
No. 事　業　所　名 役　職　名 代表者名

1 内藤商事㈱ 代表取締役社長 内藤　じゅん子

2 丸陣商事㈱ 代表取締役 山本武夫

3 ㈱伊鈴商会 代表取締役 鈴木一仁

4 いとう漁業協同組合 代表理事組合長 高田 充朗

5 伊東商工会議所 会頭 海野 英夫

6 ナガヤ㈱ 代表取締役 沼田 竹広

7 ㈱野村商店 代表取締役 野村　玲三

8 ㈲上嶋スポーツ 代表取締役 上嶋 治光

9 スルガ銀行㈱伊東支店 支店長 大石裕之

10 ㈲太田商店 代表取締役 太田　和彦

11 白井スポーツ㈲ 代表取締役 川口 健次

12 ㈱サガミヤ 代表取締役 沼田　渉

13 ㈲マルワ洋服店 代表取締役 渡辺　晃

14 ㈲森口洋服店 代表取締役 森口　伸正

15 ㈱静岡銀行伊東支店 支店長 池谷　英明

16 大木乳業㈱ 代表取締役 大木　清司

17 青木興業㈱ 代表取締役 青木 喜代司

18 イハラサイエンス㈱ 代表取締役社長 中野　琢雄

19 旭化成ファーマ㈱医薬生産センター 医薬生産センター長 太田　晋輔

20 東芝テック㈱静岡事業所 総務部第３総務室室長 秋山　功

21 ㈱電業社機械製作所 総務部長 佐川　仁志

22 伊豆箱根鉄道㈱ 取締役社長 中村　仁

23 ＡＢＢ日本べーレー㈱ 代表取締役社長 ウォルフラム・オーピッツ

24 東栄電機㈱ 管理部長 亀田　康夫

25 伊豆の国農業協同組合 代表理事組合長 梅原 秀髙

26 函南町商工会 会長 八木戸　一重

27 ㈱寺岡製作所函南工場 工場長 木村謙二

28 函南東部農業協同組合 代表理事組合長 片野 敏和

29 三島函南農業協同組合 代表理事組合長 山田　壽次

30 らんちてい 244 田辺　幸子

31 ㈱勝又新聞店 代表取締役 勝又　安彦

32 御殿場農業協同組合 代表理事組合長 杉山 正一郎

33 せいの写真スタジオ 代表 生野　旭

34 河合光学㈱ 代表取締役 河合　幸洋

35 ㈲亀屋書店 代表取締役 勝亦 敦志

36 ㈱オサコー建設 代表取締役 長田 崇

37 矢崎総業㈱Ｙ－ＣＩＴＹ 総務人事室　人材開発部長 古屋 浩二

38 矢崎部品㈱裾野製作所 製作所長 今泉 晃

39 渡辺建設㈱ 代表取締役 渡辺 雄二

40 三菱アルミニウム㈱富士製作所 取締役副社長富士製作所長 古柴　豊

41 ㈱佐藤建設 代表取締役会長 佐藤 徳太郎

42 東洋電産㈱ 取締役社長 杉村 光一郎

43 山旺建設工業㈱ 代表取締役 佐藤 裕司

44 ㈲大橋 代表取締役 大橋　渉

45 大岡建設工業㈱ 代表取締役 内野　敞太

46 ㈱静岡銀行沼津支店 執行役員支店長 杉田 光秀

47 ㈱静岡中央銀行 取締役社長 奥田 一

48 スルガ銀行㈱ 社長 岡野　光喜

49 沼津商工会議所 会頭 岩崎　一雄

50 沼津信用金庫 理事長 堀田 大洋

51 沼津通運倉庫㈱ 取締役社長 永倉 聡
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52 ㈱マルサン書店 代表取締役社長 古澤 隆

