
2022年12月　大村支部　会員名簿

No 会員名 企業名

1 天見　孝二 （有）システムフード大村

2 鮎川　泰輔 虎ノ門法律経済事務所　長崎支店

3 生野　信一郎 （株）浮羽園

4 伊瀬　浩三 （株）ナガスイ

5 市瀬　恵理 イチセライス（株）

6 一ノ瀬　浩 （株）トータル

7 出原　輝明 （株）星の丘育友会

8 伊東　広純 伊東貼飾屋

9 岩永　貴彦 AIGパートナーズ（株）

10 上谷　直人 上谷自動車（株）

11 上松　英臣 長崎新聞　竹松販売センター

12 宇土　敏郎 宇土経営コンサルタント事務所

13 梅本　昌秀 （有）県央リサイクル開発

14 浦郷　学 （株）新生電気

15 太田　陽子 ガールズバー

16 大塚　正一 （株）琴花園

17 大塚　真一 （株）琴花園

18 大平　伸 （株）クロダ

19 岡本　淳也 （株）アルティメット

20 越智　光海 アクアクロス

21 帯屋　正隆 （有）合同印刷

22 梶原　繁輝 梶原実業（株）

23 梶原　恵 （同）まなび舎

24 鹿取　栄治 （株）かとりストアー

25 金井　政春 （有）金井建設

26 金原　由納 整理収納サービス　きれいなおへや

27 川原　恭子 （同）Ace inc.

28 岸川　恵美子 エミリーリフォームデザイン

29 北村　貴寿 （医）北村理子クリニック皮ふ形成外科

30 木下　紗菜栄 （有）トップ　ウォーターメイツスイムクラブ

31 桑原　庸年 （有）桑原商店

32 小栁　佑香里 RAID（レイド）

33 佐伯　裕司 鉄板焼 英

34 坂井　由宇 らくだ診断舎

35 指方　宏彰 （有）指方工務店

36 佐藤　敬弘 山下・川添総合法律事務所

37 下坂　美紀 （株）ビーネン ミツバチ薬局

38 庄野　武治 （株）中央綜合警備保障

39 正林　真一郎 （株）ショウバヤシ

40 鈴木　義行 （株）鈴木建設

41 髙倉　太郎 （株）体育健康一二三堂

42 髙瀬　邦彦 髙瀬建設（株）

43 髙取　征治 髙取建築

44 髙峰　良介 （有）緑芸サービス

45 田川　淳一 （有）ヤマムラ電設

46 田中　勝茂 田中建設産業（株）

47 谷　　信一郎 （株）恵比寿組

48 田端　正成 丸は運送（有）

49 津田　高輔 海龍

50 堤　　康博 社会福祉法人　とみのはら福祉会

51 鶴田　幸尚 長崎電設（株）

52 出口　博基 （株）リベロ

53 時　　忠之 （株）大幸企画

54 德田　信義 九一庵食品協業組合

55 得田　稔 とくだコンサルティング

56 德田　義彦 九一庵食品協業組合

57 富永　望 ピッツェリア　イル　ロスパッチョ

58 鳥山　哲郎 ミュージックバー　TORI-K

59 永石　剛 （株）NBCソシア県央支社

60 中川　有二 （株）ナカガワ　長崎工場

61 中島　岳洋 （株）イケダ

62 永野　和博 永野工務店

63 中野　一 （有）中野舗道

64 中村　康祐 （株）ナカムラ消防化学

65 中村　友久 （株）平山組

66 中村　光力 （株）ひかり企画

67 中山　佳世子 （同）優華

68 中山　徹志 （株）太陽

69 中山　裕志 （株）オートパーツミヤチ

70 西　　隆治 （株）アオイ不動産

71 野島　敏史 ヨシトメ工芸（株）

72 野添　祐二 （有）野添商事

73 野中　哲也 （有）野中木工所

74 橋口　仁一 （株）あんしん

75 濵﨑　昇 （株）光塗装

76 濵田　宏久 （有）濵田屋　和風れすとらん浜田

77 濵村　俊介 濵村俊介税理士事務所

78 林　　康美 シナリー美来営業所

79 林田　雅博 アーテック（株）

80 久冨　文隆 ひまわり不動産（有）

81 比良　哲也 長崎管材（株）大村支店

82 平田　淳一 すまいるプロ

83 平野　旅人 （司）平野旅人総合事務所

84 福田　優希 （株）福田技建

85 藤本　力 （株）藤本石工

86 藤本　昇 （株）藤本石工

87 細名　久 Q's BAR

88 牧山　大和 （株）ドラゴン

89 松尾　成悟 （有）華松創建

90 三浦　恵理子 社会保険労務士・行政書士　三浦恵理子事務所

91 溝口　貴志 ウィルナビゲーション

92 水俣　実 水俣技工

93 宮﨑　洋輔 みやざき設備

94 宮田　正一 （株）ミヤタ

95 宮本　朗 宮本食品工業（有）

96 武藤　秋弘 （株）黒牛

97 村山　浩一郎 大村製氷（株）

98 本澤　崇 （株）本澤崇設計事務所

99 森田　茂伸 税理士法人　森田事務所（長崎支社）

100 安田　舟平 安田産業汽船（株）

101 山口　成美 （有）シュシュ

102 山口　葉月 オムロプリント（株）

103 山田　郁美 （福）鞍手ゆたか福祉会　ゆたかカレッジ長崎キャンバス

104 山本　進 （有）大和設備工業

105 山本　裕人 （株）グリーンテック九州

106 吉尾　明美 ファニー

107 吉田　浩二 （有）吉田組

108 吉野　隆広 （有）スズキイサハヤ

109 吉野　豊 （株）サンダイ

110 渡辺　彰久 渡辺クレーン工業

111 渡邉　雅大 弁護士法人　大村綜合法律事務所


