
筑西市観光協会　会員
平成27年6月15日現在

事業所 代表者

吉田総合開発㈱ 渡辺　芳男

江田建設工業㈱ 江田　隆

須藤金物店 須藤　利之

㈱ナカザワ 中澤　孝男

㈲盛昭軒 松本　明

飯泉商会 飯泉　洋一

三宅洋品店 三宅　匡

㈲竹内工務店 竹内　久雄

㈱ナカセツ 中島　義夫

山中建築 山中　透

ラーメン　めんや 亀田　俊夫

いろは寿司 菊池　正男

㈲改進タクシー 古池　健人

茶の大竹園 大竹　浩

㈱下館電業社 笠倉　勉

堀江建築設計事務所 堀江　清彦

個人 渡部　和巳

飯泉鉄工所 飯泉　森造

古池建築 古池　薫

酒のあさひや 高橋　由明

レディースキムラ 木村　隆志

衹園 小田　孝子

㈲筑波軒 笠原　保明

十一屋煎餅店 赤間　明

池内整骨院 池内　廣之

ヒロヤ 奥西　政登

牡丹 酒井　夕加利

女神輿玉依会 酒井　千絵美

㈲ミカド写真館 平石　和之

中央労働金庫　下館支店 野上　博克

㈱スズキ電化ストアー 鈴木　勝家

大町三商会 鈴木　勝家

㈲老田硝子店 老田　雄一

栄進堂印刷㈱ 永島　正樹

㈲十一屋商店 須藤　好美

㈲オイタ箪笥店 老田　幸枝

中村喜一郎商店 中村　鐵也

㈱花赤堂 赤尾　洋一

たけや寝具店 田島　克一

㈲コイケ洋品店 古池　耐一

山中洋服店 山中　保

佛京合成 佛京　修助

杉山印刷所 杉山　雄一

加藤理容所 鯉渕　要

羽黒神社宮司 濱田　人司

㈱ヤマグチヤ冷蔵 阿部　知江

しもだてマルシェ実行委員会 瀧　和子

下館盆踊り大会実行委員会 鈴木　勝家

明るい社会づくり推進協議会 荒　章雄

㈲近万商店 岩田　和久

泉町自治会 黒川　秀雄

謙信 齋藤　謙

㈱柳沢工務店 柳沢　克彦

下館商工会議所 木村　久男

ファッションハウス シラ井 白井　洋子



鶴見家具店 鶴見　貞夫

㈲喜作 秋山　保高

丸新商店 飯野　泰道

上野畜産㈲ 上野　好司

下館駅前商栄会 上野　好司

㈲フルハシ 鶴見　泰伸

ヘアールームナッシュ 斉藤　俊雄

㈲糸幸商店 石橋　良章

㈲アカシヤ洋品店 山田　賢一

不二家洋菓子店 木村　正藏

(名)下館ゴータク 新井　昇

㈱みたざき米穀 三反崎　規夫

㈲みつこし水産 水越　政男

珈琲ウィーン 鯉沼　由雄

瀧田建設㈱ 瀧田　富祐

両国寿し本店 堀江　哲郎

東日本旅客鉄道㈱下館駅 井上　伸二

下館鮮魚商業協同組合 水越　政男

㈱東日本銀行　下館支店 小林　努

セブンイレブン　筑西市役所前店 下条　正樹

居酒屋　天城 中根　紀継

スポーツ&キッチンバー　コルドン・ブルー 中根　紀継

日建学院筑西校 百目鬼　範夫

㈲中丸商会 中丸　伴能

乙女家 大山　誠

㈱マスゼン 諏訪　哲也

(財)波山先生記念会 関　正夫

㈱筑波銀行　筑西支店 長島　明伸

菓心ひろせ 広瀬　光男

医療法人宮田医院 宮田　信之

㈲石塚表具店 石塚　精持

中野デザイン社 中野　良一

㈲渋川商店 渋川　清

㈲なかい 中井　弘

堀江潔司法書士事務所 堀江　潔

西澤米穀店 西澤　利一

㈱渡辺工務店 渡辺　一矢

仁平写真館旭町店 仁平　三千雄

鈴木商事㈱ 鈴木　成基

筑西商事㈱ 大武　正夫

金井町睦会 小嶋　勝五郎

㈱ナカヤコーポレーション 小嶋　勝五郎

個人 瀧田　昌甫

㈲古谷野製めん所 古谷野　安章

㈲白井商店 白井　喜太郎

木村常吉商店㈱ 木村　益久

㈲草野石材店 草野　栄

中島商店 中島　美代子

本橋理容所 本橋　瑞夫

戸頃印刷所 戸頃　佳寿

小林提灯店 小林　静江

鈴木畜産㈱ 鈴木　孝明

布施染工場 布施　克己

工藤製菓 工藤　儀一

泉商会 泉　靖夫

㈲平塚園 平塚　秀樹

県西街商協同組合 小室　智哉

羽黒神社氏子総代会 吉永　博



㈲たちかわ 中西　悦夫

結城信用金庫　下館支店 宮永　久雄