53 近藤鋼材㈱ 代表取締役社長 近藤 千秋

54 ㈲竜南印刷 代表取締役 大石 平

55 山本建設㈱ 代表取締役 山本 良一

56 三島商工会議所 会頭 諏訪部 敏之

57 三島信用金庫 理事長 稲田 精治

58 ㈱カネコ 代表取締役 金子 真平

59 ㈱小林製作所 代表取締役会長 小林 省吾

60 セイスポーツ 代表 清　好志

61 日本食品化工㈱富士工場 工場長 山口 孫一

62 ポリプラスチックス㈱富士工場 執行役員工場長 光内　正道

63 王子エフテックス㈱東海工場 取締役常務執行役員工場長 平澤　優

64 松本工業㈱ 代表取締役 佐藤 千枝子

65 ㈱吉原電設 代表取締役 小林 利秀

66 ビヨンズ㈱ 代表取締役 後藤 孝

67 三菱商事フードテック㈱ 富士工場長 山崎　史人

68 旭化成㈱富士支社 人事担当 田上　剛

69 ヨネヤマスポーツショップ 代表 米山 忠

70 合資会社藤太郎本店 社長 後藤 泰輔

71 オブリック㈱ 代表取締役 篠原 松太郎

72 ㈲鈴一建設 代表取締役 鈴木　一郎

73 ㈱マコト電機 代表取締役 眞 善一

74 ㈱タケウチ 代表取締役会長 竹内　昭八

75 ㈲十字屋 代表取締役 吉澤　忠成

76 ㈱プランニング富士 代表取締役 鈴木 和彦

77 ㈱大石組 代表取締役 清　哲也

78 関東ノーサン商事㈱ 代表取締役 吉見 隆治

79 ㈱ワークマン富士厚原支店 代表 天野 喜徳

80 農業組合法人富士農場サービス 代表 桑原　康

81 富士信用金庫富士岡支店 支店長 佐野　徹

82 ㈱友愛商会 代表取締役 川島　泰彦

83 ㈲旭タイプ印刷 代表取締役 杉村民子

84 ㈱エンチョー 代表取締役 遠藤 健夫

85 ㈱東平商会 代表取締役 山本 雅弘

86 ダイハツ沼津販売㈱ 代表取締役 伊縫 文哉

87 ㈱ゼプロチュービング 代表取締役 片岡 忠雄

88 月島発条㈱三島工場 代表取締役 伊藤　雅之

89 岳南光機㈱本社・三島工場 代表取締役 髙村　ヒサ子

90 丸善工業㈱ 代表取締役 諏訪部　行生

91 藤森工業㈱静岡事業所 所長 松浦　藤利

92 特種東海製紙㈱ 代表取締役社長 三澤 清利

93 ㈲津田文具 社長 津田 安紀

94 ㈱Jオイルミルズ静岡工場 静岡工場長 高山 明

95 大和製罐㈱清水工場 総務課長 山本 治

96 日本ケミカル工業㈱ 取締役社長 松原　徳政

97 木内建設㈱ 代表取締役社長 木内 藤男

98 中部電力㈱静岡支店 常務執行役員静岡支店長 小野田　聡

99 昭和設計㈱ 代表取締役 根本 健

100 ㈱やまだ学生服 代表取締役社長 山田 起男

101 焼津商工会議所 会頭 槇田　堯

102 静岡商工会議所 会頭 後藤　康雄

103 藤枝商工会議所 会頭 小林 正敏

104 浜松商工会議所 会頭 御室 健一郎

105 熱海商工会議所 会頭 鵜澤 精一



106 富士商工会議所 会頭 遠藤　敏東

107 静岡県中小企業団体中央会 会長 佐野　光治

108 磐田商工会議所 会頭 伊藤　卓治

109 静岡県商工会連合会 会長 前澤　侑

110 静岡県森林組合連合会 常務理事 大場　鉱一

111 ㈱村上測機 代表取締役 村上 善一

112 丸山販売㈱ 代表取締役 平井　義泰

113 東部電機工業㈱ 代表取締役 片山 光男

114 ㈱加村農薬 取締役社長 加村　篤志

115 静岡ライフクリーン㈱ 代表取締役 西野 芳弘

116 ㈱モンパルナス 代表取締役 長谷川　邦夫

117 静岡市農業協同組合 代表理事組合長 青山 吉和

118 稲吉種苗㈱ 代表取締役 望月 敏弘

119 ㈱江崎書店 代表取締役 江崎 一郎

120 ㈱建装 代表取締役 杉山 穰

121 ㈱ヤマナシ 代表取締役 山梨 恵一朗

122 ㈱ハッコウスポーツ 代表取締役 宮地　雄三

123 ㈱セブン自動車工業 代表取締役 稲葉　友二

124 ジャパンビバレッジ静岡支店 所長 船田　太郎

125 ㈲杉山金物店 代表取締役 杉山 雅英

126 コカコーラセントラルジャパン㈱VM静岡山梨販売部静岡支店 支店長 齋藤 順一

127 米久ベンディング㈱静岡支店 課長 宮本　徳洋

128 ㈱アロマカラー静岡 取締役社長 渡辺 信明

129 ㈲飯塚印刷 代表取締役社長 飯塚 眞章

130 静清信用金庫 理事長 加藤　誠

131 日本レーベル印刷㈱ 取締役社長 岩井　泰次郎

132 ㈱アオキ 代表取締役 青木　秀道

133 静岡放送㈱ 代表取締役会長 松井 純

134 ㈱落合造園 代表取締役 落合　隆

135 小川漁業協同組合 代表理事組合長 橋ヶ谷　善生

136 福一漁業㈱ 代表取締役 近藤　一成

137 ㈱いちまる 代表取締役 松村 友吉

138 東洋水産㈱焼津工場 工場長 碇　　幸三

139 ㈱カネボシ 代表取締役 寺尾 重治

140 ㈲焼津金魚センター 代表取締役 大坪 勉

141 ㈱赤阪鐵工所センタービル 取締役社長 赤阪 全七

142 ㈱丸又 代表取締役 鈴木 理恵子

143 協同組合焼津さかなセンター 専務理事 藤田 良彦

144 大坪水産㈱ 代表取締役 大坪 隆明

145 科研製薬㈱静岡工場 事務GM 森田 均

146 焼津信用金庫藤枝支店 支店長 油井 信幸

147 前田書店 店主 前田　俊夫

148 大井川農業協同組合 代表理事組合長 池谷　　薫

149 静岡資材㈱ 代表取締役 伊澤 幸高

150 ㈱ユニフォームセンター 代表取締役 鈴木　修平

151 すずきジム㈱ 代表取締役 鈴木　博久

152 川崎工業㈱菊川工場 取締役社長 川崎　康司

153 ㈱島田書店 代表取締役 佐塚 照夫

154 富士鋼業㈱ 代表取締役 石澤 誠也

155 持田製薬㈱藤枝事業所 ㈱テクノネット静岡事業所所長 深谷　俊明

156 AGCテクノグラス㈱ 管理HRグループリーダー 帯刀　信之

157 日本モレックス合同会社静岡工場 静岡人事グループ長 後藤　壮志

158 ㈱三共製作所静岡事業所 事業所長 塩谷　康一



159 日機装㈱技術開発研究所 製作所長 藤井 章太郎

160 ㈱トーエネック静岡支店 執行役員支店長 堀内　保彦

161 大河原運送㈱ 代表取締役 菊地 久喜

162 大河原建設㈱ 代表取締役社長 朝倉 純夫

163 カワサキ機工㈱ 取締役社長 枝村 康生

164 銀座写真館 館主 落合　幸博

165 サカイ産業㈱ 代表取締役 酒井　昌浩

