
職種 地区 市町村 氏名 職種 地区 市町村 氏名
佐久市 小松　治義 茅野市 酒井　貞明

上田市 後藤　正直 諏訪市 北澤　猛

上田市 赤尾　和治 下諏訪町 安　英輔

上田市 柳沢　摂 下諏訪町 藤原　均

上田市 早川　利憲 下諏訪町 今井　勝視

上田市 青木　正知 岡谷市 小島　博志

上田市 尾崎　一広 岡谷市 吉江　和幸

東御市 高橋　和雄 飯田市 池場　高男

東御市 持田　厚 飯田市 櫻井　賢治

東御市 荻原　博行 飯田市 下平　和佐

小布施町 見海　勝彦 伊那市 池上　俊広

長野市 竹内　憲 伊那市 有賀　武彦

松本市 塩原　健 辰野町 大蔵　英雄

松本市 丸山　康久 辰野町 小澤　光範

松本市 奥原　正司 東信 佐久市 重野　秀一

塩尻市 牛山　和重 松本市 若井　常雄

安曇野市 三枝　雅彦 池田町 丸山　充博

安曇野市 近藤　正雄 金属プレス加工 中信 塩尻市 牛山　光正

塩尻市 山田　義仁 東信 上田市 三浦　啓司

松本市 八木澤　清隆 中信 松本市 高木　秀雄

松本市 島田　和義 南信 辰野町 小林　正志

茅野市 小池　將修 建築板金 東信 佐久市 中嶋　勉

諏訪市 後町　章 めっき 南信 諏訪市 岡部　憲一

飯田市 宮澤　良弘 東信 佐久市 重野　秀一

伊那市 後藤　孝保 長野市 久保田　勲

辰野町 松田　隆治 長野市 柳田　富士夫

宮田村 加藤　隆司 長野市 鈴木　正敏

駒ケ根市 竹村　幸司 長野市 三浦　敏昭

富士見町 細川　浩 須坂市 郷間　武

佐久穂町 小林　智 茅野市 竹内　國男

立科町 市川　敬夫 茅野市 酒井　貞明

佐久市 重野　秀一 諏訪市 北澤　猛

上田市 堀内　真紀子 下諏訪町 藤原　均

長野市 内山　元美 飯田市 櫻井　賢治

長野市 久保田　光夫 長野市 久保田　勲

長野市 加藤　正幸 須坂市 寺島　重夫

中野市 小林　国栄 高山村 小林　勝

中野市 矢嶋　俊文 千曲市 宮澤　守清

千曲市 宮澤　守清 松本市 鋤柄　寿

坂城町 岡田　忠重 安曇野市 中野　岳夫

松本市 大村　勤 池田町 赤田　弥寿文

松本市 鋤柄　寿 安曇野市 曽山　光祥

安曇野市 中野　岳夫 大桑村 小松　悟

池田町 丸山　充博 茅野市 家塚　恒夫

池田町 赤田　弥寿文 茅野市 藤森　好行

塩尻市 孫　益連 茅野市 渡辺　和義

茅野市 竹内　國男 茅野市 酒井　貞明

茅野市 水田　智行 諏訪市 北澤　猛

茅野市 渡辺　和義 諏訪市 小泉　充夫

東信

北信

中信

南信
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造園

東信

北信

中信

南信

機械加工 南信

放電加工
中信

鉄工

仕上げ

北信

南信

機械加工

機械検査

北信

中信

南信



職種 地区 市町村 氏名 職種 地区 市町村 氏名
下諏訪町 安　英輔 東信 小諸市 堀部　清一郎

岡谷市 小島　博志 長野市 横田　栄一

岡谷市 茅野　健一郎 長野市 鈴木　武則

岡谷市 山田　博史 プラスチック成形 東信 上田市 細川　稔

岡谷市 山﨑　素水 パン製造 中信 松本市 百瀬　靖夫

飯田市 櫻井　賢治 菓子製造 南信 伊那市 清水　紀光

伊那市 池上　俊広 北信 須坂市 中村　元保

長野市 村田　重信 諏訪市 伊藤　公雄

長野市 久保田　勲 飯田市 林　隆仁

長野市 鹿島　弘明 上田市 田口　卓也

長野市 加藤　正幸 上田市 田中　正一

須坂市 郷間　武 長野市 荻原　忠

須坂市 黒岩　基之 小川村 松田　金吾

塩尻市 牛山　光正 長野市 沖　大有

安曇野市 曽山　光祥 中野市 阿部　茂

塩尻市 孫　益連 千曲市 待井　一徳

岡谷市 小口　眞喜男 松本市 山田　芳孝

茅野市 家塚　恒夫 白馬村 中村　茂

茅野市 藤森　好行 飯田市 森　壽弘

茅野市 吉池　優 飯田市 吉沢　朝一

茅野市 酒井　貞明 中信 松本市 谷崎　詠亮

諏訪市 小泉　充夫 喬木村 松澤　清

下諏訪町 森　安夫 喬木村 松澤　克友

下諏訪町 矢島　幸治 左官 北信 長野市 善財　真一

岡谷市 茅野　健一郎 北信 須坂市 原田　泰彦

岡谷市 山田　博史 松本市 岡村　欣二

岡谷市 山﨑　素水 安曇野市 尾澤　一則

飯田市 櫻井　賢治 型枠施工 南信 飯田市 森　壽弘

辰野町 大蔵　英雄 防水施工 北信 長野市 徳武　秀行

辰野町 奥田　崇 長野市 小布施　孝幸

富士見町 武田　賢治 長野市 徳武　秀行

南箕輪村 林　寿郎 南信 辰野町 小野　一

北信 長野市 大峡　国昭 機械・プラント製図 中信 安曇野市 曽山　光祥

中信 安曇野市 横内　庄一 東信 小諸市 大柄　富義

南信 飯田市 櫻井　賢治 中信 松本市 滝口　孝一

長野市 古山　昭 南信 飯田市 桜井　優

長野市 久保田　勲 長野市 倉石　芳行

長野市 大峡　国昭 長野市 三上　和徳

中信 松本市 清水　忠男 山ノ内町 本間　宏次

南信 南箕輪村 林　寿郎 中信 安曇野市 花岡　啓祐

岡谷市 保木　啓志 伊那市 伊藤　君人

富士見町 武田　賢治 松川町 安藤　弘文

光学機器製造 南信 伊那市 飯島　寛史 塗装 中信 松本市 小川原　淨

中信 安曇野市 曽山　光祥 小諸市 矢島　英一

茅野市 酒井　貞明 上田市 一之瀬　公

諏訪市 小泉　充夫 中信 木曽町 小松　賢治

下諏訪町 森　安夫 下諏訪町 小松　郁清

飯田市 櫻井　賢治 岡谷市 小林　清彦

南箕輪村 林　寿郎 伊那市 北村　宏

北信 須坂市 原田　泰彦 伊那市 宮下　浩

松本市 岡村　欣二 辰野町 諏訪　和彦

安曇野市 尾澤　一則

染色 北信 長野市 林部　貢一

中信

南信

電子回路接続

機械検査 南信

北信

空気圧装置組立て
南信

冷凍空気調和機器施工

中信

建具製作

みそ製造

かわらぶき

印章彫刻

表装

電子機器組立て 北信

電気機器組立て

半導体製品製造 南信

機械保全

北信

南信

建築大工

東信

北信

中信

南信

南信

配管
中信

内装仕上げ施工
北信

北信

南信

時計修理

東信

南信


