
No 当研究会役職 氏　　名 企 業 名 役 職 名 郵便番号 住　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ

1 顧　　問 夏目　  潔 ㈱夏目 代表取締役社長 380-0913 長野市アークス12-12 228-2621 224-2327

2 顧　　問 岩野　  彰 ㈱岩野商会 代表取締役社長 381-0025 長野市北長池2051 263-7000 263-7004

3 代表幹事 赤池　　健 ㈱やま 代表取締役社長 380-0833 長野市問御所町1314 233-3900 237-6930

4 副代表幹事 飯田　重光 ㈱インデックス 代表取締役社長 380-0921 長野市栗田950-1東峯プレイス402 227-1320 226-7806

5 副代表幹事 奥山　則彦 奥山印刷工業㈱ 代表取締役 381-0022 長野市大豆島5060-12 221-3243 221-3244

6 副代表幹事 加藤　明美 ワーク＆ライフ社労士事務所 代表 380-0815 長野市鶴賀2141-3信光ビル1F 219-2130 219-2131

7 副代表幹事 丸田由香里 さくら･NAGANO法律事務所 代表 380-0803 長野市三輪9-49-26アズマ建設ビル3階 256-9077 256-9088

8 幹　　事 新保　隆文 NiKKi Fron㈱ 常務執行役員・精密機械組
立事業部長 381-0003 長野市穂保409-2 296-9031 296-7140

9 幹　　事 永田　國彦 ㈱キティック 代表取締役社長 380-0838 長野市県町484-1ｾﾝﾀｰﾎﾞｱ303 238-1710 238-1700

10 幹　　事 宮坂　辰雄 ㈱ヴァレーレ 代表取締役 380-0921 長野市栗田1009-2ｾﾝﾀｰｳｲﾝｸﾞ2F-100 217-8669

11 幹　　事 吉田　淳子 ㈱ビー・クス 常務取締役 380-0911 長野市稲葉中河原沖891-3 251-1791 251-1795

12 監　　事 浅野　盛男 ㈱ショーデン 代表取締役 380-0913 長野市大字川合新田2110-16 221-3434 221-2716

13 監　　事 飯田　弘己 ㈱三英長野工場 相談役 381-0023 長野市風間2034 221-6252
090-8643-3241

221-6253

14 海野　里絵 あした美人 代表 380-0921 長野市栗田1004-1-1405 080-4860-7884

15 佐藤　正章 ㈱ゆうちょ銀行信越エリア本部 本部長 380-8797 長野市栗田801 231-2321 231-2413

16 白土　英男 ㈱アップルケア 代表取締役 381-1215 長野市松代町西寺尾字上高相1047-1 278-3690 278-3609

17 杉田　伸郎 ㈱ヌボー生花店 常務取締役 381-0014 長野市北尾張部715-7 259-0700 244-6583

18 関　　利旭 ㈱会玉屋 代表取締役 380-0913 長野市大字川合新田字古屋敷2889-8 221-5744 221-1262

19 高橋　　聡 アスク工業㈱ 代表取締役社長 381-0023 長野市風間2034-25 221-2211 221-1155

20 中澤　　毅 中澤勝一建築㈱ 代表取締役社長 381-1221 長野市松代町東条1697-1 278-3763 278-3718

21 原田　英世 ㈱ｶﾝﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表取締役 381-0024 長野市南長池337-1 221-9997 221-4848

22 藤原　倹二 ㈱藤栄 代表取締役社長 380-0822 長野市南千歳町787-7 224-1870 224-4810

23 宮澤　千津 ㈱アリーナ 代表取締役社長 388-8014 長野市篠ノ井塩崎6944-1 299-6200 299-6201

24 宮島　邦彦 ㈱サン環境計画 代表取締役 380-0903 長野市大字鶴賀54-4 217-4220 217-4228

25 山内　孝次 戸崎・山内法律事務所 共同代表 380-0838 長野市県町460－2長教ビル102 235-6313 235-6312

26 山岸　正道 COCORO税理士法人 代表 381-2211 長野市稲里町下氷鉋1382-2ナカジマビル1階 286-5333 286-5311

27 山崎　光男 ㈱山﨑工業所 代表取締役 381-0024 長野市南長池716-1(木工団地内） 217-0890 217-0460

28 山田麻記子 (福)ﾊｲﾈｽﾗｲﾌ山田記念朝日病院 常務理事 381-0016 長野市南堀135-1 244-6411 244-5969

29 芦浦　尚也 ㈱テクネット
ITｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部

部長
380-0935 長野市中御所1-16-18 227-8353 227-8318

氏　名

（顧　問） 長野市長 荻原　健司 武藤　隆之

長野商工会議所会頭 北村　正博 市瀬　真紀子

長野商工会議所メディア通信委員長 夏目　　潔 TEL:026-227-2428/FAX:026-227-2758 長田　康毅

長野商工会議所 岩野　　彰

（相談役） 長野市商工観光部長 下平　嗣

長野商工会議所工業振興委員長 藤澤　敏彦

長野商工会議所専務理事 岡澤　忠博

経営支援一課　主事

＜URL＞http://ncmeea.com/

〒380-0904　長野市七瀬中町276 経営支援部　課長

ファッションコンサルタント、カラーセ
ミナー

銀行業

長野商工会議所異業種交流研究会 経営支援一課　係長

土木・建築ｻｰﾋﾞｽ業

弁護士

不動産管理

介護事業

量販店向け和洋総菜の製造・卸

役職順・五十音順（顧問除く）

長 野 商 工 会 議 所 異 業 種 交 流 研 究 会　　顧 問 ・相 談 役 事　務　局 職　名

プラスチックの精密切削による工業部品
等の加工販売

コンピューターソフトウェア開発

建設業

トレーラーハウス製造販売・PINバッチ製
造販売

一般貸切旅客自動車運送業

社会保険労務士・ファイナンシャルプラ
ンナー

生花・鉢花・観葉鉢販売

税理士業

病院

広告代理業

ゴム・化成品・研磨材

広告・Web・印刷物等の企画・デザイン制
作／デジタルアーカイブ

遊具・運動器具・公園備品

企業リスクコンサルティング、CFP

溶接、精密板金、機械加工

長野商工会議所異業種交流研究会会員名簿
（2021年12月1日現在）(敬称略・順不同)

営業内容

コミュニケーショングッズ・記念品・洋
紙・環境関連製品
室内装飾・内装仕上工事・防水工事・ビ
ル管理清掃・建築一式工事

機能樹脂製品製造・摩擦材製造・精密機
械組立

弁護士

飲食・ホテル

広告代理業

総合印刷・製本・企画