166 桜井資源㈱ 代表取締役 櫻井 洋一

167 ㈱静岡カントリー島田ゴルフコース 代表取締役 川村　憲久

168 島田信用金庫 理事長 岩原　茂雄

169 西静岡ヤクルト販売㈱ 代表取締役 池田 雅彦

170 焼津信用金庫 理事長 牧田　和夫

171 矢崎計器㈱島田製作所 所長 大沼　正純

172 サンエムパッケージ㈱ 代表取締役社長 三宅 馨

173 ㈱白井産業 代表取締役 白井 壽一

174 八木産業㈱ 代表取締役 八木 弘一

175 南駿河湾漁業協同組合 代表理事組合長 薮田 国之

176 鶴屋水産㈱ 代表取締役 澤入 宏之

177 川口興産㈱ 代表取締役 川口 正洋

178 ㈱相良青果市場 代表取締役 河原崎　祐次

179 ㈱榛南綜合家具センター 代表取締役 原崎 権寿

180 櫻井敏明税理士事務所 税理士 櫻井 敏明

181 ㈲富士物産 取締役 足立　隆彦

182 布施書店カルチャープラント㈲ 代表取締役 岡田 祐司

183 フォト＆スタジオ写真のスギヤマ 店主 杉山　裕

184 ㈱伊藤園静岡相良工場 静岡相良工場長 松浦　敦紀

185 小山紙店 店主 小山 昭治

186 ハイナン農業協同組合 代表理事組合長 紅林　茂

187 ㈲畑義治会計事務所 税理士 畑　義治

188 ㈱トツカ 代表取締役 戸塚 雅巳

189 ㈱本杉製作所 代表取締役社長 本杉　一雄

190 ㈱伊藤鐵工所 代表取締役社長 敷島 哲也

191 ㈱清水銀行 代表取締役会長 山田　訓史

192 鈴与㈱ 代表取締役社長 鈴木　与平

193 はごろもフーズ㈱ 代表取締役社長 溝口　康博

194 フジ日本精糖㈱ 執行役員清水工場工場長 梶原 久雄

195 ㈱天野回漕店 取締役社長 宗　敏之

196 清和海運㈱ 代表取締役社長 宮崎 祐一

197 ㈲カズコーポレーション 代表取締役社長 望月　數男

198 あいネットグループ 代表取締役会長 杉山 雄吉郎

199 ㈱四葉商会 代表取締役 佐藤 嘉洋

200 中源被服工業㈱ 代表取締役社長 中田　乗裕

201 ㈱万栄堂 代表取締役 望月　俊

202 サクライ石油㈱ 代表取締役社長 櫻井　一男

203 ㈱静岡銀行駅南支店 支店長 鈴木　浩靖

204 ㈱大丸松坂屋百貨店松坂屋静岡店 店長 丹羽　亨

205 ㈱システムプラニング 代表取締役 永嶋　勝

206 ㈲イケガヤ 代表取締役 池谷　佳和

207 ㈲フォワード 代表取締役 天野　雅之

208 ㈱柏屋 代表取締役 竹内　敏郎

209 ㈱コハマ 代表取締役 小濱　勝廣

210 靴と雨具カタヤマ 代表取締役 片山 勝彦

211 ㈱静岡銀行藤枝支店 支店長 小杉　伊知郎

212 ㈲焼津谷島屋 代表取締役 中野 弘道



213 ウスイスポーツ 取締役社長 碓井 善治

214 静岡菅公学生服(㈱ 代表取締役 藤村徳夫

215 ㈲増田機工 代表取締役 久保池　正好

216 日東工業㈱菊川工場 菊川工場　工場長 金子　徹

217 ㈱川北電気 代表取締役 小野　英一郎

218 ㈱榛葉鉄工所 代表取締役 榛葉 正志

219 つぼい工業㈱ 代表取締役社長 坪井　啓隼

220 ㈱協立メンテナスサービス 代表取締役 田邊　廣

221 掛川商工会議所 会頭 川合 和雄

222 リンナイテクニカ㈱ 取締役社長 小澤　敏典

223 ㈲石山商店 代表取締役 石山 隆

224 落合刃物工業㈱ 代表取締役 落合 益尚

225 遠州夢咲農業協同組合 代表理事組合長 赤堀 邦明

226 日茶包装㈱ 代表取締役 山本 博

227 ㈱ヨシダ 代表取締役 吉田　賢太郎

228 新栄事務機㈱ 代表取締役 石原 勇

229 ㈲黒田金物店 代表取締役 黒田　和義

230 ㈲泉嘉書店 代表取締役 福川 卓郎

231 ㈲鈴木石油 代表取締役 鈴木　広利

232 ㈲森町モータース 代表取締役 嶋田 孟司

233 ㈲秋山新聞店 代表取締役 秋山 成光

234 ㈱遠鉄自動車学校遠鉄磐田自動車学校 営業課長 中村　博幸

235 ㈱掛川自動車学校 代表取締役 髙部 準一

236 ㈱静岡銀行袋井支店 支店長 村松 伸恭

237 静岡県温室農業協同組合クラウンメロン支所 クラウンメロン支所長 鈴木 和雄

238 豊田肥料㈱ 代表取締役 豊田 富士雄

239 日本紙工業㈱袋井工場 工場長 鈴木 昇

240 早川写真館 店主 早川　慎一

241 丸明建設㈱ 代表取締役 井谷 安秀

242 ㈱浜松自動車学校遠鉄袋井自動車学校 代表取締役 広瀬　光彦

243 ㈱佐野 代表取締役 佐野 浩司

244 東海物産㈱袋井工場 工場長 神尾 一朗

245 ニチアス㈱袋井工場 工場長 鈴木　貴文

246 ㈲安間書店 代表取締役 安間　仁

247 ポーラ化成工業㈱袋井工場 工場長 加藤勝義

248 ㈱山福 代表取締役 山下 博康

249 天竜国産材事業協同組合 理事長 鈴木 敬雄

250 乗松建設㈱ 代表取締役 乗松　千代子

251 ㈲アツミ商会 代表取締役 渥美 尚作

252 ㈲二俣新聞販売所 代表取締役 大角 史和

253 石川建設㈱ 取締役社長 石川 大造

254 遠州中央農業協同組合 代表理事理事長 藤原 登臣夫

255 ㈱磐田谷島屋 代表取締役社長 斉藤 行雄

256 ㈱山本産業 代表取締役 鈴木　正保

257 高砂珈琲㈱磐田工場 工場長 丸山 尚男

258 高砂フードプロダクツ㈱ 代表取締役 松尾　孝司

259 吉田測量設計㈱ 代表取締役 吉田 英司

260 ニクセン㈱ 代表取締役 村上 勝利

261 ㈱セントラルスポーツ 代表取締役 中田 敏彦

262 石橋写真館 店主 石橋　光生

263 笠井文泉堂 店主 中村　哲夫

264 ㈱マルニシ鋼機浜松支店 代表取締役 西村 光宏

265 第一工業㈱ 取締役社長 西野 信昭



266 ㈱ユタカ技研 代表取締役社長 岡本　稔

267 とぴあ浜松農業協同組合 代表理事理事長 中野　信夫

268 ㈱遠鉄自動車学校 営業課長 榎谷達明

269 ㈱浜松自動車学校 取締役社長 広瀬 光彦

270 綜合自動車学校 代表取締役 伊東　康彦

271 名鉄観光サービス㈱浜松支店 支店長

272 ㈱三方原農園 代表取締役 大石 恵嗣

273 日本形染㈱ 代表取締役社長 廣田　祐司

274 サクライ写真スタジオ 社長 櫻井　幸夫

275 ㈱林工組 取締役社長 伊藤　友輔

276 一般社団法人浜松建設業協会 会長 中村　嘉宏

