
（順不同、敬称略）
　　委員会名 総　　務 税　制　・　事　業 組　　織 広　　報 厚　　生 女性部会 青年部会

  (有）柳　橋   (有）柳　橋  （株）天川組 （株）古柏園 　協和電気（株）  （株）天川組 （株）古柏園
　　担当副会長       新　谷　一　男       新　谷　一　男 　　　天　川　　　貴 　　　古　屋　隆　雄       武　川　静　夫 　　　天　川　　　貴 　　　古　屋　隆　雄

0553-22-0452 0553-22-0452 0553-33-2256 055-262-5890 055-265-2320 0553-33-2256 055-262-5890
　山梨通運（株）  （株）平山運送  （株）甲斐不動産  （株）古屋商店

　　委　員　長 担当副会長兼務 　　　中　村　一　郎 　　　平　山　安　年 　　　新　谷　　　博 古　屋　速　人 　
0553-22-1611 0553-48-2711 055-262-2222 0553-47-0340

 （有）土橋商店  （有）ＹＥＣ米倉電気 　冨士食品工業（株）   (有)鮨みはらし
　　　土　橋　千　昭  　　　米　倉　　　仁 　　　岸　本　　　清 　　　蘒　原　　　紀 　部会長 　部会長

0553-22-0285 0553-22-0042 0553-22-2611 0553-22-5757  （株）シャトー勝沼 　（株）ウィル
  植野興業（株）  （株）高野建設  （株）石川工務所  （有）矢崎住宅設備 今　村　英　子 宮　川　 　滋

植　野　正　人　 　　　高　野　敬　司 　　　石　川　重　人 　　　矢　崎　　　浩 0553-44-0073 055-268-2002
0553-33-2100 0553-44-1100 0553-32-2170 0553-33-2565

　　副委員長 　(株)カモシタ  （株）山梨フードサービス （株）鈴木デンソーサービス  （有）東邦ハウス工業
　　　鴨　下　　　進 　　　窪　田　　　勲 　　　鈴　木　美紀子  荻　野　謙　一  

055-262-3881 055-263-3129 0553-26-3201 055-263-6227
　雨宮自動車興業（株） 　(有)タナカ設備  伊豆食品（株） 　(株）小山電気

雨　宮　正　寛 　　　田　中　三　男 　　　佐　藤　善　保 小　山　政　孝
0553-47-2311 055-262-4873 055-266-4189 055-263-4151

 （株）奥井商工  (公財)山梨厚生会山梨厚生病院  （株）将英  （株）赤沢鉄工

奥井和也　0553-22-9025 有泉憲史　0553-23-1311 武井正英 0553-22-1127  赤澤昭雄　0553-22-0755

山 　支部長  （株）甲斐建設   山梨建設（株） 　サントネージュワイン（株）  （有）カーライフ初海 　支部長 　支部長

梨 　(株）峡東測量設計 渡辺博仁　0553-35-2485 辻真由美  0553-22-0421 山本信明 0553-22-1511 　　初海　一 0553-23-3551 　（株）ハーティ加納岩薬局 　（有）ダイエー製作所

支 古　屋　正　美  （株）藤プラント建設 　河野斫工業（株） 　雨宮電気（株） 　山梨CATV（株） 三　枝　静　香 手　塚　明　仁

部 0553-22-6137 藤原栄一　0553-23-0501 河野俊彦 0553-22-1657 雨宮和仁　0553-22-0835  中村昌二　0553-22-6822 0553-22-8822 0553-22-3294

委  （株）岡本興業 　富士商工（株）  （有）中央軒  （株）ちの工務店

柳場文彦　0553-23-0303 平山　孝　0553-22-1366 大喜利一　0553-22-6470 　　千野裕史　0553-20-7111

　三森建設（株）  （株）タナベエンジニアリング  （株）山田印刷所  （株）廣川工業所

斎藤潤一  0553-48-2585 田邉　弘　0553-32-3333 山田　誠　0553-32-3211 廣川哲也　0553-33-3335

甲 　支部長  （株）大和工務店 　甲信観光開発（株） 　峡東ケーブルネット（株）  （有）松里運送 　支部長 　支部長

州 　勝沼醸造（株） 神戸和男　0553-33-5844 八木英夫　0553-32-1919 小澤健太郎　0553-33-2252 手塚喜久　0553-33-5114 　（有）三和電機商会 　（株）高野建設

