
平成28年7月15日　会員名簿 （敬称略）

NO 法人名 代表者役職 代表者氏名 郵便番号 住所A 住所B 入会支部名

1 有限会社　エイアイオフィス 代表取締役 漆山　信男 990-0033 山形市諏訪町 1-1-1　9階 長井南支部

2 大同生命保険株式会社 米沢営業所所長　 小林　将 992-0039 米沢市門東町 2-6-17 長井南支部

3 （株）四釜商会 代表取締役 四釜　俊亮 993-0001 長井市ままの上 １－２１ 長井南支部

4 （有）二ツ橋商店 代表取締役 飯澤　栄 993-0001 長井市ままの上 ４－１３－１ 長井南支部

5 学校法人　木村学園長井めぐみ幼稚園 理事長 木村　晃 993-0002 長井市屋城町 6番58号 長井南支部

6 （株）喜助 代表取締役社長 尾形　和夫 993-0002 長井市屋城町 ４－４５ 長井南支部

7 （株）山形テック 代表取締役 金田　泰彦 993-0002 長井市屋城町 ７－４７ 長井南支部

8 （株）太丸モータース 代表取締役 横沢　茂 993-0002 長井市屋城町 ６－１８ 長井南支部

9 （株）事務機ｾﾝﾀｰ青光社 代表取締役 井上　典嗣 993-0003 長井市東町 １２－１２ 長井南支部

10 ㈱山菊　（シャトレーゼ長井店） 代表取締役 菊地　忠広 993-0003 長井市東町 ５－１４ 長井南支部

11 （株）丸勝鉄工所 代表取締役社長 菊地　隆 993-0005 長井市片田町 ５－３３ 長井南支部

12 （株）荘内銀行長井支店 支店長 奥山　智孝 993-0006 長井市あら町 ４－５７ 長井南支部

13 （株）シダ 代表取締役 志田　俊雄 993-0006 長井市あら町 ３－１５ 長井南支部

14 （有）後藤ドライクリーニング 代表取締役 後藤　賢一 993-0006 長井市あら町 １－２６ 長井南支部

15 （有）やまいち松龍園 代表取締役 斎藤　修一 993-0006 長井市あら町 ７－１５ 長井南支部

16 （株）横沢電器 代表取締役 横沢　尚志 993-0006 長井市あら町 ７－２５ 長井南支部

17 （株）寺嶋製作所 代表取締役 寺嶋　宏武 993-0007 長井市本町２丁目 １２－８ 長井南支部

18 （特）長井まちづくりNPOセンター 代表理事 小幡　知之 993-0007 長井市本町１丁目 一丁目４－３２ 長井南支部

19 協同薬品工業（株） 代表取締役社長 川村　隆彦 993-0007 長井市本町２丁目 １０－６ 長井南支部

20 大泉建設（株） 代表取締役 大泉　紀代 993-0007 長井市本町１丁目 ２－１ 長井南支部

21 （株）末廣 代表取締役 髙橋　英敏 993-0007 長井市本町１丁目 ４－２５ 長井南支部

22 （株）末広倶楽部 代表取締役 飯田　武志 993-0007 長井市本町１丁目 ４－２４ 長井南支部

23 （資）三浦屋書店 代表社員 梅津　正博 993-0007 長井市本町２丁目 ３－１０ 長井南支部

24 （株）梅村呉服店 代表取締役 梅村　芳弘 993-0007 長井市本町２丁目 ３－１８ 長井南支部

25 （有）ふとんの竹田 代表取締役 竹田　義之 993-0007 長井市本町２丁目 8-28 長井南支部

26 （株）吉田ｶﾒﾗ長井鶴岡店 代表取締役 佐藤　一成 993-0007 長井市本町２丁目 ８－１６－２ 長井南支部

27 （株）ベルティーサイトウ 代表取締役 齋藤　喜内 993-0007 長井市本町２丁目 ７－21 長井南支部

28 丸一薬品（有） 代表取締役 鈴木　卯一郎 993-0007 長井市本町１丁目 ４－２ 長井南支部

29 テラシマ電子（株） 代表取締役 寺嶋　宏武 993-0007 長井市本町２丁目 １２－８ 長井南支部

30 （株）アートライフ長崎屋 代表取締役 岸　実 993-0007 長井市本町 １－２－２９ 長井南支部

31 （有）長井メディカルサービス 代表取締役 桑島　郁子 993-0007 長井市本町２丁目 ２－１２ 長井南支部

32 （有）博英社 代表取締役 安達　博之 993-0007 長井市本町２丁目 １３－１５ 長井南支部

33 長井アパレル㈲ 代表取締役 原　浩彰 993-0007 長井市本町１丁目 １－１０ 長井南支部

34 大和産業（有） 代表取締役 大場　敏勝 993-0007 長井市本町１丁目 ３－４１ 長井南支部

35 （医）積仁会 　松下クリニック 理事長 松下　　靖 993-0007 長井市本町２丁目 ９－２７－１ 長井南支部

36 ㈱信和商事 代表取締役 菊地　房雄 993-0007 長井市本町２丁目 ４－３７ 長井南支部

37 （有）サドヤ洋装店 代表取締役 佐藤　博 993-0007 長井市本町２丁目 ２－１０ 長井南支部

38 (有)おきたま親和会 代表取締役 深澤　勝洋 993-0011 長井市館町北 ７－３ 長井南支部

39 ㈱タスパークホテル 代表取締役社長 横澤　泰雄 993-0011 長井市館町北 6-27 長井南支部

40 長井機械工業（協） 代表理事 横山　英二 993-0011 長井市館町北 ６－２７ 長井南支部

41 長井地場食品（協） 理事長 大山　　勲 993-0011 長井市館町北 ６－２７ 長井南支部

42 （一財）置賜地域地場産業振興センター 理事長 内谷　　重治 993-0011 長井市館町北 ６－２７ 長井南支部

43 長井商工会議所 会頭 横澤　泰雄 993-0011 長井市館町北 ６－２７ 長井南支部

44 日本ｱﾙｶﾃﾞｨｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ（株） 代表取締役 黒澤　栄 993-0011 長井市館町北 ６－２７ 長井南支部