277 ㈱杉浦組 代表取締役会長 杉浦 芳明

278 神谷建設㈱ 代表取締役 神谷 一宏

279 ㈱金指商会 代表取締役 金指　忠久

280 本田技研工業㈱トランスミッション製造部 浜松製作所所長 宮路　雅晶

281 明光電気㈱ 取締役社長 林 眞一郎

282 浜松ホトニクス㈱ 取締役会長 晝馬　輝夫

283 ㈱伊勢屋 代表取締役社長 湖東　喜明

284 遠州信用金庫半田支店 支店長 上村　房男

285 ㈱キャンパス 代表取締役 杉好光

286 ㈲都田印刷 代表取締役 中村　繁子

287 ㈱フクダサインボード 代表取締役 福田 二三雄

288 画創清水 代表 清水容枝

289 ㈱成興技研 代表取締役 和田 成之

290 シンワ設備㈱ 代表取締役 榛葉　和市

291 ㈱神津製作所 代表取締役 関嘉 孝

292 栄電気工業㈱ 代表取締役 高橋 計介

293 ㈱コーリツ 代表取締役 鈴木 利幸

294 鈴木電機工業㈱ 代表取締役 鈴木　均

295 ㈱アーレスティダイモールド浜松 代表取締役 竹内 泰三

296 浜松機材㈱ 代表取締役 杉野 泰治

297 ㈱不二 取締役社長 池浦　捷行

298 株式会社マツナミ 代表取締役 大石　昌弘

299 ㈱ヤマザキ 代表取締役 山崎 好和

300 ㈱クラベ 代表取締役 金澤　保人

301 ㈱メイセイ 代表取締役 松田 恒

302 榎本㈱ 代表取締役 榎本　浩明

303 須山建設㈱ 取締役社長 須山 宏造

304 ㈱アドシステム 代表取締役 星野 壽和

305 ㈱スクロール 代表取締役社長 堀田 守

306 共和レザー㈱ 取締役社長 宮林　克行

307 浜松倉庫㈱ 取締役社長 中山 彰人

308 ㈱谷島屋 代表取締役社長 斉藤 行雄

309 キンパラ㈱ 代表取締役 金原　一平

310 三和事務機㈱ 取締役社長 溝口 正彦

311 いなさ酪農業協同組合 代表理事組合長 伊藤 文ニ

312 ㈱ソミック石川 取締役社長 石川 雅洋

313 アマノ㈱細江事業所 執行役員環境系製造総括 金子 守男

314 安間書店 店主 安間　昭夫

315 ㈱戸田建設 代表取締役 戸田　達也

316 富士機工㈱ 取締役社長 久田　修義

317 三ヶ日町農業協同組合 代表理事組合長 森田 繁男

318 ㈲マルイ 代表取締役 内山 勝稔



319 丸順重工㈱ 代表取締役 小川 貫司

320 サンビック㈱細江工場 取締役工場長 岡　　正幸

321 ㈱池田屋商店 代表取締役 池田 浩也

322 遠州信用金庫細江支店 支店長 内山 安弘

323 東進印刷 代表 高山　守美

324 菱和設備㈱ 取締役社長 山名 昭義

325 ㈱フルーツパーク浜松 代表取締役 伊藤　博

326 ㈲洋装長谷川 代表取締役 長谷川　雅英

327 コカ・コーラセントラルジャパン㈱ＶM浜松支店 支店長 山本 安則

328 ㈱アクティス 代表取締役 杉田　友一

329 ㈱みのり 代表取締役社長 中山 俊冶

330 静岡日電ビジネス㈱ 常務取締役 薙野 純司

331 ㈱日本旅行浜松支店 支店長 太田 浩康

332 株式会社田子の月 代表取締役社長 牧田　一郎

333 富士共和製紙株式会社 代表取締役社長 井出 篤志

334 丸富製紙株式会社 代表取締役社長 佐野 武男

335 ㈱ビッグ富士 代表取締役 村上 勝利

336 後藤オザキ㈱静岡営業所 代表取締役 藤村徳夫

337 下田商工会議所 会頭 田中　豊

338 富士宮商工会議所 会頭 長谷川浩之

339 島田商工会議所 会頭 原田　康

340 袋井商工会議所 会頭 豊田　富士雄

341 静岡県経営者協会



人事担当 〒 所　　在　　地 電　話

415-0303 賀茂郡南伊豆町下賀茂259の3 0558-62-0123

415-0304 賀茂郡南伊豆町加納530の4 0558-62-0214

415-0035 下田市東本郷2-7-24 0558-22-1096

414-0043 伊東市新井1丁目1-18 0557-37-3181

414-0028 伊東市銀座元町6-11 0557-37-2500

414-0027 伊東市竹の内2丁目7-35 0557-37-2014

414-0053 伊東市荻578-216 0557-44-6600

414-0045 伊東市玖須美元和田720-143 0557-36-7867

414-0027 伊東市竹の内1丁目4-3 0557-37-0080

414-0011 伊東市松川町3-4 0557-37-2752

414-0014 伊東市弥生町2-3 0557-37-1111

414-0027 伊東市竹の内2丁目7-21 0557-37-0058

414-0014 伊東市弥生町3-1 0557-37-4361

414-0027 伊東市竹の内2-2-23 0557-37-2718

414-0028 伊東市銀座元町2-13 0557-37-4141

410-3302 伊豆市土肥939 0558-98-1139

410-3302 伊豆市土肥676 0558-98-1315

410-2501 伊豆市下白岩1251 0558-83-2811

尾形 知輝 410-2321 伊豆の国市三福632-1 0558-76-8820

411-0842 三島市南町6番78号 055-976-7011

411-8560 三島市三好町3番27号 055-975-8221

411-8533 三島市大場300番地 055-977-1203

410-2193 伊豆の国市原木511 055-949-3311

411-8510 三島市松本131 055-977-4111

410-2114 伊豆の国市南條800 055-949-3211

419-0114 田方郡函南町仁田68-2 055-978-3995

419-0122 田方郡函南町上沢200 055-978-2552

419-0105 田方郡函南町丹那367-4 055-974-0011

411-0801 三島市谷田字城の内141-1 055-971-8211

419-0124 田方郡函南町塚本969-4 055-979-1951

412-0043 御殿場市新橋1606-1 0550-82-0153

412-0041 御殿場市茱萸沢5 0550-84-4807

412-0043 御殿場市新橋1975-13 0550-82-0220

412-0046 御殿場市保土沢1157-584 0550-89-5481

