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掲載内容 

①特別功労者  ························································  ①-1～①-2 

・鹿児島商工会議所の議員を 10年以上お務めの方々（30年以上から 10年ごとの

グループで、就任日順、敬称略で掲載） 

 

②永年会員事業所  ······················································  ②-1～②-52 

・鹿児島商工会議所に 10年以上加入されている会員事業所の方々（70年以上から

10年ごとのグループで、それぞれ事業所名の五十音順、敬称略で掲載） 

 

③永年勤続優良従業員  ······················································  ③-1～③-21 

・鹿児島商工会議所の会員事業所に 15 年以上勤務し他の模範となる優良従業員の

方々（30 年以上、15 年以上のグループ別に、事業所名、氏名の五十音順、敬称

略で掲載） 

 

 

 

おことわり 

●表彰の対象となりました会員の皆さまおよび優良従業員の皆さまには、本名簿への掲

載の同意を確認させていただきましたが、すべての方からご回答をいただけておりま

せん。ご遠慮された方以外は掲載しておりますので、不掲載をご希望の方は下記まで

ご連絡ください。 

●本名簿の作成にあたりましては細心の注意を払っておりますが、誤字などお気づきの

点がございましたら、恐れ入りますが、下記までご連絡ください。 

 

 

 

お問い合わせ 

鹿児島商工会議所 企業支援課 

TEL：099-225-9522 

FAX：099-227-1977 

Mail：kigyoushien@sage.ocn.ne.jp 



特別功労者

● 鹿児島商工会議所の議員を10年以上お務めの皆様（就任日順、敬称略）

氏名 事業所名 役職

■議員歴30年以上

羽仁　正次郎 (株)ハニ 代表取締役

川畑　孝則 南生建設(株) 代表取締役会長

諏訪　秀治 鹿児島トヨタ自動車(株) 代表取締役会長

岩元　恭一 (株)山形屋 代表取締役社主

玉川　哲生 セイカ食品(株) 代表取締役会長

氏名 事業所名 役職

■議員歴20年以上

岩崎　芳太郎 岩崎産業(株) 代表取締役社長

河井　達志 (株)カワイ 代表取締役

諏訪　健筰 (株)トヨタレンタリース鹿児島 代表取締役会長

渕本　逸雄 南海食品(株) 代表取締役会長

小正　芳史 小正醸造(株) 代表取締役会長

寿福　一隆 (株)寿福産業 代表取締役会長

岩元　正孝 カクイ(株) 代表取締役

渡辺　勝三 鹿児島空港ビルディング(株) 代表取締役社長

春田　滋 (株)ハルタ 代表取締役会長

今別府　英樹 今別府産業(株) 代表取締役会長

岩崎　史眞子 いわさきホテルズ(株) 代表取締役

岩元　純吉 金生産業(株) 代表取締役会長

大西　儀朋 鹿児島海陸運送(株) 代表取締役社長

東條　正博 (株)東条設計 代表取締役会長

氏名 事業所名 役職

■議員歴10年以上

岩元　修士 (株)山形屋ストア 代表取締役会長

小牧　隆 小牧建設(株) 代表取締役

島津　公保 南九州クリーンエネルギー(株) 代表取締役社長

三角　皓三郎 (株)Misumi 取締役会長

西村　将男 いわさきコーポレーション(株) 取締役副社長

正　吉浩 大正観光(株) 代表取締役

米盛　庄一郎 米盛建設(株) 代表取締役

中村　忠徳 (株)ナカムラ自動車 代表取締役

① - 1
鹿児島商工会議所創立140周年　表彰にかがやく人々



特別功労者

● 鹿児島商工会議所の議員を10年以上お務めの皆様（就任日順、敬称略）

氏名 事業所名 役職

■議員歴10年以上

新留　司 (株)新留土木 代表取締役

西中　浩二 (株)日能研九州 代表取締役

永山　在紀 南国殖産(株) 代表取締役社長

吉田　健朗 (株)南日本総合サービス 代表取締役

犬伏　和章 高島屋開発(株) 代表取締役

玉利　佳久 (株)タイフク 代表取締役社長

福田　光一 大福コンサルタント(株) 代表取締役会長

山ノ内　文治 (株)明興テクノス 代表取締役会長

押井　啓一 税理士法人押井会計 代表社員

江夏　洋 (株)ニットク 代表取締役

津曲　貞利 日本ガス（株） 代表取締役社長

後藤　孝行 鹿児島信用金庫 代表理事会長

伊田　尚充 伊田食品(株) 代表取締役社長

近藤　健 トヨタカローラ鹿児島(株) 代表取締役会長

竹之内　日出晴 (株)共進組 代表取締役

森　克俊 鹿児島交通(株) 取締役

森　俊英 (株)南日本銀行 相談役

本坊　修 本坊酒造(株) 取締役会長

有村　和晃 マルエーフェリー(株) 代表取締役

岡部　龍一郎 (株)土佐屋 代表取締役社長

重久　善一 重久公認会計士事務所 所長

馬場　甚史朗 (有)馬場製菓 顧問

岩男　直哉 マリックスライン(株) 代表取締役社長

① - 2
鹿児島商工会議所創立140周年　表彰にかがやく人々



永年会員事業所

■70年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

大熊　健志あいおいニッセイ同和損害保険

(株)鹿児島支店

青木　一哉(株)青木

有馬　明治(有)有馬明治堂

有村　興一(株)有村屋

中村　智一いすゞ自動車九州(株)鹿児島支

店

杉原　浩イスズ殖産(株)

板山　卓司板山商事(株)

大山　健次井上石油(株)

岩崎　芳太郎いわさきコーポレーション(株)

岩崎　芳太郎岩崎産業(株)

永井　麗子(有)岩崎谷荘

下園　廣一エス・パックス(株)

大津　学(株)大津倉庫

大西　儀朋鹿児島海陸運送(株)

原口　一久鹿児島漁網(株)

松山　澄寛(株)鹿児島銀行

岩田　英明鹿児島県菓子工業組合

出原　照彦鹿児島県経済農業協同組合連

合会

吉田　豊鹿児島書籍(株)

後藤　孝行鹿児島信用金庫

大山　康成鹿児島青果(株)

牧口　剛鹿児島船用品(株)

永倉　悦雄鹿児島相互信用金庫

池田　学鹿児島中央青果(株)

市坪　文夫鹿児島トヨタ自動車(株)

石原　一智鹿児島日産自動車(株)

片川　昌之片川　昌之

菅　徳太郎(株)加根又本店

樋口　弘文(有)カバンのヒグチ

徳　恭一朗(株)川崎塗料

窪田　久人(株)九工

樋口　和光九州電力(株)鹿児島支店

久野　光代久野織物(株)

竹之内　日出晴(株)共進組

市来　孝夫(株)京屋

下田代　和久(株)錦江

岩倉　克太郎(有)錦江印刷

代表者名事業所名

久保　政史(株)久保利

川津　猛(有)熊本屋

小園　洋平(株)小園硝子商会

児玉　道生児玉製菓(株)

後藤　研一(有)後藤卯兵衛商店

小牧　隆小牧建設(株)

小正　芳史小正醸造(株)

山口　裕子(株)サカエヤ

諏訪園　匠坂本建設(株)

相良　由起子相良酒造(株)

迫　時治(有)迫醸造店

迫田　崇之(株)迫田

岩男　直哉薩摩倉庫運輸(株)

本坊　一浩(株)サナス

鮫島　節(有)鮫島写真館

福谷　明サンケイ化学(株)

福谷　明(株)サンケイグリーン

島津　忠裕(株)島津興業

岡田　健司清水建設(株)九州支店鹿児島営

業所

俣野　公宏(有)集景堂

貴島　和文(株)十字屋

中山　幸一(株)新生組

玉川　浩一郎セイカ食品(株)

藤野　修損害保険ジャパン(株)鹿児島支

店

木戸　伸治第一生命保険(株)鹿児島支社

林　幸一郎大成建設(株)鹿児島営業所

秋葉　敏行(有)ダイ和

上村　清二(株)高岡屋

犬伏　和章高島屋開発(株)

竹之内　忠廣竹之内穀類産業(株)

加藤　眞澄(有)田中酒店

横小路　喜代助(有)多夫施木材商店

前田　秀一郎(有)千歳旅館

前田　昭博帝国倉庫運輸(株)

内村　一彦(有)天文館薬局

竹内　秀夫東京海上日動火災保険(株)鹿児

島支店

徳永　進(株)徳永屋本店

② - 1
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永年会員事業所

■70年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

岡部　龍一郎(株)土佐屋

富山　大士富山薬品工業(株)

吉冨　秀介中川運輸(株)

中島　廣治(株)中島商会

中園　雅治(株)中園久太郎商店

中原　時宏(同)中原商店

徳永　誠治(有)納屋徳永屋

上田平　孝也(株)南光

萩元　千博南国交通(株)

永山　在紀南国殖産(株)

新名　正治(株)にいな

二之宮　進太郎日進印刷(株)

上條　俊昭日本銀行鹿児島支店

古賀　寿日本通運(株)鹿児島支店

津曲　貞利日本瓦斯(株)

本坊　吉幸日本貨物(株)

有村　耕一郎(株)日本電業社

丹羽　眞一(有)ニワ陶器店

馬場園　靖弘(有)馬場園商店

馬場　学(株)馬場電機

浜崎　弘治浜崎製油

浜口　純明(有)バリカン堂

榎園　信正(株)巴里屋

春田　滋(株)ハルタ

丸元　正樹阪東機工(株)

久永　修平(株)久永

平野　政幸(有)平野酒店 ファミリーマート平野

甲突店

藤武　洋子藤武(株)

藤安　秀一藤安醸造(株)

山崎　真(株)二見屋

盛満　公平渕上印刷(株)

太志　博義(株)太志

古川　匠ブリヂストンタイヤソリューションジャパ

ン(株)南九州地区本部

古川　雅康(株)フルカワ

馬場　正蔵文進社印刷(株)

堀江　初雄(株)堀江

牧野　卓也(株)まきの商店

中間　千代子(株)松元

代表者名事業所名

妹尾　隆哉丸一製薬(株)

新内　貴(有)丸新玩具

渡邉　由美(有)マルツネ號

平澤　正幸(株)マルヒラ

益満　弘毅(株)マルマスふとん

柳田　洋(株)丸屋本社

梁瀬　和久(株)みずほ銀行鹿児島支店

岩切　里枝子(有)道草旅館

斎藤　眞一(株)南日本銀行

佐潟　隆一(株)南日本新聞社

植田　博志明治安田生命保険(相)鹿児島支

社

新名　真郎持留製油(株)

森　宏子(名)森美老園

岩元　修士(株)山形屋

長野　哲郎山形屋商事(株)

山口　耕作(有)山口商会

山下　英樹ヤマシタ機械(株)

横山　栄作(資)横山味噌醤油醸造店

吉元　由美子(有)吉元製材所

米盛　庄一郎米盛建設(株)

② - 2
鹿児島商工会議所創立140周年　表彰にかがやく人々



永年会員事業所

■60年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

岩田　英明(名)明石屋菓子店

野元　健一郎阿久根建設(株)

有馬　正治(株)アリマコーポレーション

有馬　冬騎アリマ食品(有)

西　憲二郎(株)一丸商店

稲盛　一誠(株)稲盛機工店

中島　江津子(株)井上紙店

奥　照美(有)うちだ

内村　明高内村建設(株)

宇都宮　弘一(税)宇都宮会計

竹林　千愛里AIG損害保険(株)鹿児島支店

吉川　元樹SMBC日興証券(株)鹿児島支店

田中　信一郎(株)エヌシーガイドショップ

田中　秀樹(株)大阪屋

水野　貴之(株)大阪屋製菓

小田　伸(株)小田畳商会

赤﨑　正博(株)お茶の知覧茶屋

小山　光義(株)鶴鳴館

田中　正幸鹿児島イシダ(株)

松尾　眞一(株)鹿児島園芸花市場

小正　芳史鹿児島県火災共済(協)

鳥部　敏雄(公社)鹿児島県トラック協会

塩田　康一(公社)鹿児島県貿易協会

藤安　秀一鹿児島県味噌醤油工業(協)

柴立　鉄彦鹿児島県木材銘木市場(協)

滿田　學鹿児島興業信用組合

山之氏　秀行鹿児島酸素(株)

森田　敏弘鹿児島ダイハツ販売(株)

岩男　直哉鹿児島通運(株)

武信　克彦かごしま電工(株)

山下　純一鹿児島トヨペット(株)

大竹山　靖浩鹿児島ハマ産業(株)

山口　博夫鹿児島米穀(株)

豊倉　壽鹿児島米商(株)

益満　誠司鹿児島三菱自動車販売(株)

川ノ上　博鹿児島熔材(株)

新内　勝彦(株)金新

菅　徳太郎加根又工事(株)

上塘　守(株)上塘組

代表者名事業所名

神野　洋介神野商事(株)

川井田　哲(株)川井田組

川野　友三(株)カワノ建材

福山　泰広川畑電気(株)

菊川　陽一郎(株)菊川鉄工

今和泉　悟九州共同(株)

有馬　聡九鉄工業(株)鹿児島支店

光山　慎二(株)九電工鹿児島支店

牛田　篤志共同組海運(株)

堀切　博霧島観光交通(株)

栫井　健一郎(有)くだものの店カコイ

宿口　秀明(株)光学堂

上小鶴　貞子(株)コーアガス日本

小山　健(株)小山食品

酒井　登志夫サカイ(株)

土屋　隆二郎(有)サカエ巧芸社

内村　武志サツマ酸素工業(株)

森　義斉(株)さつま路

鮫島　徳友(株)サメシマ

林　美智子三洋工機(株)

塩田　浩夫シオタ電機(株)

髙﨑　健斯文堂(株)

新福　大一郎(株)しんぷく

新福　誠一(株)新福衣料店

川路　英治(株)スズキ自販鹿児島

瀬戸山　道明(株)瀬戸山養鶏場

松下　堅第一印刷(株)

西田　徳浩第一海運(株)

藤井　隆大大樹生命保険(株)南九州支社

清川　継一朗(株)タイヨー

増喜　裕二大和証券(株)鹿児島支店

谷口　勝典(株)谷口工研

宮本　慶子(株)丁子屋

鶴田　義行(有)鶴田酒店

島津　修久(宗)照國神社

徳澤　直紀徳澤建設(株)

迫田　晃司(有)壽屋製餡所

菅　徳太郎図南工業(株)

鳥渕　城司富田薬品(株) 鹿児島支店

② - 3
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永年会員事業所

■60年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

中野　啓一郎とら屋

田中　孝明(株)トランクルーム鹿児島

荻原　和也(株)中澤

長島　和實長島商事(株)

中村　純(株)ナカムラ

中山　太(株)中山建設

徳留　眞一郎南国生コンクリート(株)

橋本　龍次郎(有)南洲館

川畑　智洋南生建設(株)

今村　俊彦(株)西日本シティ銀行鹿児島支

店

西牟田　敏明(株)ニシムタ

木佐貫　博日米礦油(株)鹿児島支店

野崎　昌登(株)野崎美工舎

徳永　昭一野村證券(株)鹿児島支店

前田　幸一濱島印刷(株)

濵ノ上　桂子浜之上商店

日高　岩雄日高水産

坂口　雄一郎(株)フタバ

竹之下　淳一郎フタバ(株)

松下　茂司(株)宝地組

宮﨑　正幸(有)蜂楽饅頭

大瀬　輝也本場大島紬織物(協)

本坊　修本坊酒造(株)

中尾　成昭(株)まからず屋

森山　忠文増田石油(株) 鹿児島支店

松田　修一(有)松田材木店

岩男　直哉マリックスライン(株)

有村　和晃マルエーフェリー(株)

長濵　国幸丸長ラジエーター工業(株)

西川　義久(株)宮崎銀行鹿児島営業部

三宅　義孝(株)宮崎太陽銀行鹿児島支店

宮崎　英雄(有)宮崎無線

友田　久史(有)宮友商会

森山　崇(株)森山(清)組

安田　正和(株)やすだ商店

矢野　嘉浩(株)矢野完正堂

山下　高司(株)山司

篠原　秀雄ヤマト運輸(株)鹿児島主管支店

代表者名事業所名

岡部　睦UCCコーヒープロフェッショナル(株)

鹿児島支店

末廣　玲(株)横尾器械

横村　辰己(株)横村青果

② - 4
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永年会員事業所

■50年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

赤塚　隆平(学)赤塚学園

櫻井　正子アクアガーデンホテル福丸

齊藤　俊英アクサ生命保険(株)鹿児島支社

池田　二郎(株)朝日サイエンス鹿児島営業所

園田　開治(株)天草屋

安藤　勝(株)安藤タタミ商店

安楽　弘太(株)アンラク

池田　研太池田製茶(株)

於保　敬司(株)イケダパン

池松　佐平次池松こんにゃく屋

石井　俊司(有)石井書店

石塚　光男(有)石塚佐和商店

堀江　豊明伊藤忠エネクス(株)九州支店 南

九州販売支店

山王　浩展井上商工(株)

今別府　英樹今別府産業(株)

岩田　三千生(株)岩田組

上野　敏孝(株)上野城

大脇　唯眞(株)エスポワールすずらん

堂原　吉明NTコーポレーション(株)

山下　繁ゑびすや漁具(株)

大林　操(有)扇屋本店

須納瀬　静雄小川町商店街(協)

押井　啓一(税)押井会計

福﨑　昭一郎(有)オトコミセ

川畑　昭人(株)かがみ屋硝子店

柿木原　次男柿原製菓(株)

岩元　正孝カクイ(株)

渡邉　勝三鹿児島空港ビルディング(株)

松浦　宏治(有)鹿児島県官報販売所

村山　孝一郎鹿児島県クリーニング生活衛生同

業組合

野村　浩史鹿児島県護国神社

豊平　悦郎鹿児島県自動車整備商工組合

大迫　博人(株)鹿児島建設新聞

小手川　康雄(資)鹿児島広告社

岩崎　芳太郎鹿児島交通観光(株)

下津　昭則鹿児島国際観光(株)

種子田　浩市(株)鹿児島消防防災

森　裕之鹿児島製茶(株)