45 （株）塩原屋 代表取締役 小松　太志 993-0011 長井市館町北 ６－１１ 長井南支部

46 （株）斎藤織物 代表取締役 斎藤　俊弘 993-0011 長井市館町北 ２－１８－１ 長井南支部

47 （有）まるきち酒店 代表取締役 鈴木　忠司 993-0011 長井市館町北 １－３ 長井南支部

48 （有）萬寿屋 代表取締役 鈴木　一夫 993-0011 長井市館町北 ７－７ 長井南支部

49 ＨＯＹＡ㈱ﾍﾟﾝﾀｯｸｽﾗｲﾌｹｱ事業部山形事業所 事業所長 原田　光男 993-0012 長井市日の出町 4-1 長井南支部

50 （株）横沢自動車 代表取締役 横澤　秀一 993-0012 長井市日の出町 ４－２０ 長井南支部

51 長井税理士法人 代表社員 金田　和夫 993-0013 長井市館町南 １０－５７ 長井南支部

52 （有）昭和不動産 代表取締役 尾形　美紀子 993-0013 長井市館町南 １－１０ 長井南支部

53 アークコンサルタンツ（株） 代表取締役 金田　和夫 993-0013 長井市館町南 10-57 長井南支部

54 （株）日向屋商店 代表取締役社長 四釜　清五郎 993-0013 長井市館町南 １３－８ 長井南支部

55 （株）トップマネジメント 代表取締役 金田　和夫 993-0013 長井市館町南 １０－５７ 長井南支部

56 （株）梅津設備工業所 代表取締役 梅津　善雄 993-0013 長井市館町南 １０－５５ 長井南支部

57 （株）丸三商会 代表取締役 松本　重顕 993-0013 長井市館町南 ７－３１ 長井南支部

58 （有）はぎ美容室 代表取締役 嶋貫　由紀 993-0013 長井市館町南 １４－４１ 長井南支部

59 (有)興商フーズ 代表取締役 小島　栄一 993-0013 長井市館町南 3999-1 長井南支部

60 （有）置賜オート 代表取締役 竹田　敏和 993-0013 長井市館町南 ８－３９ 長井南支部
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61 ㈱菅野モータース 代表取締役 菅野　昭浩 993-0013 長井市館町南 ５－３ 長井南支部

