
2021年12月　佐世保支部　会員名簿

No 会員名 企業名

1 足立　琢哉 （株）足立興商

2 池田　乃 九州ひぜん信用金庫

3 池野　辰太郎 （有）酒の一斗

4 石丸　文悟 サニーカイロプラクティック

5 井手　純一 （株）井手建設

6 井手　誠次 （株）産研九州

7 井手　隆司 アトム不動産（株）

8 井手　誠博 行政書士　井手法務事務所

9 岩佐　靖子 （株）岩佐鉄工

10 岩嵜　大貴 （株）岩嵜紙器

11 岩坪　宏美 シャルマン

12 烏川　栄植 （株）烏川商事

13 臼井　陽菜 凛々　りり

14 内橋　逸郎 （有）内橋商店

15 浦崎　健治 （同）リーブルミュージック

16 江口　陽一 ニコット・サービス（有）

17 扇山　拓也 （有）西和建機

18 大古場　康男 （有）いしずえ

19 大竹山　浩 （株）スマイル

20 小川　彩 （株）ひなた

21 小川　憂也 （有）ワールド・プラザ

22 奥平　昭夫 （株）ミルクボーイ

23 小倉　盛義 （株）ビッグマン

24 小田　雅雄 （株）おだ建築

25 笠見　一朗 ホテルフラッグス九十九島

26 片桐　孝章 （有）片桐計量器店

27 上山　誠 （株）上山建設

28 加山　淳 （株）友建設

29 川上　利夫 （有）カワカミ

30 川口　哲司 潮見郵便局

31 川下　実孝 （有）西興建設

32 川下　眞文 （有）エムズ

33 川辺　浩範 （有）ウエストポイント

34 川村　誠 （株）スリーク

35 橘高　裕季 （株）橘髙

36 楠本　聡 楠本聡土地家屋調査士事務所

37 楠本　忠 楠本木工所

38 窪田　早馬 クボタ設備

39 倉科　聡一郎 司法書士　くらしな事務所

40 黒川　英朗 黒川事務所

41 桑原　直子 （株）テイク オフ

42 桑原　唯偉人 project LIKE

43 小井手　翔吾 （株）小井手設計

44 甲山　智親 （株）ウエスト・ワン

45 古賀　和之 （有）古賀製本紙工

46 古賀　久貴 （資）古賀商店

47 坂井　良太 インテリア　サカヨシ

48 榮谷　曜子 アンジュ

49 坂本　博之 さかもと商事（株）

50 佐々木　祥二 曙産業（株）

51 佐藤　昌宏 マリナホリディ

52 島原　一郎 （有）しまばら

53 下津浦　朱門 （株）させぼパレスホテル

54 末竹　彦司郎 春風税務法律事務所

55 末次　精一 （特非）ハッピーワーク

56 菅　　博子 （株）深町組

57 関　　ひろみ Studio Dream

58 関戸　洋二 メインバー　マスターズ

59 田川　哲平 田川空調

60 田川　良智 （株）不動産の店　ふくさこ

61 竹内　勝也 社会保険労務士法人　竹内事務所

62 竹永　正之 トノカワ電業（株）

63 竹部　祐樹 Photostudio tutti

64 田代　麻民 ダイニングバーHachi

65 田雑　裕一 （株）庭建

66 立石　喜修 （有）立石電業

67 立山　浩一郎 （有）立山印刷

68 谷川　信平 （有）谷川建築

69 千北　誠治 行政書士　千北誠治事務所

70 千北　友子 文武堂

71 千北　豊明 千北司法事務所

72 辻　　栄太 （株）SPARKJOY

73 鶴田　勝之 （同）avanti

74 出端　徳昭 アメニティ環境企画　でばた

75 德丸　雅典 （株）ビズテック

76 冨松　太一 （一社）日本教育機構

77 朝永　憲法 （株）地域総合研究所
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78 豊島　尚樹 XAXEN