代表者名事業所名

下之角　洋鹿児島第一交通(株)鹿児島営業

所

小田　康由(株)鹿児島大和

高山　馨鹿児島ヂーゼル部品(有)

下堂薗　豊鹿児島中央製茶(株)

前田　俊広鹿児島テレビ放送(株)

篠原　誠鹿児島土木設計(株)

杉木　保隆鹿児島荷役海陸運輸(株)

矢野　隆一鹿児島ビル不動産(株)

山本　龍一鹿児島ヤクルト販売(株)

鳥井ヶ原　孝夫鹿児島ヨコハマタイヤ(株)

神村　竜也(株)神村商会

川北　昭彦(株)川北ビル

河内　志郎かわち印刷(有)

川原　裕次郎(株)川原自動車部品商会

木山　俊之(有)木山印刷所

宮内　達郎喜山法務事務所

津田　剛輝協栄木材(株)

坂上　益啓(株)京屋

清川　三郎(有)清川自動車整備工場

田代　修近畿日本ツーリスト(株)鹿児島支

店

中馬　輝彦キング鉄道広告(株)

篠原　昌幸錦江産業(株)

占部　大介キンコー醤油(株)

有馬　秀雄(株)靴の尚美堂

熊倉　浩(株)熊倉宝石店

佐藤　圭一(株)熊本銀行鹿児島支店

藤井　勝己(株)クリニカルパソロジーラボラトリー

竹中　均(株)鴻池組南九州支店

安永　信一郎(株)国土技術コンサルタンツ

五反田　晃(有)五反田酒店

古江　功二(有)寿屋

鶴丸　正徳(株)コピオン

今市　達也(有)サツマ火薬銃砲販売所

松下　薫三九運輸(株)

坂元　泉三州産業(株)

佐多　浩二三州製茶(株)

大八木　昌宏(株)JTB鹿児島支店

重久　善一重久公認会計士事務所

② - 5
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永年会員事業所

■50年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

三宅　祐之介(有)シコン社

岡　秀実(株)下堂園

志々目　英昭(有)下唐湊酒店

与市園　栄子(有)城南部品商会

田中　清隆昭和室内装備(株)

安楽　眞一(有)昌和堂印刷

下薗　勝志松和堂菓子舗

東　清三郎城山観光(株)

宮武　秀一(有)新光印刷

新原　進也新原製茶(株)

奥山　直博(株)末よし

大和田　博司住友生命保険(相)鹿児島支社

平　浩一(有)千石酒店

藤﨑　美保全日本空輸(株)鹿児島支店

岩井田　達也(株)タイガープラスチック

正　吉浩大正観光(株)

米盛　實大盛産業(株)

大福　裕美子大成ビルサービス(株)

岩重　敏郎(有)大同食品工場

上田　大輔大同生命保険(株)鹿児島支社

宮園　耕志タイハク(株)

宮﨑　雅至(有)太陽事務機

田中　祐一(資)田中ミシン電気商会

平山　勢津子(株)玉里自動車学校

尾堂　剛(株)だるまや

丸山　修(株)中央スポーツ

正　昭典中央石油(株)

田牧　安雄中外電工(株)

鶴留　政博(株)鶴留建設

沖　真デュプロ(株)鹿児島支店

米盛　正豪(株)天神ビル

原　啓之(株)電通九州鹿児島支社

東井上　至(株)東亜運輸

桒畑　政茂(株)特香園

中村　博之トヨタカローラ鹿児島(株)

諏訪　健筰(株)トヨタレンタリース鹿児島

中川　進(株)中川

小原　正信永園設計(株)

永田　信次(有)永田鶏卵

代表者名事業所名

並松　省三(株)並松運送

並松　雄三(株)並松自動車

渕本　逸雄南海食品(株)･月揚庵

越牟田　純南国タクシー(株)

伊地知　弘幸南洲門前通り会(協)

畠田　実(株)南電工

中島　賢二郎(名)南邦商事

富田　純行南菱冷熱工業(株)

川野　一郎西千石木材(株)

深川　隆敏(有)日進ボデー部品商会

井料　高治日通鹿児島運輸(株)

森　亮日本生命保険(相)鹿児島支社

久米田　伝宏ネッツトヨタ鹿児島(株)

吉留　翔平博多商工(株)鹿児島事業所

内宮　弘雅(有)花の店空想部落

浜島　寛治浜島洋服店

黒田　芳博(株)美華園

福元　万喜子東酒造(株)

花岡　郁一朗(株)肥後銀行鹿児島支店

久永　修平久永情報マネジメント(株)

前田　正幸(有)ヒロカネ

樋渡　春子(有)ヒワタシ精肉店

下田　亮二(株)福岡銀行鹿児島営業部

重久　政隆福山酢醸造(株)鹿児島営業所

藤　茂喜(株)藤絹

山下　穣冨士飼料(株)

稲森　一男双葉鉄工建設(株)

湯ノ口　隆洋(株)芙蓉商事

田中　義郎(株)プランテムタナカ

寶來　豊晴宝来メデック(株)

外園　盛博(株)ホカゾノ

中原　明男(株)ホテル中原別荘

岩川　史朗マスコット無線(株)

小原　寿洋松尾建設(株)鹿児島支店

岩切　祐次郎(宗)松原神社

岡原　義典(有)マルオカ商店

新内　清介丸三(株)

新留　正人(有)丸新建具

横山　恵美(株)丸俊
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永年会員事業所

■50年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

香川　雅生(株)丸広

谷口　明広丸福建設(株)

右田　省二右田税務会計事務所

水渕　大作水渕電機(株)

三角　皓三郎(株)Misumi

三枝　秋裕(有)みつえ文具店

満尾　利文(株)みつる

迫　利幸南九州酒販(株)

徳田　昭治南九州スバル(株)

久保園　公夫南九州日野自動車(株)

松浦　実(株)南九州マツダ

坪内　己喜男(株)南日本技術コンサルタンツ

上原　右名位(株)南日本書道会

谷口　光高南日本スバル自動車(株)

中野　寿康(株)南日本放送

宮下　剛(株)宮下商会

宮田　晃(有)宮田光二商店

宮永　光一(株)宮永企業

有馬　純隆三好産業(株)

吉澤　大(株)明治 西日本支社 ウェルネス

営業部 営業三課

森　政雄(税)森会計

高崎　久矢崎エナジーシステム(株)鹿児島

支店

山口　大悟(株)山口水産

樺山　秀一(株)ヤマシタジムキ

山本　祐三山福製菓(有)

山本　良太郎山本車体工業(株)

吉野　正章(有)吉野写真材料店

森　博之(資)理容ホワイト

中城　幸司(株)レイメイ藤井鹿児島支店

脇田　義夫(有)脇田商会

渡辺　紘起(株)渡辺組
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永年会員事業所

■40年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

土　慶一郎(有)アート印刷

東　圭樹相光石油(株)鹿児島支店

前田　城輔(株)朝日印刷

桑畑　孝一(株)旭水産

今門　秀朗アサヒ物産(株)

佐藤　光也(有)あぢもり

森園　誠(株)アドックスホクシン

本坊　隆幸奄美海運(株)

有馬　泰雄(有)有馬住宅

有馬　純博(有)有馬石油ガス

有水　健郎(有)アリミズ保険事務所

勝島　彦光(株)有村倉庫 鹿児島支店

安楽　勉安楽電気(株)

中村　武イオン九州(株)イオン鹿児島鴨池

店

池田　博美池田電気工事(株)

池畑　博子(株)池畑天文堂

生駒　博孝いこま印刷(有)

福永　保(有)伊敷金物建材

福崎　浩臣(有)伊敷タクシー

石塚　幸三(有)石塚彦吉商店

松田　俊也イシマル食品(有)

伊田　尚充伊田食品(株)

伊藤　節吉伊藤商店

井上　恒治井上総合緑化建設(株)

岩切　真悟(株)いわきり

岩重　成彰(有)岩重タイル施工所

大久保　陽一イワモトスポーツ

益田　政利(有)印章堂

松﨑　秀雄インフラテック(株)

中村　貢上村建陶(株)鹿児島営業所

打越　成三打越商店

内村　修(有)内村ビル

酒匂　寛久(有)エアプラント工業

有川　達也映広(株)

満石　公一(株)栄電社

江川　耕司江川生花

中山　高士(株)衞藤中山設計

岩元　徹一郎(有)桜岳園

大久保　嘉昭(株)おおくぼ

代表者名事業所名

西田　徳浩大島輸送(株)

大原　一郎(株)大原設計

大山　晃伸(有)大山商店

岡江　実雄(有)岡江織物

元山　次男御菓子司もとやま

鵜飼　竜太郎(株)オガワ食品

川畑　道穂オリエント冷機(有)

佐々木　正人(株)オンリーワン

海江田　仁司(有)海江田商店

牧　真之介会計法人MSPGコンサルティング

(株)

神山　潤一郎(株)海幸

柿元　敬一(有)柿元商事

岩元　義弘(株)カクイックス

中島　健吉鹿児島共栄

白男川　八洲人(株)鹿児島京都美装

永山　在紀鹿児島空港給油施設(株)

酒匂　重喜鹿児島県共同トラックターミナル

(株)

橋口　正男(株)鹿児島県クリーニングセンター

川野　敏彦鹿児島県信用保証協会

小正　芳史鹿児島県中小企業団体中央会

萩元　千博(公社)鹿児島県バス協会

谷上　司鹿児島県美容生活衛生同業組

合

小正　芳史鹿児島総合卸商業団地(協)

荒武　貞夫鹿児島綜合警備保障(株)

松山　保紀鹿児島第一食糧販売(株)

寺山　信一郎鹿児島中央ビルディング(株)

谷口　実かごしま通信システム(株)

東　喜一(株)カゴシマ月星

外山　等鹿児島テント工業(有)

坂元　浩(公財)鹿児島まちづくり土地区画

整理協会

久保　眞介鹿児島南映商事(株)

末吉　真治(有)鹿児島肉よし

徳永　守(有)鹿児島廃油処理センター

尾曲　昭二鹿児島森田ポンプ(株)

鷲見　夏樹(株)かしい

片平　裕康(株)ガストフ
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永年会員事業所

■40年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

原田　大藏(株)鹿大丸

叶　常正(有)叶印入工場

上夷　誠加根又産業(株)

上薗　博(有)上薗ポンプ

川崎　健次川崎タタミ店

林　隆秀観光自動車(株)

野崎　輝久(有)輝広

北野　修北野商店

ひろた　俊三(株)キネス

神薗　貴子(有)きもの屋

肥後　貴史(株)牛一

江藤　強九州協栄化成(株)

野口　雄喜(有)九電通

野口　洋子(株)教育応用心理研究所

伊藤　一雄共栄火災海上保険(株)南九州支

店

岩重　昌勝協業組合ユニカラー

川原　肇協和電機(株)

岩元　純吉金生産業(株)

久木田　尋美久木田労務管理事務所

窪田　憲治(株)窪田商店

隈元　仁(有)隈元鮮魚店

下羅　雅明(株)クリーン産業

赤崎　正剛(株)グリーンフーズ

黒岩　正剛(有)くろいわ

黒木　孝紀黒木産業(有)

黒田　正利黒田金物店

田畑　勇KB食品(株)

廻　雄一郎(株)剣画堂

古木　鈴香(株)古木鐵工所

村田　和也国分九州(株)鹿児島支店

國分　秀人国分消防設備(株)

五反　孝一(株)五反共楽園

坂元　昭宏坂元醸造(株)

相良　隆之相良自動車ガラス店

内山　三義(株)佐々木工務店

本坊　浩幸サザンタイガード(株)

黒川　雅夫薩摩本陣(株)熊襲亭

菊地　茂樹さつま無双(株)

山下　九子さつま麺業(株)

代表者名事業所名

佐藤　忠史(株)佐藤電気

實方　等(株)サニーステンレス製作所

池本　宗隆(株)サニタリー

満　博隆(株)サンキー

上野　恵一郎三州運送(株)

中禮　雅治(株)三州園

池端　司三州技術コンサルタント(株)

三輪　裕之(株)サンテック九州

米盛　司郎(株)三友

田之畑　成子三和木材産業(株)

田尻　豊和(有)ジェイシーエムテクノ販売

重富　正志(有)重富義肢製作所

篠﨑　眞鉄篠﨑消防設備

園田　裕子島田京染店

島田　秀樹(有)島田屋

清水　友詞(株)清水

下島　健嗣(有)下島自動車

瀬戸口　ゆう子(有)下町産業

江夏　寛佳(株)寿草

寿福　一隆(株)寿福産業

壽福　和彦(株)寿福石材工業

矢代　雄一朗(株)商工組合中央金庫鹿児島支

店

佐々木　薫(株)昭光堂

竹下　忠男城西珠算研究所

義岡　海美(株)鐘札銅

加納　嘉一郎(株)昭和貨物

種子島　三郎しらかば印刷

白川　安隆(株)白川工務店

松田　道成(株)新出光九州支店南九州エリ

ア

新海　智治(有)新海モータース

内村　良和(有)新興運送

近藤　浩行新日本ロジ(株)鹿児島支店

木元　信信和(税)

前田 進進和總業(株)

末吉　重榮(株)末吉建築事務所

森田　真美子(株)スカイパーク

角之倉　勉角之倉建具店

玉川　浩一郎セイカ商事(株)
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永年会員事業所

■40年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

瀬尾　昭一郎(有)セオ薬局

川田代　泰和(株)積善社

片平　乃行セコム(株)鹿児島統轄支社

吉村　隆博(有)瀬戸口精肉店

松村　孝(株)セルモ鹿児島支社

上笹貫　祥寛(株)ゼンケイ

時任　健二(株)千石鋼機商会

久場　眞三(株)センテイ

荒武　貞夫(株)綜合管財鹿児島

宮崎　かおり創友建設(株)

小永吉　芳典(株)大栄商事

川村　幸男(有)大毅

犬伏　和章大見商事(株)

遠見　隆二(株)大広九州　南九州支局

新内　耕治(株)大新

濱田　勇一郎(株)大成電設

安藤　雅史(株)ダイセン

玉利　佳久(株)タイフク

増尾　孝光(株)ダイヤモンド止水接着工業

園田　洋平(株)太洋花火

中村　政博(株)ダイリン広告

肱元　格大和冷熱(株)

髙橋　敏浩高橋商事(株)

竹迫　加津代竹急総合サービス

武　柳子(株)武薬品

田中　マチ子(有)田中皆花園

田中　勝男(有)田中コンピュータ会計

田中　保裕(有)田中木材

谷口　屯谷口開発興業(有)

本　亜希子中央仮設(株)

栫井　銀二郎中央建設(株)

濵田　健一郎(株)中央ビルサービス

笹木　伸一中央ロード工業(株)

月野　隆史(株)つきの

大迫　斉綱正(株)

寺田　真一郎鶴丸電機工業(株)

齋藤　正治(株)帝国データバンク鹿児島支店

手塚　國憲(株)手塚不動産鑑定所

米澤　徹寺岡オートドア鹿児島(株)

代表者名事業所名

脇　雅孝電新デジック(株)

河野　誠紀東京経済(株) 鹿児島支社

長沼　宏昌(株)東京商工リサーチ鹿児島支

店

門松　信久堂園設計(株)

四元　博文(有)東洋自動車

林田　恭範東洋シヤッター(株)鹿児島営業所

丸田　優(株)トーキョータイヤ

坂下　末廣ドージン図書

徳田　真悟(株)徳電社

川井田　浩一(有)トモヤ

諏訪　健筰トヨタエルアンドエフ鹿児島(株)

鳥部　祐二(有)トリベ石油

玉川　文生(株)トワ・ベール

中﨑　啓文(株)中崎電子工業

中園　英二(有)中園ビル

中西　昭夫(有)中西削節店

長野　清隆長野無線(有)

中原　稔中原珠算教室

中村　忠徳(株)ナカムラ自動車

穂満　康太郎中村屋

山口　典孝なべしまホールディングス(株)

並松　初(有)並松タタミ店

大脇　唯眞納屋通り商店街振興組合

松元　真一郎(株)南海堂

知識　公洋(株)南給

萩元　千博南国交通観光(株)

末永　考南国情報サービス(株)

中河　隆則(有)南国花火製造所

玉利　賢治(株)ナンセン

本村　嘉啓南日汽缶工業(株)

前田　和輝(有)南宝社

新留　博文ニイドメ墓石店

宮之原　修一(有)二光通信

西　洋一(税)西税務会計

西原　一将(株)西原商会

西村　剛(株)ニシムラ

西村　正行(有)ニシムラ製作所

西山　政幸日新火災海上保険(株)鹿児島

サービス支店
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永年会員事業所

■40年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

小湊　朗(有)日新製餡

林　眞一郎日進包装(株)

前田　寿(有)日成管工

江夏　洋(株)ニットク

川上　隆太日本電気(株)鹿児島支店

二之宮　行宣二之宮米穀店

村山　功日本環境サービス(有)

花田　幸治日本ファシリオ(株)南九州営業所

中山　龍也(株)日本プロセスセンター

飯野　惠子日本陸送(株)

横瀬　修(株)日本旅行鹿児島支店

西野　友季子(株)ニュー西野ビル

若松　孝一郎(株)ニューバッグワカマツ

柳園　久志ネッツトヨタ南九州(株)

能勢　敏郎能勢産業(株)

野村　利成(有)のむら美容室

神川　照子(有)のり一

鎌田　龍二郎(有)ハイテックカマタ

福吉　克彦パシフィックグレーンセンター(株)南

日本支店

岩元　良一(有)長谷川自動車ガラス

伊地知　雄一(有)花昇

馬場　伸行馬場化粧品店

濵﨑　光秋(株)浜崎建設

濵田　博浜田博自動車(株)

濵園　誠(株)ハマテックス

林　正弘林米穀(株)

羽山　晴彦(株)はやま

柿木原　卓(株)万国屋

米盛　昭人樋口建設(株)

福留　三郎(株)久永コンサルタント

畠中　知比呂ビジネスホテル天文館(有)

谷村　智啓(有)評価問題研究所

鳥浜　正純(有)ヒラノ鹿児島営業所

平山　哲ひらやま旅館

岩元　浩海(株)フェニックス

深水　崇雄深水刃物(有)