62 （株）長井理研 代表取締役 青木　雅人 993-0014 長井市小出 3747 長井南支部

63 社会福祉法人　長井福祉会 理事長 豊野　　充 993-0014 長井市小出 3453 長井南支部

64 大竹電気工事（株） 代表取締役 大竹　薫 993-0014 長井市小出 ３７４７－３ 長井南支部

65 殖産石油（株） 代表取締役 渡部　一三 993-0015 長井市四ッ谷２丁目 １－５－５１ 長井南支部

66 ㈱ナウエル　グランパリス 取締役社長 宮嶋　敏郎 993-0015 長井市四ッ谷２丁目 ３－２３ 長井南支部

67 （有）藤川スタジオ 代表取締役 藤川　和典 993-0015 長井市四ッ谷２丁目 4-46 長井南支部

68 ㈱鈴木酒造店長井蔵 代表取締役 鈴木　市夫 993-0015 長井市四ッ谷１丁目 ２－２１ 長井南支部

69 （株）長井製作所 代表取締役 横山　英二 993-0015 長井市四ッ谷１丁目 ４－３６ 長井南支部

70 （株）遠藤建設 代表取締役 瀬野　勇一 993-0015 長井市四ッ谷１丁目 ９－２２－２ 長井南支部

71 （株）四釜サッシセンター 代表取締役 四釜　広司 993-0015 長井市四ッ谷１丁目 １２－１０ 長井南支部

72 （株）富士不動産 代表取締役 八木　邦雄 993-0015 長井市四ッ谷２丁目 １－３１ 長井南支部

73 （有）タナカ 代表取締役 田中　元 993-0015 長井市四ッ谷２丁目 6-20 長井南支部

74 （株）タイラ設備 代表取締役 平　和弘 993-0016 長井市台町 ６－２２ 長井南支部

75 （株）グローバル・ライフ萩原 代表取締役 萩原　亮子 993-0016 長井市台町 ２３－２０ 長井南支部

76 （有）大沢牧場 代表取締役 鈴木　明広 993-0016 長井市台町 １８－１８ 長井南支部

77 （医）社団有朋会　池田内科医院 院長 池田　祐之 993-0016 長井市台町 ６－１ 長井南支部

78 （有）花の店文化園 代表取締役 菅野　七三夫 993-0016 長井市台町 ３７５２－１ 長井南支部

79 東北金属工業（株） 代表取締役 熊谷　宏伸 993-0022 長井市芦沢西の原 ３ 長井南支部

80 （有）梅津電気工事 代表取締役 梅津　昭浩 993-0023 長井市下伊佐沢 ２４２－２ 長井南支部

81 （株）カスタムロード 代表取締役 渋谷　　実 993-0024 長井市中伊佐沢 １２８１－４ 長井南支部

82 ハヤマ工業（株） 代表取締役 小笠原　　亘 993-0031 長井市泉 ２２９６ 長井南支部

83 四釜金属工業（株） 代表取締役 四釜　英輝 993-0031 長井市泉 2197-1 長井南支部

84 （株）岩崎石材店 代表取締役 岩崎　雄司 993-0031 長井市泉 ２１９８－１ 長井南支部

85 （有）遠藤電工 代表取締役 遠藤　孝一 993-0031 長井市泉 ２１２８－５ 長井南支部

86 （株）多田石材店 代表取締役 多田　健太郎 993-0031 長井市泉 ２０１２－４ 長井南支部

87 （株）那須自動車 代表取締役 那須　斉 993-0031 長井市泉字福田 ２２６６－１ 長井南支部

88 ㈱ライフステーション 代表取締役 高石　一夫 993-0031 長井市今泉 ５６３－１１ 長井南支部

89 （株）コウセン 代表取締役 横山　健 993-0031 長井市今泉 100-1 新産業団地　東１ 長井南支部

90 （株）長井農産加工センター 代表取締役 大山　　勲 993-0031 長井市今泉 ５６３ 長井南支部

91 （株）旬 代表取締役 大山　よし子 993-0033 長井市今泉 ５６３ 長井南支部

92 山形青果センター（株） 代表取締役 髙橋　助衛エ門 993-0033 長井市今泉 １１７－２ 長井南支部

93 （資）ワタベ 職務執行者 渡部　俊二 993-0033 長井市今泉 ５５２ 長井南支部

94 （株）加藤紙器 代表取締役社長 加藤　眞佐夫 993-0033 長井市今泉 ６９１－１ 長井南支部

95 サンリット工業（株） 代表取締役 保科　栄一 993-0033 長井市今泉 １３７１ 長井南支部

96 長井中央青果（株） 代表取締役 大山　友規憲 993-0033 長井市今泉 ５６３ 長井南支部

97 （株）うめや 代表取締役社長 渡部　俊二 993-0033 長井市今泉 ５５２ 長井南支部

98 （株）オートセンタースズブン 代表取締役 鈴木　文雄 993-0033 長井市今泉 １３７２ 長井南支部

99 （有）鈴木材木店 代表取締役 鈴木　清次郎 993-0033 長井市今泉 １６５４ 長井南支部

100 丸忠長井青果卸売（株） 代表取締役 梅津　敦 993-0033 長井市今泉 １０８－３ 長井南支部

101 （有）近野デンキ 代表取締役 近野　孝宏 993-0033 長井市今泉 １１８９－６ 長井南支部

102 （有）長井レンタカー 代表取締役 安部　隆 993-0033 長井市今泉 １０５４ 長井南支部

103 （有）和久井陶管 代表取締役 和久井　光子 993-0033 長井市今泉 １８１２ 長井南支部

104 (有)三愛エナジー 取締役 大場　政司 993-0034 長井市歌丸 １２３－１ 長井南支部

105 サンリット化成（株） 代表取締役 齋藤　道郎 993-0035 長井市時庭 ２３０６ 長井南支部

106 （株）山市 代表取締役 佐藤　賢市 993-0035 長井市時庭 １８９４－１ 長井南支部

107 （株）佐藤商事 代表取締役 佐藤　和幸 993-0035 長井市時庭 １９０８－１ 長井南支部

108 ユーケン工業（株） 代表取締役 増田　源幸 993-0035 長井市時庭 １９０３－１ 長井南支部

109 （株）白川金型製作所 代表取締役 黒澤　茂 993-0035 長井市時庭 １１７９－３ 長井南支部

110 （株）サンノー企画印刷 代表取締役 小関　利一 993-0035 長井市時庭 １８６７－３ 長井南支部

111 （有）協伸建設 代表取締役 平　敏輝 993-0035 長井市時庭 ８３０－１ 長井南支部

112 （有）いしだ自動車 代表取締役 石田　勝雄 993-0035 長井市時庭 １２５－４ 長井南支部

113 置賜クリーン設備（株） 代表取締役 松木　盛行 993-0041 長井市九野本 718 長井南支部

114 （有）あやめﾚﾝﾀｶｰ 代表取締役 小笠原　由美 993-0041 長井市九野本 ２２７６－１ 長井南支部

115 小笠原建設（株） 代表取締役社長 小笠原　和徳 993-0041 長井市九野本 ２２１７ 長井南支部

116 小林防護工事（株） 代表取締役 小林　龍雄 993-0041 長井市九野本 ２００４－１ 長井南支部

117 飯鉢工業（株） 代表取締役 飯鉢　文義 993-0041 長井市九野本 １０５２ 長井南支部

118 山形プロテクション（株）ｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙこだま 代表取締役 船山　栄吉 993-0041 長井市九野本 １１１９－５ 長井南支部

119 （株）フューメック 代表取締役 近野　栄一 993-0041 長井市九野本 １０４４－１ 長井南支部

120 青木機械（株） 代表取締役 青木　章一 993-0041 長井市九野本 ２２８３ 長井南支部
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121 （株）深澤モータース 代表取締役 深澤　　哲 993-0041 長井市九野本 2401-1 長井南支部