412-0045 御殿場市川島田654 0550-82-0374

412-0046 御殿場市保土沢1157-599 0550-89-3232

410-1194 裾野市御宿1500 055-965-3003

410-1107 裾野市御宿1500 055-965-0360

410-1123 裾野市富沢394-1 055-992-0030

410-1127 裾野市平松85 055-992-1211

410-0302 沼津市東椎路477 055-925-3100

410-0873 沼津市大諏訪字八反田575番地 055-923-7211

410-0302 沼津市東椎路34 055-973-1055

410-0065 沼津市花園町2-4 055-921-8943

410-0037 沼津市三枚橋町5-3 055-962-0891

410-0801 沼津市大手町4丁目3番45号 055-962-8111

410-0801 沼津市大手町4丁目76 055-962-2901

410-8689 沼津市通横町23 055-962-5800

410-0046 沼津市米山町６番５号 055-921-1000

410-8610 沼津市大手町5丁目6番16号 055-962-5200

410-0805 沼津市白銀町1番地1 055-963-0416

      　        家 及 び 有 志 者 名 簿



410-0801 沼津市大手町5-3-13 055-962-0650

410-0058 沼津市沼北町2-2-16 055-925-1950

410-0318 沼津市平沼754-1 055-966-5515

411-0832 三島市南二日町8番39号 055-975-4488

411-0036 三島市一番町2-29 055-975-4441

411-8651 駿東郡長泉町下土狩96番地の3 055-973-5555

417-0011 富士市鈴川本町2-1 0545-33-1906

416-0921 富士市水戸島2-1-1 0545-61-2400

418-0057 富士宮市朝日町3-22 0544-27-7138

417-8530 富士市田島30 0545-52-3781

渡辺 久吉 416-8533 富士市宮島973 0545-61-4901

421-3306 富士市中之郷1157-1 0545-81-4633

417-0051 富士市吉原1丁目11番8号 0545-52-3030

417-0001 富士市今泉2丁目4番15号 0545-52-1237

417-8575 富士市大淵2429-3 0545-35-0345

417-0036 富士市中河原93 0545-52-6181

416-0934 富士市鮫島2-1 0545-62-2060

418-0077 富士宮市東町6-19 0544-26-2718

418-0066 富士宮市大宮町8-3 0544-26-4118

418-0075 富士宮市田中町543 0544-24-2211

418-0004 富士宮市三園平159 0544-27-0046

418-0063 富士宮市若の宮町387 0544-27-3737

418-0013 富士宮市大岩522-2 0544-24-0123

418-0056 富士宮市西町4-1 0544-23-1717

417-0056 富士市日乃出町86 0545-53-3430

418-0073 富士宮市弓沢町635 0544-26-0010

300-0844 茨城県土浦市乙戸町35番地 029-841-3708

419-0201 富士市厚原字道下16-1 0545-72-0199

418-0112 富士宮市北山5247-34 0544-29-0555

417-0841 富士市富士岡1457-7 0545-34-0405

417-0051 富士市吉原2丁目11-15 0545-52-4003

417-0862 富士市石坂383-1 0545-21-0500

417-0052 富士市中央町2-12-12 0545-57-0808

411-0943 駿東郡長泉町下土狩72-1 055-986-8611

410-0822 沼津市下香貫字上障子373 055-931-0230

411-0945 駿東郡長泉町本宿707 055-972-0100

411-0931 駿東郡長泉町東野八分平50-11 055-987-9055

411-0942 駿東郡長泉町中土狩811 055-986-4484

吉本 修身 411-0824 三島市長伏155-8 055-977-2140

410-0306 沼津市大塚247 055-966-1022

104-0028 東京都中央区八重洲2-4-1 03-3273-8281

410-0055 沼津市高島本町14-25 055-921-2986

関 雅 幸 424-0824 静岡市清水区新港町2 054-351-2733

424-8648 静岡市清水区中之郷3丁目6の1 054-345-2111

424-0055 静岡市清水区吉川813 054-345-3471

西ヶ谷晴男 422-8633 静岡市駿河区国吉田1-7-37 054-264-7111

420-8733 静岡市葵区本通2丁目4-1 054-273-9001

420-0882 静岡市葵区安東2丁目15番13号 054-245-6012

420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目4-10 054-255-2551

425-0026 焼津市焼津4丁目15-24 054-628-6251

420-0851 静岡市葵区黒金町20の8 054-253-5111

426-0025 藤枝市藤枝4丁目7番16号 054-641-2000

432-8501 浜松市中区東伊場2-7-1 053-452-1111

413-0014 熱海市渚町8-2 0557-81-9251



417-0057 富士市瓜島町82 0545-52-0995

420-0853 静岡市葵区追手町44番地-1 054-254-1511

438-0078 磐田市中泉281-1 0538-32-2261

420-0853 静岡市葵区追手町44-1 054-255-8080

420-0853 静岡市葵区追手町9-6 054-253-0195

427-0024 島田市横井3丁目6-3 0547-35-2803

420-0816 静岡市葵区沓谷5丁目4-3 054-261-8933

