


　長野県司法書士会会員名簿� （令和４年４月現在） 

◇この名簿では、会員を市町村毎に司法書士登録した順に掲載しています。 

飯　山　地　区

≪中野市≫ ☎0269

髙野　忠雄 中野市三好町一丁目 22-2775

関　うた子 中野市岩船 23-0873 ☆

目崎　元彦 中野市吉田 22-3486 ☆

塚田　隆文 中野市中央一丁目 22-3741 ☆

西澤　英治 中野市中央一丁目 24-7777 ☆

廣瀬　　守 中野市中野 22-3339

白井　善教 中野市中央三丁目 23-4546

池田　孝浩 中野市三好町一丁目 22-2775

佐藤　由基 中野市中央一丁目 38-0881 ☆

≪飯山市≫ ☎0269

小池　　清 飯山市飯山 62-2575 ☆

浦野　　忠 飯山市飯山 62-2212 ☆

湯本　　修 飯山市飯山 62-0143 ☆

吉越　　徹 飯山市飯山 62-2882 ☆

森　　時夫 飯山市飯山 62-5071

≪山ノ内町≫ ☎0269

黒岩　伯帆 山ノ内町平穏 33-3395 ☆

阿部　勇治 山ノ内町夜間瀬 38-0158

青木　英樹 山ノ内町平穏 33-1950 ☆

上　田　地　区

≪上田市≫ ☎0268

六川　弘道 上田市大手二丁目 24-6161

近藤　昭夫 上田市中央西二丁目 22-1674 ☆

後藤　健一 上田市中央四丁目 27-0203 ☆

渡邊　弘文 上田市中央西二丁目 24-9465 ☆

松澤　一志 上田市踏入二丁目 27-9276 ☆

竹内　克彦 上田市中丸子 42-7108 ☆

宮原　惠子 上田市五加 38-9272 ☆

杉浦　英夫 上田市上野 26-5241 ☆

金子　良夫 上田市中央五丁目 26-6011 ☆

内堀　誠司 上田市中央北二丁目 27-3150 ☆

宮入　健介 上田市中央一丁目 25-0381 ☆

室川　泰清 上田市上田原 28-8440 ☆

佐　久　地　区

≪小諸市≫ ☎0267

岩岡　重則 小諸市加増三丁目 22-5639

前田　博志 小諸市荒町一丁目 23-4447 ☆

小林　恭三 小諸市森山 22-0969

掛川　　哲 小諸市本町三丁目 26-5774 ☆

柳澤　菊男 小諸市滋野甲 23-4626 ☆

濱嶋加津男 小諸市和田 22-8523

荻原　　聰 小諸市御幸町一丁目 22-7193 ☆

渡邉　貴樹 小諸市紺屋町一丁目 31-6472 ☆

掛川　　保 小諸市御影新田 23-0139

井出　勇気 小諸市御影新田 41-6013 ☆

≪佐久市≫ ☎0267

細萱　忠敬 佐久市猿久保 68-2428 ☆

依田　清人 佐久市岩村田 67-3476 ☆

大井　秀夫 佐久市猿久保 68-3125 ☆

清水みつ子 佐久市佐久平駅南 68-5848 ☆

遠山　雅子 佐久市臼田 82-2554 ☆

和田　洋子 佐久市中込 63-5153 ☆

依田　淑史 佐久市佐久平駅南 66-3567 ☆

宮川　　巧 佐久市望月 78-5637 ☆

山際　隆浩 （司法書士法人山際・竹花合同事務所）

佐久市岩村田 66-3344 ☆

竹花由紀子 （司法書士法人山際・竹花合同事務所）

佐久市岩村田 66-3344 ☆

竹野　鉄司 佐久市佐久平駅北 66-7100 ☆

市川　　司 佐久市佐久平駅北 66-7100 ☆

手川　芳雄 佐久市岩村田 66-6733 ☆

石山　世一 佐久市中込 78-5505 ☆

田中　直己 佐久市中込 78-5391

髙見澤美穂 （さく市民法務司法書士事務所）

佐久市野沢 78-3077 ☆

髙　　裕次 佐久市中込 62-2471 ☆

渡邉　　優 佐久市佐久平駅北 66-7100

大井　和成 佐久市三塚 88-7983

柚木　健二 佐久市岩村田 88-7670

≪小海町≫ ☎0267

黒澤　直樹 小海町小海 92-3011 ☆

≪佐久穂町≫ ☎0267

