
令和４ 年度会員名簿
R5. 3. 20現在

ＮＯ R4所属委員会 Ｒ４役職 氏名 事業所名 業種

1 ― 会長 萩野　貴史 萩野鉄店(有) 金属リサイクル業

2 ― 副会長 岡部　純二 (株)クロス・サービス サービス業

3 ― 副会長 奥山　諭 ｏｆｆｉｃｅ旅ニケーション 旅行業

4 ― 副会長 森松　直木 (株)コミットコーポレーション 映像制作

5 ― 副会長 戸田　惠介 松山酒販(株) 酒類リテールサポート業

6 ― 専務理事 武智　慧 (株)和光ビルサービス サービス業
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1 総務 委員長 高岡　勇吉 (株)石材振興会 石材販売業

2 総務 副委員長 松山　隆史 サロンド樂 飲食業

3 総務 幹事 亀井　喜広 (株)カメイ 解体業

4 総務 スマコレ出向者 髙野　進一郎 愛媛ハイランド開発(株)　 サービス業

5 総務 石橋　貞人 マルト(株)ホテル勝山 ビジネスホテル業

6 総務 岩田　守智 (株)IWATA 測量設計コンサルタント

7 総務 越智　聖 越智聖税理士事務所 税理士業

8 総務 梶谷　洋平 (株)モバイルコム 通信・サービス業

9 総務 北尾　佳教 (株)テレビ愛媛 放送業

10 総務 久保　祥正 東京第一ホテル松山 ホテル業

11 総務 重見　勇記 (株)ネクストワン 塗装・防水・改修工事業

12 総務 清水　修次 (株)コヴァエステート 不動産取引業

13 総務 田井　孝司 (株)タイケン 建設業

14 総務 高岡　誠 (株)テレビ愛媛 放送業

15 総務 高橋　敏章 (有)トップランナー 運送業

16 総務 竹田　颯 (株)エヒメスポーツエンターテイメント プロスポーツチーム運営

17 総務 田中　誠子 mare relaxationsalon

18 総務 鶴井　敬大 (株)北海クリーンサービス ビルメンテナンス業

19 総務 土居　達矢 (株)Ｆ２Ｐ 自動車販売

20 総務 中田　要二 (株)アート・アイデア 広告代理店

21 総務 長野　好真 (株)ナガノ 建設業

22 総務 濱中　和之 TMトミオカ(株)

23 総務 平岡　大輔 (株)香川ネオン松山電業社 看板業

24 総務 政田　耕太郎 (一社)エヒメ健診協会 医療サービス業

25 総務 松本　幸司 (株)アートカルチャーサービス 小売業

26 総務 向田　伊之一 (株)網元 飲食業

27 総務 森本　明宏 四季法律事務所 弁護士

28 総務 山本　正宣 光メンテナンス(株) 建設業

29 総務 若宮　良太 第一印刷　(株) 印刷業
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1 未来 委員長 西原　敬一 愛媛ビルメン(株) ビル総合管理業