協同組合　日専連しもだて 増渕　慎治

㈱サノヤ時計店 平澤　洋一

㈱菊池ふとん店 菊池　道則

㈱吉見屋 吉崎　正芳

㈱野間商店 野間　貴雄

㈱コンドー楽器 池田　新一

日向野履物店 日向野　光義

㈲永盛酒店 永盛　武

塙屋 塙　隆

レディスファッション吉江 吉江　一男

大黒屋商店 村上　利彦

㈲石川商店 石川　哲也

丸兼商事㈲ 塚本　兼正

レディースファッションHIROSE 広瀬　公彦

㈲諏訪書店 諏訪　光一

㈱ミハシ 金子　毅

㈱足利銀行　下館支店 高橋　浩昭

渡辺工業㈱ 渡辺　真一

直江医院 直江　哲郎

理容セキネ 関根　明洋

魚よし商店 小山　晴子

㈲老田百貨店 老田　滋

㈲湖月庵 上野　貴則

㈱細貝機械店 細貝　悦司

㈲つぼい 坪井　睦受

山口園茶舗 山口　捷宏

パウロ 大島　良子

㈲大武薬局 大武　久夫

大圃クリニック 大圃　弘

㈲リビングショップミタル 樽見　秀之

㈲ジョイノザワ 野澤　清司

㈲箱守プリント 古山　直司

エビコー 海老原　清

リーディング証券㈱下館支店 飯田　政幸

㈱常陽銀行　下館支店 前島　賢彰

㈲ミゾグチカバン店 溝口　哲也

ＲＩＹＡ１０９ 石井　莉佳

キッチンマンヨシ 鈴木　雅夫

下館土地㈱ 濱野　晴代

㈱ワイエスケイ 入田　好正

㈱ホテルニューつたや 滝田　宗浩

㈱新東 檜山　實男

㈲セバタメガネ 瀬畑　好

水戸信用金庫　下館支店 森谷　武治

メガネ・カメラ長谷川 長谷川　恵一

㈲田中商事 田中　啓樹

和菓子処　杉山 杉山　直次

下館さくら祭り実行委員会 須藤　仁廣

日本ハムファクトリー㈱茨城工場 江木　英樹

㈱アライワークス 黒坂　文章

富山コンクリート工業㈱ 冨山　一郎

㈱ノザワ設備工業 野沢　知弘

永井啓一税理士事務所 永井　啓一

㈱後藤 後藤　正則

㈱一本杉建築設計事務所 一本杉　洋

マルツータクシー 小嶋　勝五郎



下館飲食店組合 井上　高司

ちくせい観光ボランティアガイド協会 大和田　信雄

㈲中村組 中村　利夫

㈱マルシン 高橋　雅夫

㈲山川商店 山川　良一

小野沢工業㈱ 小野沢　保夫

筑西市郷土芸能保存連合会 園部　力

北つくば農業協同組合 國府田　利夫

㈲緑花館 中村　伸一

あいおいニッセイ同和損保㈱下館支社 遠藤　栄一

㈱三友企画 水柿　武

㈱高田観光 高田　喜一

㈱荻野設備 荻野　忠夫

㈱平成ホテル 新井　和雄

ＮＣ東日本コンクリート工業㈱ 大野　豊

㈲ビジネス旅館三水 池羽　康二

東鉄運輸土木㈱ 横山　政人

日立化成㈱　下館事業所 佐藤　計二

大内建設㈱ 大内　康意

㈱ハコモリ 箱守　茂樹

石塚産業㈱ 石塚　貴司

㈲落合工業所 落合　勇

㈲鈴木家庭電器商会 鈴木　光男

結城信用金庫　川島支店 渡辺　幸一

小川祇園囃子保存会 佐藤　孝一

川島蘭友会 宮田　整二

昭和産業㈱ 小林　逸男

和洋菓子　中川 中川　隆雄

平沢板金工業 平澤　一

関東道路㈱ 武藤　正浩

㈲池羽コンクリート工業 池羽　節夫

明月堂 中村　竹男

㈱筑波銀行　川島支店 小池　操

川島地区花火大会実行委員会 松崎　清

ワイエスディーメカトロシステムズ㈱ 吉田　秀夫

川島祭囃子保存会 菊池　忍

釜屋菓子店 古沢　文也

㈱小薬建設 小薬　拓巳

佐藤米菓㈲ 佐藤　昭

下館地区菓子組合 佐藤　昭

㈱田口工務店 田口　博康

下館山野草会 杉山　真智子

海老原食品 海老原　茂一

大洋クリーニング 堀越　洋一郎

中里印刷所 中里　泰久

作業服の寅さん 小川　キミ

㈱ユニゾンモバイル 須鎌　隆志

㈱ママダ 間々田　芳次

板忠自動車販売㈲ 髙橋　トシ

㈱サンメイツ 石井　茂雄

夫婦寝具㈱ 平澤　清

髙橋商会 髙橋　宏至

㈲八瀬園 瀬端　好宏

アキラ建設㈱ 志賀野　明範