篠原　友夫 佐久穂町海瀬 86-3785

≪軽井沢町≫ ☎0267

美才治健二郎 軽井沢町長倉 45-8188

塚田ウラジミル 軽井沢町長倉 45-0185

長谷川　修 軽井沢町長倉 44-3531 ☆

長　野　地　区

≪長野市≫ ☎026

藏之内充長 長野市県町 232-2148 ☆

中澤　董雄 長野市松代町松代 278-2056

武田　尚良 長野市居町 244-8877 ☆

松山　嘉道 長野市花咲町 235-1690 ☆

岡田　邦夫 長野市旭町 235-3888

今井　武利 長野市新諏訪一丁目 234-5845

野口英太郎 長野市鶴賀緑町 232-7687 ☆

内山　佑一 長野市三輪八丁目 235-3484 ☆

風間　邦光 長野市中御所 228-2711 ☆

田幸　良友 長野市合戦場二丁目 292-5418 ☆

堀　　英世 長野市県町 234-0874 ☆

青木　真一 長野市西後町 233-2244 ☆

吉池　　章 長野市松代町松代 278-8592 ☆

千野　正嗣 長野市鶴賀田町 235-0733 ☆

真島　吉信 長野市篠ノ井小森 293-5664

永原　　学 長野市檀田二丁目 263-8431 ☆

山田　富治 長野市箱清水一丁目 235-1878 ☆

江尻　克雄 長野市南県町 235-2293 ☆

室賀真喜男 長野市東和田 219-1501 ☆

羽田　紀子 長野市青木島町青木島乙 285-3420 ☆

今井　一成 長野市西尾張部 259-2200 ☆

德竹　春近 長野市鶴賀 223-5856 ☆

山口　　亨 長野市妻科 233-0181 ☆

大内　健一 長野市安茂里 225-7115

丸山　孝一 長野市徳間 244-6335 ☆

塚田　哲也 （ながのリーガルオフィス）

長野市県町 234-0080 ☆

畔上　　豊 長野市三輪八丁目 214-3785

保科　宏幸 長野市石渡 254-5602 ☆

小林　雅希 長野市中御所岡田町 268-0091 ☆

酒井　勇樹 長野市三本柳西二丁目 286-6330 ☆

渡辺由希子 長野市石渡 254-5602 ☆

柄澤　周平 長野市豊野町南郷 257-3514

北村　通將 長野市稲田三丁目 263-6069

小松　文明 長野市川中島町上氷鉋 286-5468

鈴木　良明 長野市三輪三丁目 241-1168

市村　千秋 長野市篠ノ井御幣川 214-6677

野村　和正 長野市桐原一丁目 263-0448 ☆

佐藤　利一 （葉月司法書士合同事務所）

長野市若里七丁目 227-3688 ☆

渡邊　晃弘 長野市青木島一丁目 285-9744 ☆

竹内　利一 長野市箱清水一丁目 466-6212 ☆

清水　榮樹 長野市若穂綿内 214-2554

影嶋　広志 （司法書士法人あい和リーガルフロンティア）

長野市南千歳一丁目 269-8777 ☆

勝田　貴子 長野市石渡 217-4230 ☆

宮川　洋一 長野市稲田二丁目 266-0094 ☆

柄澤　定夫 長野市柳原 295-1758

帶刀　裕子 （ながの司法書士法人）

長野市鶴賀田町 217-5305 ☆

傳田今朝廣 長野市三輪九丁目 262-1012

跡部　美幸 長野市上松四丁目 225-9637 ☆

髙山　正義 （ながの司法書士法人）

長野市鶴賀田町 217-5305 ☆

塚田　良治 長野市松代町松代 274-5578 ☆

峯村　伸吾 長野市東和田 274-5641 ☆

寮　　亜樹 長野市金箱 296-3694 ☆

松本　　陽 （ながの司法書士法人）

長野市鶴賀田町 217-5305 ☆

宮野尾昌平 長野市三輪八丁目 262-1706 ☆

丒山　師男 長野市西三才 295-0577

原　　俊春 長野市上松四丁目 217-5837

松島　　仁 長野市稲葉 214-5790 ☆

関﨑　久則 長野市信州新町新町 262-4795