122 ㈱ファースト・メカ 代表取締役会長 布施　道雄 993-0041 長井市九野本 5258 長井南支部

123 （株）丸八鉄工所 代表取締役 松田　眞知子 993-0041 長井市九野本 ４９１－２ 長井南支部

124 （株）ノリケン 代表取締役 我妻　喬一 993-0041 長井市九野本 ４３４４－１ 長井南支部

125 （株）アスカ 代表取締役社長 梅津　賢一 993-0041 長井市九野本 746-4 長井南支部

126 坂工業（株） 代表取締役 小関雄一 993-0041 長井市九野本 ５４３－４ 長井南支部

127 サンワ精工（株） 代表取締役 木村　俊夫 993-0041 長井市九野本 ５４８１－３ 長井南支部

128 （有）プライオリティー 代表取締役社長 青木芳夫 993-0041 長井市九野本 326-7 長井南支部

129 （有）渋谷重機開発 代表取締役 渋谷　美知雄 993-0041 長井市九野本 ２１４７－３ 長井南支部

130 （有）リケン 代表取締役 高世　辰雄 993-0041 長井市九野本 ２６３０ 長井南支部

131 (有)みちのく故紙センター 代表取締役 舟山　芳憲 993-0042 長井市平山 68-4 長井南支部

132 朝日金属工業（株） 代表取締役 横沢　芳樹 993-0042 長井市平山 ６４７－３ 長井南支部

133 （株）栗田材木店 代表取締役 栗田　正彦 993-0042 長井市平山 ４２６４ 長井南支部

134 （有）つちばん 代表取締役 土屋　周一 993-0042 長井市平山 ５８９ 長井南支部

135 創成建設（有） 代表取締役 佐藤　明彦 993-0042 長井市平山 ６１ 長井南支部

136 （有）エコファーム長井 代表取締役 小笠原　一男 993-0061 長井市寺泉 ４２４９－２ 長井南支部

137 （株）中央タクシー 代表取締役 目黒　憲夫 993-0084 長井市栄町 ３－１０ 長井南支部

138 (株)ロジック・ラボ 代表取締役 渡部　正弘 993-0774 長井市あら町 ３－８ 長井南支部

139 山形中央信用組合 理事長 遠藤　五郎 993-8642 長井市本町１丁目 ３－３ 長井南支部

140 みどり生コン（株） 代表取締役社長 那須　猛 992-0473 南陽市池黒 １０５７ ㈱KS産業南陽生コン工場内 長井北支部

141 山形緑化㈱ 代表取締役社長 那須　正 993-0002 長井市屋城町 7-1 長井北支部

142 那須建設（株） 代表取締役 那須　正 993-0002 長井市屋城町 ７－１ 長井北支部

143 (有)アメリカン２１ 代表取締役 鈴木紀博 993-0003 長井市東町 ３－５ 長井北支部

144 （有）ミニマックス 代表取締役 菊地　昭男 993-0014 長井市小出 3747-4 長井北支部

145 （有）リサイクルセンター 代表取締役 松木　盛行 993-0041 長井市九野本 718 長井北支部

146 （医）希樹会さとう小児科医院 理事長 佐藤　慎太郎 993-0051 長井市幸町 １７－２７ 長井北支部

147 （有）ニュー鈴商 代表取締役 佐竹　政利 993-0051 長井市幸町 ６－２７ 長井北支部

148 （有）舟山商店 代表取締役 舟山　芳憲 993-0051 長井市幸町 ４－１９ 長井北支部

149 （有）アイル 代表取締役 相田　　修 993-0051 長井市幸町 ５－６ 長井北支部

150 （有）新ナガモク 代表取締役 樋口　和哉 993-0051 長井市幸町 １４－１８ 長井北支部

151 ㈱配電工業長井 代表取締役 板垣　祐喜 993-0052 長井市新町 13-16 長井北支部

152 （株）横山測量設計事務所 代表取締役 横山　和浩 993-0052 長井市新町 １０－５ 長井北支部

153 （株）工藤薬局 代表取締役 工藤　　隆 993-0052 長井市新町 ２－６ 長井北支部

154 （資）志村商店 代表社員 志村　憲二 993-0052 長井市新町 １１－３ 長井北支部

155 （有）ひぐち 代表取締役 樋口　慶吉 993-0052 長井市新町 １－３ 長井北支部

156 社会保険労務士法人堀越事務所 代表社員 堀越　俊一郎 993-0052 長井市新町 12-27 長井北支部

157 学校法人　雙暢学園　小桜幼稚園 理事長 神尾　昭臣 993-0053 長井市中道１丁目 ７－５ 長井北支部

158 （有）鈴木タイル設備工業 代表取締役 鈴木　昇一 993-0053 長井市中道２丁目 ６－７ 長井北支部

159 有限会社　丸鈴商店 代表取締役 鈴木　健三郎 993-0053 長井市中道一丁目 5-41 長井北支部

160 （株）安部組 代表取締役 安部　秀一 993-0053 長井市中道２丁目 ３９－１ 長井北支部

161 （有）丸栄自動車 代表取締役 児玉　栄 993-0053 長井市中道１丁目 ５－３３ 長井北支部

162 （株）ヒロヤ 代表取締役 廣谷　功 993-0054 長井市清水町１丁目 1-3-14 長井北支部

163 （株）山形地質エンジニアリング 代表取締役 梅津　智志 993-0054 長井市清水町２丁目 ５－６ 長井北支部

164 （株）与勇 代表取締役 廣谷　功 993-0054 長井市清水町１丁目 1-3-14 長井北支部

165 （有）マルタカ商事 代表取締役 手塚　隆幸 993-0061 長井市寺泉 3927-5 長井北支部

166 （株）ヨシダプログレス 代表取締役 吉田　将成 993-0061 長井市寺泉 ３００４－２ 長井北支部

167 社会福祉法人　長井弘徳会 理事長 太田　慎一 993-0061 長井市寺泉 ３５２５－１ 長井北支部

168 （株）吉田製作所 代表取締役会長 吉田　功 993-0061 長井市寺泉 ３００４－２ 長井北支部

169 （有）青木工業 代表取締役 青木　憲次 993-0061 長井市寺泉 ２８６－１６ 長井北支部

170 丸正産業（株） 代表取締役 田中　正行 993-0061 長井市寺泉 ３２０ 長井北支部

171 安達設備工業㈱ 代表取締役 安達　雅和 993-0061 長井市寺泉 ２８４７ 長井北支部

172 （株）遠藤設備 代表取締役 遠藤　和雄 993-0061 長井市寺泉 ５７７９－１ 長井北支部

173 （株）手塚建材 代表取締役 手塚　隆幸 993-0061 長井市寺泉 ３９２７－５ 長井北支部

174 （有）置賜家畜人工授精所 代表取締役 樋口　二郎 993-0061 長井市寺泉 １９４ 長井北支部

175 （有）東　友 代表取締役 遠藤　征美 993-0061 長井市寺泉 4485-7 長井北支部

176 （有）山形工房 代表取締役 梅津　雄治 993-0061 長井市寺泉 ６４９３－２ 長井北支部

177 （有）飯澤工務店 代表取締役 飯澤　昭二 993-0061 長井市寺泉 ３０７７ 長井北支部

178 (株)平田重機 代表取締役社長 平田　伸一 993-0061 長井市寺泉 １３３２－１ 長井北支部

179 ㈲佐藤測量設計 代表取締役 佐藤　弘幸 993-0062 長井市川原沢 272 長井北支部

180 （有）ナンブ 代表取締役 平田　武弘 993-0062 長井市川原沢 １９５９ 長井北支部

3



平成28年7月15日　会員名簿 （敬称略）

NO 法人名 代表者役職 代表者氏名 郵便番号 住所A 住所B 入会支部名

181 山形日信電子（株） 代表取締役 吉野　繁 993-0063 長井市草岡 ２５５８－２ 長井北支部

182 （株）椎名製作所 代表取締役 荒川　聡子 993-0063 長井市草岡 １７４５ 長井北支部

183 （有）白山企業 代表取締役 佐藤勝祐 993-0071 長井市白兎 1484 長井北支部

184 （有）長谷部鉄筋 代表取締役 長谷部　和彦 993-0071 長井市白兎 １８９３ 長井北支部

185 （有）山形カントリーサービス 代表取締役 髙橋　康博 993-0071 長井市白兎 １２０１ 長井北支部

186 長井要水（株） 代表取締役 松木　盛行 993-0072 長井市五十川 ５６５２ 長井北支部

187 （株）高橋設備 代表取締役 高橋　勇喜知 993-0072 長井市五十川 １０４２－３ 長井北支部

188 （有）キクチ塗装工芸 代表取締役 菊地　真 993-0072 長井市五十川 ２１５２ 長井北支部

189 沼澤産業（有） 代表取締役 沼澤　岩夫 993-0072 長井市五十川 ４２０６ 長井北支部

