
法人・団体

アート金属工業株式会社　様 株式会社R&Cホールディングス　様

赤羽工機有限会社　様 アサダメッシュ株式会社　様

朝日税理士法人　様 旭松食品株式会社　様

アスク工業株式会社　様 アスザック株式会社　様

株式会社アスピア　様 合同会社有明設備　様

アルピコホテルズ株式会社　様 アルプス中央信用金庫　様

株式会社飯田ケーブルテレビ　様 飯田信用金庫　様

石井瓦工業株式会社　様 株式会社井筒ワイン　様

伊那食品工業株式会社　様 株式会社イナリサーチ　様

株式会社井上　様 一般社団法人インフォカート未来基金　様

上田ガス株式会社　様 上田信用金庫　様

エア・ウォーター株式会社　様 エプソンアヴァシス株式会社　様

大井建設工業株式会社　様 岡谷酸素株式会社　様
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オリオン機械株式会社　様 オリオンシステム株式会社　様

株式会社角藤　様 株式会社笠原工務店　様

カネテック株式会社　様 株式会社上條器械店　様

川崎設備工業株式会社　様 キッセイコムテック株式会社　様

キッセイ薬品工業株式会社　様 木下建設株式会社　様

清沢土建株式会社　様 甲信アルプスホーム株式会社　様

KOA株式会社　様 国際ソロプチミスト長野　様

株式会社コスミック恵歯研　様 株式会社コヤマ　様

サクラ精機株式会社　様 サンケン工業株式会社　様

株式会社三幸商事　様 株式会社サンジュニア　様

サンリン株式会社　様 Gテクノ株式会社　様

株式会社システックス　様 シチズンマシナリー株式会社　様

信濃毎日新聞社　様 柴田忠昭税理士事務所　様

株式会社市民タイムス　様 信越放送株式会社　様

信光石油株式会社　様 新光電気工業株式会社　様

信州大学農学部同窓会　様 信州ハム株式会社　様



信菱電機株式会社　様 諏訪信用金庫　様

諏訪倉庫株式会社　様 スワテック建設株式会社　様

セラテックジャパン株式会社　様 相馬商事株式会社　様

株式会社ダイヤ精機製作所　様 高木建設株式会社　様

株式会社タカギセイコー　様 高沢産業株式会社　様

高島産業株式会社　様 タカノ株式会社　様

株式会社高見澤　様 タカヤマケミカル株式会社　様

株式会社竹内製作所　様 株式会社竹花組　様

竹花工業株式会社　様 株式会社竹村製作所　様

株式会社田中機器製作所　様 多摩川精機株式会社　様

力石化工株式会社　様 株式会社中信高周波　様

株式会社デイリーはやしや　様 テクノエクセル株式会社　様

株式会社デリカ　様 株式会社デリシア　様

株式会社テレビ信州　様 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン　様

株式会社電算　様 東洋計器株式会社　様

株式会社TOSYS　様 株式会社巴屋　様



株式会社中嶋製作所　様 長野朝日放送株式会社　様

株式会社ながのアド･ビューロ　様 長野運送株式会社　様

株式会社長野銀行　様 長野県信用組合　様

長野県農業協同組合中央会　様 長野興農株式会社　様

長野證券株式会社　様 長野信用金庫　様

長野電子工業株式会社　様 NiKKi Fron株式会社　様

日穀製粉株式会社　様 日精樹脂工業株式会社　様

日本連合警備株式会社　様 野村證券株式会社松本支店　様