深水　喜久男深水薬品

福倉　勇(有)福倉自動車鈑金塗装工場

福永　純一郎(有)福永印刷

代表者名事業所名

福村　照行(有)福村産業

福元　義弘(有)福元電機

沼田　真由美(有)福元薬局

原　正親(株)舞研

有村　成生富国製糖(株)

藤井　勝彦藤井商店

藤﨑　泰光(有)フジサキ

深澤　直樹富士甚醤油(株)鹿児島支店

藤田　充(有)フジタ建材

谷口　聡(有)フジ溶材

角田　幸大郎(株)二葉園芸種苗

松山　祐二(有)プリンス松山美容室

和田　秀一郎(株)プロゴワス

峯元　信明(株)ブンカ巧芸社

土屋　妥九(株)文化社

小手川　強二フンドーキン醤油(株)鹿児島支店

東　洋一(株)ベルグ

外薗　己吉(有)外薗商会

有馬　純徳(株)ホテル吹上荘

堀脇　健嗣(株)堀脇純建設

本坊　松一郎(株)本坊商店

前田　昭博(株)前田組

前田　俊郎(株)前田商会

前田　裕二(有)前田燃料店

益満　尚教(有)マスミ商会

増森　涼子(有)増森自動車塗装工場

松山　健二郎(有)松山建設

塗木　由里子(株)マルイケ

藤井　志郎丸岩電機(株)

坂口　正博マルサカ(株)

丸山　正次(株)丸庄

髙橋　克典マルタカ物産(株)

松下　耕平(株)丸松

丸峯　正史(有)マルミネ

寺田　盛茂(有)丸安水産

稲森　啓三萬福食品(株)

永迫　正(有)三笠空調設備

美坂　敦士(株)ミサカ

八塚　義行みずほ信託銀行(株)鹿児島支店
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永年会員事業所

■40年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

三角　皓三郎三角開発(株)

満塩　勝郎(株)満塩建設

満薗　良一滿薗鈑金塗装工場

伊藤　智(株)南九州エービーシー商会

福村　忍南九州電機産業(株)

池田　通南九州トーヨータイヤ(株)

大西　儀朋南日本商事(株)

中村　洋(株)南日本情報処理センター

末廣　浩一(有)南日本シロアリ

山本　欣司(有)南日本新聞 宇宿販売所

和田　茂(株)南日本新聞開発センター

加治屋　司(有)南日本新聞 田上販売セン

ター

愛村　拓也(有)南日本新聞東紫原販売所

宮内　秀人(株)宮内洋行

宮原　健一(有)宮原設備土木

宮脇　淳(有)宮脇自動車鈑金塗装

山ノ内　文治(株)明興テクノス

川邊　ゆう子明和食品(株)

米倉　浩次郎明和木材(株)

茂谷　浩司(有)モタニ印刷

余瀬　睦(有)茂谷自動車整備工場

森　征一郎(税)森スクラム会計

濱島　隆諸月製菓(株)

保﨑　賢保﨑社会保険労務士事務所

池上　利津子山形屋美容室

橋口　伸二郎(株)山形屋物流サービス

栗田　徳孝(株)山川食品

山口　公男山口自動車販売修理工場

山下　哲矢山下硝子建材(株)

山下　耕平(有)山下酒店

山下　髙生(有)山下髙生組

山下　文清(有)山下電話店

山下　尚大(有)山下モータース

山口　憲一郎山実水産(有)

山元　康司(有)山元

得田　裕(有)山元不動産

弓場　昭大ユーミーコーポレーション(株)

佐藤　健一朗(株)ゆきざき宝石

淵村　文一郎ユニオン産業(株)

代表者名事業所名

弓場　秋信弓場貿易(株)

白楽　陽一(株)ヨシキ

伊地知　弘幸(株)吉田葬祭

丸尾　三郎吉野サイクルショップ

流合　尚(有)吉野測量設計事務所

吉松　眞一(有)吉松テント

吉丸　貴明(株)吉丸組

圓山　亮介(有)吉満鉄工所

松山　敬(株)淀川製鋼所 九州沖縄ブロッ

ク 鹿児島営業所

米澤　和孝(有)米沢自動車

米森　秀徳(株)米森金属工業

松下　豊与論島製糖(株)

吉田　勝也レディスファッションヨシダ

金崎　暢彦ロイヤルコントラクトサービス(株)鹿

児島空港店

鳥井ヶ原　昭人(株)吾愛人

福田　豊(株)和光電設

渡　実行渡絹織物
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永年会員事業所

■30年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

山崎　美智子(有)アイエス通訳システムズ

相生　圭太(株)アイオイ・プロフォート

岩戸　博己(株)相洸

青木　英一郎アイテック(株)

本坊　修アイテップ(株)

福田　直哉愛和(株)

龍野　高尚赤帽たつの

川崎　康智旭機工(株)

古川　康尚アサヒビール(株)九州南部統括支

社

飯伏　学アサヒ物流(株)

斉藤　丈史味の素(株)南九州営業所

畦地　賢治(有)あぜち

安達　豊(有)安達自動車商会

関　孝人(有)アトム鹿児島

天野　玄一天野印刷(株)

鈴木　了(株)Amulet

荒川　直文(株)荒川

白川　満(有)ありき商事

有木　昭有木商店

有馬　昭彦有馬税理士事務所

有水　昌美有水商店

有村　博(有)有村利塗装

阿安　正和アルファテック(株)

菊永　満(株)アンクス

相良　重文アンデス・デンタルラボラトリー

池田　和穂(有)池田自動車販売

池田　修(有)池田タクシー

池端　安之(株)イケハタ企画

奥　亮一(有)イケワキ食品

石神　勝郎石神税理士事務所

倉内　武盛(有)伊敷オート

石原　健太郎石原産業(株)

永田　輝枝(有)イズミ商事

伊瀬知　亘(有)伊瀬知サッシ工業

古川　稔一級建築士事務所 (株)アーキ・プ

ラン

古市　一郎(有)一成産業

田中　博治(有)イデア設計

代表者名事業所名

藤原　将史(株)イトーキ九州支店　鹿児島オ

フィス

井上　祐志井上長(株)

森岡　芳子(学)今村学園 今村学園ライセン

スアカデミー

今村　厚子今村木材(有)

下入佐　英光(有)入佐産業

岩城　誠(有)イワキ電機

岩崎　芳太郎いわさきホテルズ(株)

橋口　邦明インテリアはしぐち

久永　祐司(株)インハウス久永

隈元　悦子(株)ヴァンヴェール

上原　充久(株)上原塗装

植村　一(株)植村組

坂口　末男Wendy8081

田中　辰子魚庄

内田　基(株)内田殖産

内山　勉内山電機商会

占部　博充(株)占部商店

東　洋一(株)エアポート山形屋

天草　末男(株)栄研設備

山口　博史エーススポーツ

荒川　和彦(株)江藤建設工業

榎田　智博(株)榎田組

川﨑　俊司(株)エフエム鹿児島

川原　直(株)エムケイ・カワハラ

陶山　賢治MBC開発(株)

新名主　聡(株)MBCサンステージ

及川　廣純(有)おいかわ

堀　健一郎(株)オーエイブイ

古市　賀徳オーケー電機(株)

大城　仁(株)大城

井上　正弘(株)大田ベーカリー

片岡　皇彦(有)大坪不動産

大平　隆洋大平工業(株)

大山　芳郎(有)大山企画

嶽友　勇人(株)オーヨー土木設計

大脇　為則(有)大脇消防商事

中川　弘明(株)オカムラ　鹿児島支店

岡村　謙(株)岡村製茶
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代表者名事業所名

髙木　栄治OKIクロステック(株)九州支社　鹿

児島支店

原田　孝太郎(有)小倉屋

尾込　克信(有)尾込酒店

三重野　孝一オダ精巧社印刷(株)

小田原　喜平衛(有)小田原

林　勢至(有)おはらフーズ

中村　孝幸オリオン自動車販売(株)

真嶋　恵子(株)カーアドメントマジマ

上拾石　康博(株)ガードシステム鹿児島

溝上　智雄(株)カーネギー産業

徳留　晃一(株)海外技協

満園　麻衣子(株)かおり

西田　育生(株)鹿児島アイシーエス

岩元　伸一鹿児島アイホー調理機(株)

柳元　政喜(有)鹿児島アンテン工業

野﨑　満雄(株)鹿児島カード

下鶴　隆央(公財)鹿児島観光コンベンション

協会

伊田　尚充(株)鹿児島給食センター

尾堂　友紀鹿児島共和コンクリート工業(株)

田之上　耕三(公社)鹿児島県観光連盟

野村　義也鹿児島県漁業(連)

谷口　明広鹿児島県建設業協会鹿児島支

部

中村　明人(一社)鹿児島県建築協会

桑原　宏志鹿児島県港湾漁港建設協会

松﨑　秀雄鹿児島県コンクリート製品(協)

豊平　悦郎(一社)鹿児島県自動車整備振興

会

森山　裕(株)鹿児島県自民会館

大江　孝之鹿児島県畳工業組合

畠田　実(一社)鹿児島県電設協会

尾堂　友紀鹿児島県土木コンクリートブロック

工業組合

西　修平鹿児島国際航空(株)

藤崎　景行(有)鹿児島サンケイ

枝元　のり子鹿児島塩元売(株)

福山　康洋鹿児島市管工事(協)

有馬　勝正(一社)鹿児島市商店街連盟

住吉　次男(有)鹿児島車体工業所

代表者名事業所名

黒田　秋子鹿児島車輛洗滌機(株)

手﨑　朋彦鹿児島市遊技事業組合

田子山　和人(株)鹿児島人材企画研究所

岡崎　洋人(株)鹿児島新生社印刷

上村　洋一(有)鹿児島清掃

小園　弘巳(株)カゴシマ船場

松元　保(有)鹿児島装飾

米永　祐太(有)鹿児島第一保険事務所

杉山　比呂志(株)鹿児島大辰

松枝　岩根鹿児島中央地下駐車場(株)

上原　徳正鹿児島道路サービス(株)

小園　民夫鹿児島特機サービスステーション

(有)

野元　達美鹿児島ドック鉄工(株)

米盛　直樹鹿児島生コンクリート(協)

濱川　清久鹿児島福鳥(株)

菅付　進一(有)鹿児島武専

軸屋　忍(株)鹿児島放送

村山　眞一郎鹿児島みらい農業協同組合

勝目　えつ子鹿児島民謡会

尾松　孝一(株)鹿児島有恒社

菊永　富広鹿児島リース(株)

米森　和之鹿商海運(株)

片平　雅隆(株)片平晴雅堂

竹下　精一割烹たけした

有村　忠盛(株)金忠

菅　徳太郎加根又レミコン(株)

中元　公明(株)九州経済研究所

鎌石　光幸(有)鎌石ステンレス工業

鎌田　次雄(有)鎌田建築構造設計事務所

上川　豪上川イングリッシュスクール(株)

上川路　長生(税)上川路会計

上別府　満(株)上別府工務所

上村　浩一郎(株)上村商店

茅切　達史茅建設(株)

山野　紘太郎(有)カルチャー・コネクション

大重　龍三カレーテリア沙羅(株)

石川　サツ子(有)カレン

河井　達志(株)カワイ

内村　正一(株)河内源一郎商店
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永年会員事業所
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● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

川口　純一(株)川口経理事務サービス

河口　義隆(有)河口板工

川崎　まさえ(株)川崎植木

川﨑　一三(株)川﨑緑化センター

西田　隆昭(株)川商ハウス

川畑　吉彦川畑ガラス住建(有)

八反田　淳一(株)環境設計

西川　修一(株)鑑定ソリュート鹿児島

木落　孝作(株)木落建設

門田　千里(株)キク薬舗

藤崎　浩志九州恵福食品(株)

南　修一郎(有)九州電研

中尾　泰俊九州東邦(株)鹿児島営業所

岩下　清昭九州特殊土木工業(株)

倉地　宏毅(株)九州博報堂南九州ビジネスデ

ザイン局

石神　則人(株)九州プラント

中村　裕之九州旅客鉄道(株)鹿児島支社

栫　浩多郎(株)共栄

竹下　とみお(株)協業組合ドゥ・アート

新村　進一郎(有)教職員専売オイル

枦山　定美(有)共電工業

小坂元　敏江協友工業(株)

中村　明人協和建設(株)

吉井　裕二協和食品工業(株)

新名　浩一(株)協和電気商会

田畑　俊之協和冷熱(株)

花牟禮　裕旨(有)玉龍葬祭

清本　幸夫清本表具店

曽我部　幸夫(株)キリハラ食品

横松　修キリンビール(株)鹿児島支店

小木下　博司(有)銀星ビルディング

新鍋　馨(有)近代技術コンサルタンツ

前村　雄一近代産業(株)

久保　俊尋(株)久保組

久保　ヒロ子(有)久保産業

久保　洋(有)久保水耕園

窪田　政幸窪田織物(株)

久保　武志(株)久保忠建設

川内　良一クリエイティブスタジオ カイロス

代表者名事業所名

橋元　隆(株)クリエーション橋

西園　立朗(有)クリエーターズベル

上久木田　忠久(有)黒江建設

盛満　公平(株)クロスメディア

小田　竜一(有)経営企画室照国会計舎

東　和宏(有)ケイ・エム・シイ

工藤　宰(株)KCR

豊島　俊郎KCS鹿児島情報専門学校

濵田　修一(株)研文堂

丸田　和歌代幸栄運輸(有)

肥田木　康正康正産業(株)

園　純一(有)興南空調

関　充朗(有)弘文社

坂田　充規(独)高齢・障害・求職者雇用支

援機構鹿児島支部　鹿児島職業

能力開発促進センター

田中　昭二幸和運輸(株)

若松　幸子(有)コーラル

前野　謙二郎(株)コールドテクノ

宮森　博邦コカ・コーラボトラーズジャパン(株)ベ

ンディング鹿児島支店

法福　久司(有)呉服のおびや

黒木　祥輝(株)コルテーヌ

福山　健作(株)サイネックス南九州支店

櫻井　寛之(有)桜井不動産

時村　佳尚(株)さくら医療器械

迫　貞義迫公認会計士事務所

池田　真二五月産業(株)

横山　美徳薩摩酒造(株)鹿児島支店

増元　房子薩摩武道具(有)

尾前　政人薩摩焼窯元玉陶山

岩元　修一サロンドYOU

出口　秀俊(有)産秀

古川　雄三三富興業(株)

逆瀬川　勇三洋ハウス(株)

前田　晋吾三和建設(株)

池田　忠義三和通商(株)

深尾　礼武(株)シイツウ

大黒　敏彦(株)JAサポートかごしま

重野　英嗣(有)シゲノ
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代表者名事業所名

濵田　勇茂建設(株)

増満　隆幸(株)システム電子

柴田　大輔(税)柴田＆パートナーズ

福留　秋男島元経営(株)

下田代　秀政(有)下田代補聴器センター

下野　優樹(有)下野自動車整備工場

鹿島　良社会保険労務士・行政書士鹿島

事務所

前村　憲慈爵肆庵

上野　博文ジャン・アベーク

隈元　庸介十文字工業(株)

嶽崎　俊一(株)常電

下田　勝利(株)勝利商會

松尾　仁(株)松和

大迫　融(株)昭和シーイーコンサルタンツ

岩崎　芳太郎白露カンパニー(株)

岩崎　芳太郎白露酒造(株)　鹿児島営業所

中村　英幸(株)城山

和田見　真治(有)新川温泉

新納　忠輝(株)シンキダンネツ

福山　康洋新生冷熱工業(株)

城ヶ原　浩幸(株)しんでん

広瀬　稔新日電設(株)

上野　竜哉(株)新日本技術コンサルタント

長井　亮二(株)水協設計事務所

小吹　純一寿司こぶき

桐野　重満(有)すし屋の桐野

宮本　晋(株)鈴木シャッター九州支店鹿児

島営業所

須田　誠(株)須田建設工業

宮下　ちかこスナックみやび

西村　秋(株)昴

須部　純範(有)すべ産業

櫨木　信彦(株)西栄設備事務所

西村　光行(資)西光堂

内村　伸一星光ビル管理(株)鹿児島営業所

脇　浩二(株)誠電社

横島　芳昭(株)西部仮設機材

宮之原　明子(株)清友

勝田　修一セコム損害保険(株)鹿児島支社

代表者名事業所名

鮫島　孝輔(有)ゼネラルパック

中邑　宣泰(株)全日警鹿児島支社

野末　宏樹(株)ゼンリン鹿児島営業所

前田　克典壮旺(株)

末吉　純一そうごビル商事(株)

中村　成孝(株)創造企画

鎌田　誠(有)創美社

薗田　則男薗田建具製作所

西川　晃央(株)大亜

益山　卓也第一プラスチック工業(株)

堀之内　勝(株)第一メディカル

新田　淳(株)大韓航空福岡支店

川野　練ダイキンHVCAソリューション九州

(株)鹿児島支店

犬伏　和章(株)大見ビル

柿元　賢一(有)大行運輸

石原　鉄生(有)太子堂

正　吉浩タイセイ(株)

大迫　光徳大徳水道(株)

後田　真介(有)大徳防水

福田　光一大福コンサルタント(株)

川口　修一(株)太陽建設

重久　修一太陽自動車(株)

田實　玲(有)大洋商会

大津　辰郎大和測量設計(株)

小林　健司大和ハウス工業(株)南九州支店

髙木　大輔(有)高木画荘

高木　博文(有)高木生花店

高　二朗(株)たかし

高田　充康(有)高田刃物工具

岩元　正雄高千穂産機(株)

髙橋　雷太髙橋雷太公認会計士事務所

川畑　隆治(株)田上設備工業

大津　滝滝速算教育会

有村　やよい(株)滝の神観光植物園

今村　忠男(株)武岡酒店

小牟禮　信昭武岡ソーイング

高田　勝利(有)武岡フィッシング

中村　一成(株)竹中工務店鹿児島営業所

峯元　良久(株)竹之下
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代表者名事業所名

立和田　義春(株)立和田

立石 祐二(株)立石食品

田中　積(株)田中水産

田中　信幸(有)田中忠重畳店

谷口　昌孝谷口昌孝税理士事務所

小倉　俊博(有)谷通

谷山　良洋(有)谷山木工

田平　幹雄(株)たびら

藤山　喜和義(有)玉里電化

埀野　浩市(有)埀野建材

今給黎　直樹(有)中央医科器械

中村　博大中央印刷(株)