420-0804 静岡市葵区竜南3丁目8-27 054-246-3343

420-0937 静岡市葵区唐瀬二丁目2-29 054-246-5177

421-0103 静岡市駿河区丸子6935の4 054-259-0205

420-0884 静岡市葵区大岩本町12-12 054-245-3301

吉 岡 俊 幸 422-8506 静岡市駿河区曲金5丁目4-70 054-285-8311

422-8072 静岡市駿河区小黒2丁目5-10 054-282-2756

420-0031 静岡市葵区呉服町2丁目6-8 054-254-4481

420-0866 静岡市葵区西草深町8-8 054-255-7100

420-0856 静岡市葵区駿府町1-44 054-253-0585

420-0856 静岡市葵区駿府町1-31 054-253-1338

小柳津 愛 420-0812 静岡市葵区古庄4-9-25 054-261-3651

422-8037 静岡市駿河区下島200-2 054-237-1311

420-0816 静岡市葵区沓谷5丁目49-7 054-261-5853

421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2357 054-278-6311

424-0013 静岡市清水区下野緑町4-24 054-365-3422

422-8034 静岡市駿河区高松2-17-17 054-295-6476

420-0874 静岡市葵区辰起町4番21号 054-271-6688

420-0033 静岡市葵区昭和町2-1 054-254-8881

422-8666 静岡市駿河区国吉田3丁目1番1号 054-262-1111

422-8045 静岡市駿河区西島885-3 054-282-0998

422-8033 静岡市駿河区登呂3丁目1-1 054-284-8910

422-8033 静岡市駿河区登呂1丁目20-17 054-285-4928

425-0033 焼津市小川3392-9 054-624-8130

425-0021 焼津市中港5丁目9-25 054-627-1211

425-0021 焼津市中港2丁目5-13 054-628-2141

425-0052 焼津市田尻1268 054-624-9111

425-0065 焼津市惣右衛門16 054-624-2158

425-0055 焼津市道原707-1 054-624-1525

425-0074 焼津市柳新屋670-6 054-685-6080

425-0035 焼津市東小川1丁目4-3 054-627-1161

425-0091 焼津市八楠4丁目13-7 054-627-3211

421-0211 焼津市吉永1280 054-662-2442

426-8646 藤枝市源助301 054-635-2290

426-0018 藤枝市本町2-2-33 054-641-0700

426-0018 藤枝市本町2-5-7 054-641-0643

426-8661 藤枝市緑の丘1番地の1 054-646-5111

420-0054 静岡市葵区南安倍1丁目8-14 054-205-2210

426-0025 藤枝市藤枝4丁目8-13 054-643-4686

425-0086 焼津市小土186-1 054-627-1218

総 務 部 439-0031 菊川市加茂1131 0537-36-5123

427-0048 島田市旗指499の5 0547-35-6074

426-8510 藤枝市仮宿1357番地 054-643-3221

426-8640 藤枝市源助342 054-635-3211

421-0302 榛原郡吉田町川尻3583-5 0548-32-1211

421-0301 榛原郡吉田町住吉1351-2 0548-32-2552

439-0018 菊川市本所2290 0537-36-2231



栗林 弘行 421-0496 牧之原市静谷498番地の1 0548-22-5801

420-0029 静岡市葵区研屋町51 054-273-4350

427-0024 島田市横井1丁目1-2 0547-37-7111

427-8522 島田市向島町4532 0547-36-2111

436-0005 掛川市伊達方字滑川810の1 0537-27-1725

427-0022 島田市本通1丁目3-5 0547-37-2933

427-8512 島田市細島1349-1 0547-35-2727

427-0047 島田市中溝町2560-1 0547-37-6130

427-0107 島田市船木3500 0547-38-1313

427-0022 島田市本通3丁目2-1 0547-37-5181

427-0018 島田市旭1丁目11-1 0547-37-6248

425-8501 焼津市五ヶ堀之内987 054-629-1121

427-8555 島田市横井1丁目7-1 0547-36-4111

428-0009 島田市大代1086-1 0547-45-4125

427-8711 島田市御請45-1 054-634-3317

421-0305 榛原郡吉田町大幡1364-1 0548-32-4123

437-1623 御前崎市港6131 0548-63-3111

421-0601 御前崎市御前崎12-16 0548-63-5300

421-0602 御前崎市白羽6361 0548-63-3321

421-0533 牧之原市新庄587 0548-58-1288

421-0532 牧之原市地頭方111-1 0548-58-0805

421-0532 牧之原市地頭方994-1 0548-58-0870

421-0524 牧之原市須々木872-1 0548-52-0468

421-0522 牧之原市相良85-2 0548-52-0026

421-0526 牧之原市大沢1丁目72 0548-52-4967

421-0516 牧之原市女神21 0548-54-0311

421-0523 牧之原市波津711-1 0548-52-0022

421-0422 牧之原市静波73-5 0548-22-8000

421-0422 牧之原市静波1747-40 0548-22-6196

421-0523 牧之原市波津3丁目60 0548-52-6330

421-0512 牧之原市大江1406-2 0548-52-1589