2 未来 副委員長 長田　正行 肱川産業(株)松山支店 保険代理業

3 未来 副委員長 合田　明日香 (株)Ｊｏｌｉｅ＆Ｃｏ． 美容サロン経営、化粧品開発・販売

4 未来 幹事 大和　洋介 やまと動物病院((株)やまと） 小動物診療

5 未来 スマコレ出向者 武田　将典 (有)エレックス 音響照明映像機材のレンタル、エレクトロニクスの製造販売

6 未来 青野　匡起 青広(株) 総合広告代理店

7 未来 石井　誠治 (有)山海興産 総合工事業

8 未来 熊谷　裕司 (株)ヒーリング・ジャパン サービス業

9 未来 栗田　篤幸 (有)くりた自動車 自動車修理販売

10 未来 近藤　譲治 コムシス(株) 設備／各種通信設備・設計・販売・施工・保守

11 未来 齋藤　友茂 (株)マックスエージェント 飲食業

12 未来 瀬川　和洋 ワンサ(株) 情報システム

13 未来 遠山　尚人 (有)愛媛託送 運送業

14 未来 永瀬　勝大郎 (株)ナガセ 鉄筋工事業

15 未来 中村　太一 (株)ＭＯＮＯＧＲＡ ユニホーム販売、刺繍、プリント加工

16 未来 橋本　健太郎 協和運送(有) 運送業

17 未来 帽子　大輔 山の手リゾート(株) ホテル業

18 未来 松尾　明人 (株)成武建設 建設業

19 未来 宮内　正昭 (株)フジクウ 建設業

20 未来 宮脇　清彦 (株)Ｖｉｓｃｏｎｔｉ 不動産業

21 未来 村上　圭太郎 村上産業(株) 卸売業

22 未来 薬師神　権祐 愛媛県民球団(株) プロ野球クラブ運営

23 未来 安永　友樹 安永広告(株) サイン広告業

24 未来 由井　仁志 (株)ＳｃｈａｔｚＪａｐａｎ 自動車販売、整備

25 未来 吉村　智臣 (有)吉村住工 建築業
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1 繁盛 委員長 岡田　教人 (株)クリエイトラボ サービス業

2 繁盛 副委員長 兵頭　美香 ガーデン工房　四季 造園業・ピアノ教室

3 繁盛 幹事 安永　義知 (株)アネスト 建設業

4 繁盛 スマコレ出向者 木田　浩二 (有)三幸商会　タイヤガーデン三幸　鷹ノ子 卸・小売業

5 繁盛 相原　朝美 Be.an.thy サービス業

6 繁盛 秋川　俊光 (株)夢とありがとう 飲食業

7 繁盛 浅倉　司 ロボフィス(株) コンサルティング業

8 繁盛 阿部　一大 (株)阿部総合鑑定所 不動産鑑定

9 繁盛 阿部　妙子 (株)えにし 飲食業

10 繁盛 飯尾　昌彦 (株)アイクコーポレーション 出版事業・コンテンツ事業・ＩＣＴソリューション事業

11 繁盛 井上　直輝 井上直輝税理士事務所 税理士業

12 繁盛 宇都宮　浩明 (株)御料理仕出し　さち 飲食業

13 繁盛 大西　貴尚 (株)西広 新聞折込広告

14 繁盛 奥田　泰生 HIDEMARU インターネット関連事業

15 繁盛 柿見　祐人 (株)ウィルビー 食品メーカー

16 繁盛 片山　雄紀 税理士法人　片山会計 税理士業

17 繁盛 吉良　愛 (株)マーニー リラクゼーション／エステティック業

18 繁盛 久保田　耕史 (株)華屋衣裳店 貸衣裳業

19 繁盛 小池　裕 (株)With

20 繁盛 塩崎　彰久 (有)今日社 不動産賃貸管理業

21 繁盛 芝　裕喬 (有)杉山輪業 自転車販売・修理業

22 繁盛 長井　裕之 (株)キュービック 求人・出版業

23 繁盛 西森　淳一 司法書士法人南海リーガル 司法書士業

24 繁盛 二宮　寅 (株)助格 飲食業

25 繁盛 橋本　泰昇 （株）橋本ガラス店 職別工事業

26 繁盛 樋野　志伸 (株)インフィ 自動車販売・整備業

27 繁盛 平岡　大輔 (株)香川ネオン松山電業社 看板業

28 繁盛 船田　一郎 (株)小倉葬祭社 葬祭業

29 繁盛 水野 玄太郎 尾崎行政書士事務所 行政書士業

30 繁盛 宮井　竜二 (株)Ｌｅｔ’ｓ 飲食業、建設土木専門工

31 繁盛 森川　祐三 (株)ウッドランド森建 建設内装業

32 繁盛 矢野　百姫 みかピアノ教室 ピアノ教室

33 繁盛 渡部　大悟 大伸建設(有) 建設業

34 繁盛 渡邉　雅之 G-LIFE サービス業
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1 組織力強化 委員長 長岡　広城 (株)カンセイ 管工事、土木工事