肥後　勝彦中央工業(株)

牛鼻　龍朗(有)中央紙器工業所

上山　秀満中央テクノ(株)

港崎　擴(有)中央ネオン

白坂　忠義忠建設工業(株)

中馬　俊久中馬産業(株)

鶴岡　五郎(有)鶴岡保険事務所

鶴田　光二(株)鶴田機工

清川　秀一(有)ディエスネット

畑添　貴行(有)テクノプロダクツ

上村　鶴美(株)デポックス商事

上村　修一郎(株)トイセンタータカオカ

東條　正博(株)東条設計

横手　康弘東都設備工業(有)

本田　英治東武トップツアーズ(株)鹿児島支

店

瀬戸口　正トータル・ソフトウェア(株)

渡邊　孝太郎(株)トータルハウジング

德重　勝次(株)德重ガラス

松ケ迫　健司(株)徳田設備工業

高村　彰良(株)ドコモCS九州鹿児島支店

前田　良トッパン・フォームズ(株)鹿児島営

業所

加治屋　秀和(有)トップ商事

楠八重　大樹郎(有)泊野

富永　修富永修税理士事務所

冨ケ原　公興(有)トミハラ商事

濱田　眞民(株)トライ社

代表者名事業所名

迫田　厚志(有)トロムボーンコーヒー

濵田　秀人(有)内装ニッケン

永井　英彦(有)永井菓機テクノ

柳田　雅生ナカオ食品(株)

永仮　浩二(有)永仮商事

中迫　浩(株)中迫新聞舗

永里　哲夫永里哲夫司法書士事務所

中島　隆(有)中島商店

中野　義彦(有)中野不動産

中原　秋男(有)中原電業

中村　百枝(有)ナカムラ

中屋　健治(株)中屋建設工業

松尾　健二永吉米穀店

夏迫　剛(有)夏迫建設運輸

德留　剛(株)鍋倉商事

下原　太一郎南栄電機(株)

古木　秀典南九イリョー(株)

松下　琢己南国機工(株)

楠本　伸次南国テレホン(株)

上之園　誠(株)南国ハウス

里園　泰典南国輸送(株)

藤元　勝南洲(税)

宮之脇　一正南州殖産(株)

溝口　隆志南日防水工業(株)

迫田　和八南友工業(株)

肥後　隆一郎(株)肉宣

井上　雅智(有)二光商会

濱田　勝(有)二幸食鳥

西川　明寛(株)西川海陸輸送

福永　浩司(株)西日本シロアリ

足立　俊西日本シティTT証券(株)鹿児島

支店

井原　浩二西日本電信電話(株)鹿児島支店

西和田　京子(有)西和田工作所

花牟禮　竜也(株)日米商会鹿児島営業所

深川　憲子(株)日建サービスセンター

大迫　元則(株)日新

山口　浩司日水電気化学工業(株)

金子　元明(有)ニッツー企画
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永年会員事業所

■30年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

源　隆広ニッポー産業(株)

阿部　吉憲(株)日本政策金融公庫鹿児島支

店

二ノ宮　昌治(有)にのみや

能勢　征英(有)日本ガス郡元サービスショップ

野口　愛子日本有機(株)

野田　敏幸(有)野田オート

成田　伊史バイクショップナリタ

田畑　光一(有)ハイルング　タバタ薬局

平岡　正信(有)バザールヒラオカ

浜辺　正之(株)羽島建設

波田　幸弘(株)ハダ工芸社

英　廣子(有)はなぶさ商店

羽仁　正次郎(株)ハニ

馬場　芳朗(有)馬場製菓

戸床　安子パピヨン

濵﨑　雅彦(有)浜崎正幸商店

濵田　京子(有)浜田製麺所

濱田 光一(有)ハヤト工業

﨑元　秀紀(株)原口商事

原口　由美子(有)ハラグチ部品

内田　覚圓(名)原園硝子店

小林　伸啓(株)阪急交通社鹿児島支店

浅沼　芳政バンザイ南九州販売(株)

半田　省二半田歯科技工所

牧野　政行板塗工業(株)

日浅　栄吉日浅栄吉税理士事務所

東　勤(株)ヒガシマル

修行　義幸(有)光開発工業

樋口　隆志(有)樋口新建材

小倉　和之(株)ビジネス・マシン・センター

日高　和洋日高キーサービス

藤　喜一(株)ビッグツー

長濵　康文平川アンテナサービス(株)

平塚　顕一郎(有)平塚商会メガネのふじ

坂元　進(有)平松建設

野元　一喜(株)ビルメン鹿児島

樋渡　意和(有)ヒワタシ

上村　秀智郎(有)福岡美装

福里　学(有)福里溶工

代表者名事業所名

椎原　孝二(有)フクソウ

福添　健郎(株)ふくぞえ

西野　寧子(株)福徳ビル

福元　実敏(有)福元ボーリング工業

福吉　敏朗福吉商事(株)

髙日　規寿富国生命保険(相)鹿児島支社

藤崎　誠(有)藤崎印刷

藤崎　満藤崎運送(有)

西倉　宏フジタ開発(株)

松田　浩一(株)富士通鹿児島インフォネット

山本　弘幸(株)富士電設

福川　鉄平富士電通(株)

藤浪　誠藤浪商会

樋口　雅也富士フイルムビジネスイノベーション

ジャパン(株)

伊藤　睦子藤宝石

池上　知成(株)フジ包装

渕上　友次(有)渕上機電

前迫　和子ブティック　Ｍ

宮原　えり子ブティックさち

海江田　澄子(株)ブライダルハウス六本木

日高　義広フラワーショップヒダカ

大野　健治(有)フラワーセンター大野

陳之内　士公(有)フランス菓子一公

折田　一憲(株)ブルボン鹿児島営業所

木原　史裕(株)プレーティング

大楽　利之フレックス

脇田　賢次(株)平和マネキン 鹿児島営業所

別府　彰子(株)別府釣具

竹之内　照徳(株)豊徳通電

寺田　真也ホーチキ(株)鹿児島営業所

藤山　義和(有)ホットラインサービス

堀之内　繁ホリノウチ

堀之内　広高(株)堀之内工務店

堀之内　政文(株)堀之内商店

前　利美マエ家電

前田　知蔵(株)前田建築設計事務所

前田　恭央(有)前田工芸

前田　史郎前田三緑園

前田　孝前田孝税理士事務所
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永年会員事業所

■30年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

木野　博通前結び宗家きの和装学苑(株)

片平　徹也(株)前屋敷組

牧迫　英敏牧迫建設(株)

徳森　優(有)まさるタイヤ

増留　光(株)増留タクシー

山下　健次(株)マツオ

横山　径子(有)松坂

松下　桂子(株)松下運輸

松田　武朗松田税理士事務所

松田　浩二(有)松田デザイン室

髙橋　雷太(有)マネージメントサービス研修所

宮原　光一(株)マネジメントアシスト

藏原　かおり丸藍

木原　隆志(株)マルエダ

福元　清輝(株)丸善紙店

木下　徳雄(有)丸徳産業

丸野　桂太郎(有)マルノ薬局

鷲見　裕一(株)丸八

池田　祐希(株)丸菱南九州販売鹿児島営業

所

松屋　正博(有)マルヤ水産

柳田　由美(株)丸屋ブライダル

丸山　一浩丸山海産(有)

丸橋　一忠マルユー工業(株)

中村　和弘萬誠社印刷(株) 鹿児島営業所

中野　和枝味喜家

水口　龍治(有)水口商事

川原　彰夫(有)瑞穂苑

木暮　克敏みずほ証券(株)鹿児島支店

三田　治雄(株)ミタデン

神戸　雅規三井住友海上火災保険(株)鹿児

島支店

木村　文人三井住友信託銀行(株)鹿児島支

店

土屋　司郎三菱電機ビルソリューションズ(株)

鹿児島支店

前原　秀昭南九州鑑定(株)

吉村　晃誠南九州金属工業(株)

瀬口　勝久(株)南九州電設

松山　雅一南九州福山通運(株)鹿児島支店

代表者名事業所名

肥後　修(株)南九州冷熱サービス

大迫　純久(株)南日本リビング新聞社

濵田　純逸(株)南日本カルチャーセンター

鮫島　宗哲(有)南日本新聞 上荒田販売セン

ター

中迫　浩(株)南日本新聞折込センター

長渡　三男南日本新聞 東部販売センター

内田　誠南日本新聞発送(株)

加治屋　徹(有)南日本新聞南田上販売セン

ター

吉田　健朗(株)南日本総合サービス

小山　国南日本ソフトウェア(株)

上野　寛如南日本テレビ映画社

郡山　宣治南日本パナユーズ(株)

吉田　健朗(株)南日本ビジネスサービス

古木　清貴(株)南日本引越センター

春山　慶次郎(株)南日本保証センター

笠毛　寛大みのる印刷(有)

手﨑　朋彦(株)宮永商事

宮原　末光(株)宮原設計

山本　登喜子(株)みやま

皮籠石　郁子(株)邑

橋口　富士男(有)紫原酒店

地徳　裕明(株)メイユウ

了徳寺　隆明和タイル工業(株)

城谷　俊光(株)メゾンインテリア

渡辺　紘起(株)メルヘンスポーツ

元吉　博幸(有)元吉工作所

森山　隆治(株)森山タイル

八木　政文(株)森山肇組

地頭薗　和彦(有)八坂

安田　昌基安田行政法務事務所

立山　徹安田電機(株)

柳元　俊幸(株)柳元

重信　耕二(株)山一商会

下脇　芳明山形屋産業開発(株)

岩元　修士(株)山形屋情報システム

原田　清量(株)山形屋ストア

馬場　真一山形屋パーキング(株)

山﨑　洋(株)山﨑商会
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永年会員事業所

■30年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

山下　隆一(有)山下塗料店

山田　宏(有)山田建装

山田　晃(有)山田産業

山元　茂(株)ヤマト機械

杉元　健一山元新栄地質(株)

佐藤　勇一郎(有)友光商事

野中　康宏有楽興行(株)

鮫島　正人(有)洋服直しセンター

金城　敏(株)ヨコハマ工販

新海　博文(株)横村電機

吉木　恵介(株)ヨシキ

髙橋　雷太(株)吉田経営

吉永　広記(有)吉永醸造店

加島　繁ライコー(株)

渡辺　慶一(株)ライフエナジー

小牧　正英(有)LIFE FACTORY

佐々木　浩(有)良明建設

三橋　昇平(株)リンクアカデミー資格スクール大

栄鹿児島校

俵積田　裕子レーマン美容室

竹ノ内　静レタリング・タケノウチ

保　照光(株)ロスフィー

瀬ノ口　大輔ロックマンジャパン(株)

前田　文廣ワールド建装社

若松　孝一郎(有)若松

脇　清昭(株)わき

樋口　浩之ワシントンホテル(株)鹿児島ワシン

トンホテルプラザ
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永年会員事業所

■20年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

藏屋　裕治アークコンサルタント(株)

内田　英忠(株)アートハンズ

佐々木　輝和IHI運搬機械(株)鹿児島サービス

センター

布袋　眞一郎(株)アイエヌジー

井上　隆博(有)あい公樹園

仙波　大五郎愛知時計電機(株) 鹿児島営業

所

堀　巌ＩtoＹ

井立田　義文アイネットライフ(有)

相星　誠相星染色

塘　泰明アイリスオーヤマ(株)BtoB事業グ

ループ南九州支店鹿児島営業所

柳田　政雄アィンドルック　ヤナギタ

岩田　英明(株)明石屋菓子店

永徳　悦子赤帽鹿児島県軽自動車運送(協)

斉藤　高宏アクアクリーン(株)

大渕脇　進(有)アクアプラン

水流　克彦(有)あさひ商会

川崎　均(株)旭テント工業

岩尾　昌朗朝日通り司法書士事務所

塚田　賢太郎(株)アジア技術コンサルタンツ

鯵坂　清貴(有)鯵坂板塗工業

米盛　庄一郎(有)アスカム・ヨネックス

高橋　和幸(有)アズ・プライマル

穂満　勝之(株)あせす

市來　大作(株)あづま交通

中村　正文(有)アテナス

宮司　幸一(株)アド･オリエント

山下　泰生(株)アドブレーン

下小牧　一昭(有)アフィニス

穂満　孝一(有)アプリコット

伊藤　章アマノ(株)鹿児島営業所

田畑　晴男奄美大島信用金庫鹿児島支店

田尻　紀子(有)アムール

前之園　与市(有)アムーン

荒川　伸也(株)荒川美容商会

新垣　浩(有)亜理寿

有薗　米也(株)有薗

代表者名事業所名

岩坪　克弥(有)有田産業

大山　康成有馬運送(株)

有馬　雅史有馬雅史税理士事務所

乙守　三千代(株)アルテミスジャパン

寺師　幹朝(有)アルファーデザイン

曲田　勇二(株)アルファ企画

濱田　日出夫(株)アローズモーターサイクル

中尾　弥生(株)安

陣之後　安則(有)アンセス・クッキング・ワールド

矢野　健安全産業(株)

高橋　リエ(有)アンティーヌ

安藤　俊輔(株)安藤電気技術事務所

大山　あんぬ(有)アンヌ

安楽　保(有)安楽工作所

狩野　利恵美(有)イーコネクションワールド

早川　孝一(株)イーデザイン

池田　剛池田税理士事務所

石井　龍一石井薬局(株)

有村　武明(株)イシクラハードウェア

石塚　義一石塚義一土地家屋調査士事務

所

石橋　好和イシバシ電器

前田　博一(有)泉クリエイト

姥　五十二(有)五十物産

市坪　孝志(株)市坪建装

田渕　健二いづろ商店街振興組合

糸井　一高(有)糸井

稲津　浩一稲津シーリング工業

井上　竜二(有)井上建装

井上　陽一(有)井上創建

井ノ上　勝久(有)井ノ上物産

井上　智子(有)イノウエホーム

井ノ上　操井ノ上木工所

下竹原　利彦(株)指宿白水館

別府　武彦(株)image

伊牟田　實郎(有)伊牟田コンピューター会計

入木　隆重(有)いりき海産物

入船　攻一入船こういち事務所

岩崎　芳太郎いわさきホテルズオペレーション(株)

岩戸　一美イワト巧芸
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永年会員事業所

■20年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

田中　智史岩本工業(株)

岩元　正敏岩元商事

岩元　幸治(有)岩元精肉店

国生　恵子(株)インクリース

小林　德也(株)インターウェーブ

榎本　博インディペンデンス・カンパニー(有)

小村　俊弘インテリアコムラ(株)

箕輪　和彦(株)インパクト

六本木　文夫ウィンベル六本木

上ノ町　芳文(有)上ノ町商店

上東　浩昭(有)上東労務管理事務所

白坂　順也ウェブキャスト(有)

宇宿　潤史(株)ウスキ工業

内　浩治(有)内浩産業

内田　英雄内田鍼灸院

梅木　竜一(株)梅木緑光園

梅田　良次(有)うめだ　フレッシュランチ39鹿児

島

井上　真一郎(株)梅の花サービス九州梅の花　

鹿児島店

永野　光洋(有)永光造園

田中　晋司(有)エイチエスたなか

田中　朗(有)ATMﾃﾞｻﾞｲﾝ

松山　真輔(株)エース建販

松山　勝兵ABC工務店(株)

江口　まさよ(株)江口土木

佐藤　武士(株)エスエイティーオー

鈴木　壽昭(株)エス・エム・エスコーポレーション

迫　康行エスケイワイフウズ(有)

上野　壽一郎エスピー生コン(株)

下中　利一(有)えそや

松下　一郎(有)エバグリーン

江原　厚生江原中小企業診断士

志村　泉(株)エフジー通信コンサルタント

仮屋﨑　雅和(株)エフワン

飯野　誠子(有)エムエスケイ

右田　省二エムエスビジネスサポート(有)

中間　孝一郎(株)エム・エム・シー

下唐湊　恭子(有)ＭＫ・リバティヒル

赤丸　信幸(有)エムケイビル技研

代表者名事業所名

宮脇　孝一(株)エム･ディ･エス

田中　藤雄(有)エムデン・テクノパーキング

江良　喜代子era色彩計画

小倉　米満(有)エルエー

中野　明彦(株)オーエスティー

大黒　直哉(有)大黒自動車部品商会

大﨑　久光(有)大﨑工業

大迫　秀人(株)大迫運輸

大迫　正明(有)オーサコドライ

大重　祐三大重谷水源

南　文彦(有)大隅ラジエーター

堀口　真吾(株)オーニング太陽

大日野　武大日野電機

大平　新一(有)大平塗装店

玉川　浩一郎大峯興産(株)

宮下　知道大宮製菓(有)

大山　頼太(有)大山教材社

濵田　龍彦(株)オーリック

奥　光洋(有)奥建具製作所

奥山　篤志(株)奥山産業

織田　仁(有)織田建具製作所

四元　哲司(有)オデオン

尾堂　豊二(有)尾堂造園

下萩原　均(有)おとやプロジェクト

木野　博通オビックス(株)

堀切　潤一郎(有)オフィス堀切

前田　賢二思川建設(株)

森山　麗子オリエントエンジニアリング(株)

櫨木　正人(株)オリジナルサーベイ

折田　敏和オリタオートサービス

谷内　大輔オリックス(株)鹿児島支店

田中　眞知子(有)オルソトピックシステム

坂元　俊一(有)カーサ・元

松薗　充利(有)カーフィクスディバージョン

大山　宗士(医)偕行会

本村　悟かぎんオフィスビジネス(株)

五田　敬子(有)鹿児島インシュアランスサービ

ス

上原　定夫(有)鹿児島ガス機器サービス

福岡　清二かごしま環境サービス(株)
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永年会員事業所

■20年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

東　祐二鹿児島キャリアデザイン専門学校

川上　隆一鹿児島県飲食業生活衛生同業

組合

宮廻　甫允(一財)鹿児島県環境技術協会

坪内　己喜男(一社)鹿児島県建設コンサルタン

ツ協会

藤田　護(株)鹿児島県建設センター

川口　利昭鹿児島県建築設計監理事業(協)