小貝川花火の会 中澤　功一

㈱中山工務店 中山　和朗

㈱国府田 国府田　照喜

㈲須藤設備 須藤　洋治



㈲坂入園芸 坂入　勝治

羽黒神社伊達組 柴山　和己

下館第１工業団地連絡協議会 日立化成㈱　下館事業所

㈱広瀬印刷 広瀬　和夫

七福みそ 内藤　日出海

社会福祉法人征峯会 ピアしらとり 渡辺　和成

㈲ことぶき 和田　義雄

觀音寺 松居　照邦

筑西市しもだて子供みこし連合会 柴　伴男

㈱三協機材 須藤　勇作

中館大門さくらまつり実行委員会 永盛　幸司

㈱ナガモリ 永盛　かをる

朝日印刷㈱ 黒川　博之

まるほ食品㈱ 保坂　弘

上ホ醤油㈱ 保坂　正孝

雷神社湯立祭実行委員会 鈴木　聡

下館地区理容組合 瀬端　洋一

㈱新和コーポレーション 新井　誠

㈲谷部自動車整備工場 谷部　勝男

住化グリーン㈱　下館工場 河原　信裕

㈱柴建設 柴　直樹

㈲新井製麺所 新井　一江

㈱安秀工業 安達　一博

ダテックス㈱ 中野　克哉

㈱下館スポーツヴィラ 葛生　幹夫

堀江産業㈱ 堀江　新一

ダイヤモンドホール 濱野　晴代

㈱小野瀬フーズ 小野瀬　あや子

個人 岡本　功

日本盆栽協会　筑西支部 宮田　豊次

㈱カトー 加藤　昌美

茨城県信用組合　下館支店 会田　隆

㈱大島輪業 大島　清司

㈲カメラのゆきもと 行本　五十男

割烹「浜正」 黒沢　正

人形のネモト 星野　良一

㈱カスミフードスクエア　下館南店 小林　一弥

藤和商事㈱　レストラン　サンビオラ 初見　君夫

(医)平仁会 下館病院 新井　礼子

㈲扇屋 杉山　忠夫

㈱県西アロー住設 手面　和夫

㈱ケンショーエンタープライズ 杉山　光

㈱川田建材工業 川田　友正

㈲メゾンプチ 小林　康人

常総ビル整美㈱ 塚田　長剛

髙島石油店 髙島　正一

ファーマーズマーケットきらいち筑西店 国府田　利夫

㈱アーバンシステムコンサルタント 永盛　武

関彰商事㈱ 関　正夫

㈲ベガ 松井　 司

吉野交通観光バス㈲ 吉野　信夫

タムラ看板 田村　晃一

筑西食品衛生協会　下館支部 稲見　庄次

㈲鶴見設備工業 鶴見　洋治

株式会社　山新　下館店 太田　光晴

結城信用金庫　下館南支店 飯貝　泰朗

東和電気工事㈱ 坂場　三郎

㈱大島スポーツ 笹谷　忠



(社)下館青年会議所 堀江　智幸

ほっともっと下中山店 小幡　節子

㈲大正設備 正根寺　幸雄

下館地区民謡連合会 川田　将栄貴

筑西市地域女性団体連絡会 野澤　和子

㈱宮山 森　正治

猪ノ原桐材木工所 猪ノ原　昭廣

梨想の会 鳥生　厚夫

きぬや 永井　ミネ子

㈲舟善食品工業 竹内　善美

㈱西村製麺 西村　透

どすこいペア実行委員会 岩﨑　浩幸

日化メンテナンス㈱ 古谷野　貴千

㈱風實 栗島　俊一

㈲筑波あられ製造本舗 粟野　敬司

アグリショップ夢関城 飛田　一雄

つくばぷりん　ふじ屋 藤平　祐次

関口醸造㈱ 関口　恭史

来福酒造㈱ 藤村　俊文

筑西市商工会 関口　恭史

明野ふれあい工房 比企　せつ子

㈱農業法人宮山公園生産者協議会 松本　幸夫

明野ひまわりの里実行委員会 関口　修一

岡埜榮泉 海老澤　重久

筑西市商工会 大畑　良雄

ベーカリーハウス　ヤジマ 谷嶋　和男

ひがの製菓㈱ 日向野　博

小栗判官まつり実行委員会 岩渕　文典

筑西市商工会 下条　正男

三共貨物自動車㈱ 小倉　重則

㈲米本商店 米本　秀夫

㈲県西コピーセンター 海賀　晴美

筑西・桜川こだまスイカ産地女性の会 栗原　良枝

㈱広沢製作所 廣沢　實

㈱アイ・カンパニー 糸川　秀樹

東京警備保障㈱　つくば支社 墨野倉　和弘

㈲ファームオアシス（ラシーヌ） 篠﨑　毅

報徳壹圓塾 大和田　信雄

有限会社　菜香や 遠藤　記生

有限会社　太陽商事 大畑　芳道

ほろ酔い処　佑海 田中　博子