丸田裕次郎 長野市岡田町 228-2821 ☆

田幸　佑介 長野市川中島町上氷鉋 247-8452 ☆

小林　　誠 長野市信更町田野口 290-3848

佐藤　　廉 長野市三輪五丁目 232-0691 ☆

小谷美和子 長野市新町 217-8421 ☆

町田　純一 長野市篠ノ井小松原 274-5977

木幡　泰雄 長野市青木島町大塚 214-9261 ☆

山下　弘樹 長野市篠ノ井布施五明 293-2630 ☆

清水　寛之 長野市神明 291-1747 ☆

檜山　大地 長野市稲田一丁目 219-6825 ☆

鈴木　祐介 長野市安茂里 405-9224

小布施光朗 長野市篠ノ井布施五明 213-4426 ☆

白木　聡史 （葉月司法書士合同事務所）

長野市若里七丁目 466-6259 ☆

吉村　広美 （ながの司法書士法人）

長野市鶴賀田町 217-5305 ☆

大輪　宏明 長野市柳町 266-0740 ☆

米澤　一憲 （ＩＮ登記事務所）

長野市七瀬 229-6312

藤本　尚孝 長野市柳町 266-0740

≪須坂市≫ ☎026

中村　則雄 須坂市須坂 246-0300 ☆

中野　俊幸 須坂市須坂 245-1573

山下　高広 須坂市須坂 245-1695 ☆

割田　秀世 須坂市田の神 245-2315

宮島　明彦 須坂市墨坂南二丁目 248-3962 ☆

堀内　幸一 須坂市須坂 245-7522 ☆

小林　俊文 須坂市井上 248-8488 ☆

深澤　正樹 須坂市塩川 245-2768 ☆

齊藤　孝典 須坂市須坂 246-8979 ☆

内舩　正俊 須坂市幸高 242-5266

新村　征之 須坂市須坂 214-8323 ☆

宮澤　智史 須坂市米持 248-1780 ☆

≪千曲市≫ ☎026

色部　由春 千曲市磯部 275-1487

和田　誠一 千曲市粟佐 273-4838 ☆

赤塚　俊雄 千曲市桜堂 285-9921

菊池　秀和 （ちくま司法書士事務所）

千曲市粟佐 214-8291 ☆

加藤　　章 （科野の里司法事務所）

千曲市粟佐 214-9275 ☆

北澤　正啓 千曲市粟佐 214-3776 ☆

木島　政広 千曲市上徳間 247-8826 ☆

笠井　恵三 千曲市戸倉 275-0324 ☆

小野　牧雄 千曲市八幡 273-0039

西村　芳郎 千曲市磯部 276-3418

≪小布施町≫ ☎026

関口　実夫 小布施町小布施 247-5284

小林　祥子 小布施町小布施 405-9007 ☆

≪信濃町≫ ☎026

小林みち代 信濃町柏原 255-2020 ☆

≪飯綱町≫ ☎026

丸山　俊樹 飯綱町牟礼 253-3071 ☆

髙野　哲浩 飯綱町牟礼 253-2129 ☆

小林　竜朗 上田市常磐城五丁目 22-8110

荻原世志成 上田市中央四丁目 29-1860 ☆

飯出　俊直 上田市上田原 21-5071

清水　敏彦 上田市中央二丁目 28-0777 ☆

松澤　敏彦 上田市本郷 39-4701

宮澤　　文 上田市中央四丁目 29-1860 ☆

千野　祐樹 上田市緑が丘一丁目 23-3277 ☆

井出　秀紀 上田市中之条 75-6040 ☆

松井　重德 上田市神畑 75-7741

倉澤健太郎 上田市上田原 27-5009 ☆

髙野　智宏 上田市中央北三丁目 22-7444 ☆

瀬在　武彦 上田市上塩尻 75-9085

塩川　洋昌 （上田佐久司法書士事務所）

上田市中央西一丁目 71-0485 ☆

蓑輪　智矢 上田市天神四丁目 26-7200 ☆

宮下　栄哉 上田市上田原 27-5009 ☆

小林多佳史 上田市古里 24-3989

北澤　真一 上田市中央五丁目 27-7766 ☆

竹村　茂明 上田市小牧 22-3906 ☆

田村　　斎 上田市五加 38-9272 ☆

髙野　光代 上田市中央北三丁目 22-7444 ☆