190 （有）のぎわ設備 代表取締役 髙橋　清一 993-0072 長井市五十川 6131 長井北支部

191 （有）キョウユウ 代表取締役 小野　正樹 993-0072 長井市五十川 3623 長井北支部

192 (株)ミキプロセス 代表取締役 牛澤　美行 993-0073 長井市森 ４２６ 長井北支部

193 テクノ・モリオカ（株） 代表取締役 森岡　雄一 993-0075 長井市成田 ２６１３ 長井北支部

194 （株）長井観光 代表取締役 那須　猛 993-0075 長井市成田 ２１７０－２ 長井北支部

195 （有）高橋鯉屋 代表取締役 高橋　剛 993-0075 長井市成田 １８８０－１ 長井北支部

196 （株）平野屋 代表取締役社長 平　浩一郎 993-0075 長井市成田字町川原 １０２１－１ 長井北支部

197 （株）やまぜん 代表取締役 斎藤　善尚 993-0075 長井市成田 １０２８－５ 長井北支部

198 飯澤建設（株） 代表取締役 飯澤　清一 993-0075 長井市成田 １４９１ 長井北支部

199 葉山建設（株） 代表取締役 安部　義裕 993-0075 長井市成田 ８２３－６ 長井北支部

200 （株）サンユー技研 代表取締役 大河原　茂紀 993-0075 長井市成田 １１８３－１ 長井北支部

201 協業組合長井西置賜車検センター 代表理事 横澤　秀一 993-0075 長井市成田 ９６４－１ 長井北支部

202 （株）長谷部本店 代表取締役 長谷部　甚作 993-0075 長井市成田 １７４７ 長井北支部

203 山形精密鋳造（株） 代表取締役 馬場　先 993-0075 長井市成田 ７６８－２ 長井北支部

204 （株）四釜製作所 代表取締役 四釜　雅之 993-0075 長井市成田開一 ８５３－４ 長井北支部

205 （株）浅野製作所 代表取締役 浅野　義弘 993-0075 長井市成田 ８９１－６ 長井北支部

206 （有）大千醤油店 代表取締役 飯澤　敦司 993-0075 長井市成田 １６３２ 長井北支部

207 （有）あべ電工 代表取締役 安部　岩男 993-0075 長井市成田 １３９１－１ 長井北支部

208 （有）三立 取締役 鈴木　祐一 993-0075 長井市成田 700-2 長井北支部

209 （有）日進堂 代表取締役 味田　功一 993-0075 長井市成田 １６６７ 長井北支部

210 フタバ設備置賜土木（株） 代表取締役 四釜　俊亮 993-0081 長井市緑町 9-72 長井北支部

211 （株）大堀工務店 代表取締役 大堀　義彦 993-0081 長井市緑町 １２－１６ 長井北支部

212 （株）梅津組 代表取締役 佐藤　常夫 993-0081 長井市緑町 9-75 長井北支部

213 （株）マツキ 代表取締役 松木　盛行 993-0081 長井市緑町 11-20 長井北支部

214 （株）北原産業 代表取締役 北原　正 993-0081 長井市緑町 １１－３７ 長井北支部

215 （有）ボディセンター 代表取締役 佐藤　重美 993-0081 長井市緑町 ８－３５ 長井北支部

216 （有）シーエフエス 代表取締役 遠藤　二郎 993-0081 長井市緑町 １０－２４ 長井北支部

217 （株）山口製作所 代表取締役 山口　直人 993-0082 長井市舟場 ２５－３５ 長井北支部

218 （株）丸勝自動車 代表取締役 斎藤　勝毅 993-0082 長井市舟場 ６－５ 長井北支部

219 （有）保険ネットながい 代表取締役 渋谷　芳裕 993-0082 長井市舟場 ５－１７ 長井北支部

220 （有）長井日石 代表取締役 遠藤　弘昭 993-0082 長井市舟場 ９－２０ 長井北支部

221 （有）とらや旅館 代表取締役 伊藤　智佳子 993-0083 長井市大町 ３－１３ 長井北支部

222 （株）トクヨー 代表取締役 外田　あき子 993-0084 長井市栄町 １１－１７ 長井北支部

223 山形鉄道（株） 代表取締役 野村　浩志 993-0084 長井市栄町 １－１０ 長井北支部

224 ㈲アイ・イーながい調剤薬局 代表取締役 遠藤伴明 993-0084 長井市栄町 １０－２ 長井北支部

225 （株）きらやか銀行長井支店 支店長 瀬野　泰弘 993-0084 長井市栄町 ７－３４ 長井北支部

226 （株）山形銀行長井支店 支店長 斎藤　幸男 993-0084 長井市栄町 １１－１４ 長井北支部

227 米沢信用金庫長井支店 支店長 飯澤　善弘 993-0084 長井市栄町 ８－１ 長井北支部

228 ソック（株） 代表取締役 山口　喜代志 993-0084 長井市栄町 １０－１ 長井北支部

229 （株）中央会館 代表取締役 村田　　剛 993-0084 長井市栄町 ７－２ 長井北支部

230 （医）社団仁陽会 理事長 外田　博貴 993-0084 長井市栄町 １１－１７ 長井北支部

231 （株）大和屋 代表取締役 吉田　邦夫 993-0084 長井市栄町 １１－７ 長井北支部

232 ㈲金栄堂 代表取締役 那須　孝 993-0084 長井市栄町 4-3 長井北支部

233 （有）木村家本店 代表取締役 深澤　勝洋 993-0084 長井市栄町 ７－４０ 長井北支部

234 （有）ムスメヤ花店 代表取締役 横山　敬生 993-0084 長井市栄町 ４－１６ 長井北支部

235 (有)葵 代表取締役 今野萬里子 993-0084 長井市栄町 １１－５５ 長井北支部

236 （有）安城道子不動産 代表取締役 安城　博 993-0084 長井市栄町 ７－３６ 長井北支部

237 長井交通㈱ 代表取締役 高橋　　眞 993-0085 長井市高野町1丁目 １－３０ 長井北支部

238 小柳建設㈱山形営業所 遠藤　隆夫 993-0085 長井市高野町２丁目 １０－３６ 長井北支部

239 （株）さいとう 代表取締役 齋藤　裕之 993-0085 長井市高野町２丁目 ８－６ 長井北支部

240 （有）すしてつ 代表取締役 飯澤　　徹 993-0085 長井市高野町２丁目 ９-３８ 長井北支部
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241 プロシード（株） 代表取締役 渡部　秀二 993-0086 長井市十日町１丁目 ２－３５ 長井北支部

242 長井石油（株） 代表取締役 渡部　一三 993-0086 長井市十日町１丁目 ２－３２ 長井北支部

243 （株）がもう食品 代表取締役 蒲生　直裕 993-0086 長井市十日町２丁目 ８－４０ 長井北支部

244 （株）扇屋 代表取締役 佐野　豊子 993-0086 長井市十日町１丁目 １１－２６ 長井北支部

245 （株）川村部品 代表取締役 星野　則之 993-0086 長井市十日町１丁目 ４－１４ 長井北支部

246 （有）児玉自動車整備工場 代表取締役 児玉　章 993-0086 長井市十日町２丁目 ６－３ 長井北支部

247 長沼（名） 代表社員 長沼　惣右衛門 993-0086 長井市十日町１丁目 １－３９ 長井北支部

248 （株）白鷹タクシー 代表取締役 伊藤　源次 993-0086 長井市十日町１丁目 ４－１７ 長井北支部

249 （有）オオタケ装芸 代表取締役 佐藤　克司 993-0086 長井市十日町２丁目 ９－２０ 長井北支部

250 （有）太田商事 代表取締役 太田　直 993-0086 長井市十日町１丁目 ４－２２ 長井北支部

251 （資）鍋屋本店 代表社員 鈴木　孫七 993-0086 長井市十日町１丁目 １０－１５ 長井北支部

252 白鷹運送（株） 代表取締役 早田　久次 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ５８２０－３ 白鷹支部

253 （有）佐藤製作所 代表取締役 佐藤　正一 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ５２１９－５８ 白鷹支部

254 丸ト建設（株） 代表取締役 村上　栄一 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ５４ 白鷹支部

255 奥山建設（株） 代表取締役 奥山　はるみ 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ３３０１ 白鷹支部

