
（2017年6月1日現在）

1 (株)アイザック 代表取締役社長 石﨑　由則

2 アイシン軽金属(株) 代表取締役社長 河原　嘉史

3 アイティオ(株) 代表取締役社長 伊東　潤一郎

4 朝日印刷(株) 代表取締役社長 濱　　　尚

5 アルビス(株) 代表取締役社長 大森　　実

6 (株)池田模範堂 代表取締役社長 池田　嘉津弘

7 イセ食品(株) 代表取締役社長 伊勢　俊太郎

8 オーアイ工業(株) 代表取締役社長 大愛　高義

9 (株)大谷工業 取締役 川原　　隆

10 (株)岡部 代表取締役 稲積　欣治

11 (株)カナモリ 取締役会長 金森　清伸

12 金森産業(株) 代表取締役会長 金森　米男

13 川田工業(株) 専務取締役 川田　紳一

14 関西電力(株)北陸支社 理事 支社長 多田　隆司

15 北日本印刷(株) 代表取締役社長 川口　秀春

16 (株)北日本新聞社 代表取締役社長 板倉　　均

17 北日本放送(株) 代表取締役社長 横山　哲夫

18 キタムラ機械(株) 代表取締役社長 北村　彰浩

19 協和ファーマケミカル(株) 代表取締役社長 大島　悦男

20 (株)廣貫堂 取締役社長 塩井　保彦

21 コーセル(株) 代表取締役社長 谷川　正人

22 特定医療法人財団五省会 理事長 西能　　淳

23 コマツＮＴＣ(株) 代表取締役社長 杉野　高広

24 コマツキャステックス(株) 代表取締役社長 岩崎　章夫

25 金剛化学(株) 取締役社長 金森　俊樹

26 サカヰ産業(株) 代表取締役社長 櫻井　二郎

27 サクラパックス(株) 代表取締役社長 橋本　　淳

28 佐藤工業(株)北陸支店 執行役員支店長 金子　政史

29 三光合成(株) 代表取締役社長 黒田　健宗

30 ＪＦＥマテリアル(株) 代表取締役社長 西村　博文

31 (株)シキノハイテック 代表取締役会長兼社長 塚田　　隆

32 十全化学(株) 取締役社長 宇川　敏夫

33 新日本海重工業(株) 代表取締役社長 釣谷　邦男

34 (株)スギノマシン 代表取締役会長 杉野　芳宏

35 (株)セキノ興産 代表取締役社長 関野　光俊

36 第一薬品工業(株) 代表取締役社長 寺田　　敦

37 ダイト(株) 代表取締役社長 大津賀　保信
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38 (株)大和 富山店 取締役店長 岡本　志郎

39 高岡交通(株) 代表取締役社長 渡辺　守人

40 高岡信用金庫 理事長 在田　長生

41 立山科学工業(株) 代表取締役社長 水口　昭一郎

42 立山黒部貫光(株) 代表取締役社長 佐伯　　博

43 立山製紙(株) 代表取締役社長 増田　基由

44 田中精密工業(株) 代表取締役 社長執行役員 長岡　　隆

45 (株)チューエツ 代表取締役社長 山影　有三

46 中越合金鋳工(株) 代表取締役社長 本多　真貴

47 (株)チューリップテレビ 代表取締役社長 山下　清胤

48 津根精機(株) 代表取締役社長 津根　良彦

49 テイカ製薬(株) 代表取締役社長 松井　竹史

50 鉄道機器(株)富山工場 常務取締役工場長 横田　直樹

51 東亜電工(株) 代表取締役社長 辻田　恵一

52 東亜薬品(株) 代表取締役社長 中井　敏郎

53 医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院 理事長 藤井　久丈

54 藤堂工業(株) 代表取締役社長 藤堂　利一

55 東邦工業(株) 代表取締役 斉藤　大助

56 砺波工業(株) 代表取締役社長 上田　信和

57 (株)富山育英センター 代表取締役社長 片山　浄見

58 富山いすヾ自動車(株) 代表取締役社長 池田　治郎

59 富山化学工業(株)富山事業所 常務執行役員 事業所長･工場長 早川　　弘

60 富山港湾運送(株) 取締役社長 金尾　雅行

61 富山小林製薬(株) 代表取締役社長 永野　　淳

62 富山スガキ(株) 代表取締役会長 須垣　純夫

63 富山製紙(株) 代表取締役社長 寺﨑　敏治

64 国立大学法人 富山大学 学長 遠藤　俊郎

65 富山地方鉄道(株) 代表取締役社長 辻川　　徹

66 富山中央青果(株) 代表取締役社長 青木　博二

67 富山テレビ放送(株) 代表取締役社長 中西　　修

68 富山電気ビルデイング(株) 代表取締役社長 山田　岩男

69 富山トヨタ自動車(株) 代表取締役社長 品川　祐一郎

70 富山日産自動車(株) 代表取締役社長 真藤　隆生

71 富山日野自動車(株) 代表取締役社長 小林　　誠

72 (株)富山村田製作所 取締役事業所長 萱原　史也

73 (株)トヨックス 代表取締役社長 中西　　誠

74 日医工(株) 代表取締役専務執行役員 金剛寺　敏則

75 日産化学工業(株)富山工場 常務執行役員工場長 岩田　武史

76 日本カーバイド工業(株) 執行役員 工場長 新タ　秀典

77 日本カーボン(株)富山工場 常務取締役工場長 山崎　裕功



78 日本海ガス(株) 代表取締役社長 新田　八朗　

79 日本海建興(株) 代表取締役社長 灰谷　久登

80 日本海コンクリート工業(株) 代表取締役社長 宮島　悦郎

81 日本海発電(株) 代表取締役社長 園　　博昭

82 日本高周波鋼業(株)富山製造所 取締役製造所長 堀川　健一

83 日本ゼオン(株)高岡工場 執行役員工場長 渡辺　　誠

84 (株)日本抵抗器製作所 代表取締役社長 木村　　準　

85 ハリタ金属(株) 代表取締役社長 張田　　真

86 阪神化成工業(株) 代表取締役社長 高田　順一　

87 (株)ピア 代表取締役 松原　隆光

88 日の出屋製菓産業(株) 代表取締役社長 川合　雅之

89 ファインネクス(株) 代表取締役会長 松田　　登

90 富士化学工業(株) 代表取締役社長 西田　光德

91 北酸(株) 代表取締役社長 山口　昌広

92 (株)ホクタテ 代表取締役社長 西田　隆文

93 (株)ほくつう 富山支社 取締役支社長 宮川　孝則

94 (株)北陸銀行 代表取締役頭取 庵　　栄伸

95 北陸電気工業(株) 代表取締役社長 津田　信治

96 北陸電機製造(株) 代表取締役社長 松本　重夫

97 北陸電力(株) 代表取締役副社長 矢野　　茂

98 細川機業(株) 代表取締役社長 細川　泰郎

99 (株)三田商会 代表取締役会長兼社長 黒田　　昭

100 三菱ケミカル(株)富山事業所 執行役員事業所長 赤井　一隆

101 (株)源 代表取締役 源　　和之

102 (株)宮本工業所 代表取締役会長 宮本　岳司朗

103 (株)ユニゾーン 代表取締役会長 梅田　ひろ美

104 米原商事(株) 専務取締役 米原　久晴

105 リードケミカル(株) 代表取締役会長 森　　政雄　

106 (株)リッチェル 代表取締役社長 蓮池　浩二

107 (株)若林商店 代表取締役社長 若林　啓介