荒井　良雄 上田市福田 75-0656 ☆

≪東御市≫ ☎0268

土屋　和枝 東御市常田 62-3479

堀　　文和 東御市田中 64-2057

有賀　　剛 （とうみ司法書士事務所）

東御市滋野乙 64-2596 ☆

日野　敬輔 東御市田中 62-6996 ☆

山浦　邦博 東御市滋野甲 63-5029

東城　正彦 （とうみ司法書士事務所）

東御市滋野乙 64-2596

≪坂城町≫ ☎0268

須藤　　亮 坂城町坂城 75-5910 ☆

大　町　地　区

≪大町市≫ ☎0261

菅澤　英海 大町市大町 23-7855 ☆

久保田利夫 大町市大町 23-3545

平林　成夫 大町市大町 85-2515 ☆

髙山　典和 大町市大町 85-2338 ☆

≪池田町≫ ☎0261

荒井　次郎 池田町会染 62-5574

≪白馬村≫ ☎0261

帶金　康祐 白馬村北城 72-8222 ☆

松　本　地　区

≪松本市≫ ☎0263

池上　博久 松本市中央三丁目 35-0586 ☆

木下　政久 松本市蟻ケ崎六丁目 33-9241 ☆

古川　静男 （司法書士法人古川綜合事務所）

松本市白板一丁目 35-9188 ☆

古畑　忠男 松本市島立 47-5848 ☆

荒井　健治 松本市沢村三丁目 35-2385 ☆

小岩井　晶 松本市北深志一丁目 33-2277 ☆

飯島　　勧 松本市北深志一丁目 36-7568 ☆

出口　雅司 松本市沢村二丁目 35-3232 ☆

松田　　清 松本市新橋 35-2008 ☆

小山長一郎 松本市大手一丁目 34-4422 ☆

藤木　　茂 松本市蟻ケ崎二丁目 33-5693 ☆

山本　　雅 松本市岡田松岡 46-7435 ☆

山岸　英史 松本市島内 48-2090

大出　　繁 松本市大手一丁目 34-4422 ☆

浅田　正廣 松本市神林 86-3303

相澤　金義 松本市大手五丁目 32-3478

太田　知孝 （司法書士太田丸山総合事務所） 

松本市出川一丁目 24-0080 ☆

寺嶋　正樹 （こまくさ司法書士事務所）

松本市蟻ケ崎三丁目 33-8215 ☆

𡈽橋　秀俊 松本市平田東一丁目 50-7735 ☆

小林香代子 松本市並柳一丁目 29-0702 ☆

村田　健二 松本市野溝東一丁目 87-3231 ☆

曽根原秀典 松本市大手一丁目 87-1233 ☆

小松　和茂 松本市桐三丁目 88-7014 ☆

鎌崎幸太郎 （司法書士法人鎌崎・新村事務所）

松本市島立 88-8111 ☆

新村　孝幸 （司法書士法人鎌崎・新村事務所）

松本市島立 88-8111 ☆

川上　真吾 松本市村井町南一丁目 85-3268 ☆

森本　貴裕 松本市村井町北一丁目 88-2601 ☆

矢島　裕二 松本市沢村三丁目 50-8891 ☆

大久保　學 松本市島立 50-8018

横井　和雄 （中日本司法書士事務所）

松本市中央三丁目 50-9912 ☆

丸山　和志 （司法書士太田丸山総合事務所）

松本市出川一丁目 24-0080 ☆

林　　　修 松本市寿北六丁目 88-6947 ☆

細川　　悠 （司法書士法人古川綜合事務所）

松本市白板一丁目 35-9188 ☆

竹野入美奈子 松本市里山辺 87-1114 ☆

小林　一隆 松本市蟻ケ崎四丁目 31-3760 ☆

髙山　浩明 （司法書士法人鎌崎・新村事務所）

松本市島立 88-8111 ☆

舘島　　豪 松本市大手一丁目 87-8891 ☆

降籏　　桂 （ながの司法書士法人）

松本市双葉 87-2065 ☆

小岩　博幸 松本市石芝三丁目 50-5440

西村　卓真 （司法書士法人古川綜合事務所）

松本市白板一丁目 35-9188 ☆

小松　良則 （ライツ法務司法書士事務所）

軽井沢町長倉 41-0967 ☆

佐藤　郁恵 軽井沢町長倉 41-0231 ☆