256 丸羽建設（株） 代表取締役 齋藤　英人 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ３５３４－１ 白鷹支部

257 （株）鈴木工務店 代表取締役 鈴木　重治 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ５７８３ 白鷹支部

258 今間メリヤス（株） 代表取締役 今間　邦雄 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ２４６８－１ 白鷹支部

259 白鷹電気工事（株） 代表取締役 赤間　広幸 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ２３６５－５ 白鷹支部

260 （株）ハヤタ製作所 代表取締役 早田　久次 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ５８２２ 白鷹支部

261 （医）社団仁鷹会 理事長 新野　晃敏 992-0771 白鷹町大字鮎貝 １０７７ 白鷹支部

262 （有）小嶋自動車整備工場 代表取締役 小嶋　金作 992-0771 白鷹町大字鮎貝 １００９ 白鷹支部

263 （有）鈴木電設 代表取締役 小松　敏和 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ２９３７－１ 白鷹支部

264 （株）片倉製作所 代表取締役 片倉　一朝 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ２２９８ 白鷹支部

265 （株）白鷹ビジネスサービス 代表取締役 髙木　　繁 992-0771 白鷹町大字鮎貝 ５８２２ 白鷹支部

266 (株）川崎精工 代表取締役 川崎　俊博 992-0772 白鷹町大字横田尻 3624-1 白鷹支部

267 置賜センイ（株） 代表取締役 佐藤　安男 992-0773 白鷹町大字高玉 １６９２－１ 白鷹支部

268 （株）青木商事 代表取締役 青木　浩二 992-0773 白鷹町大字高玉 ５８６－４ 白鷹支部

269 宏陽通信工業（株） 代表取締役 金田　茂吉 992-0773 白鷹町大字高玉 １５７７ 白鷹支部

270 （株）西塚管工事店 代表取締役 西塚　伊三 992-0773 白鷹町大字高玉 １５０２ 白鷹支部

271 （有）白鷹オート 代表取締役 馬場　　彰 992-0773 白鷹町大字高玉 ９１３－１ 白鷹支部

272 （株）ファースト・カーゴ 代表取締役 大瀧久芳 992-0774 白鷹町大字山口 ２８７８－２ 白鷹支部

273 上村電子（有） 代表取締役 上村　直樹 992-0774 白鷹町大字山口 ２９３６－５ 白鷹支部

274 （有）ナカヤマ製作所 代表取締役 江口　俊雄 992-0774 白鷹町大字山口 ３７４６ 白鷹支部

275 大嶋緑地造園（株） 代表取締役 大嶋　三子 992-0774 白鷹町大字山口 １２７２ 白鷹支部

276 （有）三和製作所 代表取締役 大瀧　健一 992-0774 白鷹町大字山口 ２４５０－１ 白鷹支部

277 長岡造園（有） 代表取締役 長岡　　渉 992-0778 白鷹町大字高岡 ２４６５ 白鷹支部

278 （株）クリーン総業 代表取締役 黒澤　利朗 992-0821 白鷹町大字十王 ５０５５ 白鷹支部

279 （財）白鷹町アルカディア財団 理事長 五十嵐　政司 992-0821 白鷹町大字十王 5687-8 白鷹支部

280 （株）山川興業 代表取締役 山川　博幸 992-0821 白鷹町大字十王 2861-1 白鷹支部

281 須貝設備工業（株） 代表取締役 須貝　完十 992-0821 白鷹町大字十王 2480 白鷹支部

282 華宝建設（株） 代表取締役 齋藤　幸一 992-0821 白鷹町大字十王 ７５５－４ 白鷹支部

283 （株）佐竹成型 代表取締役 佐竹　哲 992-0821 白鷹町大字十王字松原前 ２１－１ 白鷹支部

284 （株）佐藤燃料店 代表取締役 佐藤　光雄 992-0821 白鷹町大字十王 ３９３７ 白鷹支部

285 （株）ホンダ南山形 代表取締役 原田　吉明 992-0821 白鷹町大字十王 ２４６１－４ 白鷹支部

286 （有）十王調剤薬局 代表取締役 芳賀　康雄 992-0821 白鷹町大字十王 5059-16 白鷹支部

287 （有）五十嶺板金工業 代表取締役 五十嶺　鉄男 992-0821 白鷹町大字十王 ６６８－９ 白鷹支部

288 佐藤建築(有) 取締役 佐藤　辰美 992-0821 白鷹町大字十王 3056 白鷹支部

289 （株）朝日観光タクシー 代表取締役 目黒　憲夫 992-0831 白鷹町大字荒砥甲 ７１６－７ 白鷹支部

290 山形県南ホップ農業協同組合 代表理事組合長 槌谷謙滋郎 992-0831 白鷹町大字荒砥甲 ６７３ 白鷹支部

291 テルス（株） 代表取締役 黒澤　利宏 992-0831 白鷹町大字荒砥甲 ４３３－５ 白鷹支部

292 長谷川建設（株） 代表取締役 長谷川　俊彦 992-0831 白鷹町大字荒砥甲 ６７３－５ 白鷹支部

293 （医）社団多田医院 理事長 多田　久人 992-0831 白鷹町大字荒砥甲 １０５５ 白鷹支部

294 （有）しらたか調剤薬局 代表取締役 小林　健次郎 992-0831 白鷹町大字荒砥甲 ６２４－２ 白鷹支部

295 （有）シャディ鈴商 代表取締役 佐竹　政利 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 ５５８－２ 白鷹支部

296 （株）アーレスティ山形 代表取締役社長 小林　正行 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 ６５ 白鷹支部

297 （株）尚古堂 代表取締役 佐藤　哲夫 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 ７３４－１２ 白鷹支部

298 （株）志ん月 代表取締役 大村　安広 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 ７６４ 白鷹支部

299 （有）松下商店 代表取締役 松下　　茂 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 ９７８ 白鷹支部

300 ㈱布施工務店 代表取締役 布施　喜三雄 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 ２６７５－５ 白鷹支部
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301 （有）大三燃料店 代表取締役 山口　三郎兵衛 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 ９７６ 白鷹支部

302 （有）守屋工務店 代表取締役 守屋　研一 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 １０２７－３５ 白鷹支部