野村ユニソン株式会社　様 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ　様

HouseNetLLC　様 株式会社八十二銀行　様

廣瀬建設工業株式会社　様 不二越機械工業株式会社　様

株式会社北條組　様 ホクト株式会社　様

株式会社前田製作所　様 株式会社前田鉄工所　様

マクセルイズミ株式会社　様 松代金属株式会社　様

松本ガス株式会社　様 松本信用金庫　様

松本土建株式会社　様 株式会社マナテック　様



株式会社 マリコローレ　様 マルコメ株式会社　様

株式会社まるしんホールディングス　様 丸文通商株式会社　様

株式会社みすずコーポレーション　様 株式会社宮下組　様

ミヤジマ技研株式会社　様 株式会社村瀬組　様

株式会社本久　様 株式会社守谷商会　様

株式会社ヤマサ　様 株式会社Uホールディングス　様

株式会社ユウワ　様 吉川建設株式会社　様

株式会社理学　様 株式会社林友　様

ルピナ中部工業株式会社　様 綿半ホールディングス株式会社　様

個人

會田　信子　様 秋吉　史博　様 東　泰弘　様 安土　功一　様

飯村　彰　様 五十嵐　彰　様 生玉　恵一　様 池田　紘二　様

池田　秀敏　様 池田　操　様 井坂　忠弘　様 伊佐治　隆幸　様

石川　えり　様 石川　正　様 石黒　信幸　様 石田　新一　様

石原　健司　様 石山　盛也　様 板倉　由樹　様 市地　賢治　様



一條　君夫　様 一栁　実　様 一由　武男　様 居鶴　明彦　様

伊藤　功一　様 伊藤　忠　様 稲葉　章　様 乾　純和　様

犬飼　和久　様 今林　義之　様 井本　剛司　様 入澤　徹　様

岩﨑　淳子　様 植木　孝仁　様 上野　壮一　様 上野　巧　様

牛山　孝介　様 内山　洋介　様 浦野　憲一郎　様 浦山　弘明　様

太田　博人　様 大塚　貴弘　様 大薮　周児　様 岡田　由基子　様

小川　髙廣　様 小川　晴己　様 荻　秀行　様 荻上　紘一　様

荻野　真志　様 荻野　益男　様 奥村　伸生　様 小倉　民子　様

小澤　賢一　様 小田　義德　様 落合　さわの　様 小沼　義治　様

折田　洋二郎　様 鹿熊　弘　様 景山　豊　様 笠原　貴典　様

風間　栄一　様 勝部　治良　様 加藤　悟　様 加藤　喜久　様

金井　直樹　様 金井　直樹　様 金井　信之　様 金澤　正雄　様

鎌田　倍徳　様 亀井　哲也　様 川井　篤　様 河合　康明　様

川瀬　茂人　様 菅　義良　様 北沢　和雄　様 北村　健　様

北村　滋美　様 城所　佑吉　様 木庭　幸子　様 木下　雅夫　様

清澤　研道　様 金城　辰三　様 釘貫　祐彰　様 葛原　祐季　様



久根下　栄一　様 久米田　茂喜　様 倉島　郁夫　様 倉田　富二　様

倉橋　寿　様 黒木　龍一郎　様 桒原　英滋　様 小池　貞志　様

高　泉洋　様 高坂　栄一　様 郷原　拓雄　様 小平　正八　様

後藤　辰広　様 小長井　華子　様 小林　勲生　様 小林　美智子　様

米田　泰治郎　様 子安　春樹　様 小山　雅章　様 酒井　幸子　様

酒井　大輔　様 榊　哲明　様 櫻澤　庸介　様 笹井　寿美枝　様

佐々木　静　様
佐々木　千加子　
様

佐藤　敬治　様 佐藤　俊夫　様

佐藤　洋子　様 佐野　一茂　様 佐野　誓　様 三田　哲也　様

塩見　正展　様 紫藤　洋二　様 篠崎　昇　様 篠原　恵　様