安田　豊鹿児島県興行生活衛生同業組

合

谷川　麻奈美鹿児島県社交飲食業生活衛生

同業組合

笹田　隆司鹿児島県石油商業組合

梶原　景友(公社)鹿児島県地質調査業協会

塩田　康一(公社)鹿児島県特産品協会

米盛　直樹鹿児島県生コンクリート工業組合

柴立　鉄彦鹿児島県木材(連)

岩崎　芳太郎鹿児島交通(株)

柿元　孝志(公社)鹿児島市シルバー人材セン

ター

吉永　幸徳(株)鹿児島システムサービス

金子　貴治鹿児島シティエフエム(株)

平山　武弘鹿児島情報サービス(株)

川越　宏樹鹿児島情報ビジネス公務員専門

学校

蛭川　龍一鹿児島総合建設(協)

飯山　修(株)鹿児島大理石

米倉　秀児鹿児島中央観光バス(株)

安楽　勉鹿児島電気工事業(協)

岩川　一生(有)鹿児島デンシン

宮嵜　信(有)鹿児島ハッピー商事

有馬　隆(株)鹿児島バルブ

上田　出(有)鹿児島バンドー加工

永山　在紀鹿児島ファミリーライフサービス(株)

大西　祐輔鹿児島水処理(株)

福田　博(協)鹿児島みらい研究所

大和田　世志人(有)かごしま有機生産組合

原井　聡明(株)鹿児島讀賣テレビ

横山　隆二鹿児島陸送(株)

代表者名事業所名

永井　稔鹿児島ロックセルフペイント(株)

梶原　茂喜(有)梶原測量設計

上原　勝(株)勝建設

桂　禎紀(医)かつらクリニック

芝原　裕乃カドリーユ

加治　亮一(株)カネイチ

杉山　富美夫(有)かねやま

叶　孝則(有)叶織物

奥田　広志(有)釜付メディカル

上村　一徳上村海運建設(株)

中村　靖治(有)カム工販

亀田　孝太郎(資)亀田事務所

田尻　隆(有)鴨池運送

長谷川　頌峰(株)ガラス工房舞硝

神野　公平(有)ガリバー企画

田中　陽一郎(株)川北電工

川口　愼治(有)川口会計センター

川路　芳充(株)川路土木

黒田　博正(有)河内屋

川西　清司(株)川西建設

川野　保男カワノ巧芸

川野　義弘(有)かわの製粉

川原　良行(有)川原物産

川路　秋博(株)環境科学

下中　利一(有)勘場商店

木下　慎一郎(有)木下畳商会

西小野　紘一キッチンぽてと

柳田　眞一キャプテンヤナギタ

喜山　修三喜山修三司法書士事務所

千住　隆幸(株)九建鹿児島支社

宮下　博充(株)九州サクセス

横山　賢二(有)九州産機

五十嵐　公一九州中央魚市(株)

家入　英典(有)九州テクノス

宮原　敏孝(株)九州内装

山下　裕二(株)九州日立システムズ

重野　勉(有)九州リフォーム技研

川邊　信也(株)九大地質コンサルタント

村永　直美(有)共研書房
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永年会員事業所

■20年以上

● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

井　秀之(株)協成 南九州営業所

鎌田　敬行政書士・ＩＳＯコンサルタント鎌

田事務所

久木田　章行政書士久木田章事務所

小西　正則行政書士小西正則事務所

糸井　進悟共同カイテック(株)福岡営業所

泊　博幸(有)共同建設

有村　和成共立工業(株)

重吉　智仁キョーエイエステック(株)

平　邦範(有)霧島高原ロイヤルポーク

桐原　裕之KiRiちゃんハリニック☆マーメイド

稲積　公一錦江プラスチック(株)

有馬　冬騎金生通り商店街振興組合

久木田　宏一(有)久木田商会

楠元　吉智楠元商会

高橋　美博(株)グッドコミュニケーションズ

久保　勇一郎(株)久保技建

久米　和哉(有)久米エンジニアリング

横路　泰三(有)クリーンシステム鹿児島

三角　弘明(有)クリエイティブ九州

中村　良一(有)クリエイト中央

佐藤　修(有)グリップス･ジャパン

栗山　達朗(有)栗山防災設備

中村　國清(株)クリンパネル

福永　嘉久久留米運送(株)鹿児島支店

久野　英子(有)グレイスコレクションズ

永冨　保(株)クレーンサービス

葛迫　伴昭クロス冷熱工業(株)

野村　公ケイオー開発(株)

重信　洋平(有)桂信システム

児玉　豊人(株)ケイ設計

日高　大作(有)経創

上村　利也(株)K-VET

大野　昌敏(株)ケイワード九州 鹿児島セン

ター

宮脇　レイ子化粧品の店　ゆり

吉留　義隆(資)健康

村田　恵美子(株)健康企業

坂口　興介(有)健康の食がいあ

吉留　孝司(株)健食

代表者名事業所名

東野　幸史良ゲンプラン設計(株)

仙田　次雄(株)晃栄住宅

江夏　康雅江夏商店

大川　保成構研コンサルタンツ(株)

山下　俊文(有)工作倶楽部

四本　光伸(有)光誠建設

吉留　康貴甲南エンタープライズ(株)

壽浦　数馬興南工業(株)

茂谷　憲二(株)河野工業所

田中　雄貴(有)幸和装備

西　和寛(株)コーエー

河野　優美コーヒーショップ・ラベンダー

西田　桂子コーラルサロン　胡蝶

石塚　裕(株)郡山保険事務所

古賀　顯一(有)古賀商会

国師　正明国師設計事務所

園田　孝一(有)国料オートサービス

小城　利己(有)小城花屋

矢島　麗(株)湖城ビル

前村　さおりコスメティックかれん

関　英治コスモ技研(株)

井之上　生次(株)コタベ 鹿児島営業所

児玉　邦宏児玉邦宏司法書士事務所

児玉　彰(株)児玉商店

児玉　法孝児玉鉄筋

小正　春男(有)小正建具店

小山田　聡(有)コヤマダ建材

宮崎　光一小料理　一久

田中　幸蔵(株)彩美社

作本　喜則(有)サウス

川原　大輔(株)坂之上

坂元　利廣(株)サカモト

櫻井　健太郎(有)桜井輝商事

櫻木　健治櫻木会計事務所

小倉　義久サクラ建装

岩元　耕児(税)さくら優和パートナーズ

酒匂　大策(有)酒匂商会

桐原　孝平(有)サザン・エージェンシー

大西　儀朋(株)サザンブラス
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永年会員事業所
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● 鹿児島商工会議所の会員に10年以上加入している事業所の皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

代表者名事業所名

廣田　実雪薩摩金襴手絵師実雪

山口　克弘(有)薩摩蒸気屋

笠　邦太郎サツマ薬品(株)

前田　育秀サトウ(株)

鮫島　陽子(学)鮫島学園　鹿児島高等予備

校

鮫島　廣也(株)鮫島産業鹿児島営業所

鮫嶋　宗臣鮫嶋宗臣税理士事務所

坂元　修一三協技術開発(株)

前田　喜代次三恵車輌

右松　紀幸三巧電気計測(株)

蔵原　好伸三光ラミネート(株)

原田　耕作(有)三州キュー・エル

吉田　昭一(有)サンティール

宮城　辰彦(有)サンハートサービス

西田　隆昭(株)サンホームサービス

小山　洋一(有)山洋商事

迫田　健太郎(株)サンライズ

西原　一将三和食品(株)

遠矢　由喜江(有)三和ハウス

安田　友一CS工房やすだ

稲田　嵐(株)ＣＴＤ

堤　昭JR九州ホテルズ(株)JR九州ホテル

鹿児島

四元　研一JAC総建

寿福　一隆(有)ジェイ・エフフーズ

加治　明(有)JTC

坂元　浩治(株)ジェイテック

塩屋　一治(有)塩屋工業

塩屋　成彦塩屋地質

重信　洋平重信通信工業(株)

常深　誠(有)自然工房

仙田　匡拡(株)シティ警備保障

酒匂　裕己司法書士酒匂裕己事務所

下入佐　裕一(株)下入佐電気管理事務所

青木　ひろ子(有)ジャパンビジネススタッフ

森園　裕香(有)香香

西元　美貴子(有)秀作

田中　淳仁(有)淳芳堂

白坂　昭文(有)昭栄工業

代表者名事業所名

北山　正美(株)昭和電設

隈川　和彦松和物産(株)

小野　哲児(株)食品専科　食彩

横山　義隆(有)城山企画

池畠　丈二(株)城山ストアー

武　洋亨城山薬品(株)

春山　建親栄電設(株)

鮫島　達郎進学ゼミ　ウィル

有嶋　隆司信華貿易(株)

徳重　直紀シンギ設備工業(株)

鮫島　正廣(有)新興電気商会

稲森　光敏(株)親光電設

川添　博明新生堂薬品(株)

大竹　信子(株)新聖都市開発

新徳　慎(有)新徳産業

新徳　孝夫(有)新徳シロアリ

永田　良一(株)新日本科学

四元　秀治水興設計(株)

廻　龍二(有)ズール

末永　隆丸(有)末永新聞販売所

末永　睦男末永法律事務所

小平　広人寿司処　小平

川村　保夫(株)スタジオかわむら

玉川　文生(株)セイカスポーツセンター

浜川　博満青果のはまかわ

上村　清俊清輝建設(株)

原口　美津子世紀産業(株)

渡邉　貴一(有)清月ベーカリー

小倉　守仁(有)誠工社

大迫　智(株)青友社

関　順一郎(有)関絹織物

若松　喜八郎(株)セキュリティサービス

松崎　公亮セ・ボン

下池　浩二(株)センコウ

原田　泉司泉司建築設計事務所

仙太　勝仙太織物(株)

田中　もり子(株)セントラル総合美容

米丸　公寿(株)総広

宇都　幸雄(株)創造経営研究所
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代表者名事業所名

中村　洋彦(有)創造社

鶴窪　和則相和電気(株)

野村　俊郎ソフトマックス(株)

有嶋　隆司第一建設(株)

平川　等(株)第一工建

酒匂　晃(株)第一コーポレーション

栫　秀一郎(株)大央建設

畑添　和也大鹿空調機(株)

増田　幸三(有)大起

古川　秀人(株)大氣社鹿児島営業所

磯元　良一(株)大協通信

宮路　慶子(株)大慶建設

前潟　利行(株)タイコウ

向吉　正剛(株)大興商会

西山　伸一郎(株)大翔

佐藤　芳男(有)大昭模型製作所

鳩野　大吉(株)大進

神宮　司郎(株)大神興業

岩本　康誠大成空調(株)

杉村　健次ダイダン(株)鹿児島営業所

出羽　慎一ダイビングサービス海案内

服部　光昭ダイブハウスバッシライン

與町　宗市(株)タイヤサービスヨマチ

赤﨑　広久ダイヤテック(株)

有馬　一雄大陽タイヤ(株)

上園　義成(有)大竜産業

林　兼一郎ダイワボウ情報システム(株)鹿児島

支店

中村　祐之(株)タカイチ

高木　修一高木電気管理事務所

福永　貴浩貴工業

高橋　成明(有)高橋石材

宮副　勝彦宝鏡(株)

是永　賢司タカラスタンダード(株)鹿児島支店

竹内　秀矢竹内電機設備

竹崎　和史竹崎植木

武田　敏郎(株)武田建築事務所

陣内　崇光辰巳化学鹿児島販売(株)

田中　俊朗田中税務会計事務所

田中　卓見田中特機工業

代表者名事業所名

田中　卓也(株)田中履物

田中　稔大(有)田中宝飾

谷川　義廣(有)谷川建設

谷口　秀美(株)谷口ドライ

谷川　洋一郎(株)タニショウ

谷山　政昭谷山診整院

田上　勝敏(有)田ノ上機械サービス

君野　俊男(株)楽しい家

田畑　頼光田畑織物

田原　龍夫(有)田原設計

屋宮　健二(株)玉里交通

安里　律子(株)たるたる亭　沖縄鹿児島営業

所

池山　紀義(有)だるま寿司

西垂水　誠(株)垂水産業

永田　美代子ダンススタジオＤＡ★ＤＡ

木佐貫　剛(有)ダンドリーコーポレーション

福島　政志(有)中央印章

吉武　怚視(株)中央総業

遠矢　雅之(株)中央包装

大平　義徳中国家庭料理桃園酒家

中馬　浩(株)中馬

町田　りか子(有)町宝商亊

仁田尾　伸太郎(株)知覧茶園

丸山　浩行(有)ツヴェック

田中　克哉(株)椿屋

水流　直人水流商店

鶴田　衛(有)鶴田動物病院

鶴丸　髙久鶴丸歯科医院

桑原　俊一(株)ティアンドエムフーズ

大村 　貢ディップス(有)

日高　正明ティ・ファニー

中津野　忠文テクノ冷熱(株)

岩﨑　隆一テックメディアム(有)

寺師　幸志(株)寺師

照井　秀樹照井設備工業(有)

黒木　祥輝照国表参道商店街振興組合

上野　敏幸(株)てれぷれす

有馬　純久(有)テン鹿児島サービス

小野　勉(株)電気ビル鹿児島営業所
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代表者名事業所名

又野　佳洋子(株)てんげん

松方　健二(株)デンサン

俣野　公宏天神おつきや商店街振興組合

弓削　武勝電通工業(株)

平岡　正信天文館商店街振興組合連合会

犬伏　和章天文館通り繁華街協同組合

坂元　裕一(株)天文館どっとこむ

石川　国彦天文館パークアベニュー商店街振

興組合

前田　真吾(株)天文館むじゃき

徳重　三千代東亜建硝(株)

外園　欣也(有)東亜電装

堀口　哲夫(株)東京ヴァンビーノ

堂嵜　勝志堂崎塗装

東福　敬三東福社会保険労務士事務所

仁田尾　格(株)東邦開発

道免　尚史(有)道免家具店

福島　直紀東洋建設(株)鹿児島営業所

小田　昭トーアシール(有)

原田　雅史(株)トーア設計事務所

南谷　貴久(有)トーカイ建材

鎌田　照男トーシン(株)

東條　勝芳トータルホームケア鹿児島

徳満　正己徳満生花店

岡部　龍一郎土佐屋生コンクリート(株)

中村　龍一(株)とと家

泊　寛(有)泊工建

野田　照貴(株)トミナガ鹿児島営業所

富永　厚(有)富永竹材店

宮本　東紀子(株)トランスポート九州

瀬戸山　正一(有)トリオフーズ

濱田　勝(株)鳥幸

篠原　恵理子(株)トレマーノ

上原　豊豊和直(株)

田中　ヒデとんかつ開花亭

中﨑　隆穂中﨑公認会計士事務所

永里　高志(有)永里興産

中島　啓介(株)中島電器

永田　三治(有)永田クレーン

永田　公宏(株)永田シロアリ研究所

代表者名事業所名

永田　達弥(有)永田電創

長友　浩樹(有)長友商店

中野　順(株)中野企画事務所

長野　隆長野製袋所

中原　孝二中原設備工業

中原　良平(株)中原総合鑑定所

平岡　正信中町コア・モール商店街振興組合

古川　雅康中町ベルク商店街振興組合

中村　眞大(有)中村屋楽器店

中原　美保子(株)ナカヨシ

夏迫　文男(株)夏迫塗装工業

斜木　拓斜木建設(株)

成沢　洋(有)なりざわ

永田　晋平(株)南栄工産

宮内　政一(株)南映殖産

内田　光希南海貿易(株)

山田　和宏南九地質(株)

今村　弘彦(株)なんきゅうドック

奥　義秋(有)南球冷熱

山田　大蔵(株)南光産業

今村　校三南国産業開発(株)

内園　誠(株)南国物産

徳満　義弘南薩食鳥(株)

西　正裕(有)南薩新菱農機

佐藤　充郎(株)南州タクシー

村田　経明(有)南洲ヂーゼル機器販売

三好　輝二(株)南日ビルシステム

奥山　隆一(有)ナンニチ包装

丸山　洋一(株)ナンニチ流通

菊永　昭二郎(有)楠陽不動産

川畑　佑樹(株)南和

新穂　栄造(有)新穂電機サービス

櫻井　嘉彦(有)肉のカワハラ

横村　正志(有)肉のヨコムラ

西迫　隆西迫精肉店

西ノ園　幸二(有)西園商会

野崎　輝昭(有)西日本家具流通センター

西原　茂(有)西原テント

押川　重光ニシム電子工業(株)鹿児島支店
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永年会員事業所
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代表者名事業所名

西村　保子西村不動産

西元　茂志(有)西元産業

宮之原　三徳(株)西屋

西山　伸一(有)西山建設

有木　浩一(株)ニチガスサービス　日本ガス南

部サービスショップ

米盛　司郎日研高圧平和キドウ(株)

米盛　直樹日研マテリアル(株)

堂薗　昇日昇トーヨー住器(株)

溝口　幸二(有)日生電工

樋口　弘文(株)日専連ビル

有馬　秀人日東海運(株)

新崎　恭史(株)日本政策投資銀行南九州支

店

武井　真剛日本エアコミューター(株)

寺師　弘己日本ガスエネルギー(株)

小村　敏信日本ガス住設(株)

竹元　洋久(有)日本ガス原良サービスショップ

迫田　哲洋日本ガスプランテック(株)

竹之内　順子日本機械工業(株)

前村　勉日本シャッター九州販売

西村　昭一(有)日本製菓技術研究所

楊井　聡日本たばこ産業(株)鹿児島支社

塗木　周二(有)塗木大理石

萩原　弘達能美防災(株) 鹿児島営業所

野口　洋子野口ビルディング(株)

野﨑　博志(株)野﨑クレーン

中村　芳郎ノジリ建設工業(有)

能勢　逸郎(株)能勢製作所

野田　晶一(株)ノダ住宅設備

野田　健太郎野田法律事務所

野元　光次野元光次税理士事務所

中村　昭生(株)ノルム

滑石　ゆかり(有)ハートモード

平野　康弘(有)ハイカーズ平野

新地　浩行(株)ハイパーソフト

日田　哲二(株)バウコミュニケーションズ鹿児島

営業所

稲元　洋一ハウジング稲元

萩原　功一郎(株)萩原技研

代表者名事業所名

木村　和行(株)白晴舎

橋口　善治橋口　善治

橋元　秀一(株)橋元産業谷山港事業所

橋元　誓橋元ネーム

畑野　昌作畑野労務管理事務所

飯山　英一(有)花の店イイヤマ

有川　球仁(有)花の店花やす

濱崎　徹はまさき歯科

浜田　静雄(有)浜田静雄商店

浜田　不二夫(有)浜田ロック

迫　美和子浜の茶屋

佐々木　研太郎林兼石油(株)鹿児島支店

坂木　久光(有)原田商会

木佐貫　二朗(有)巴里市場

鮫島　康伴鍼灸ひまわり

春成　洋一(有)ハルナリ巧芸社

春田　尚子(株)HALビジネス

中村　心(同)B'

