
甲府商工会議所議員名簿 （令和元年6月末現在 任期は令和元年１０月３１日まで）

)略称敬・同不順(会部業商売卸■
名 氏名 所 業 事別種№

彦正銘西所究研全保境環)株( 号１1
文武込中)株(糧食信甲 号１2

3 １号  サンヨー山梨デンカシステム(株) 清水敬太
史眞巻藤丸田)株( 号１4

みゆあ平諸）株（機精科医トコマ 号１5
樹正茂丸モルマ)株( 号１6
聡 野伴 ）株（果青央中梨山 号１7

門ヱ左孫野髙店本屋字吉)株( 号２8
 郎一藤遠）株（果青府甲 号２9
 忠 島飯)株(市魚央中府甲 号２01

人義野有 )株(品食部中 号２11
志勝木大キオオ)株( 号３21

美津多前豊)株(化医前豊 号３31
14 ３号  (株)文祥堂オフィスファシリティーズ 細田 俊

)略称敬・同不順(会部業商売小■
名 氏名 所 業 事別種№

夫哲原梶ラハジカ)株( 号１1
人有川浅川さあのもき)株( 号１2

 郎太晋澤黒 屋田澤)株( 号１3
一栄水清 トッネォフ)株( 号１4
嗣雅科三ト－マまやちい)株( 号２5
潔 宮雨島岡)株( 号２6
輔好中田)株(車動自産日斐甲 号２7
雄善坂長盟連街店商府甲 号２8

9 ２号  ＪＲ東京西駅ビル開発(株)甲府店 野田典彦
一賢田内店貨百交山)株( 号２01
二寛野荻ノギオ)株( 号３11

明宏木々佐)株(車動自タヨト梨山 号３21



■⼯業部会 (順不同・敬称略)
№ 種別 事 業 所 名 ⽒ 名
1 １号  (株)天⿃ 志村 信
 2 １号  井上鋼材(株) 井上重良
3 １号  (株)加藤電器製作所 加藤正芳
4 １号  (株)サンシン精⼯ ⼟橋信廣
5 １号  ジット(株) ⽯坂正⼈
6 １号  (株)昭栄精機 佐藤元章
7 １号  テルモ（株）甲府⼯場 内⽥卓美
8 １号  ニューロン製菓(株) ⽮澤孝樹
9 １号  藤精機（株） 新藤 淳
10 １号  ⼭梨県ワイン酒造(協) 三澤茂計
11 １号  ⼭梨積⽔（株） 花川 因
12 １号  （株）ルミエール ⽊⽥茂樹
13 ２号  NECプラットフォームズ(株)甲府事業所 菱川哲⾏
14 ２号  (株)キトー ⻤頭芳雄
15 ２号  甲府伊奈鋼業(株) ⾦丸 ⼀
16 ２号  (株)テンヨ武⽥ 武⽥信彦
17 ２号  ⼭梨銘醸(株) 北原兵庫
 18 ３号  浅川熱処理(株) ⿑藤基樹 
 19 ３号  (株)はくばく ⻑澤重俊 

■建設部会 (順不同・敬称略)
№ 種別 事 業 所 名 ⽒ 名
1 １号  岩間井⼾⼯業(株) 岩間⾠也
2 １号  協和産業(株) 清⽔修⼀
3 １号  (株)興⿓社 名取武茂
4 １号  (株)佐野⼯務店 望⽉雄⼆
5 １号  鶴⽥電気(株)          鶴⽥哲嗣郎
6 １号  (株)⾺場設計 奥村⼀利
7 ２号  河野造園⼟⽊(株) 河野富重
8 ２号  国際建設(株) 佐々⽊幸⼀
9 ２号  齋藤建設(株) 齋藤 茂
10 ２号  (株)昌電社 遠藤 孝
11 ２号  (株)七保 天野公夫
12 ２号  疾測量(株) ⽯井猛雄
13 ２号  三井建設⼯業(株) 鈴⽊茂夫
14 ３号  (株)早野組 早野 潔
15 ３号  (株)⼭形⼀級建築⼠事務所      藤⽥義治



