12 026-283-7007

 本山　悟師  (株) アドバンス 代表取締役
長野市鶴賀七瀬362-1

　                         七瀬東ビル2Ｆ 203号
026-225-9020

 栁原　光國  安茂里柳原整形外科 理事長 長野市大字安茂里1117-6 026-228-9717

 山口真一郎  (株) サンワ 代表取締役 長野市鶴賀居町115-4 026-228-6651

 渡辺　晋司  (有) 渡辺製袋 代表取締役社長 長野市東和田八幡堰北沖746-12 026-243-6592