吉崎　昌幸(有)ビーライン

森　健一(有)ビーンズ

東小野　浩東小野電設

樋口　健一郎(株)ひぐち

石室屋　光昭(有)美光社

肥後　秀隆肥後自動車整備工場

肥後　潮一郎(株)肥後設計

木田　美也子(有)ビジネスホテル武岡荘

橘木　純一郎ビストロオランジェ

川辺　浩二ビストロ河奈部

六反田　真一(株)美創産業

政田　久子(株)ビッグファイブ

羽仁　正次郎(株)日の丸交通

鶴田　まさ子ビューティサロン雅子

畠中　一穂ビユーテー(株)西日本事業部 九

州ｴﾘｱ 南九州ｸﾞﾙｰﾌﾟ 鹿児島事

務所

川畑　敬志社会保険労務士法人ヒューマンサ

ポート

今村　純子美容室グレイスいまむら

佐伯　幸子美容室ラフェ

山崎　和久美容室　リーフタイム
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代表者名事業所名

平田　廣志平田銅工

平山　健一(有)平山商会

平山　和雄平山建具店

安樂　浩一(有)ビルム

茂谷　徹郎(有)広木自動車工場

馬場　聡志(株)ファイアテック鹿児島

久永　忠範(株)フォーエバー

林　靖英フォトスタジオアクシア

松木　義和(株)フォトハウスまつき

上林房　行信(株)フォレステック

深野木　信(株)深野木組

福井　章夫(有)福井総合鑑定所

福村　秀人福村石材工業(株)

福元　浩二福元土地家屋調査士事務所

重久　里美(株)福山物産

立切　定男フジ化成(株)

藤田　光次郎(有)フジ広建

藤本　幸一(有)藤幸ヂーゼル工場

藤崎　里志(有)藤崎運送

藤崎　茂実藤崎商事(株)

神野　輝久富士住宅産業(株)

浦　健一富士通Japan(株)鹿児島支社

長谷川　豊(株)フジトランスコーポレーション鹿

児島出張所

西　浩三(株)富士西機械店

藤野　一郎(有)藤野商店

小野　卓也冨士屋製菓(有)

二俣　真吾(株)フタマタ技建

出来　辰浩プラス

田中　秀人(有)フラッグ･タナカ

平島　俊二(有)フラット設計

大久保　知和子フラワーハウス和苑

水間　義隆(株)フランスヤ

柳田　晃(株)プランディー

福元　幸盛(株)プリントフェスタ

川添　政秀(有)フルーツ＆ジェラートさくらじま

渡瀬　信也(株)BRUNO

田中　輝未ブルーム(株)

花田　康隆(株)古川組

古園　朝博(株)フルゾノ薬品

代表者名事業所名

柳原　良洋(株)プレーリー

神園　史郎プレス・コミッションかごしま

福吉　浩樹(株)プレナム機工

下田平　伸市郎(有)フローリスト飾り屋

川畑　雄三(有)プロス

横山　洋亮(有)プロダクションビコーズ

山口　浩宣(株)フロンティア

田中　三喜男ヘアーサロンタナカ

川崎　恭資(株)ペインターかわさき

河野　信彦ベッカライコウノ

別府　義光別府商店

岩川　昭子ベルジュバンズサロンいわかわ

馬場　竹彦弁護士馬場竹彦

中下　隆史豊栄物産(株)

前田　紀子芳華園

木藤　秀樹(株)ボウズ

岩松　英亜(株)宝石の岩松

寶地　満(有)宝地産業

岩切　英彦監査法人北三会計社

原　幹弘ホシザキ南九(株)

細山田　良一(株)細山田商事

小原　正二(株)ホンダさつま

本田　洋本田動物医療センター(株)

富山　矩靖本場大島紬工房のりやす

本坊　修本坊松栄(株)

石岡　美奈子MINE

前迫　実前迫石材(株)

前田　孝夫(株)前田造園

前田　豊(株)前田総合鑑定所

牧迫　澄子牧迫運輸(株)

牧野　啓一郎(有)牧野水産

髙橋　昭一(株)マコセエージェンシー

加納　誠誠運送(有)

米盛　直樹(株)まこと謝恩会

政岡　和彦(有)政岡動物医療センター

上舞　修一(有)増田鮮魚店

増田　秀雄増田秀雄法律事務所

大迫　蓉子(有)萬壽友屋

藤川　芳文(株)マスヤマ
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代表者名事業所名

板山　英史(有)マチダ商事

徳重　松雄(有)まつお商店

池田　賢治(株)まつき苑京呉服の池田

長濱　潤一(有)マックス

松崎　裕充(有)松崎

松下　元治松下鮮魚店

松下　良広松下電機

松﨑　秀樹(有)松重

松元　賢一郎(有)松元建商

松山　隆之(有)松山基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ工業所

片平　裕康(有)マテリアルトレーディング

真鍋　和觀(有)マナベ帽子

鮫島　多喜子母庵　すずしろ

田口　まりまり歯科

岩男　秀彦マリックス物流サービス(株)

山口　道子マリンサービス潜水機

向江　幸一丸岩工業(株)

冨田　敏之丸王印刷(株)鹿児島営業所

川東　典貴(株)マルカワ青果食品

桑原　将司丸信建機サービス

吉永　英子(株)マルセイ

小林　聡(株)マルタカ・サンパルス

楊　寿美丸忠商産(株)

種子田　修(有)丸徳水産

峯苫　幸一(有)マルミネ

大茂　為継(株)マルモ

橋口　康隆丸山革具店

石塚　剛(株)丸和工業

白石　扶美子(有)万十屋

山川　力敬(有)満正苑

吉岡　望(株)マンボウ・サービス

島田　宗親万丸空調

横山　正一三輝開発工業(株)

相良　純康三蔵電設(株)

三重　健(株)三重商店

染川　勝(有)溝口陳列ケース

竹下　嘉将(株)三竹工業

井津上　晴士三井ホーム鹿児島(株)

渕田　康子(有)ミックマック

代表者名事業所名

西牟田　敏明(有)ミツバ

有村　徹郎(株)三ツ盃アリムラ

山中　勝義(株)ミツバ建設

兵藤　文彦三菱電機(株)鹿児島営業所

川路　巧南九州検査工業(株)

髙尾　和明南九州向洋電機(株)鹿児島支店

岩元　博則(有)南九州ゴム研

福田 　哲史(株)南九州三和

小福田　博(税)南九州総合会計

櫻木　伸一(株)南九州デジタル

飯塚　隆(株)南九州ファミリーマート

有川　達也南日本出版(株)

小室　雅男(有)南日本新聞城東販売所

外園　幹夫(有)南日本新聞武町販売所

河野　杉光(株)南日本電設

岡村　昭男南日本ライナー(株)

馬場　勝男南日本酪農協同(株)鹿児島支店

宮内　政一(有)宮内商事

宮地　洋志(有)宮地電装

宮本　弘みやもと

宮山　誠(有)宮山硝子商会

七呂　幸芳(株)みゆき工務店

植村　保ミリオンシールド(株)

長岡　宏(株)ミロク情報サービス鹿児島支

社

松原　ユキ民宿　松原

弓削　和広ムラキ(株)鹿児島営業所

外園　武津雄むらさき屋ドライ

川畑　成康(株)村中

村場　祐樹(有)ムラバ建装

西牟田　敏明(有)明興商会

尾辻　直哉明昇工業(有)

古賀　信明明大工業(株)

濵田　博隆名鉄観光サービス(株)鹿児島支

店

牧山　和裕メガネの愛和

舞田　恵メグステージ

惠 雄次(有)惠クリーニング店
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永年会員事業所

■20年以上
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代表者名事業所名

菅　徳太郎メルシーネット(株)

本村　清志(有)本村住設

南　英樹(資)百通

森　政広森建設(株)

森　太一(有)森水産

森園　冨美雄森園包装企画(有)

森田　純弘森田純弘税理士事務所

森永　和光(有)森永工業

森永　誠(株)森永ルーフ

八重倉　幸司八重倉装飾

岩切　義治(宗)八坂神社

山方　隆(有)山方車輛

國澤　伸二(有)山吉國澤百馬商店

山崎　和彦山崎撮影事務所

山下　哲朗(有)山下ミシン商会

竹元　敦(有)山竹商会

山田　徳郎山田産業(有)

島田　幸二(株)ヤマダデンキ　家電住まいる館

鹿児島本店

吉利　幸信山之内鉄工

山之口　拓陽山之口社会保険労務士事務所

山野　髙廣山野社会保険労務士・行政書士

事務所

壱岐　志郎(有)山本海運

大保　友觀(有)友觀

福元 和彦(医)友心会福元クリニック

上床　洋一(有)ユー・ネットでんきのユー･ネット

上田　一徳ユウベル(株)

有水　香織有邦開発(株)

梶永　靖ユナイトヒヤリング(有)

中野　俊彦(有)ユニバーサル薬品

吉岡　靖雄(株)吉岡バナナ

吉永　秀美(有)吉建

吉住　一郎吉住設備(有)

吉田　透(株)吉田アイエム研究所

吉永　智洋吉永電機(株)

廣津　由久(有)吉松美容商会

吉松　健吉松ビル(株)

吉元　昭二(有)ヨシモト建設

角　孝太郎(有)よしや蒲鉾店

代表者名事業所名

米澤　良一(有)米澤ダクト工業

濵田　高美(有)米元酒店

倉岡　和彦(株)読売鹿児島広告社

黒岩　敬子らーめん家

徳留　弘文(有)ライズ

中村　真由美(株)LA・MOON

前田　勝(株)リーチ開発

迫田　立樹(有)リッシン

小林　隆(有)リトルフォレスト

川路一広RIVARON

江夏　洋菱興商事(株)

中村　広幸漁菜　とび梅

古別府　久志理容ヒサシ

久保　ツルミ料理茶屋いでの

日高　年行(株)リリーフ

宮田　真由美Le ALAIA

堀之内　弘昭(有)レオ･ドール

米玉利　サダローブドゥジュプレ

深江 篤俊ローヤル・ハネー

佐藤　俊一(株)鹿工設備

吉川　和正(株)浪漫館

田辺　厚子(有)ロンドンスクール

山口　則子(株)ワイズファクトリー

小林　雄二(株)YTSフレックス

若松　伸一(株)ワカマツ自動車

若松　敏朗(有)若松鉄筋

丸田　勝年若松ドライ

益田　和博(有)ワコーハウス
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永年会員事業所

■10年以上
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代表者名事業所名

江藤　將志(株)アースクリエイト

迫田　修アースコンサルタンツ(株)

宇都　忠和(株)アーステクノ

小倉　久男(有)アート刺繍

假屋　周平(株)アート・ジャパン

日髙　徹アーバンホーム

鷲田　靖之(株)アール・アイ・エー九州支社

徳留　弘孝RH輝北プレスウッド(株)

長野　淳一(株)IHI

高岡　和也アイ・エイチ・ジェイ(株)

安陪　信(株)アイキカク

市来　誠(株)アイジーエム設備

黍田　利(株)アイディールスタッフ

鶴留　清幸(株)ITS

小牟禮　正広(有)アイティシステム

米元　崇道(株)アイティスグランデ

井上　修一(株)アイデン

山元　章義アイ電子工業(株)

田中　博道アイドゥ経営研究所

東　典隆(有)アイトップ

川﨑　廣明(株)あいハウジング

松清　勇市赤帽　松清運送

赤星　士郎赤星鍼灸整骨院・健康塾

赤崎　正臣(株)赤正

本田　修(有)あかり技研

福留　健作アクアライフ(株)

谷山　勝幸アクセル工業(株)

吉村　英樹(株)アクト・サンライズ

尾辻　正臣(株)Act Luv

明日　竹次郎明日ビル

新原　博文ASAコンサルタント

富岡　守(株)朝の海

野﨑　啓介あさひ(税)

金田　弘樹(株)朝日技建

川畑　宏二旭工業(株)

金田　弘樹(株)朝日功建

穂満　淳旭交通(株)与次郎営業所

金田　弘樹(株)朝日産建

原田　孝造朝日商事(株)

代表者名事業所名

中野　多美子(株)旭施工

竹之下　真哉あさひな司法書士・土地家屋調査

士・行政書士事務所

井上　直哉(有)あざみ

崎元　昭範アジア印刷(株)

久野　剛(株)アジアンスパイス

鰺坂　健太郎鰺坂税理士事務所

湯田　秀三郎(株)アシスト

新留　正志(株)アシストプラン

武　良章味のとんかつ丸一

平川　美寿子アス(有)

藤村　正宏アズビル(株)ビルシステムカンパニー

鹿児島営業所

吉永　亮(株)アソウ・ヒューマニーセンター鹿

児島支店

日置　むつみH cafe 可否館

仮屋　正樹(有)アップスタート

宮永　好晴(株)Updraft

金子　雅啓(株)あつまるホールディングス鹿児

島支店

川原　浩(株)アドダス

辻　純一郎(株)Advance

杉元　博幸(株)アドバンスシステム

堂之上　章子アトリエDO

あべ松　紀之アドレナリン(株)

柿元　美保(株)アナウンスメント

谷口　幸久(有)アニーホール

村田　俊武アフタープラス2(株)

島川　純也炙り家　島川

粟田　智子(税)アプロ

藤井　勝己(株)アボックス

吉村　貞孝(有)奄美

渡　慶彦(株)奄美大島開運酒造

中村　功奄美酒類(株)

豊倉　剛(有)アミーゴ商会

谷村　直紀アライアンス(株)

荒木　啓介(有)荒木

荒木　英春(有)荒木建設

荒木　信行(有)アラキビル商會

大石　裕一郎ARIO(株)
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永年会員事業所
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代表者名事業所名

有馬　弘美(株)有馬興業

有村　巌(株)有村運送　鹿児島営業所

有村　清敏有村社労士事務所

有村　忠(有)アリムラ商建

五反　一夫(株)ARS

安樂　裕子(有)an総合企画

安田　憲保(有)安泰商事

庵地　俊一(株)庵地

宮園　寛(有)アンテナ

追鳥　嘉暁(有)ＡＮＴ

下園　芳生(株)アンビシャス

安楽　勤安楽商店

池田　俊次(株)イーエムテック

新里　亮吾(株)E-ビジネスコンサル

増森　友一(株)イープロ

小川　恭次イオン九州(株)イオン鹿児島店

井上　武男イオン九州(株)鹿児島事業部

冨ヶ原　陽介(株)粹家創房

池尻　良之池尻税理士事務所

池田　徳子(株)池信商事

池田　京子池田英語教室

池松　孝一郎池松孝一郎税理士事務所

山野　かよ子居酒屋　かよ

大原　洋一(有)伊敷調剤薬局

石黒 浩二石黒浩二税理士事務所

石堂　健石堂保険事務所

石原　弘道石原労務管理事務所

石丸　修一石丸製麺(有)

川越　裕路(株)維新館

菊池　寅峰出水運輸センター(株)鹿児島営

業所

伊瀬知　博文イセチ自動車

茂木　秀一一庵　エッチングスタジオ

市來　大作(株)イチコーテクノス

長岡　洋一一番街商店街振興組合

林　政博(有)一番堂ハンヤ

市山　洋一(株)市山組

西　哲朗一級建築士事務所KAM設計室

森園　圭一心貿易(株)

橋口　滋子(有)一成

代表者名事業所名

岩元　奈津美いつものところ

鑪野　孝清いづろ法律事務所

宮田　僚治IDEASTORE

伊東　良明(有)伊東建装

伊東　靖(株)伊東商会 鹿児島支店

堀川　義信伊藤忠オリコ保険サービス(株)九

州支店

坂口　弘幸(株)イドム

稲留　幸治稲留建装

稲森　洋稲森設備

湯通堂　温(有)いぶすき秀水園

今村　孝子(株)今村工務店

今吉　公美今吉珠算教室

入来　繁子(株)入来クレーン

入佐　敏昭(有)イリサ自動車

川下　洋一(株)医療支援システム

政岡　裕德(株)医療人材センター

古畑　好恵Il Cipresso

林田　学岩川醸造(株)

岩切　英彦岩切公認会計士事務所

岩崎　貴光(一財)岩崎育英文化財団鹿児島

事務所

岩崎　和俊(有)岩﨑自動車工場

岩爪　誠輝(株)岩爪塗装

岩野　宗敬(株)岩野造園土木

久保　忠輝インアート

田原　竜太郎(株)インスタッフ

上田平　重樹インターマン(株)

岩崎　芳太郎インターローカルメディア(株)鹿児島

営業所

溝添　慶吉(有)インテリア　ケイ

蕪　利弘インテリアかぶ

四元　眞理(有)インテリアよつもと

福司山　明郎(株)インテレクチュアル・ヒルズ

川越　勝幸(株)インプレッションリゾートウエディ

ングハウス美優館鹿児島店

小園　光徳(株)イン・ライフ

佐々川　光一ヴァリーヘアー

桑村　英利(株)WISHシステムコンサルティング

奈須　浩明(有)ウェイブロード
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代表者名事業所名

植田　利一(株)ウエダ開発

上竹　繁ウエタケ電機サービス

上田平　勝志上田平勝志税理士事務所

井手　惠子(有)ウエディングステーション

上野　廣一郎上野工業(株)

上原　聡造(有)上原機器

今奈良　文太(株)植村地質コンサルタンツ

植村　和弘植村電気

上山　寛上山寛税理士事務所

寳來　良治(株)ウエルカム

緒方　祥之(有)ウェルネス研究所

肝付　憲一Votrefleur

壹崎　裕之うお処天

園田　隆史(株)兎食堂

牛嶋　二郎牛嶋産業(株)