79 豊竹　新吾 小嶋産業（株）

80 豊福　和明 （株）福祉工房　K's

81 直江　弘明 （株）智翔館

82 中尾　翔太 （株）エンバイロサービス

83 中島　城宣 （有）中島塗装工業

84 中島　禎雄 昌明機工（株）

85 中西　健仁 （株）中仁工業

86 中野　勝利 （有）ハイスター長崎

87 中町　寿男 （株）ジェイ・エスさせぼ

88 中村　髙志 （株）エイコー商事

89 中村　陽一郎 （株）セントラルホテル佐世保

90 永吉　秀啓 （株）Lead

91 西頭　翔太郎 （株）東藤　ロータスグループ

92 西畑　栄一郎 （株）大東設備

93 野田　洋市 （株）野田武一商店

94 野村　泰敏 こころ佐世保鍼灸治療院

95 橋口　久 プライアント（株）

96 濱田　俊一 （株）浜陶

97 原　　朱実 ゲランみつこ

98 原口　久 原口工業（有）

99 原田　良太 （福）宮共生会

100 東島　誉志 東島誉志税理士事務所

101 樋口　聡子 樋口法律事務所

102 樋口　義修 （有）樋口弥生堂

103 平倉　浩 （株）王子工業

104 平山　祐二 整体院みずたま

105 広瀬　祐樹 翔彩サポート

106 廣田　和樹 （株）和山

107 府川　正樹 ふかわ.com

108 福島　聡太 ジブラルタ生命保険（株）

109 福田　孝司 イクウェル・チャイルドアカデミー　佐世保教室

110 福田　裕大 （株）オートピア

111 福田　龍太郎 （株）FUKUDA

112 藤澤　康生 （株）藤沢精工

113 舩津　大輔 （有）西海物産館

114 古川　和樹 （株）顕親

115 古川　健 （株）古川電機製作所

116 堀池　充保 フェイス・ファクトリ

117 前川　優也 （有）前川建材店

118 前田　忠信 （株）笑心一

119 正木　和彦 （株）カエルシステムズ

120 松尾　慶一 白山陶器（株）

121 松尾　隆史 （有）松尾鉄筋工業

122 松尾　忠昭 （有）松尾自動車

123 松瀬　康孝 （株）樹楽造園

124 松本　浩 （株）大成住宅

125 丸田　敦史 （株）丸研特殊印刷

126 馬渡　圭一 佐世保フロンティア法律事務所

127 三谷　秀和 （株）日本エコネット

128 湊　浩二郎 （福）長崎友愛会

129 宮川　茂則 宮川茂則税理士事務所

130 宮原　公平 （有）環境サービス

131 村上　敦子 （株）村上彫刻

132 村上　庄司 （株）クリーン・マット

133 村山　勝博 村山産業（株）

134 村山　隆之 （株）長崎地研

135 毛利　なつみ 未来予想図

136 森　　一峻 （株）森商店

137 森　　一馬 （株）ハスポ

138 森　　貴嗣 （株）アスク

139 八並　学 iSOLUTION JAPAN

140 山川　弘幸 山川技建（株）

141 山北　哲也 ソニー生命保険（株）

142 山口　富士雄 味工房　陽だまり

143 山﨑　秀平 （有）山﨑マーク

144 山下　博史 （福）佐々川福祉会

145 山田　和三 （有）サン・エレック

146 山田　朋子 （株）やまびこ学苑

147 山領　進 （株）広告のアクセス

148 横石　たまき （特非）バイタルフレンド

149 横山　昌隆 西海みずき信用組合　早岐支店

150 横山　聖代 行政書士 横山聖代事務所

151 吉川　重光 （株）大和製菓

152 吉川　ゆう子 ラウンジ　蝶花

153 吉木　利徳 （福）むすび会

154 吉永　浩一 ストロベリースタイル
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155 吉村　市代 ラウンジ葵

156 綿川　洋 （株）佐世保福祉

157 渡辺　真美 司会・イベントプロデュース　Voice Lino

158 渡会　祐二 佐世保フロンティア法律事務所