支 有　賀　雄　二 　機山洋酒工業（株）  （株）くらむぼんワイン  （株）信玄食品 　野澤工業（株） 小　沢　かずえ 高　野　敬　司

部 0553-44-0069 土屋幸三　0553-33-3024 野沢貞彦　0553-44-0111 中村　桂　0553-32-3324 野澤孝之　0553-48-2721 0553-33-2347 0553-44-1100

 （株）マルオ林材産業  （有）内川自動車工業  （株）オリバー製作所 　昭和建設（株）

岡　昌宏　0553-33-4540 内川隆雄　0553-33-6545 小川通弘 0553-33-3605 浅野正一　0553-32-1717
  (株)マルエスフリージングジャンクション  （株）神宮司測量 　東八商事（有）  （株）天野建築設計事務所

笛 佐野康志　055-278-8111 　 神宮司由則　055-263-1103  深田恵美子　055-262-3362 天野辰雄　055-262-7397

吹 　支部長   本坊酒造(株)山梨マルスワイナリー  （株）石和観光ホテル慶山  （株）田丸 　日之出観光自動車（株） 　支部長 　支部長

西   相互印刷（株） 久内　一　055-262-4121 千須和昌和　055-262-2161 藤巻一史　055-263-3611 大久保俊雄 055-262-2131 　（株）大沢商店 　（株）石和名湯館糸柳

支 　　　 山　内　幸　雄  （株）山梨経営研究所  （株）スルガ  （株）山内煙火店 　モンデ酒造（株） 大　沢　静　子 内　藤　秀　人

部 　　　　055-288-8811 向山秀男　055-262-3109 飯塚武子 055-262-3864 山内浩行　055-262-2902 蒲田英明　055-262-3161 055-262-2005 055-262-3141

員  （株）大沢商店  （有）エイブル・エステート  （有）みなもと旅館  （株）秋山

大沢静子　055-262-2005 中川陽子　055-262-1175 清水清一　055-262-5576  秋山広幸　055-262-2806

 （株）カワイ 　アルプスワイン（株）  （有）石田産業  （株）セイプラ

笛 川井信二  055-263-5667 前島　 了 0553-47-0383 　　石田邦仁 055-266-2170     村松和昭　055-265-1211　

吹 　支部長  （医）桃花会一宮温泉病院 　中村管材（株）  （有）早川運輸  （株）見晴し園 　支部長

東 　（株）萩原肥料店 齊藤義昭　0553-47-3131 中村浩一　055-263-0020 早川孝雄　0553-47-0162 前島敏彦　0553-47-2111 　（株）エスワイ精機 　（有）早川運輸

支 　　　萩　原　敬　次  （株）沼田鉄筋   風間興業（株） 　鈴健興業（株）  （株）地場工務店 窪　田　礼　子 早　川　礼　史

部 　　　　0553-47-0223 沼田三郎　055-266-3848 風間隆二  055-265-2353 鈴木康修　055-261-3111 地場亜紀子 055-261-6330 055-265-3501 0553-47-0162

 （株）立沢化成  （有）石倉興業 　甲斐食産（株）  （有）向山工業

立澤正彦　055-262-7341 石倉利嗣　055-265-3764 米山義智　055-265-5050 向山英明　055-266-2536

事務局　山梨市中村834‐5　電話0553‐23‐2541　FAX0553‐23‐2551

　　　　　　　　　　　　　　　　  　平成29･30年度（公社）山梨法人会委員会構成表
       会　長 （株)マルエスフリージングジャンクション 佐野　強　電話 055-278-8111