河井　達志宇宿商店街振興組合

石堂　智子唄酔や　とっと

内木場　啓(有)内木場工業

内園　浩二(有)内園設計

内野　祐治(有)内野タクシー

内村　通雄内村組

内村　孝男(有)内村工務店

内山　和哉内山法律事務所

喜久　忠人(株)ウッディストプラン

宇都　悟(株)UTO九州

宇都 雅之宇都雅之税理士事務所

鵜木　仁(有)ウノキ

小牧　昭二(株)美味芋本舗

坂元　正哉(株)ウムバム

梅田　勝一(有)梅田住建

大坪　潤次A-cube(株)

福田　英光エイコー住宅産業(有)

新留　英信エイシン商会

松尾　義光(有)栄水開発工業

瀬戸口　和康(株)瑛炭

江原　充志(株)HR Trust

幸野　博司(株)H&K

山口　廣道HYコンサルタント事務所

池田　英樹英貞冷熱工業(株)

代表者名事業所名

永田　哲也永電(同)

貴島　博幸(有)エイペックス

久木原　俊昭(株)エイムサービス

日髙　裕介エイメスト(株)

吉松　正和(株)Ａ・Ｒ・Ｐ鹿児島事業所

江篭平　知博(株)AEエンジニアリング

岩元　興一(株)エーコープ鹿児島

伊藤　昭義AGソリューション(株)

矢野　健(株)エーシーネットワーク

上野　剛エクセルフーズ(株)

江口　允通(有)江口建機サービス

江口　俊彦江口社会保険労務士事務所

江口　洋江口商店

川路　茂晴(有)エコ・ワークス

安田　章宏(株)エコ・スペース

北道　昌佳(有)エコヨシ

吉田　耕一(株)エコロン

藤井　征和eze

瀬ノ口　德昭(株)エス・アール

草間　茂行エスオーシー(株)

藤田　政子SKF(有)

太田　敬介(特非)エスシーシー

東中　益男(株)エス・テー・ラボ

井手　美保子エステティック　ネイサンス

尾畑　徳久(株)SBL

梶本　憲子(株)エスポワール

川田　伸二(株)エスライン九州

森　聡二郎(株)エヌオーエス

中原　和紀(株)エヌケイかごしま

甲斐　薫NKシステム

山口　亮ENEOS喜入基地(株)

廣瀬　隆史ENEOSマリンサービス(株)

福永　耕二エバグリーン福永

江平　光男江平光男税理士・行政書士事務

所

渕ノ上　雄次(一社)FLC

神園　貴光(株)F.create

北山　幸次(株)FTH

福德　真文(有)FTメディカル

福屋　隆保FT太陽(株)
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代表者名事業所名

安田　力FP 安田

佐伯　榮子e-fプランニング

前田　俊一エムエス　unit

吉村　寛MS九州(株)鹿児島支店

前田　誠ＭＭ工業

満澤　美智雄MMコンサルタント

眞邉　隆洋(同)mcommune

押　嘉美(同)MCR

吉元　京子mg.美容室

宮内　達朗エムシステム(株)

真子　龍也(株)エムズインターナショナル

林　まり子M's HEART(株)

大迫　鐵郎(有)エムティ工研

室屋　正子(株)エムティビルサービス

薬師寺　宗則Ｍ・Ｙデンタルラボラトリー

有村　春房(株)エリアサポートジャパン鹿児島

追立　正人(株)追立造園

木山 雅人(税)桜岳

馬込　拓男(株)櫻岳鹿児島営業所

山元　和仁(株)桜美

大井　隆治(有)オオイ電器

大久　義廣(有)おおく建設

大久保　匡敏(有)大久保水産

大倉野　浩一大倉野司法書士事務所

中村　伸一(株)オーケー社鹿児島

外戸口　孝一(有)大咲

大重　満樹(有)大重建築塗装

出口　健(株)オオスミ

中村　真人(株)大隅機械サービス

牧　祐一(株)大隅機工

羽仁　正次郎大隅南海交通(株)

太田　博見太田歯科医院

木下　真太郎大塚製薬(株)鹿児島出張所

伊地知　志郎(株)オートパーツ伊地知

永井　理オートファーム

梅木　逸雄大橋エアシステム(株) 南九州支

店

大橋　直(株)大橋製茶

坂口　徹(株)大林組 鹿児島営業所

大保　ムツ子大保生花

代表者名事業所名

德永　芳一オーロラ企画(株)

恒吉　一正(株)大脇エンジニアリング

大脇　通孝大脇総合法律事務所

緒方　勝利(株)緒方匠会

今井　宏毅沖永良部きのこ(株)

沖瀬　昌平(株)沖瀬組

沖田　幸一(株)沖宣工社

押井　啓一(有)おさい保険事務所

押　忠弘押電工

押越　武彦押越公認会計士事務所

沖村　陽太郎osteria IL-SOLE

小田　稔ODAユニフォーム

福山　茂和(有)お茶のさつき園

澤田　正義(株)お茶の沢田園

鬼塚　昌年鬼塚製函

小原　和久小原行政書士事務所

上村　ひさみ(同)オフィス・イエローシード

竹元　かおり(有)オフィスウェネバー

東　由美(有)オフィスエイト

井戸　まり子(有)オフィスマリ

久保　仁人(有)お仏壇の久保仁

前原　仁(同)Omnis

小山田　誠一郎小山田登記測量事務所

小森　里美オリエンタルサービス

中山　和人オリエント産業(株)鹿児島支店

直　則雄(有)オリエント リトレッド

長濵　正昭オリジナルダイニング　葵之音

折田　信男(有)おりた園

竹　芳治ORYORIYASAN　たけ坊

坂口　拓也(株)ondiina

上水流　修一(株)オンデマンドスクエア

小原　義一CARSHOP R-3

姫野　勇カードショップ彩々

石工　隆(有)カーハンズ

村脇　紀子(株)kaiki

山邊　浩司(有)かいご屋

鮫島　洋一(株)かいたく

小幡　健彦海斗

垣内　学(有)カキウチ自動車
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代表者名事業所名

久木元　一美柿の実

岩元　文雄(株)カクイックスウィング

大久保　浩一(株)学舎　学進館

口元　誠Cocktail Cre8 ゆらぎ

網屋　太郎楽家一心

大久保　英広鹿月製菓

新留　千鶴(株)華建コーポレーション

八坂　泰司(一社)鹿児島青色申告会

上宮田　健鹿児島エアポートサービス(株)

迫田　剛鹿児島仮設機械(株)

吉永　一己(特非)かごしま企業家交流協会

有村　住美鹿児島共同配車センター事業

(協)

柚木　弘文鹿児島くみあい食品(株)

城元　清巳鹿児島くみあいチキンフーズ(株)

久保下　正次(有)鹿児島桑名海苔店

地福　千秋鹿児島花野簡易郵便局

岩崎　芳太郎鹿児島県観光誘致促進協議会

濵平　猛鹿児島県くみあい開発(株)

津曲　貞利(公財)鹿児島県国際交流協会

中村　博之鹿児島県自動車販売店協会

森　秀樹(福)鹿児島県社会福祉事業団

谷川　博之鹿児島県神社庁

安永　幸信(公社)鹿児島県測量設計業協会

羽仁　正次郎(一社)鹿児島県タクシー協会

澤田　了三鹿児島県茶商業協同組合

田中　博道(一社)鹿児島県中小企業診断士

協会

岡　恒憲(株)鹿児島県プロパンガス会館

淵村　文一郎鹿児島県ホテル旅館生活衛生同

業組合

西窪　勝鹿児島県リサイクル(株)

有村　和晃鹿児島県旅客船協会

岩崎　芳太郎鹿児島交通観光バス(株)

竹之山　雅志鹿児島黒板(株)

黒岩　美智子(一社)鹿児島コミュニティシネマ

肱岡　一義かごしま酒道場　西郷どん

木場　信人(公財)かごしま産業支援センター

新原　敏憲鹿児島三和(株)

代表者名事業所名

秋元　隆浩(株)鹿児島シーリング

鮫島　健二郎(公財)鹿児島市公園公社

谷川　麻奈美鹿児島市社交業組合

下鶴　隆央(公財)鹿児島市水族館公社

田畑　浩秋(公財)鹿児島市中小企業勤労者

福祉サービスセンター

黒江　美惠子(株)鹿児島視聴覚センター

白川　勉鹿児島商品販売(株)

井戸口　広行(有)鹿児島シロアリ

佐藤　豊(株)鹿児島推進開発

木場　信人(株)鹿児島頭脳センター

川崎 恭資(有)鹿児島船舶塗装工業所

坂之上　拓郎(株)鹿児島大弘

東川　隆太郎(特非)かごしま探検の会

窪園　豊鹿児島中央水産(株)

熊谷　光司(弁)鹿児島中央法律事務所

岩元　盛廣(有)鹿児島ツーリスト

宮脇　道秋鹿児島ディベロップメント(株)

別府　和幸(株)鹿児島テレコム

河合　認(株)鹿児島電気サービス

赤星　隆雄鹿児島動物病院

上原　徳正(一社)鹿児島道路降灰除去協会

酒句　景一朗かごしま鳥久(有)

松元　亮(株)鹿児島パッカー産業

遠藤　達海(株)鹿児島ビジョン

是枝　徹(株)鹿児島不動産バンク

石神　眞人鹿児島プロフーズ(株)

神園　浩二(有)鹿児島文化企画

福田　光一(公社)鹿児島法人会

上栗　幸祐(有)鹿児島マルトウ

新原　義史鹿児島ミート販売(株)

豊釜　孝成(有)鹿児島遊機

野上　貴裕(有)鹿児島隆栄

安達　洋彦鹿児島林業(株)

山田　久治(株)鹿児島渡辺バークシャー牧場

溝神　安彦嘉ざ花

加治佐　香加治佐　香

上園　妙子カジュアルスペース　テンテン

中村　勝志(有)勝進工業
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代表者名事業所名

勝田　正志勝田社会保険労務士事務所

松山　正志カット・ランド

新村　建治(有)割烹　山映

寺田　健次割烹　てら田

加藤　和子加藤和子音楽事務所

岩下　克己(株)カナダプレイス

穗森　幸一カナルファ穗森事務所

髙橋　統作(有)鹿南シンワ

末野　正義金城

鹿屋谷　哲典鹿屋自動車

鎌田　善政鎌田建設(株)

釜付　康世(株)かまつき商事

上川路　一也(有)上川路会計社

神園　耕二神園建設

上村　昌志(株)カミチク

神野　恵輔(有)カミノ

上別府　久(有)上別府自動車ガラス

神前　明浩神前司法書士行政書士事務所

上村　豊孝(有)上村運送

上村　眞一上村石油ガス(株)

松下　雅人硝子まつした

山下　隆雄がらすワーク山下

瀬戸　武志(有)からだ・はうす

馬場　英治(株)カリーノ

肥後　興太郎カルスコ(株)

上野　和洋(有)ガレージ上野

岩切　秀史カレーショップ90番

川窪　宏一かわくぼ住宅(株)

上妻　良昌川﨑技術開発(株)

川﨑　孝雄川﨑公認会計士事務所

河内　幸夫河内屋

松岡　秋美(有)川畑建築板金工業

田中　大輔管楽器専門店トーンファルベ

有村　信一環境開発(株)

堂園　浩一(有)環境管理センター

林　隆秀(有)観光ビル

大内　貫介(有)かん介

渡邊　孝太郎(株)感動

森谷　信実上町不動産

代表者名事業所名

木下　正幸(有)木下運送

才川　賢一(有)輝成エンジニアリング

北山　勉(株)きたやま

中原　早苗(有)Kiss

久木田　初夫(有)喜丁

桜井　朝邦キッチンわしょく亭

喜禎　松代きていチケット

木野田　仁木野田公認会計士事務所

木原　史裕(有)木原製作所鹿児島工場

木村　鉄也(株)木村商事

木山　裕之(有)木山商店

川俣　広孝九州自動車リース(株)鹿児島営

業所

岩﨑　徹(株)九州総合研究所

片平　晋作(同)九州ソフト

長崎　和浩(一財)九州電気保安協会鹿児島

支部

山地　康生九州電力(株)鹿児島営業所

大岩根　誠九州電力送配電(株)鹿児島支社

寺田　賢司九州農林開発(株)

竹原　佳成(株)九州パール紙工　モダンパック

鹿児島店

堀ノ内　治夫(株)九州ハイテック

古閑　俊介(株)九州ファミリークリエイツ

穂原　剛九州銘木(株)

井上　拓也九州林産(株)鹿児島営業所

今村　裕一(株)QTnet鹿児島支店

永山　二三(株)キューデン・グッドライフ鹿児島

河野　浩之九電産業(株)鹿児島支店

上野　直樹九電テクノシステムズ(株)鹿児島

支店

浜﨑　待千子灸都浜崎

黒木　久(有)久和工業

矢野 羊祐(株)共栄自動車サービス

山下　道夫共建

畠中　陽光行政書士　畠中陽光事務所

馬渡　毅行政書士　馬渡毅事務所

森園　初美行政書士　森園事務所

宮元　幸秀(有)協友防水工業

三宅　善美(株)協立電機製作所
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代表者名事業所名

佐々木　茂(有)協和自動車ガラス

宮下　正吾(有)清美土木

大村　貢(有)霧島漢方研究所

山元　紀子霧島高原ビール(株)

木脇　靜(株)木脇商会

長谷　百合子きんぎょ

羽仁　正次郎(株)錦江石油　ひまわりタクシー

古市　浩二(有)空間計画

馬込　拓男(株)空間製作所

桑山　浩一郎(有)くすりのくわやま

窪　勇祐(有)窪商事

久保　武徳久保武徳税理士事務所

久保田　俊紀(有)久保田電機

濟藤　大悟(株)熊谷組鹿児島営業所

熊谷　公喜(株)熊建

隈元　幸信(有)クマモト水研

久米　誠久米工業(有)

鳥丸　秀樹(有)九面屋

井上　浩一郎クラウド(株)

大迫　和樹(株)CRACK FLOOR

中村　綾乃クラブ　不二

中下　聡gram

徳田　聡(有)グランケア

寺田　誠(株)グランドサポート

大迫　雅史(有)クリア

八汐　昭一(株)クリーンアシスト

内木場　啓(有)クリーン喜入

八代　進祐クリーンワックスJOY

小田　美幸クリエイティブビジネスパートナー聖

夏オフィス

指宿　教志クリクラ指宿

脇　淳一(同)クリスタル

栗山　哲司栗山社会保険労務士事務所

清國　崇grill　DINER

永田　和弘(株)グルメ・スタジアム

古手川　隆訓(弁)グレイス鹿児島事務所

小倉　翔童グレイスヒル・オーシャンテラス(㈱ディ

アーズ・ブレイン)

上山　慎司grow's(同)

川野　義美グローカルサポート

代表者名事業所名

増永　勇治グローバル・オーシャン・ワークス(株)

田上　晋一郎(有)グローバルハウス

黒坂　和民黒坂　和民

萩原　藤義黒潮産業(株)

迫田　茂孝(株)黒酢の杜

味澤　辰也(株)クロノス

小幡　雅道黒豚しゃぶ鍋八幡

新田　政宏(有)黒松建装

桑原　鉄也桑原鉄也税理士事務所

山下　秀一郎(有)慧

蓑手　基次(有)敬愛食品

塩屋　一久(株)経営サポート

小畑　優(株)経営支援センター

片岡　清KSカーテック

関　一也(有)ケイエス開発

具志堅　武Ｋ・Ｍ・Ａ

角　幸憲K-OFFICE

広崎　悟紹(同)恵悟

迫田　了ケイ産業(有)

池田　涼一(株)ケイ・シー・エス

柿内　努Ｋ．デンタルテクニック

金田　隆之(株)Ｋプロパティーズ

山本　龍一(株)ケイ･ワイ･サプライ

中西　一行(有)化粧品の紅屋

田中　好史GuestNight　ハロッズ

岩城　圭相(株)健康の森

吉原　司建築工房　芯司

福迫　健(株)建築工房　匠

野村　浩一(有)建築社

福留　進一(株)現場サポート

下津　春美(株)県民住宅

重信　広志CORE建築都市デザイン

佐多　正人(有)コアホーム

小池　義彦小池鉄工所

小磯　雅一(有)小磯製茶

大山　保(有)幸輝

堂園　紀彦(有)晃輝ハウス

高橋　英夫高原ミネラル(株)鹿児島営業所

白尾　昭彦広告制作　デザインシップ
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代表者名事業所名

西村　清治工事店　ニシムラ

佐々木　肇(株)甲進

木場　修一(株)コウセイ

小倉　康利(株)コウセイ工業

辻　博之(株)興成電気

及川　孝大(有)広電

江夏　徳次郎皇徳寺ケーブルテレビ(株)

久木田　幸子皇徳寺珠算教室

池田　哲夫(有)皇徳自動車

徳留　利幸(税)甲南総合会計

河野　秀夫河野メディカル(有)

高橋　光男(有)光望

稲森　斗基子工房　斗基

野元　正則(株)光洋工業

牧 眞弘(有)光陽石油

村上　敦務(株)光林緑化

出口　稔コーアツ工業(株)

平田 裕二コーヒーハウスHIRATA

牟田　洋志(株)ゴー・FUN

松薗　孝夫(株)コープサービス

森山　克己国分電機(株)

國料　勝二(有)國料

前田　貴志ココロプラン(株)

谷口　真弓こしき海洋深層水(株)鹿児島支

社

小城　和臣(有)小城自動車整備工場

猿渡　貴広(有)コスモクリーンケミカル

榎園　洋文(株)コスモ建設運輸

藤﨑　護(有)コスモテック電子

小瀬戸　祐二(有)コセド酒店

児玉　義明(株)児玉工業

児玉　等(有)児玉通信工業

児玉　幸次児玉ホームサービス

大庭　学GOP

木場　健二こば設計

本房　勝彦小林ドライ

小平　勘太小平(株)

駒寿　謙次駒壽謙次税理士事務所

小町　章規(株)こまち

小松　清徳小松味

代表者名事業所名

駒走　慎治駒走自動車

前薗　栄作(株)コマロック

小湊　清隆小湊税理士事務所

古垣　朋拡Komugico(株)