≪御代田町≫ ☎0267

古越　正人 御代田町御代田 32-4029

≪立科町≫ ☎0267

齊藤　保好 立科町芦田 56-2263 ☆

中澤　邦雄 立科町桐原 56-1562

≪川上村≫ ☎0267

由井　大亮 川上村御所平 77-7097 ☆

木　曽　地　区

≪上松町≫ ☎0264

砂山　文明 上松町小川 52-4228

≪木曽町≫ ☎0264

山田　健治 木曽町福島 23-2429

今井　洋明 木曽町福島 23-2981 ☆

奥原　秀孝 木曽町福島 24-2377 ☆

小坂　智文 木曽町福島 24-2377 ☆

諏　訪　地　区

≪岡谷市≫ ☎0266

原田　昭二 岡谷市成田町一丁目 22-1450 ☆

西村　計男 岡谷市本町四丁目 22-6723

小口　一成 岡谷市塚間町二丁目 75-9102 ☆

山﨑　孝文 岡谷市本町一丁目 22-1747 ☆

髙林　智洋 岡谷市湖畔二丁目 23-0377 ☆

湯本　芳明 岡谷市銀座一丁目 23-0587 ☆

原田　智子 岡谷市成田町一丁目 22-1450 ☆

≪諏訪市≫ ☎0266

上原　隆利 諏訪市湯の脇二丁目 58-5247 ☆

小池　洋介 諏訪市中洲 52-3411 ☆

花岡　秀明 諏訪市清水一丁目 54-2016 ☆

藤森　智明 諏訪市湖岸通り四丁目 57-2776 ☆

善治　直樹 諏訪市中洲 78-6923 ☆

≪茅野市≫ ☎0266

牛山福太郎 茅野市仲町 72-0777 ☆

朝倉　秀樹 茅野市北山 77-2593

立石　邦廣 茅野市ちの 73-5377 ☆

田中　淳喜 茅野市塚原二丁目 72-9371 ☆

國枝　弘之 茅野市本町西 72-9607 ☆

北澤　平吉 茅野市仲町 75-2518 ☆

立石　恭子 茅野市ちの 73-5377 ☆

堀内　大峰 茅野市ちの 78-3693 ☆

栁平　奈美 （やなぎだいら司法書士事務所）

茅野市豊平泉 090-1058-3337 ☆

≪下諏訪町≫ ☎0266

小口由企夫 下諏訪町 28-2275 ☆

森田　政彦 下諏訪町 28-0011 ☆

塩原　孝幸 下諏訪町 27-2701

河 　　勲 下諏訪町 55-6836 ☆

松田　裕成 松本市今井 50-3567 ☆

召田　正悟 松本市本庄一丁目 31-6522 ☆

上條　孝幸 （ながの司法書士法人）

松本市双葉 87-2065 ☆

小林　あき （中日本司法書士事務所）

松本市中央三丁目 50-9912 ☆

佐々木英明 松本市深志三丁目 88-2968 ☆

田島　喬樹 松本市大村 45-0575

大浦　美季 松本市村井町南一丁目 85-3268 ☆

小林　雅也 松本市大手一丁目 32-6395

大森　重男 松本市白板一丁目 50-8693

松澤　浩一 松本市島立 080-5140-0251

≪塩尻市≫ ☎0263

篠原　輝義 塩尻市広丘堅石 52-4436 ☆

永原　克彦 塩尻市大門 52-2882 ☆

野澤　貞人 塩尻市大門六番町 53-7212 ☆

百瀬　昌宏 塩尻市大門八番町 52-2860 ☆

井沢　英明 塩尻市広丘野村 53-7111 ☆

北沢　浩明 塩尻市広丘吉田 87-7706 ☆

伊藤　　顯 塩尻市大門七番町 52-0334

≪安曇野市≫ ☎0263

唐澤　鎭江 安曇野市穂高 82-6086 ☆

丸山　秀彦 安曇野市穂高 82-6730

唐澤　武志 安曇野市明科七貴 62-5765

黒澤　幸恵 安曇野市豊科 88-8250 ☆

小川原　哲 安曇野市豊科田沢 55-4077 ☆

小山　浩正 安曇野市豊科高家 88-7301 ☆

小穴　智美 安曇野市三郷温 77-7144 ☆

髙橋　典子 安曇野市豊科田沢 72-2805 ☆

内川　　隆 安曇野市豊科南穂高 31-0918 ☆

内川　　恵 安曇野市豊科南穂高 31-0918 ☆

平林　正章 安曇野市穂高 87-0160