志甫　律子　様 嶋倉　雅司　様 島﨑　とし江　様 島田　友一　様

清水　あけみ　様 清水　邦明　様 下坂　誠　様 下山　拓男　様

白石　勇子　様 末並　史年　様 杉原　伸宏　様 杉本　善彦　様

杉山　博基　様 鈴木　静治　様 鈴木　誠　様 鈴木　雅文　様

鈴木　良和　様 瀬角　英樹　様 仙石　祐　様 十河　美香　様

大工原　誠一　様 髙雄　信行　様 高崎　禎子　様 高橋　明子　様

髙橋　和之　様 髙橋　大治郎　様 高橋　知音　様 高橋　洋　様



髙山　勝　様 田川　武己　様 滝沢　一男　様 滝澤　利昭　様

竹内　通昭　様 武田　梅子　様 竹松　徳門　様 唯野　淑子　様

立澤　宏二郎　様 田中　健太郎　様 田中　貴　様 田中　直樹　様

田中　美郷　様 谷掛　駿介　様 谷口　広樹　様 玉城　恵一　様

玉置　幸恵　様 千葉　永　様 千原　通明　様 陳　喜　様

辻　龍一郎　様 土田　久信　様 土屋　賢一　様 常泉　竜太　様

角田　守生　様 坪田　伸一　様 手塚　智子　様 傳田　正直　様

田路　雅彦　様 時田　元昭　様 時水　繁勲　様 徳松　安浩　様

戸谷　信一　様 鳥居　敏　様 鳥澤　祐子　様 中泉　康　様

長江　亮治　様 中大路　耕平　様 長岡　秀樹　様 中川　真一　様

長汐　康裕　様 中島　馨　様 中島　覚　様 中嶋　誠司　様

中島　森利　様 中田　悟　様 中田　哲幸　様 中野　慶太　様

中原　敏光　様 中村　友彦　様 中村　英俊　様 中山　聡美　様

夏目　駿一　様 成瀬　隆　様 西沢　行徳　様 西條　経治　様

西村　彰宏　様 西村　直之　様 西村　誠　様 庭野　千秋　様

根建　恭典　様 野村　義和　様 羽賀　岳明　様 橋枝　英紀　様



橋本　浩二　様 橋本　龍生　様 畠山　眞弓　様 服部　薫　様

服部　高明　様 服部　真由美　様 花岡　実也　様 花岡　實　様

花高　実男　様 濱田　州博　様 濱野　光市　様 早川　裕　様

早川　正廣　様 林　廣　様 林　靖人　様 原澤　和子　様

伴　文康　様 日向　弘　様 平田　和也　様 平野　吉直　様

平林　克子　様 廣岡　武史朗　様 深澤　佳代子　様 福田　竜太　様

藤澤　みどり　様 藤田　千治　様 藤曲　洋子　様 藤本　浩文　様

船津　登　様 不破　泰　様 本合　弘樹　様 本多　忠　様

前田　勝啓　様 前田　智行　様 松岡　紀夫　様 松下　卓　様

松田　泰尚　様 松村　直明　様 松本　邦夫　様 松本　周三　様

松本　忠雄　様 松本　英恵　様 丸山　暢久　様 丸山　勝　様

水上　俊明　様 三井　茂喜　様 宮城　潤　様 三宅　直美　様

宮坂　幸登　様 宮地　弘一郎　様 宮本　達矢　様 武藤　一郎　様

村田　伊知郎　様
村松　三夫・崇代　
様

本山　忠昭　様 本山　光代　様

森　和豊　様 森　高利　様 森　哲夫　様 森下　清　様

森田　洋　様 八重樫　弘信　様 八木　聡　様 役田　昌幸　様



柳沢　清　様 山岸　郁子　様 山岸　一夫　様 山岸　哲太郎　様

山﨑　秀　様 山村　洪一　様 山本　昭　様 山本　周二　様

山本　宏　様 屋良　敏男　様 弓場　昭男　様 吉崎　巌　様

吉田　耕治　様 吉玉　拓生　様 吉野　昭夫　様 𠮷村　七都子　様

若嶋　清人　様 和田　芳明　様 渡邉　愛爾　様 渡邊　慶　様

渡辺　真一　様 渡辺　誠一　様 渡部　久美子　様