424-0923 静岡市清水区幸町2番12号 054-334-2141

424-0809 静岡市清水区天神1丁目8-25 054-353-5169

424-8703 静岡市清水区入船町11-1 054-354-3015

422-8057 静岡市駿河区南町11番１号 054-288-5200

424-8737 静岡市清水区清開1丁目4-10 054-334-5353

424-0943 静岡市清水区港町2丁目9-5 054-353-2151

422-8061 静岡市駿河区森下町1-35　静岡MYﾀﾜｰ3階 054-288-2741

420-0004 静岡市葵区末広町70-9 054-251-7385

422-8065 静岡市駿河区宮本町8-10 054-285-1414

424-0817 静岡市清水区銀座14-13 054-365-2151

424-0943 静岡市清水区港町2丁目6-21 054-352-0111

424-0815 静岡市清水区江尻東1-2-33 054-366-5204

420-0063 静岡市葵区通車町2-11 054-255-5108

422-8067 静岡市駿河区南町11-1 054-281-1300

420-0857 静岡市葵区御幸町10-2 054-254-1111

420-0831 静岡市葵区水落町6-10 054-246-1776

426-0034 藤枝市駅前2-8-5 054-641-0649

426-0003 藤枝市下当間53-3 054-645-1455

426-0034 藤枝市駅前2-9-2 054-643-5432

425-0027 焼津市栄町5-15-3 054-627-1555

426-0018 藤枝市本町1-4-33 054-641-1771

426-0017 藤枝市大手1丁目22番30号 054-641-0750

425-0027 焼津市栄町4-2-4 054-627-2439



426-0018 藤枝市本町1-8-6 054-643-9132

420-0922 駿東郡清水町卸団地１８２番地 054-267-3171

436-0008 掛川市千羽388 0537-27-0971

439-0037 菊川市西方3 0537-35-3211

436-0074 掛川市葛川475-3 0537-24-1123

436-0006 掛川市本所650 0537-27-0721

436-0042 掛川市二瀬川4-21 0537-23-2228

436-0028 掛川市亀の甲2丁目9-30 0537-24-3523

436-0079 掛川市掛川551-2 0537-22-5151

436-0084 掛川市逆川200 0537-27-0114

439-0019 菊川市半済3134 0537-35-2201

439-0037 菊川市西方58 0537-36-2161

437-1514 菊川市下平川6265番地 0537-73-5111

421-0131 静岡市駿河区手越原233-7 054-259-1181

436-0053 掛川市弥生町196 0537-24-2111

435-0048 浜松市東区上西町25-5 053-463-9159

439-0019 菊川市半済1673-8 0537-36-4351

437-0215 周智郡森町森298-2 0538-85-2138

437-0215 周智郡森町森2-1 0538-85-2717

437-0213 周智郡森町睦実1754 0538-85-2036

437-0215 周智郡森町森574-1 0538-85-2252

438-0086 磐田市見付5015 0538-32-7200

436-0043 掛川市大池655 0537-22-7251

437-0023 袋井市高尾町10-3 0538-42-3131

437-0056 袋井市小山219 0538-42-4146

437-8611 袋井市高尾町1-2 0538-42-4111

437-0012 袋井市国本1157の1 0538-42-4191

437-0024 袋井市三門町3-4 0538-42-4009

437-0027 袋井市高尾町6-21 0538-43-2221

437-1121 袋井市諸井1238 0538-23-2355

437-0064 袋井市川井865-4 0538-42-2156

437-0012 袋井市国本2391 0538-42-1285

437-0023 袋井市高尾1980 0538-42-3151

437-0026 袋井市袋井139 0538-43-2323

437-8765 袋井市愛野1234 0538-42-7111

431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣2111 053-926-2855

431-3306 浜松市天竜区船明1951-1 053-926-1010

438-0113 磐田市新開440 0539-62-2020

431-3311 浜松市天竜区二俣町阿蔵155-1 053-926-2225

431-3313 浜松市天竜区二俣町鹿島537の19 053-925-2246

438-0071 磐田市今之浦5丁目1-1 0538-36-0021

438-0086 磐田市見付3599-1 0538-36-7002

438-0077 磐田市国府台58-2 0538-35-5778

438-0833 磐田市弥藤太島532 0538-32-9211

438-0818 磐田市下万能525-1 0538-37-7111

437-1115 袋井市湊4207-2 0538-23-3411

吉 田 英 司 435-0004 浜松市東区中野町4224-2 053-422-3040

438-0816 磐田市宮之一色988-3 0538-34-6520

438-0078 磐田市中泉375 0538-36-0360

431-3107 浜松市東区笠井町18-1 053-434-1141

431-3107 浜松市東区笠井町257-1 053-434-1114

430-0802 浜松市東区将監町38-6 053-461-3873

431-3112 浜松市東区大島町955-9 053-433-1111



431-3194 浜松市東区豊町508番地の1 053-433-4111

431-3193 浜松市東区有玉南町1975 053-476-3112

435-0056 浜松市東区小池町1552 053-462-1221

