
2022年6月　長崎浦上支部　会員名簿

No 会員名 企業名

1 青山　真一郎 （株）長崎造園土木

2 秋月　徹雄 （有）お茶の秋月園

3 荒木　健治 （株）チョープロ

4 池田　繁隆 （株）池田建築工業

5 池田　義徳 （株）丸徳

6 池本　淳一 （株）池本住宅設備

7 石本　青陽 串揚げ酒趣庵

8 一ノ瀬　卓 アート・ワン（株）

9 出口　隆三 長崎ビニール工業（株）

10 伊藤　浩義 （株）弘陽

11 伊東　祐二郎 （株）ミナミモータース

12 岩　　素子 （株）落水正商店　長崎支店

13 岩﨑　裕一郎 （有）カネイ商会

14 植木　博路 弁護士法人　ALAW＆GOODLOOP

15 植松　重則 ベスト電器　住吉店

16 上村　靖 （有）eプランニング

17 頴川　正浩 （株）山商

18 大城　あゆみ WORKING WITH JOY（株）

19 大久保　誠 （有）月光スタジオ

20 大﨑　悠史 （株）黒岩商事

21 大坪　孝聡 大坪総合法律事務所

22 大野　哲史 ライフ・ケア（株）

23 大峰　史子 （同）Reborn

24 岡　　猛 （株）岡電設

25 岡村　雅彦 九州教具（株）

26 小川　悟 （株）彩　装建

27 小川　久郎 （有）エム・オー長崎

28 甲斐　亮 （株）長崎再興

29 鹿島　啓介 （有）長崎新聞　道ノ尾・滑石販売センター

30 梶原　由美 （株）マルカ不動産企画

31 要　　正光 かなめ事務所

32 鐘ヶ江　あおい （同）ラ・クレール

33 狩野　良太 （株）狩野建築

34 川内　順之助 （株）A・T・O・M

35 川口　圭典 平和建材

36 川口　義己 （有）フラワーギャラリー　オランダヤ

37 川野　律子 スナック　律子

38 北岡　俊也 （株）K&K Works

39 北川　亮 宝町法務事務所

40 栗﨑　貴子 フラワーショップ　ハートリーフ

41 小林　長利 （株）プロゼ

42 小森　剛 （特非）パパノミクス

43 近藤　千里 （株）ささや

44 齊藤　誠史 （有）京弥

45 笹垣　和也 立岩設備

46 笹田　健一 （株）アルジュナ

47 佐藤　研二 社会保険労務士法人　佐藤事務所

48 塩見　信行 創作料理　かりーにょ

49 島崎　和紀 （株）リンク

50 橘　　幸子 （有）デンタルエイト

51 辻原　隆 ツジハラ防水

52 辻村　栄蔵 （株）オオクラ

53 鶴田　好雄 （有）若竹創設

54 富永　英則 （有）みやこ紙工所

55 永池　泰典 永池税理士事務所

56 中尾　陽一郎 （学）平成国際学園　長崎医療こども専門学校

57 中村　貢一 （株）福助

58 中村　大介 （有）三陽自動車工業

59 中村　政次 貸衣裳の中村屋

60 西浦　友也 社会保険労務士　出島労務管理事務所

61 西岡　潤二 お酒とお米の西岡屋

62 西村　和芳 （株）谷川建設

63 西村　繁彦 （株）中央自動車整備

64 西村　浩文 （有）栄光式典社

65 西本　俊昭 （株）ツカネクリア

66 西山　展司 （有）昭和防災

67 野口　千恵子 ジブラルタ生命保険（株）

68 野口　博子 出島ベース企画（株）

69 橋本　剛 タブアットホーム

70 橋本　裕次郎 （株）Smart

71 浜口　宏 （有）マル浜水産

72 浜本　義文 浜本石油（株）

73 林　　昭彦 （有）いろは興産

74 飛田　精一 （同）S・R・S

75 飛田　政光 （有）サンレイ

76 平野　圭司 （有）さんち家具

77 福富　勝忠 （有）プラス銘板工業
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78 古里　久則 （株）ウィンプランツ

79 星永　瑞輝 （有）長崎ルーフ建材

80 堀　  大祐 （弁）松本・永野法律事務所

81 前田　富彌 （有）葵巧芸社

82 町田　貴代人 プライムグループ

83 松尾　猛敏 （株）マシナリーテック

84 松尾　照美 松尾石材（株）

85 松尾　友平 松尾友平税理士事務所

86 松野　和治 （有）西九州メディア

87 松本　一孝 （株）マツモト

88 松本　実文 （有）シューズファミリー

89 松本　祐太郎 エターナル アフェクション

90 溝越　正 （株）アルティメット

91 三宅　雅章 （有）サンガ21

92 森　　桂子 スナック　銀の人形

93 森下　久太郎 （有）森下情報システム

94 山口　大輔 クリエイティブスタイル（株）

95 山口　哲也 山口哲也税理士事務所

96 山口　芳和 桜町社会保険労務士事務所

97 山口　善也 （有）東洋印刷所

98 山﨑　晃 （株）山晃ユニティー

99 山崎　功 レンタルアクアリウム長崎

100 山夲　幸子 三基商事（株）　ミキプルーン代理店

101 横山　愼介 医療法人　秋桜会　統括本部

102 吉川　裕也 （有）吉川商事

103 吉澤　健 （株）ヤマハマリン西九州

104 吉田　清規 （株）メモリード

105 吉田　國廣 吉田國廣税理士事務所

106 和田　栄代美 （株）星取デザインルーム

※ 水元　直美 （同）ルーマ

※ 森川　大輔 二代目炭蔵