2 組織力強化 副委員長 日野　暁登 (株)オートプロジェクト 自動車販売・修理・板金

3 組織力強化 幹事 伊藤　成美 成商運輸(有) 一般貨物運送事業

4 組織力強化 スマコレ出向者 沖本　祥成 税理士法人　あおば 税理士業

5 組織力強化 相原　朝美 Be.an.thy サービス業

6 組織力強化 五十嵐　ゆき club eye 飲食業

7 組織力強化 伊藤　来夏 食楽　日々家 飲食業

8 組織力強化 岩田　知奈美 (株)さくらんぼ 飲食業

9 組織力強化 大石　賢雲 (株)志’s Corporation

10 組織力強化 大塚　亮輔 (株)SANPUKUフューチャー 不動産業

11 組織力強化 沖中　祐介 プルデンシャル生命保険(株) 生命保険業

12 組織力強化 大田　保徳 ネッツトヨタ瀬戸内(株) 自動車小売業

13 組織力強化 片山　秀典 秀伝

14 組織力強化 川野　英二 (株)HOOK 総合サービス業

15 組織力強化 木下　桂吾 (株)花道

16 組織力強化 黒木　伸一 (株)４C 健康経営支援事業

17 組織力強化 五木田　和樹 (有)宮西モータース 自動車整備

18 組織力強化 須之内　翔太 くろーばー結び　南江戸店

19 組織力強化 高市　知明 (株)高市建工 建設業

20 組織力強化 髙橋　孝治 (同)ＫＪ　Ｇａｒａｇｅ 自動車整備・販売業

21 組織力強化 谷木　一孝 愛媛エナジー(株) 新電力小売事業

22 組織力強化 田野　健一 (株)志’s Corporation

23 組織力強化 玉置　慎介 (株)愛媛インフラ

24 組織力強化 塚原　竜太 テン開発(株) サービス業

25 組織力強化 德永　安紀 (有)花乃真央 小売業

26 組織力強化 中村　俊一 (株)GRAND SLAM 野球教室

27 組織力強化 中村　直司 (株)コクシン 解体・リフォーム業

28 組織力強化 仲村　正健 (株)輝城 卸売業

29 組織力強化 中山　大紀 (株)三紀 石材建築

30 組織力強化 西田　勝英 青果卸　福籠 青果業

31 組織力強化 監事 野本　謙輔 南予プロパン(株) ガス販売業

32 組織力強化 廣藤　大知 廣藤社会保険労務士・行政書士 社会保険労務士・行政書士

33 組織力強化 藤岡　大輝 大和ハウス工業(株)愛媛支店 建設業

34 組織力強化 水岩　博文 Chinese Restaurant Kisaiya 飲食業

35 組織力強化 宮本　悠司 (株)ランドプラス 不動産業

36 組織力強化 向田　イイチュイ snackガチャガチャ 飲食業

37 組織力強化 村下　只紘 共栄興産(株) 不動産業及びサービス業

38 組織力強化 森貞　原太 フィリップモリスジャパン(同) メーカー

39 組織力強化 薬師寺　達 ABC開発(株) 塗装・運送・不動産・リサイクル業

40 組織力強化 山本　真士 (有)オールラウンドコンサルティンググループ 保険業

41 組織力強化 山邉　竜也 (株)Ｄ’ｓエステート 不動産業

42 組織力強化 好光　大輔 （株）ＳＡＮＷＡコーポレーション サービス業

43 組織力強化 李　宗浩 星山不動産
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1 おとこ前 委員長 石丸　祥久 (有)石丸弥蔵商店 小売業

