
2022年6月　長崎出島支部　会員名簿

No 会員名 企業名

1 荒木　実子 （株）商工印刷

2 綾部　哲也 あやべ社会福祉研究所

3 李　　泳勲 リーガルナビ行政書士法人

4 飯田　義則 （有）錦自動車工業

5 伊折　志登也 （有）アイエフエス　うどん「とも也」

6 伊崎　孝幸 （株）ニッシン

7 石橋　文 石橋文税理士事務所

8 泉　　健彦 （株）福助

9 伊藤　弘二 （株）弘陽

10 岩崎　誠一 （株）岩崎商事グループ

11 岩永　孝照 （株）さつき

12 植野　敏 GRANT（株）

13 上原　聡 （株）オフィスサポート

14 梅本　國和 長崎清和法律事務所

15 浦川　捷二 （株）今日堂薬局

16 大串　昭嘉 （株）アクタス

17 太田　隆晴 （株）NSNプランニング

18 小田　美鈴 山一商事（株）

19 賀川　利男 （株）西部住宅販売

20 柿川　良正 （株）平安閣

21 柿本　敦子 （有）かきもと

22 加瀨　和利 （株）ホロスプランニング

23 金子　寛道 弁護士法人　大同門法律事務所

24 河合　恵 スナック　華恵

25 川良　輝 (有)ヒロシ畳店

26 久遠　龍史 （株）ユニバーサルワーカーズ

27 久保　博寿 （株）デュアルキーシステム

28 久米　将臣 OAZO

29 倉橋　えり奈 （株）ライフプラザパートナーズ

30 小池　拓郎 （有）エーファイブ

31 酒井　貴大 もつ鍋居酒屋　ばか正直

32 榮　　紀祥 栄社会保険労務士事務所

33 貞松　徹 社会福祉法人　ながよ光彩会

34 志岐　康信 （株）Sky

35 品川　廣紀 品川通信建設（株）

36 下釜　寿彦 （有）システム空調

37 真藤　一樹 ミエルカ（株）

38 菅原　千代枝 （有）菅原産業

39 瀬川　潤也 スナック　道

40 園田　能理子 （有）エヌ・エス住宅

41 髙橋　千里 スナック　ぴえろ

42 髙橋　秀暢 （有）高橋時三郎商店　リビングかねとき

43 髙濵　有志 （株）経営支援センター

44 田川　和美 長崎ダイキュー運輸（株）

45 竹内　隆伯 （一社）長崎県手をつなぐ育成会

46 田島　光浩 社会福祉法人　南高愛隣会

47 立山　雅也 （株）アシスト

48 田中　清隆 （株）TAF

49 田中　陽子 リフォームらいと（株）

50 玉島　健二 学校法人　鶴鳴学園　長崎女子短期大学

51 田村　裕子 知恵

52 鶴﨑　貴志 （有）長﨑本舗

53 土井　幸喜 （株）ドゥアイネット

54 富永　洋史 みやこ紙工所

55 永石　一成 F.デザインNAGASAKI（株）

56 長尾　幸市 ブラックリスト

57 中川　恭兵 kyo Freestyle Workout

58 中島　淳 マッシュ運転代行

59 中原　一也 トータルオフィス

60 中村　健太郎 （有）ナオ建築

61 中村　耕司 （株）フュージョン

62 中村　こずえ （有）エス・ケイ・フーズ

63 成瀬　摂子 （株）リンクス

64 萩田　実 （株）サンミシェル

65 馬場　広徳 瀬渡し　ゑびす丸

66 濵口　誠一 濵口中小企業診断士事務所

67 濵口　嘉樹 九州冷機空調（株）

68 林田　聡 （株）ライフプラザパートナーズ

69 林　　博行 林博行司法書士事務所

70 原　　幸生 弁護士法人佳朋　原総合法律事務所

71 樋口　拓海 （株）長崎ヴェルカ

72 平瀬　哲也 ホテルニュー長崎

73 平山　祐実 （株）ライフプラザパートナーズ

74 廣瀬　陽介 （株）ホルス

75 広田　聖実 Morado

76 福井　義憲 福井義憲税理士事務所

77 藤村　隆 藤村昆布海産（有）

78 古里　学 フラッシュ（株）
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79 本多　邦暁 暁建設（株）

80 馬郡　知子 ChaleuR

81 松浦　浩也 （株）メモリード

82 松下　雄亮 Brotherhood

83 松田　学 （株）M.A.B.

84 松本　圭太 （株）SKシステム

85 丸田　博文 （株）丸田屋

86 岬　　孝暢 アサヒ法律事務所

87 水上　貴洋 （有）エーシーエス

88 宮崎　太樹 長工醤油味噌協同組合

89 村里　克哉 （有）村里建設

90 本村　京子 （福）豊結

91 本村　崇 （株）住吉電機

92 森　　宏幸 長崎新聞　大浦販売センター

93 森山　博史 Daisy Hill 長崎

94 安井　忠行 （同）HRC

95 山口　悦子 （株）クレインいずや

96 山口　絵理 elieje（エリエージュ）

97 山﨑　貴彦 （有）古川清掃社

98 山下　晃一 （株）ヤマシタ

99 山田　耕大 長萠産業（株）

100 山本　恵美代 （株）優笑

101 山本　要輔 （株）IGブレーン

102 横田　哲 よこた中央労働コンサルタント事務所

103 横山　伸司 （株）エコーズ

104 吉田　大祐 南長崎商事

105 レイガー 裕美 プレイデイ・イングリッシュ

106 若杉　明子 B-BRIDGE&Co

107 分部　高 （株）AQUA GROUP

108 和田　健一郎 ヤマト開発工業（有）


