
三重県中小企業家同友会　北勢支部　2022年4月20日現在

氏名 企業名 会員ID 氏名 企業名 会員ID

青木　佑司 （株）むつみ運輸 2636 竹内　稔 東洋電機（株） 2108

青野　康治 （株）宮崎工務店 2657 田中　康介 イケダアクト（株） 2271

青山　英資 （株）サンメック 2495 田中　大補 （有）クローバー総合保険事務所 2477

朝井　亮太 （株）広益社 2508 田中　美守　 三田工業（株） 2245

浅田　孝枝 （株）シャンテ・アクアリュクス 2484 田村　崇史 （株）ＧＭＣ 2429

浅野　文夫 （有）浅野デンキ商会 2231 辻村　清太 （株）白清舎 2673

阿部　雅登 （株）神戸ダイハツ 2443 出口　雄也 （株）辻プロテック工業　 2485

天野　文雄 アマノシステム（株） 2314 寺村　祐一 （株）東和工業所 2665

新井　應誠 （株）コウヨー 2590 寺本　哲也 （株）トーカイ・テクノサービス 2431

池内　孝 （株）ホクセイ 2641 寺本　誠 （有）アイテムフーズ 2568

池畑　豪人 （有）池畑モータース 2059 仲井　博文 ナカイ石油商事（株） 2554

池本　誠義 （株）オフィスセブン 2561 中澤　秀之 丸中建材（株） 2269

石田　万紀子　 （有）エスケイサービス三重 2030 中村　憲和 一般社団法人わくわくスイッチ 2608

泉　晃多 ビーシアフル（株） 2626 西岡　朋晃 西岡公認会計士事務所 2574

市田　明 （株）東海テクノ 2656 西田　太郎 （有）ホテル湯の本 2519

伊藤　省吾 （株）鍛冶儀商店 2154 西村　信博 （株）誠文社 2329

伊藤　大輔 三浜紙器（株） 2440 丹羽　孝直 丹頂ガス（株） 2548

伊藤　太一 （株）大明電気 2436 野田　耕治 （有）ユニバーサル・ツアー 2100

伊藤　隆 （株）事業承継アドバイザー 2596 羽木　良和 （株）フォークローバー 2064

伊藤　琢也 （株）伊藤エンジニアリング 2531 羽木　良介 （有）羽木米穀店 2273

伊藤　俊博 （株）浪花電機 2370 萩原　宏林 曙自動車工業（株） 2180

伊藤　友洋 登記・測量・土地家屋調査士 伊藤事務所 2509 橋爪　康臣 （株）クリエィション 2676

伊藤　弘隆 伊藤会計事務所 2229 橋本　圭司 （株）ハシペン　 2578

伊藤　裕司 （有）角屋 2616 橋本　堅 社会保険労務士行政書士オフィスはしもと 2628

伊藤　隆滋 シンコー（株） 2426 橋本　佳明 （有）ヤママス 2404

稲垣　明将 （有）東栄電機工業所 2634 長谷川　達智 長谷川シャッター工業（株） 2065

稲垣　朋宏 （有）アイエス設備工業 2668 長谷川　利敦 長谷川シャッター工業（株） 2583

稲垣　伸亮 イナガキ産業（株） 2632 服部　茂樹 大誠商事（株） 2416

稲垣　法信 （株）稲垣鉄工 2582 服部　祐司 （有）服部酒店 2068

今井　かおり （有）イスキナ 2643 浜中　俊哉 （株）ＰｌａｎＢ 2623

岩佐　雄二 亀山急送(株) 2411 早川　尚孝 （株）マデコム 2294

岩崎　功 ランチェスター経営三重 2407 早川　雄一 （有）ワタベ 2629

岩瀧　太郎 （株）ＡＴＩＳ 2588 原田　努 （株）ファースト 2610

岩谷　たけし （株）アトラス 2300 稗田　大輔 稗田法律事務所 2614

岩谷　英充 岩谷興産（株） 2380 日置　記平 （株）大扇 2069

上岡　治生 （株）ウエオカ金属工業 2501 日沖　真則 （株）黒部プラントサービス 2605

宇佐美　裕命 現代機工（株） 2441 平尾　康則 （株）ジーエルプラン 2340

内田　裕二 内田鍛工（株） 2438 平野　一喜 川越運送（株） 2423

大久保　佑香 社会福祉法人　六永会 2325 平野　和彦 （有）平野商会 2175



三重県中小企業家同友会　北勢支部　2022年4月20日現在

氏名 企業名 会員ID 氏名 企業名 会員ID

大塚　大 （株）大塚商店 2254 平野　雄亮 （株）古川電気設備 2672

大橋　恭久 （株）ダイコウ 2564 平松　慧之 平松産業（株） 2642

岡島　英樹 釜屋硝子建材（株） 2487 平松　俊範 平松産業（株） 2143

岡本　浩延 （株）岡本總本店 2518 藤井　由久 藤井撚糸（株） 2625

小串　拓由 （株）メディサポジャパン 2586 藤田　満 （有）トウ環境企画 2287

小田　勉 （株）ミライト 2635 藤牧　正浩 （株）フルバック 2345

尾高　健太郎 稲七総合法律事務所 2652 藤本　孝次 パックスアライブ（株） 2442