2 おとこ前 副委員長 横川　博文 (株)宅建センターたまい 不動産業

3 おとこ前 副委員長 池川　あかり 池川登記測量事務所 土地家屋調査士・司法書士

4 おとこ前 幹事 竹場　健人 ソニー生命保険(株) 生命保険業

5 おとこ前 スマコレ出向者 天野　健一 あまの会計(株) 会計コンサル業

6 おとこ前 穴井　飛鳥 南海放送(株) 放送業

7 おとこ前 石井　克幸 (株)丸越　松山営業所 卸売業

8 おとこ前 石井　俊彦 (株)ひめつくトータルアシスト 不動産売買及び賃貸管理

9 おとこ前 泉　智史 (有)泉空衛設備 空調・衛生設備業

10 おとこ前 泉田　高伸 (株)キャンプネット アプリ・システム開発

11 おとこ前 稲田　創是 (株)フジトラベルサービス 旅行会社

12 おとこ前 大野　直史 リュウズ(同) 国内外の不動産売買及び賃貸

13 おとこ前 小野　隼 (株)フラッグ 映像・web制作、オンラインＰＲ

14 おとこ前 角村　伸広 (株)三真 ビルメンテナンス業

15 おとこ前 川野　慶 株式会社東邦ディール 小売

16 おとこ前 北松　俊介 (株)BLOOM　WORKS サービス業

17 おとこ前 薦田　正吾 (株)アイソウ 家具小売業

18 おとこ前 是枝　孝志 (有)エレックス 音響照明映像機材のレンタル

19 おとこ前 末田　由紀夫 (有)ユニック デザイン業

20 おとこ前 西野　完 (株)愛媛新聞旅行 総合旅行業

21 おとこ前 宮部　義久 社会保険労務士法人　アライズ 社会保険労務士、採用コンサルタント

22 おとこ前 向井　佐耶香 i企画 印刷・デザイン

23 おとこ前 安田　理人 大和ハウス工業(株)愛媛支店 建設業

24 おとこ前 山内　朱里 (株)ムラタ 葬祭サービス

25 おとこ前 山名　健太 (株)アステティックスジャパン 建築ボランタリーチェーン

26 おとこ前 渡部　修司 (株)雅
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1 渉外・広報 委員長 木村　豪宏 愛媛冷暖房(株) 空調衛生設備業

2 渉外・広報 副委員長 金浦　晃大 サンゴデザイン 情報通信業

3 渉外・広報 幹事 竹本　大祐 (株)　クリエイティブ　インシュアランス　コーポレーション 保険代理業

4 渉外・広報 スマコレ出向者 永木　良尚 税理士法人ジャパン・ビジネスパートナーズ 税理士業

5 渉外・広報 浅井　祐紀 (株)エフエム愛媛 放送業

6 渉外・広報 飯田　祐一郎 四国エナジーソリューション株式会社 電気小売

7 渉外・広報 池内　太一 有限会社愛車工房 自動車修理業

8 渉外・広報 今井　進一 (株)アイ・クレイシュ 猫カフェ

9 渉外・広報 今井　涼司 (株)愛媛綜合保険事務所 保険業

10 渉外・広報 大堀　豪 (株)マツダ 小売業

11 渉外・広報 小野　雅紀 (株)ライコン 情報サービス

12 渉外・広報 菅野　崇 (株)エム・ケイ・トレーディング ゴルフ用品販売

13 渉外・広報 黒田　尚樹 (株)ビケン 建設業

14 渉外・広報 郷田　允人 (有)サン・スクエア 小売業

15 渉外・広報 小島　有留実 三光貿易(株) 花屋

16 渉外・広報 佐川　辰典 星企画(株) 広告代理店

17 渉外・広報 光永　一弘 (株)マツダ 小売業

18 渉外・広報 高市　龍児 UP　MANAGEMENT サービス業

19 渉外・広報 鶴岡　寛美 フェザード・フレンズ株式会社 総合美容、ネイル、脱毛

20 渉外・広報 土井　明人 (株)アサヒジム 文具・事務用品・オフィス家具・コピー機・ノベルティグッズ販売

21 渉外・広報 西野 邦一 西野工業(株) 建設業

22 渉外・広報 西峰　次郎 太養軒 飲食業

23 渉外・広報 二宮　靖智 (有)関西造園 造園業

24 渉外・広報 橋本　祥宜 ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ　Ｇｉｆｔ 美容室

25 渉外・広報 返脚　泰博 (株)ハウスクリニック松山

26 渉外・広報 宮岡　崇 ジブラルタ生命保険(株)松山支社 保険業

27 渉外・広報 山田　拓海 (株)あいテレビ 放送業

28 渉外・広報 吉森　翼 居魚屋　漁恵丸 飲食業
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令和４ 年度会員名簿
R5. 3. 20現在

