
NO 氏　　　　名 所属団体 NO 氏　　　　名 所属団体
1 青柳　淳一 シャトー 70 砂田　昌司 キューピー薬局

2 麻王　伝兵衛 71 関山　博夫 あわらグランドホテル

3 浅野　耕市 浅野耕月堂 72 孫　苗 （株）旺旺　ウァンウァン

4 安宅　道人 京福バス㈱ 73 高木　義幸 高木商店

5 荒谷　修一 （有）あっしゅ 74 高橋　啓一 （有）高橋尚文堂

6 あわら宵市実行委員会 75 竹内　正文 丸の内観光土産店

7 石山　裕一 山形屋（有） 76 竹田　勝利 北潟地区

8 磯澤みどり ㈱ファニープロダクション 77 武田　圭子 芦原温泉芸妓協同組合

9 伊藤　和幸 芦原温泉旅館協同組合 78 竹田　彦一 花の宿福寿

10 伊藤　和幸 まつや千千 79 竹村　長佑 北潟湖畔荘

11 伊藤　博行 源の屋 80 竹村　壽一 芦原温泉鍼灸マッサージ師協同組合

12 伊藤　由紀夫 清風荘 81 田嶋　直和 アド・プラス

13 今井　秀明 （有）今井精肉店 82 立尾　章英 白和荘

14 今出　恵勇 ㈱イマデ食品 83 田中　勝 御菓子司　なんば屋

15 内田　秀信 大信金物 84 谷口　慎一 越前カントリークラブ

16 内田　瑞江 瑞香園 85 田畑　裕一朗　 ㈱ラジオタバタ

17 江口　寿茂 新富繁栄会 86 玉川　一男 ㈱たまがわ

18 NPO法人ピアファーム NPO法人ピアファーム 87 塚谷　光欣 福井ツバメ商事（有）芦原営業所

19 大井　佳名子 （株）ＡＮＳＷＲ 88 筒井　政善 都タクシー㈱

20 大井　正 ㈱ダイデン 89 出口　隆弘 ㈱エクシート

21 大江戸温泉物語あわら 大江戸温泉物語あわら 90 出店　亨 (有)芦原造園

22 岡崎　史人 ㈱金津相互タクシー 91 寺尾　毅 福乃家

23 奥中　秀尚 （有）奉仕堂 92 土岐　良一 金津祭り保存会（事務局：住田）

24 奥村　隆司 べにや 93 手井　進 クロスポイント

25 奥村　智代 女将の会 94 見沢　理
花咲ふくい農業協同組合芦原基幹
支店

26 桶本　達 桶本商店 95 土橋　秀人 Jネットレンタカー

27 小幡　文雄 （有）フォト・オバタ 96 今田　美智治 芦親会（あわら温泉調理師会）

28 小浜　弘範 はまや 97 新山　光昭 オトライブ　ニイヤマ

29 加戸　博春 加戸湖月堂 98 丹尾　正己 福井県観光開発㈱

30 金子　安雄 （有）アンディ 99 西辻　一真 (株)JIN

31 (株)アイビックス (株)アイビックス 100 西田　芳夫 新富繁栄会　（有）ニシタ

32 (株)トヨタレンタリース福井 (株)トヨタレンタリース福井 101 西村　幸起 ミエリフォトデザイン

33 (株)福井新聞ＰＲｾﾝﾀｰ (株)福井新聞ＰＲｾﾝﾀｰ 102 芳賀　雅右 ㈱ソディック

34 金房　昭太郎 かねふさフードショップ 103 橋本　浩二 オフィスリンク

35 金本　春泰 （有）アルプス 104 久田　恭司 (株)三丹本店

36 上山　孝俊 （株）ユーズテクノ 105 久野　行紀 久野印刷㈱

37 川上　静子 （有）川上クリーニング店 106 谷川　崇 ㈱北陸銀行芦原支店

38 川尻　幸夫 ケイカン交通㈱ 107 平山　泰弘 大人の湯宿　つるや

39 河原　幸雄 （有）温泉タクシー 108 藤井　和代 カメハメハ大農場

40 北風　瑞夫 万両網同好会代表 109 藤木　隆文 ふじきファッション衣料

41 北嶋　雅美 そば処日の出食堂 110 藤嶋　芳雄 （有）藤嶋食品

42 山﨑　忍 JR芦原温泉駅長 111 前　文章 art　ｄｅｓｉｇｎ　ｅND　LLC

43 北野　修一 （有）カナヅスポーツ 112 前川　長慶 芝政観光開発㈱

44 久世　秀子　 芦原焼窯元 113 前田　健二 美松

45 栗原　栄子 栗原商店 114 牧田　光司 みまつ名産ストアー

46 小木　利之 小木電機（有） 115 牧田　昌純 ぬくもりの宿　灰屋

47 笹原　規央 ㈱福井銀行芦原支店 116 松田　祥美 だるまや菓舗

48 後藤　義明 （有）後藤設備工業所 117 松原　淑裕 あわら観光㈱

49 小西　晧 (株)グリーンシェルター 118 三宅　明美 もんや

50 小西　敬三 （有）小西食堂 119 三上　徹 三上萬国堂

51 小西　義博 長谷川 120 三谷設備株式会社 三谷設備株式会社

52 近藤　善昭 近藤酒店 121 美濃屋　啓晶 みのや泰平閣

53 齊藤　力 (有)牛若丸産業 122 向　重紀 向勇苑（造園）

54 阪田　恭弘 （有）阪田薬局 123 森本　裕之 トッパン・フォームズ㈱

55 肴屋　勲 肴屋　鮮魚 124 森下　沙貴 Ｈａｍｓａ

56 佐々木　大二郎 えちぜん鉄道㈱ 125 八木　康史 ヤギカンバン

57 佐々木　享 ゆけむり珈琲店 126 八木　眞一郎 ホテル八木

58 笹原　修之 （有）ハロープリント 127 八木　秀雄 民宿　八木

59 笹原　博之 すててこ（株） 128 竹内　俊二 福井信用金庫芦原支店

60 柴田　堅治 湯元の宿　芦原荘 129 山口　 透 グランディア芳泉

61 嶋崎　祐一 ㈱コーワ（セントピアあわら） 130 山﨑　博三 剱岳文化共栄会

62 清水　千恵子 夢屋　華筑紫 131 山田　正行 山田電気商会

63 下出　芳和 （有）下出商店 132 山本　篤 吉崎語り部の会

64 下村　耕一 下村写真館 133 吉田　太一 カフェレストラン　オレンジ

65 下村　文則 (株)ＩＳ保険企画 134 吉田　知奈 Ｃａnal　Ｐｒｅｓｓ

66 信頼の森 ㈱ダイナム 135 ライトスタッフ ライトスタッフ

67 末富　攻 吉崎振興会 136 吉村　裕光 ヨシムラ洋菓子店

68 鈴木　奈緒子 特定非営利活動法人awarart 137 蓮如上人記念館 蓮如上人記念館

69 鈴村　哲 （有）スズムラ 138 和田　達昭 見谷屋　吉崎観光センター



H２８年度　現在　１３８名


