
（公社）新居浜青年会議所　正会員（社員）名簿
氏名 会社名 役職 会社HP

1 浅木　勇吾 （株）アサケン 代表取締役 https://www.kensetumap.com/company/445578/
2 明智　祐介 柳屋管工（株） 代表取締役 https://www.yanagiya-kankou.co.jp/
3 飯尾　尚也 (有)イイオフーズ 専務
4 池上　尚応 ㈱ライフプラザパートナーズ
5 伊藤　健一郎 （株）伊藤建設 専務取締役 http://kkitoh.co.jp/
6 伊藤　泰 住友金属鉱山（株） https://www.smm.co.jp/
7 伊藤　誠 （株）インテリアワークス藤 代表取締役 http://www.works-fuji.com/
8 岩下　貴輝 (有)泉金属商会
9 大石　将彦 （株）大石工作所 取締役 http://ois.gr.jp/
10 大原　裕貴 藤栄工業（株） https://toei-kogyo.jp/
11 尾崎　剛裕 ツバメハウジング（株） 専務 http://www.tsubame-h.com/
12 越智　英登 越智産業（株） http://ochisangyo.com/
13 越智　勇人 住友生命保険（相） 主任 https://www.sumitomolife.co.jp/about/employ/cdho/
14 小野　純一 一心 代表 https://localplace.jp/t200212005/
15 門田　祐一 （株）中島技研 代表取締役 https://www.nakajimagiken.com/
16 加藤　聡志 (有)新居浜ビジネスセンター http://ww22.tiki.ne.jp/~niihama-bc/
17 加藤　智裕 加藤智裕司法書士事務所 代表
18 川口　桂司 KJコーポレーション（株） 代表取締役 https://kj-co.net/
19 菊池　将徳 （株）LANDMARK 代表取締役 https://www.land-mark-info.com/
20 河野　正 河野ガス（株）
21 近藤　涼太 佐々木紙工（株） http://www.sasaki-shiko.co.jp/
22 佐々木　大輔 （株）大栄電工 代表 https://daieidenko.co.jp/
23 澤田　翔 合同会社Rework 代表社員 https://www.rework.jp.net/blank
24 塩﨑　公士 (有)塩﨑産業 取締役 https://shiozakisangyou.com/
25 白石　久祈 白修学院 代表 https://www.hakushuu.com/
26 白石　尚寛 白石建設工業（株） 代表取締役 https://www.shiraishi-inc.co.jp/
27 神野　恭多 新居浜市議会議員
28 鈴木　健豊 (有)エリア・サポート・プロ愛媛 主任 http://www.sjnk-ag.com/a/area/
29 妹尾　元靖 正起ガス（株） 取締役 http://www.seikigas.com/
30 髙坂　類 hink DESIGN 代表 http://hink28.com/
31 高橋　周平 弁護士法人　高橋総合法律事務所 http://arcfield.jp/taka/
32 髙橋　祐弥 日本郵便（株）別子郵便局 局長 https://map.japanpost.jp/p/search/dtl/300161019000/
33 瀧田　恭助 (有)泉石油
34 竹原　潤 (有)竹原学石材 https://takehara-sekizai.com/
35 田中　政守 （株）田中管工
36 垂水　裕太郎 播磨産業（株） http://www.niihama-harima.co.jp/
37 寺尾　悠史 (有)寿建設工業 http://www.kotobuki-ehime.com/
38 中嶋　竜之輔 (有)第一住設
39 西原　裕也 （株）アイセイ電工 代表取締役
40 二宮　夕子 ナイトロビー杏
41 丹生谷　亮輔 （株）イーエーシー 所長 https://eac711.com/
42 羽渕　有城 大正リメイク（株） 営業管理 https://taisyou-remake.co.jp/
43 藤田　成雄 （株）グラッツェふじ http://wpfuji.com/
44 藤田　準 （株）百姓屋.藤田 代表取締役
45 藤野　愛有美 （株）フロンティア
46 古川　勝浩 愛媛果汁食品（株） 常務取締役 https://www.ehimekj.com/
47 眞鍋　聡 （株）鍋ゴム 代表取締役 https://nabe-gomu.com/
48 丸山　幸輝 マルヤマ
49 水野　誠大 （株）きりん住宅 代表取締役 https://kirin-j.com/
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50 村中　敏行 （株）アイリテクノ https://airitechno.com/
51 妻鳥　貴史 妻鳥パートナーズ税理士法人 社員税理士 https://mendori.tkcnf.com/
52 森本　大賛 森本産業
53 矢野　萌生 焼肉　生粋 店主 http://yakinikunamaiki.com/
54 山田　裕次郎 （株）イメージテック 専務取締役 https://imagetec.co.jp/
55 横井　大輝 （株）横井産業 取締役
56 吉岡　和毅 （株）吉岡弘美塗装 https://hiromi-paint.com/
57 芳山　和秀 （株）柳産業 代表取締役 http://yanagi-cu.com/
58 渡邊　元樹 （株）スマイルラボ http://cfukushi.city.niihama.ehime.jp/working/working04.php
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