ＮＯ R4所属委員会 Ｒ４役職 氏名 事業所名 業種

1 スマコレ 委員長 中川　和則 炉ばた鍋　正夢 飲食業

2 スマコレ 副委員長 坂東　亮佑 株式会社Restar 建設業

3 スマコレ 幹事 音羽　尚 (有)おとわ 食肉販売業

4 スマコレ 井上　英樹 (株)愛媛銀行　本店営業部 金融業

5 スマコレ 大西　正剛 ヘルズ　ガレージ　sｉｘｘ 飲食業

6 スマコレ 木田　啓一 Ｓｐｏｒｔｓ　Ｂａｒ　Ｂａｓｅ 飲食業

7 スマコレ 北村　禎基 ＧｉｒｌｓＢａｒ　ＰＩＡＣＥＲＥ 飲食業

8 スマコレ 監事 久保田　大介 (株)クボタ建機リース サービス業

9 スマコレ 芝﨑　明子 胡蝶 飲食業

10 スマコレ 徳永　和真 (株)アイホーム 建設業

11 スマコレ 中野　泰伸 (株)フジ・リテイリング 小売業

12 スマコレ 廣田　信一郎 (株)オートエボリューション 車販売、整備

13 スマコレ 深川　文太 (株)Innovation IFA Consulting

14 スマコレ 藤本　春菜 ＪＨプラス(株) 飲食業

15 スマコレ 御手洗　宏 (株)レンタルショップクリア サービス業

16 スマコレ 森山 進二 進成鉄工(株) 配管全般・鉄工全般

17 スマコレ 森　悠 (株)テックアイエス プログラミングスクール事業

18 スマコレ 直前会長 安永　孝徳 (有)イノセント　セキュリティハウス愛媛 電気通信工事業

19 スマコレ 山口　達広 セーラー広告　(株)愛媛本社 総合広告業

20 スマコレ 山本　幸希 城東開発(株) 産業廃棄物処理業
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令和４ 年度会員名簿
R5. 3. 20現在

ＮＯ R4所属委員会 Ｒ４役職 氏名 事業所名 業種

1 交流 委員長 野中　佑也 松山容器(株) 廃棄物処理業

2 交流 副委員長 宇都宮　健吾 (有)イフ・ソリューション四国 保険代理業

3 交流 幹事 廣瀬　研志 三浦工業(株) 製造業

4 交流 スマコレ出向者 中矢　丈彦 (株)中矢美装 清掃業

5 交流 秋山　直輝 (株)友愛 不動産、各種業務請負

6 交流 馬越　浩平 月心グループ　(株)公益社 冠婚葬祭関連事業

7 交流 大原　直樹 四国電力(株)愛媛支店 電気事業

8 交流 岡﨑　弘真 (有)マル 飲食、仕出し

9 交流 門田　智臣 (株)ハコビス 運送業

10 交流 喜安　宣之 (株)伊予銀行 銀行業

11 交流 楠田　哲大 (株)マツスイ 水産物卸業

12 交流 栗田　春菜 株式会社プラウディ エステティック業、整骨院

13 交流 後藤　大樹 (株)伊予銀行 銀行業

14 交流 佐々木　慶二郎 (株)七色建工 塗装工事及び防水工事

15 交流 澤田　大介 (株)エスケイハウス 建設業

16 交流 中越　孝司 四国電力(株) 電気事業

17 交流 中野　太一 (株)久万高原開発 スキー場

18 交流 二宮　一範 愛媛綜合警備保障(株) 警備業

19 交流 濱田　宗一郎 (有)クリーン・メンテナンス・エイゼット ビル管理業

20 交流 福山　寛二 (株)Ｆ２Ｐ 自動車販売

21 交流 村田　孝一 (株)カネコ 製造業

22 交流 安永　絵里香 日本生命保険相互会社　松山支社 生命保険業

23 交流 山﨑　肇 (株)北海クリーンサービス ビルメンテナンス業

24 交流 和氣　三弥 (株)トライアル 建設業

25 交流 渡辺　孝一 (株)Ｃ＆Ｃグループ 飲食業

9


	会員名簿用R4.4.6