高橋　克実 安曇野市穂高柏原 87-6180 ☆

（注）１　☆印は司法書士法第３条第２項にいう、簡裁訴訟代理等関係業務（訴額140万円以下のもの）
を行うことができる者として認定された司法書士です。

　　　２　発行日以降の異動については、当会ホームページにてご確認ください。

飯　田　地　区

≪飯田市≫ ☎0265

細井　敏通 飯田市上殿岡 25-1155 ☆

小林　正幸 飯田市中央通り三丁目 21-2200 ☆

木下　伸二 飯田市大瀬木 25-1525 ☆

小林　多門 飯田市大王路二丁目 53-0020

林　　俊明 飯田市宮の前 24-2870 ☆

田中　清文 飯田市松尾明 24-7961 ☆

菅原　政宏 飯田市中村 25-9123 ☆

本田　　誠 （末広法務司法書士事務所）

飯田市扇町 59-7245 ☆

登内　義明 飯田市上郷黒田 22-0306

福澤　正博 飯田市座光寺 49-8537

徳武　達生 飯田市座光寺 53-3068

中島　葊始 飯田市大瀬木 25-3018

木下　和馬 飯田市大瀬木 25-1525

≪松川町≫ ☎0265

矢澤　宗彦 松川町元大島 36-2158 ☆

≪高森町≫ ☎0265

清水　俊平 高森町下市田 48-0315 ☆

北原　喜好 高森町下市田 35-4018

≪阿智村≫ ☎0265

柴田　智行 阿智村駒場 48-5586 ☆

≪喬木村≫ ☎0265

中島　　強 喬木村 49-8571 ☆

≪豊丘村≫ ☎0265

大澤　智秋 豊丘村神稲 35-5849

伊　那　地　区

≪伊那市≫ ☎0265

湯澤　房利 伊那市高遠町小原 94-2354 ☆

齊藤　喜啓 伊那市狐島 72-7511 ☆

北原　和之 伊那市上新田 78-5754 ☆

戸田　雅博 伊那市中央 76-2237 ☆

熊谷　　健 伊那市山寺 72-4480 ☆

宮下　直彦 伊那市上新田 76-1918 ☆

宮原　敏道 伊那市上牧 72-6027 ☆

齋藤　　敬 伊那市美篶 78-4628 ☆

大住　英昭 伊那市境 72-6846 ☆

中村　和史 （アルプス司法書士事務所）

伊那市上新田 98-8873 ☆

上村　孝浩 伊那市美篶 78-1508 ☆

峰村　千明 伊那市高遠町小原 94-2354 ☆

≪駒ヶ根市≫ ☎0265

堀内　　睦 駒ヶ根市上穂北 82-2651

古田　　功 駒ヶ根市赤穂 83-0475 ☆

唐沢　　亨 駒ヶ根市上穂南 83-5046

矢澤　　茂 駒ヶ根市赤須東 83-2266 ☆

小林　美穂 駒ヶ根市上穂南 83-5046 ☆

古田　千洋 駒ヶ根市赤穂 83-0475 ☆

中島　秀樹 （あすなろ司法書士事務所）

駒ヶ根市赤穂 95-4071 ☆

≪辰野町≫ ☎0266

宮澤　亮介 辰野町伊那富 41-2551

有賀　　博 辰野町中央 41-3017

川村　和康 辰野町平出 41-0439 ☆

赤羽　教良 辰野町伊那富 41-3288

≪箕輪町≫ ☎0265

大塚　史朗 箕輪町中箕輪 79-6012

野澤　正平 箕輪町中箕輪 79-6384

依田千代子 箕輪町中箕輪 98-8799 ☆

上島　政臣 箕輪町中箕輪 98-7747 ☆

荻原うらら （おぎはら司法書士法人）

箕輪町中箕輪 79-2315 ☆

野澤　賢一 箕輪町中箕輪 79-6384 ☆

林　　　優 箕輪町中箕輪 95-2870

≪南箕輪村≫ ☎0265

清水　敏文 南箕輪村 76-6464 ☆

≪中川村≫ ☎0265

出崎未那子 中川村片桐 98-0625 ☆

≪宮田村≫ ☎0265

富田あさみ 宮田村 98-8465 ☆

≪富士見町≫ ☎0266

折井まさ子 富士見町落合 62-2321 ☆

植松　陽子 富士見町落合 61-2077 ☆

≪原村≫ ☎0266

長田　秀夫 原村 79-6090 ☆