片山　穰二 （株）エー・エス・シー 2603 藤原　英雄 （株）フジケンホーム 2239

門井　恵介 東海運輸建設（株） 2311 古川　敦久 （株）ハヤシヤ商事 2671

加藤　一男　 生川建設（株） 2250 堀　博人 （株）ライフステージ 2449

加藤　健一郎 さくら経営支援室 2609 前田　昌彦 （株）前田テクニカ 2516

加藤　健介 トーケンサービス（株） 2247 前田　雅大 （有）前田船舶 2664

門脇　匡伸 （有）門脇商店 2182 前田　正巳 （株）飯田建設 2435

金澤　宏樹 （株）菜友 2620 前田　光久 旭電気（株） 2107

川合　淳 富士電設（株） 2205 前野　修 前野段ボール（株） 2141

川喜田　洋二 北勢印刷（有） 2660 松林　繁久 坂部運送（株） 2630

川島　勝士 （株）スタッフブリッジ 2506 水谷　昌幸 （株）ワークス 2291

川嶋　敏文 クラタヤ（株） 2399 溝口　泰司 （株）福村屋　 2326

木村　祐基 （株）三重ブレイブ 2428 道上　香 （株）ゼロエンショップ/花と風せん屋さん彩葉（いろは） 2418

九鬼　紋七 九鬼産業（株） 2115 光用　翔太郎　 フコク印刷工業（有） 2085

黒田　誠真 （株）ＧＲＥＥＮ　ＭＯＮＳＴＥＲＳ 2675 光本　幸史 （株）光本美容商事社 2489

国安院　章良 （株）リフォックス 2303 南川　勤 ミナミ産業（株） 2394

國安院　ゆみ 社会保険労務士事務所フェイルノート 2550 南川　雄一郎 （株）オリオン 2295

小島　令子 （株）ＴＲらぼ 2637 宮﨑　由至 （株）宮﨑本店 2087

後藤　明德 （有）東海不動商事 2573 三好　啓治 （株）ペガサス 2274

後藤　友彦 銀河電機工業（株） 2649 村木  剛 （株）大藤工務店 2667

小林　健一 （株）ハヤシヤ商事 2032 村土　香生里 オフィスむらつち 2268

小林　登志樹 （株）小林鈑金 2491 森　真人 （有）ＢＯＳＣＯ 2480

小林　正幸 （有）小林商店 2558 森　裕介 森瓦店 2669

小林　賢行 （株）宮田塗装 2545 森　幸男 （同）キャリアアップ東海 2595

小村　真之介 伊勢乃 2654 森川　道博 中日臨海バス（株） 2132

近田　賢一郎 （株）ミッドランド経営 2151 森口　貴道 （株）エール 2624

近藤　伸悟 （株）ビコーインプレス 2499 森田　耕平 （株）三重フリット 2482

近藤　大輔 東海衣料（株） 2453 諸岡　智哉 中部システム・エンジニアリング（株） 2512

斎藤　英雄 菱江ロジスティクス（株） 2571 矢田　佳代 メンタルサポート三重 2674

榊原　淳司 （株）マルユー 2148 矢田　正全 （株）鈴鹿冷機 2678

坂本　龍太郎 （有）スミ・コーポレイション 2633 柳川　貴子 （株）柳川建材店 2479

櫻川　裕通 釜屋（株） 2298 矢野　正剛 矢野防災設備（株） 2158

佐々木　悠人 （有）安寿 2462 山路　熟 サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 2567



三重県中小企業家同友会　北勢支部　2022年4月20日現在

氏名 企業名 会員ID 氏名 企業名 会員ID

佐藤　唯文 （有）フィット総合保険 2461 山下　広幸 （株）ビジネス・ソリューション 2648

佐藤　正憲 三電工業（株） 2455 山添　卓也 （株）中村製作所 2383

佐野　明郎 （株）佐野テック 2117 山田　慎吾 （有）まるじ運輸 2670

佐野　貴信 （株）サノプランニング　（株）プラトンホテル　 2486 山田　知美 ５５カフェ 2551

佐野　貴代 （株）佐野テック 2658 山中　祐 （株）サンワークス 2594

佐村　康彦 ＲＥＤ　Ｂｒｉｄｇｅ 2677 山中　正直 （株）紺文 2472

澤田　昌志 社会福祉法人 久間田福祉会 2437 横山　礼央 （株）辻プロテック工業 2651

清水　直樹 （有）イスキナ 2279 若林　忠 北勢電気（株） 2520

神宮司　道宏 （一社）特化エキスパート推進協議会 2653 若林　弘樹 スズカン(株) 2540

杉山　豊 （株）Ｏ－ＧＯＥ 2496 和田　博 （有）和田電気商会 2097

須藤　清範 須藤鋼機（株） 2263 渡邉　智大 （有）渡邉精機 2618

世古　眞睦 （株）Ｐｌｕｓ　Ａｓｉａ 2592 渡邉　正夫 三昌運輸倉庫（株） 2353

髙村　宗司 髙村宗司税理士事務所 2661 渡邉　将充 北三重通信システム（株） 2525