435-0046 浜松市東区丸塚町1 053-461-9221

435-0016 浜松市東区和田町700 053-461-6633

430-0917 浜松市中区常盤町145-1　三井生命浜松ビル 053-452-8453

430-0942 浜松市中区元浜町36-4 053-471-3376

430-0913 浜松市中区船越町26番1号 053-464-2131

430-0942 浜松市中区元浜町33-35 053-478-2800

435-0036 浜松市南区渡瀬町1000-1 053-461-8853

432-8022 浜松市中区山手町15-19 053-454-8288

鈴木 倹 430-0938 浜松市中区紺屋町308-4 053-454-6441

432-8023 浜松市中区鴨江2丁目35-24 053-454-4336

432-8055 浜松市南区卸本町2000-2 053-441-0111

433-8501 浜松市中区葵東1丁目13-1 053-439-2011

435-0041 浜松市東区北島町25 053-421-4611

430-8587 浜松市中区砂山町325-6日本生命浜松駅前ビル 053-452-2141

430-0807 浜松市中区佐藤1-40-28 053-463-5111

431-3125 浜松市東区半田山5丁目2-15 053-432-1151

430-0803 浜松市東区植松町1475-10 053-465-5225

431-2102 浜松市北区都田町9636の13 053-428-2193

433-8112 浜松市北区初生町688-7 053-437-0777

430-0942 浜松市中区元浜町31-3 053-471-0635

431-1111 浜松市西区伊左地町6916 053-486-6171

435-0048 浜松市東区上西町5-1 053-464-3211

431-2103 浜松市北区新都田4-5-2 053-484-1001

430-0947 浜松市中区松城町200-6 053-454-8371

438-0801 磐田市高見丘1221番地 0538-38-3700

433-8104 浜松市北区東三方町467 053-439-7111

431-1104 浜松市西区桜台5-3-10 053-436-1711

430-0907 浜松市中区高林5-3-28 053-471-0211

432-8047 浜松市中区神田町1179 053-441-1561

432-8041 浜松市中区菅原町8-15 053-453-1101

大 杉 431-3121 浜松市東区有玉北町489-23 053-434-3020

432-8521 浜松市南区高塚町4830 053-447-7111

430-0907 浜松市中区高林5-9-13 053-472-4533

430-8580 浜松市中区砂山町329-4 053-453-5177

大 嶋 貴 之 432-8562 浜松市中区布橋2丁目6-1 053-471-0321

433-8122 浜松市中区上島3丁目23-20 053-460-0511

430-0807 浜松市中区佐藤2丁目24-1 053-464-1123

430-8510 浜松市南区東町1876 053-425-2121

430-8691 浜松市中区中央3丁目8-35 053-453-0151

430-0939 浜松市中区連尺町309-1 053-454-7765

438-0086 磐田市見付1963-1 0538-35-5404

435-0054 浜松市中区早出町1221-3 053-464-3326

431-1303 浜松市北区細江町三和744-1 053-522-1958

稲垣 雄三 435-8560 浜松市南区古川町500 053-425-2111

松本 博進 431-1305 浜松市北区細江町気賀8123 053-522-0951

431-2212 浜松市北区引佐町井伊谷1099-2 053-542-0043

431-2222 浜松市北区引佐町黒渕193-1 053-543-0114

431-0431 湖西市鷲津2028 053-575-2711

431-1497 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日885 053-525-1011

431-2212 浜松市北区引佐町井伊谷746-5 053-542-0112



431-2102 浜松市北区都田町9639-1 053-428-8855

山里 清 431-1304 浜松市北区細江町中川1920 053-522-1011

431-1304 浜松市北区細江町中川5655 053-522-1017

431-1305 浜松市北区細江町気賀275 053-522-0303

431-1305 浜松市北区細江町気賀1382-3 053-522-0612

420-0047 静岡市葵区清閑町14-5 054-254-8321

430-0903 浜松市中区助信町45-1 053-428-6000

430-0925 浜松市中区寺島町152-5 053-452-8373

433-8119 浜松市中区高丘北1丁目66-10 053-437-0350

431-2103 浜松市北区新都田5丁目15番25号 053-428-0310

433-8123 浜松市中区幸1丁目1-7 053-473-7238

436-0028 掛川市亀の甲1-4-21 0537-24-8311

430-0933 浜松市鍛治町1-33さぼてんビル1F･2F 053-454-3358

417-0001 富士市今泉380-1 0545-52-0001

419-0202 富士市久沢1丁目1番2号 0545-71-1400

417-0847 富士市比奈678 0545-38-0103

417-0852 富士市原田200-1 0545-55-1229

420-0922 駿東郡清水町卸団地１８２番地 054-267-3171

415-8603 下田市2－12－17 0558-22-1181

418-0068 富士宮市豊町18－5 0544-26-3101

427-0029 島田市日之出町4－1 0547-37-7155

437-8691 袋井市新屋1-2-1 0538-42-6151

420-0853 静岡市葵区追手町10-303 054-252-4325
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