■理財部会 (順不同・敬称略)
№ 種別 事 業 所 名 ⽒ 名
1 １号  SMBC⽇興証券（株）甲府⽀店 芝聡太郎
2 １号  （株）商⼯組合中央⾦庫甲府⽀店 中⽥直之
3 １号  (株)ダイタ 中込哲太郎
4 １号  東京海上⽇動⽕災保険(株)⼭梨⽀店 坂⽥純恵
5 １号  野村證券(株)甲府⽀店 安倍基記
6 １号  ⼋光地産グループ 渡邊昭仁
7 １号  （株）みずほ銀⾏甲府⽀店 ⼩川貴史
 8 ２号  勤労者住宅事業(株) 渡邉栄⼀ 
9 ２号  富国⽣命保険(相)甲府⽀社 加藤輝明
10 ２号  ⼭梨県⺠信⽤組合 南 邦男
11 ２号  (株)⼭梨中央銀⾏ 進藤 中 
 12 ３号  甲府信⽤⾦庫 ⼩⽥切繁 
13 ３号  ⼭梨信⽤⾦庫 五味節夫

■⽂化部会 (順不同・敬称略)
№ 種別 事 業 所 名 ⽒ 名
1 １号  (株)甲府キンダイサ−ビス 望⽉健次
2 １号  (株)少國⺠社 依⽥訓彦
3 １号  新海司法書⼠事務所 新海照男
4 １号  (株)ダスキン⼭梨 ⼭⼝明夫
5 １号  ティーエーシー武⽥消毒(株) 中村猛志
6 １号  東京ガス⼭梨(株) ⾦澤 悟
 7 １号  (株)ドコモＣＳ⼭梨⽀店 平⼝暢⼦
 8 １号  ⽇本連合警備(株) 保坂東吾
9 １号  (株)やさしい⼿甲府 根津宏次

 10 １号  (株)⼭梨放送 中村⼀政
 11 １号  (株)ＹＳＫ ｅ−ｃｏｍ 飯室元邦
12 ２号  ⽯橋秀樹税理⼠事務所 ⽯橋秀樹
13 ２号  甲府ビルサービス(株) 坂本哲司
14 ２号  (株)サンニチ印刷 野⼝英⼆
 15 ２号  (株)センティス２１ 保坂美吉
16 ２号  東⽇本電信電話(株)⼭梨⽀店 繁尾明彦
17 ２号  (株)ワイ・シ−・シ− ⻑坂正彦
18 ３号  (株)サンキョ− 望⽉英雄
 19 ３号  (株)テレビ⼭梨 ⾦丸康信 
20 ３号  東京電⼒ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)⼭梨総⽀社 川名康雄
21 ３号  (株)⼭梨⽇⽇新聞社      野⼝英⼀



■⽔晶宝飾部会 (順不同・敬称略)
№ 種別 事 業 所 名 ⽒ 名
1 １号  （株）⽯友     向⼭孝明
2 １号  (株)光新宝飾 松本⼀雄
3 １号  （株）コダマ ⼩⽟ 実
4 １号  (株)ジュエリーイイヌマ 飯沼良⼆
5 １号  （株）ジュエルワタナベ 渡辺邦彦
6 １号  (株)中込宝飾 中込 健
7 １号  (株)ピアリング 宅間謙⼆
8 １号  (株)ラッキー商会 望⽉直樹
9 ２号  (株)窪⽥商会 窪⽥広宣
10 ２号  (株)甲宝商会 浅川 務
 11 ２号  (株)近藤宝飾 近藤 誠
12 ２号  篠原貿易(株) 篠原義明

■観光運輸部会 (順不同・敬称略)
№ 種別 事 業 所 名 ⽒ 名
 1 １号  (株)ヴァンフォーレ⼭梨スポーツクラブ 海野⼀幸
2 １号  (株)桔梗屋 中丸眞治
3 １号  (株)古名屋 伴野公亮
4 １号  (株)談露館 中澤厚男
5  ２号   (株)オスカー 加藤英雄
 6 ２号  鈴与(株)甲信⽀店 ⻄⼭⼀実 
7 ２号  (株)タンザワ 丹沢良治
8 ２号  富⼠観光開発(株) 志村和也
9 ２号  (⼀社)⼭梨県トラック協会 坂本政彦
10 ２号  (株)ユニオックス 髙村昇⼆
11 ３号  (株)印傳屋上原勇七 上原重樹
12 ３号  富⼠急⾏(株) 堀内光⼀郎
13 ３号  ⼭梨交通(株) ⾼野三雄