303 塚原（資）  清水屋酒店　 代表社員 塚原　信一 992-0832 白鷹町大字荒砥乙 １００７ 白鷹支部

304 丸吉コンクリート工業（株） 代表取締役 落合義雄 992-0841 白鷹町大字畔藤 ９７７３ 白鷹支部

305 （株）高橋組 代表取締役 髙橋　剛 992-0841 白鷹町大字畔籐 ２５１７ 白鷹支部

306 衣袋建設（株） 代表取締役 衣袋　志郎 992-0841 白鷹町大字畔籐 ２８２８－１ 白鷹支部

307 新輝産業(株) 取締役 新田　重蔵 992-0841 白鷹町大字畔藤 1592-2 白鷹支部

308 （有）新井特殊建設 代表取締役 新井　富雄 992-0841 白鷹町大字畔籐 ２４１０－３ 白鷹支部

309 （有）斎藤総建 代表取締役 斎藤　正三 992-0841 白鷹町大字畔藤 １５２７－１ 白鷹支部

310 （有）沼澤興業 代表取締役 鈴木　隆 992-0852 白鷹町大字浅立 5798-2 白鷹支部

311 （株）丸山食品 代表取締役 丸山　芳行 992-0852 白鷹町大字浅立 ２９７６ 白鷹支部

312 （株）石　商 代表取締役 金田　芳宏 992-0852 白鷹町大字浅立 ３６２１ 白鷹支部

313 白鷹観光開発（株） 代表取締役 黒沢　利朗 992-0862 白鷹町大字下山 ６６１－１ 白鷹支部

314 合同会社　桧木 代表社員 小形　典子 992-0863 白鷹町大字菖蒲 １０４－１ 白鷹支部

315 山形新興（株） 代表取締役 竹田　良一 992-0864 白鷹町大字佐野原 ６３８－２ 白鷹支部

316 （株）緑のふるさと公社 代表取締役 後藤　幸平 999-0423 飯豊町大字須郷 ３５４－７ 飯豊支部

317 (有)中津川エフエフ 代表取締役 鈴木　文雄 999-0432 飯豊町大字白川 537 飯豊支部

318 若乃井酒造（株） 代表取締役 渡部　秀子 999-0601 飯豊町大字中 ９４７－３ 飯豊支部

319 （株）日栄製作所 代表取締役 梅津　昌志 999-0601 飯豊町大字中 １０９７ 飯豊支部

320 （株）ウマイヤ商店 代表取締役 鈴木　忠好 999-0601 飯豊町大字中 ３３９７ 飯豊支部

321 ㈲リぺア・ナガオカ 代表取締役 長岡　弘喜 999-0601 飯豊町大字中 ２５１５ 飯豊支部

322 （農）稲作ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 代表理事 後藤　周一 999-0602 飯豊町大字萩生 ３５８７ 飯豊支部

323 (福)いいでめざみの里福祉会 理事長 松下　鈆三郎 999-0602 飯豊町大字萩生 3608-1 飯豊支部

324 樋口建設（株） 代表取締役 樋口　哲也 999-0602 飯豊町大字萩生 ７８９ 飯豊支部

325 マルコンデンソー（株） 代表取締役 夏目　宏 999-0602 飯豊町大字萩生 ３８９３－１ 飯豊支部

326 （株）三ツ柳道路 代表取締役 嘉藤　国昭 999-0602 飯豊町大字萩生 ４４００－１ 飯豊支部

327 （株）佐藤管工業 代表取締役 佐藤　正一 999-0602 飯豊町大字萩生 ６１５ 飯豊支部

328 （株）オオヒラ 取締役社長 伊藤　景子 999-0602 飯豊町大字萩生 4400-4 飯豊支部

329 マルシチ米穀（株） 代表取締役 後藤　まつ 999-0602 飯豊町大字萩生 ３５８７ 飯豊支部

330 (有)ケー・エス・エス 代表取締役 手塚　敏行 999-0602 飯豊町大字萩生 ４３６２ 飯豊支部

331 (株)国分石材 代表取締役 国分　剛 999-0602 飯豊町大字萩生 ４５３６－１ 飯豊支部

332 （有）セルカ 代表取締役 屋島　幸治 999-0602 飯豊町大字萩生 ３５４９－２ 飯豊支部

333 （有）オウラ 代表取締役 小浦　孝男 999-0602 飯豊町大字萩生 １２６４ 飯豊支部

334 愛昭運輸（株） 代表取締役 佐藤　昭光 999-0603 飯豊町大字黒沢 １６２１ 飯豊支部

335 ㈱千古家 代表取締役社長 渡部　亥一郎 999-0603 飯豊町大字黒沢 1318 飯豊支部

336 台沢温泉観光（株） 代表取締役 山口　順之 999-0604 飯豊町大字椿 4494 飯豊支部

337 めざみ交通㈱ 代表取締役 高橋　　眞 999-0604 飯豊町大字椿 1984-8 飯豊支部

338 西置賜ふるさと森林組合 代表理事組合長 細谷　芳弘 999-0604 飯豊町大字椿 ２８８８－２６ 飯豊支部

339 （株）ホリエ 代表取締役 堀江　勝彦 999-0604 飯豊町大字椿 ２５２９ 飯豊支部

340 （株）伊藤造園土木 代表取締役 伊藤　新榮 999-0604 飯豊町大字椿 ２５２９－１２ 飯豊支部

341 （株）梅津商店 代表取締役 梅津　博明 999-0604 飯豊町大字椿 3672-3 飯豊支部

342 （有）菊地工業 代表取締役 菊池　豊 999-0604 飯豊町大字椿 ４４７５ 飯豊支部

343 山有縫製（株） 代表取締役 大沢　作栄 999-0604 飯豊町大字椿 1843 飯豊支部

344 （有）いいで旅館 代表取締役 山口　重彦 999-0604 飯豊町大字椿 ４４９４ 飯豊支部

345 ㈲めざみ会計 代表取締役 長沼　安義 999-0604 飯豊町大字椿 ３５９６－３ 飯豊支部

346 （有）ヤマデン 代表取締役 古山　隼人 999-0604 飯豊町大字椿 262-1 飯豊支部

347 （有）パルレンタリース 代表取締役 後藤　文雄 999-0604 飯豊町大字椿 ４４７７－２ 飯豊支部

348 （株）飯豊町産業開発公社 代表取締役 後藤　幸平 999-0605 飯豊町大字添川 ３０２０－５ 飯豊支部

349 （株）トップパーツ 代表取締役 藤林　一郎 999-0605 飯豊町大字添川 ３５１４－７２ 飯豊支部

350 フジ工業㈱ 代表取締役 遠藤　正敏 999-0605 飯豊町大字添川 ３５７９－４ 飯豊支部

351 （株）日進 代表取締役 森　光 999-0605 飯豊町大字添川 ３５１４－７４ 飯豊支部

352 飯豊めざみの里（株） 代表取締役 後藤　幸平 999-0606 飯豊町大字松原 １８９８ 飯豊支部

353 ㈱協和ハウス 代表取締役 長沼　央 999-1111 飯豊町大字手の子 １４１３－１ 飯豊支部

354 （株）アクト 代表取締役 新野　由美子 999-1111 飯豊町手ノ子 1651-1 飯豊支部

355 （株）高橋工務店 代表取締役 高橋　眞 999-1112 飯豊町大字高峰 ３２５５ 飯豊支部

356 （有）エムエス置賜 取締役社長 寒河江　勝 999-1112 飯豊町大字高峰 ２７５７ 飯豊支部

357 船山商事（有） 代表取締役 船山　浩一 999-1113 飯豊町大字小白川 ３２６４－８１ 飯豊支部

358 遠藤建設（株） 代表取締役 遠藤　幸司 999-1201 小国町大字沼沢 ４４９ 小国支部

359 大和建設運輸（株） 代表取締役社長 小山　和憲 999-1332 小国町大字町原 ６６ 小国支部

360 安部工業（株） 代表取締役 安部　昌晴 999-1332 小国町大字町原 ６３－２ 小国支部
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361 山和建設（株） 代表取締役 小山　和夫 999-1332 小国町大字町原 ９３－１ 小国支部

362 猪野電気工事（株） 代表取締役 猪野　貴裕 999-1332 小国町大字町原 ３５６－１４ 小国支部

363 （株）山芳工務店 代表取締役 山口　英秋 999-1332 小国町大字町原 ３８８－１ 小国支部

364 小国運輸機工（株） 代表取締役 伊藤　通芳 999-1338 小国町大字杉沢 ２５－１ 小国支部

365 （株）旭林業 代表取締役 横山　利幸 999-1338 小国町大字杉沢 ６－１ 小国支部

366 （株）横川建設 代表取締役 渡部　康弘 999-1338 小国町大字杉沢 １１１ 小国支部

367 クアーズテックマシナリ（株） 代表取締役 伊藤　直衛 999-1351 小国町大字小国町 378 小国支部

368 （株）ナガサキヤ 代表取締役 岸　純央 999-1351 小国町大字小国町 １６３ 小国支部

369 （有）亀屋 代表取締役 伊藤　栄一 999-1351 小国町大字小国町 １６３ 小国支部

370 小国エルピージー（協 ） 組合長 舟山　正子 999-1352 小国町大字岩井沢 ８４６ 小国支部

371 小国開発（株） 代表取締役 柿崎　清 999-1352 小国町大字岩井沢 ７６５ 小国支部

372 （株）小国自動車整備工場 代表取締役 阿部　秀勝 999-1352 小国町大字岩井沢 ５２５－１５ 小国支部

373 斎藤建設㈱ 代表取締役 斎藤　忠彦 999-1352 小国町大字岩井沢 ８３０ 小国支部

374 ハイコー（株） 代表取締役 穴沢　洋一 999-1352 小国町大字岩井沢 ７５２－７ 小国支部

375 （有）松風館 代表取締役 齋藤　美和 999-1352 小国町大字岩井沢 ８５１－１ 小国支部

376 （有）白い森調剤薬局 代表取締役 盛田　亮子 999-1352 小国町大字岩井沢 548-15 小国支部

377 （有）小国測量設計事務所 代表取締役 廣川　秀雄 999-1352 小国町大字岩井沢 ４３１－１ 小国支部

378 （株）高橋工務店 代表取締役社長 高橋　清人 999-1353 小国町大字兵庫舘３丁目 ５－５１ 小国支部

379 （株）東北コムテック 代表取締役 植野　美根子 999-1353 小国町大字兵庫舘２丁目 ５－２８ 小国支部

380 電興（株） 代表取締役 加藤　修次 999-1355 小国町大字西 23 小国支部

381 （有）加藤印刷 代表取締役 加藤　信 999-1356 小国町大字あけぼの ２－７－６ 小国支部

382 小国食糧（株） 代表取締役 舟山　栄二 999-1361 小国町大字栄町 １ 小国支部

383 （株）小国いきいき街づくり公社 代表取締役 加藤　功 999-1361 小国町大字小国町 １６３ 小国支部

384 (株)小国エコファーム 代表取締役 髙橋　義彦 999-1361 小国町大字栄町 １ 小国支部

385 おぐに白い森㈱ 代表取締役 盛田　信明 999-1361 小国町大字栄町 ３０ 小国支部

386 （株）小国タクシー 代表取締役 山口　修一 999-1361 小国町大字栄町 ２３ 小国支部

387 小国米穀商業（協） 代表理事 舟山　榮二 999-1361 小国町大字栄町 １ 小国支部

388 （株）小国自動車部品商会 代表取締役 伊藤　通芳 999-1361 小国町大字栄町 ６５ 小国支部

389 荒川興業（株） 代表取締役 鈴木　正昭 999-1362 小国町大字緑町２丁目 １３－１ 小国支部

390 （株）いづみや金物店 代表取締役 加藤　功 999-1362 小国町大字緑町１丁目 １９ 小国支部

391 小国ガスエネルギー㈱ 代表取締役 舟山　泰則 999-1362 小国町大字緑町３丁目 ４３ 小国支部

392 （有）中央清掃 代表取締役 西原　政範 999-1362 小国町大字緑町１丁目 １０ 小国支部

393 （有）山重渡辺建築 代表取締役 渡邊　峯夫 999-1362 小国町大字緑町２丁目 ３０－７ 小国支部

394 （株）船山工務店 代表取締役 竹原　寛 999-1363 小国町大字小坂町１丁目 ４８ 小国支部

395 （有）三栄自動車工業 代表取締役 貝沼　修 999-1363 小国町大字小国小坂町 ４４０ 小国支部

396 北伸自動車工業（株） 代表取締役 渡部　三明 999-1363 小国町大字小坂町１丁目 ７０ 小国支部

397 （有）白い森よこね物産品直売所 代表取締役 加藤　　功 999-1363 小国町大字小坂町 ６１６ 小国支部

398 (株)ケイ－プロダクツ 代表取締役 今　　修　 999-1363 小国町大字小坂町 ３－２９ 小国支部

399 玉川開発（株） 代表取締役 平山　敏博 999-1511 小国町大字玉川 ３６４－２ 小国支部

400 （合）山佐佐藤農機店 代表社員 佐藤　靖彦 999-1511 小国町大字玉川 361-3 小国支部

NO 事業所名 代表者役職 代表者氏名 郵便番号 住所A 住所B 入会支部名

1 すずき看板 鈴木　清隆 993-0061 長井市寺泉 ２６１１ 長井北支部

2 小西屋不動産 横山　稔 993-0075 長井市成田１，７１５ 長井北支部

3 須崎　ミチ子 須崎　ミチ子 9930054 長井市清水町 ２－４－５ 長井北支部

4 須貝周一税理事務所 代表 須貝　周一 993-0052 長井市新町 14-29 長井北支部

5 長井トラベルサービス 代表取締役 青木　満 993-0013 長井市館町南 ３－２６ 長井南支部

賛助会員
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