橋口　英明(株)こむらさき

野村　悟志(株)コルドニエ

神薗　俊一(株)コレクトプラン

長野　真治コンサルティングオフィス

NAGANO&PARTNERS

永田　慶子コンディショニングジムTRY

川路　秋博(有)彩貴コーポレーション

山田　博幸ｻｲｸﾙショップ　茶輪子

西元　康人(有)西康

迫　彰一郎(株)サイコウ

森田　博文(株)西郷

小野　公裕(有)サイバーウェーブ

佐伯　敏雄佐伯中小企業診断士事務所

松尾　真(株)サガシキ鹿児島支店

坂下　正信(有)坂下クリーニング機材

坂下　信也坂下信也社会保険労務士・行政

書士事務所

坂下　隆(有)坂下ソフトラボ

有木　伸幸さかなやかんまち商店

坂之上　勝利(有)坂之上製茶

坂元　昭人坂元昭人税理士事務所

坂元　裕朗(有)坂元建材商会

相良　正典(株)相良製作所

永野　信也佐川急便(株)南九州支店鹿児島

営業所

竹山　泰司(株)サクシード

作下　光雄(有)サクシタ

松永　純(医)さくら

櫻井　悟(株)桜井

岩元　耕兒さくら経営支援(株)

村山　武久(株)桜島興産

福島　大輔(特非)桜島ミュージアム

岩下　政輝(有)さくら総合保険

吉満　正広(株)さくらツアー

酒匂　康孝酒匂公認会計士事務所

酒匂　信次(有)酒匂保険事務所
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代表者名事業所名

笹川　竜伴(弁)笹川法律事務所

笹平　徹臣(有)ささひら

笹山　雄司(有)笹山印刷

宮腰　千恵子酒々楽　芙蓉

田口　真也(株)サザンフーズ

佐多　宗公(有)佐多宗二商店

川中　智美(有)薩心工業

日髙　勝(株)薩南物産

本坊　松一郎さつまいも産業振興(協)

稲森　幸治(有)薩摩ガス

久留　彰(株)さつま包材

馬場　甚史朗(有)薩摩名人会

西原　一将(株)薩摩家

小倉　義広(株)サティスファーマ

宗岡　悦志さとうきび酢宗屋(株)

迫園　俊郎佐藤食品(株)鹿児島営業所

佐藤　礼子(有)佐藤防水

新福　省一サニープラザ(株)

西前　紀之ザ・ヒューマン

下山　義髙(有)茶房中村屋

清武　哲夫(株)サポート鹿児島

下原　弘文(株)ざぼん

鮫島　雄司(株)サメシマフーズ

吉田 厚士SARA彩

楊　洪波Sun&Green(株)

坂下　叶サンエー不動産

井手上　剛志(株)三喜

簗瀬　昭人(株)サン技研

米山　裕之(有)サンキューカット鹿児島

大西　英二朗三協運輸(株)

守屋　賢治(公財)産業雇用安定センター

内野　秋雄サンクリーン・ファースト鹿児島

池田　正(有)参玄

齊脇　耕二(株)山興商会　エール保険事務

所鹿児島店

野村　啓介三幸商事(株)

末廣　美輪サンシャイン末廣

横田　捷宏(公社)三州倶楽部

佐田　弘(有)三伸ホーム

前田　一幸(株)サンズ

代表者名事業所名

徳重　光政(株)サンセイシステム

安樂　久幹(株)サン総合保険

内村　ひとみ(株)サンハート

巽　誠宣(株)サンプラスワン

三尾　宗広(有)サンヘルステック

山村　正一(株)山有

髙田　健作(有)サンライズ総合保険

渕脇　正三(株)山林

小薗　隆志(有)三和住宅設備

内山　俊昭(株)Ｃ＆Ｃコーポレーション

ハッサン　イサム(有)ジーウィズ・ランゲージ・スクール

東峯　高志(株)GKアド・ハウス

今村　卓也(株)シースタイル

後藤　浩一(株)G-STYLE

東　尚吾CTRデンタル工房

行德　敏郎(株)ジーテック

福元　尚興g-box

盛澤　篤司(株)JR鹿児島シティ

永里　克志JR九州バス(株)鹿児島支店

園田　裕二JR九州ビルマネジメント(株)鹿児

島支店

木藤　敏郎ＪＲ九州リテール(株)鹿児島支店

柚木　弘文JAかごしま茶業(株)

立野　洋人(株)JSV

吉留　茂(有)J-SURF

福田　良二J.J CALLN

市坪　文夫(株)ジェームス鹿児島

三島　いずみシェルブール

海老　啓之(有)ジオ・フロント

新屋敷　辰美シオン経営コンサルティング

吉脇　健志自家焙煎珈琲豆　tous les 

jours

岩崎　 浩一郎重富商事(株)

坂元　士郎(株)システック

前田　一豊(株)システム技研

橋口　眞由美詩扇

岩川　秀一シティアビルド・イワカワ

冨ケ原　公磨呂じてんしゃ修理屋トミ

篠原 勝彦篠原税理士事務所
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代表者名事業所名

篠原 利浩篠原利浩税理士事務所

柴田　義征(株)柴田自動車

芝原　章吾芝原総合法律事務所

吉村　望平志布志貨物海運(株)

吉村　望平志布志貨物自動車業企業組合

内田　雅之司法書士行政書士うちだ合同事

務所

薗田　貴充司法書士事務所　ソノダ

島田　修一(株)島田

東　冨美男(株)島津建設

島津　絹子島津緑化(株)

砂坂　清春(有)嶋矢木材

下川　幸二郎(株)下川総合住宅

下御領　伸一しもごりょう社会保険労務士事務

所

下瀬　俊雄シモセ工業(株)

下平　盛俊下平工業

下津曲　英美(株)下舞設計

下村　茂一(有)下村建築塗装

下村　哲也(弁)下村法律事務所

岩元　一哲社会保険労務士法人　禅

内村　建吉社会保険労務士法人内村・帖佐

事務所

江原　充志社会保険労務士法人HR Trust

松田　将紀社会保険労務士法人

EMagency

前田　嘉秋社会保険労務士　前田事務所

川路　高司且坐

宮内　隆久写真宮内スタジオ

亀元　菜保子ジャパンプランニング(株)

川原　利昭(有)シャムス

小林　慎介(株)自由画房

榎園　隆朗(有)十八生花店

田之畑　修朔(医)修放会　放射線科田之畑クリ

ニック

法福　良雄ジュエリーオビヤ

池田　晃範(株)ジュシカ

千田　岳ジュノオエンタープライズ

壽福　和人壽福建設興業(株)

宮原　雅彦(有)ジュラク

髙田　和美(株)JOY

代表者名事業所名

竹下　昭二JOY倶楽部

山　幸廣(有)ジョイフルホーム

戸川　浩一(株)翔

前木場　政治(株)祥栄

松山　幸右(株)松栄軒

川畑　耕平笑漢堂薬局

上永吉　稔(有)上伸ミート

内田　絵里子聖徳ビル企画(株)東横イン鹿児島

中央駅東口

城　達也Jo hair design

末広　明美(有)縄文

長柄　英男(福)松和会

久米田　治代昭和興産(株)

田中　睦生生和糖業(株)

田村　ユミ(株)ショーワ

園田　恭久食工房　その田

越智　尚徳食彩and地焼酎　家のじ

福島　哲郎食酒楽　哲太

渡邊　孝太郎(株)食物語

盛山　禎子(株)ショコラ

前田　俊一ショップ前田

白男川　賢治(有)白男川薬局

白木　操(株)白木建設

白澤　亮白澤薬品

小湊　研太郎ジラソーレRin

岩崎　芳太郎白露酒販(株)

川口　蔵人(株)新栄

増森　茂隆(株)新栄建設

新谷　哲生新谷緑化(株)

藤武　慶輔進学ゼミユリイカ

新川　秀吉(有)新川工業

迫　英德(株)シンケン

江口　節男(有)信仰通信サービス

森山　賢一(有)新更電設

新小倉　廣行新小倉電設

西村　悟郎(有)晋吾建設

内之倉　誠(有)新生保険サービス

新豊　秀樹シントヨ電機(有)

東　太陽甚八

小河　之直(株)神和
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代表者名事業所名

赤尾　かおり(有)親和興業

篤　俊治(株)親和電機

本多　司(株)スイートスイーツ

川上　香澄(株)Sweetmist

末吉　正文(有)スーさんハウス

福迫　隆(有)崇徳商事

松原　修一(株)スーパーシールド

池畠　正(株)スーパードリームアンドドリーム

末永　知広(株)末永建設

末永　富一郎(株)末永産業

菅原　希介菅原左官工業

杉山　圭一(有)杉山運送

坂元　哲朗(株)スクエア

髙添　勉(株)スクラム

大保　優蔵すし蔵　大保

田平　俊夫(有)スズ企画

鈴木　群(有)鈴木工務店

鈴木　康弘(有)鈴木厨器

鈴東　仁志(有)鈴東商店

安樂　謙一雀すし

桂　豊(株)スター・トレーディング

中島　秋津子(株)STUDIO K.

村上　光明スタジオ光明

櫻井　いずみスタジオナイル

中島　一彦(株)スタジオ・メディア

大楠　博喜(有)スタジオ・ワーク

大德　隆志(株)ステップサイン

谷口　欣平(有)すばる薬局

嶋埜　春雄スプリング　ハイム

西元　君子(株)スポートツアーズ九州営業所

尾辻　潤一郎(株)住まいネット

竹口　悦史(株)スマイリーホーム

森園　伸之すまいるサポート

秋月　尚紀(株)スマイルハート

福見　和成隅火

本村　泰彦炭火焼　やっちゃん

荻野　哲朗(株)スライブ精工

矢野　和幸(株)スリーイン(ホテルアービック鹿

児島)

代表者名事業所名

ｴﾃﾞｨﾘｼﾝﾊｹﾞ ｱｼｮｶスリランカ　かごしま

冨川　雅行青果ツースリー

原田　浩幸(株)セイカライフサポート

黒岩　健二(有)世紀

宮島　節郎(株)晴天街

堀野　裕介西部通信工業(株)

立川　郁子(株)西雄

森　治(有)セヴンス

瀬尾　健治(有)瀬尾

瀬戸口　隆志(有)セキアシステムズ

関　貴史関整骨院

溝口　智代(株)積善社サービス

関　たづ子セキメンテナンス(株)

田中　裕也(株)セキュリティサービス鹿児島営

業所

大塚 悟志(株)SESH

小島　大輔(株)ゼノクロス

西　一幸(株)セノン 南九州支社

黒木　幸治(有)催馬楽電設

安田　真奈美セフィラ不動産

宇田　健助セフティ防災

上坪　一平セラミックデンタル上坪

小林　康一(同)CERVESIA

吉村　真由美(株)セルモグループ　中山代理店

上栗　初美CEREZA

岩崎　芳太郎(有)千貫平

森重　登(株)千友堂

竹下　幹雄(株)川洋サービス

喜山　貴彦(株)創ing

井上　秀幸(株)創企堂

松下　誠(有)創建設備

竹下　豪(株)総合開発

周郷　晋輔(株)総合資格鹿児島支店

東　祐一(株)総合人材センター

折尾　和子総合ビューティサロンオリオ

荒瀬　一行(株)総合保険センター

西村　昭一創作スイーツ フロマージュクリュ

飯田　清高(医)草清会　いいだクリニック

岩崎　良行(有)創和
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代表者名事業所名

副島　三秀副島美容商会

早迫　実(有)ソーサ・コーポレーション

坂元　豪(有)ソニック

藤本　賢志(有)ソフトスタジオ

徳留　勝広(株)ソフト流通センター

前川　裕伸ソフトワン(株)

秦　芳孝(株)SOPRA

髙橋　宏輔(株)ソラシドエア

上野　祐司SORA HAIR

松﨑　住英(株)ターミナルサービス

川﨑　義宏(有)ダイイチエクスプレス

田之上　美保(株)第一鹿屋青果地方卸売市場

永安　修第一装飾

熊須　正芳第一平和ビル

三浦　友裕(株)大鹿電業

泊　耕太郎大生工業(株)

川添　建大朗(株)ダイケンエステート

松葉瀬　忠夫(株)Dai建築DESIGN

佐藤　晋作(株)ダイゴ

鶴澤　泰生(株)泰公

田中　泰山(株)タイサン

古下　美紀(株)大匠ビルディングス

山内　康功(株)大進

田之上　寿大タイセイ技建(有)

泊　照久大生土木(有)

西原　孝志大成有楽不動産(株)鹿児島営業

所

佐々木　大蔵たいぞう整骨院

村岡　秀樹橙

藤林　耕平Dining terrace IN THE 

MOON

緒方　祐大(有)大八食品

原口　洋一大福電設(株)

北渡瀬　幸吾(有)太陽クリーニング

佐藤　慎也(有)太陽ケミカル

竹ノ内　貞文(有)太陽セメント瓦工場

有馬　戦男太陽熱温水器(株)

高松　利憲高千穂金属工業(株)

高原　寛(有)タカハラ

代表者名事業所名

小野　喜代子(有)田上サービス

田上　金義田上商店

泊　徹田上台どうぶつ病院

木場　貴義(有)TAKARA

森永　拓郎(株)拓建

竹之内　和孝(有)匠建設

竹内　誠竹内工業

竹迫　加津代(有)竹急総合サービス(TakeQ)

竹下　幸彦(有)竹下グランド社

竹下　正義(株)竹下電設

竹内　仁洋(株)竹商事

竹田　吉一竹田法務総合事務所

竹山　真之介竹山産業開発(株)鹿児島支店

竹　光隆(同)たけよし

有川　奈美男タコスバー　グラシアス

田島　博幸(株)田島エンジニアリング

田尻　大志田尻公認会計士事務所

福田　寛(有)たすけあい鹿児島

松田　浩一(株)タステア

田方　広孝(有)ダストマン

龍野　吾郎たつの家具

岩重　嘉人(有)タツミ建装

森元　辰己辰己亭

田中　泰人田中ゴム

谷山　康成(有)谷山無線サービス

岩崎　芳太郎種子島・屋久島交通(株)

宮脇　幸一種子屋久農業協同組合

田之上　義樹田之上行政書士事務所

田原　典(株)田原

田之上　隆文(株)旅丸ツーリスト

村岡　進(有)タフコート鹿児島

玉城　義明(有)たまき屋

保　幸守(株)保住宅

永田　フサ子小さな花屋

坂上　益啓(株)チェスト

外山　雄大(一社)チェスト連合

田上　康朗地方産業経営研究所

藤田　惠子(有)チャーム

牧野　育生ちゃんこ番　玉の杉
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代表者名事業所名

有馬　哲男(株)中央創建

瀬戸口　朋子中国東方航空鹿児島支店

中馬　龍一ちゅうまん労務士・総務オフィス

中禮　光明(株)中礼義肢製作所

島崎　奈々(株)蝶々家

中島　朋美ちょっぱー

小野　大(有)ツーウェイズ

神宮司　正和(株)司工業

福別府　裕司(有)ツカサトーヨー住器

月野木　勝彦月野木司法書士事務所

平澤　ひろえ椿身体均整院

内田　浩嗣(株)ツバメガスフロンティア鹿児島

支店

上坪　正哉(株)ツボゼン

津曲　貞利(学)津曲学園

水流　大輔水流内装

栫　誠一郎つるや(株)つるやゴルフ鹿児島店

松田　浩一(株)ディ・エムエル

溜　伸康(株)ティアイ

瀬口　和浩(株)ティーエスアイ

吉松　良平(株)ＴＳグループ　東翔&塗職

有馬　達郎(株)DFC

佐々木　新悟(株)TMJ鹿児島センター

高岡　サチ子(株)ティーズ・コーポレーション

鶴田　大輔(株)ティーデン

手塚　圭子TBCグループ(株)

竹内　信二TAKEサービス(同)

山田　拓哉(有)テイクワイズ・コーポレーション

松村　京晴(株)dips

村山　隆男(株)ディフェンス桜

竹田　昇(株)ディライトサービス

船附　恵(株)デーアンドエーデー

鮫島　健(有)テクノファイケン

笹川　福一郎(株)テクノマックス南日本

吉嶺　広記デザイン　くれは

早川　誠Design Studio MYS

松﨑　良作(株)デジテン

原田　哲秀(株)テツ総建

宇根　達一朗鉄板料理・居酒屋 達

堂園　章博(株)出前館コミュニケーションズ

代表者名事業所名

吉岡　満雄(株)てまひま堂

寺澤　清文寺澤建設(有)

寺前　俊郎寺前社会保険労務士事務所

池田　わたる(弁)照国総合事務所

大道　卓デルタ経営コンサルティング(同)

鮫島　礼子(株)照照

本坊　正文田苑酒造(株)

市之瀬　勉(株)店工

後藤　和浩伝次郎

佐藤　春吉(株)デンセツ工業

中熊　誠デンタルアートなかくま

柏木　斉(株)電通システム

牧野　繁(株)天文館

野崎　泰弘天文館銀座通り会

門口　利昭(特非)天文館粋麗会

有村　裕晶天文館にぎわい通商店街振興組

合

奥山　直博天文館はいから通商店街振興組

合

樋口　弘文天文館本通商店街振興組合

松木田　完てんや　笑神

窪田　清由起two nine

羽田　宮彦(株)東京海上日動パートナーズ九

州鹿児島支店

渋谷　義則(株)Tokyo渋谷ダンサーズ学院

東　成生(株)東郷

唐仁原　弓人(有)唐仁原商店

堂園　隆男(株)堂園機工

堂免　修堂免法律事務所

藤井　勝己(株)東洋環境分析センター

松下　健一東洋警備(株)

宮路　純德(有)東陽土木設計

内田　絵里子(株)東横イン鹿児島天文館Ⅱ

黒田　麻衣子(株)東横イン鹿児島天文館Ⅰ

西中　章子(株)トゥレーヌ

大坪　弘二東和管工

山下　真也(株)トータルウォーター

浦底　俊一(有)トータルカーディーラーケイズ

宮　寿穂(株)トータルサービス

塩津　洋一(有)トータルサインシオツ
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代表者名事業所名

原田　清志(株)トータルハラダ

植﨑　丈夫(有)トータル美研

福村　憲二トータルプランニング

堂岡　敏彦(有)ドーテックサービスカンパニー

日高　重成トカラ・インターフェイス

下川　照実特殊環境開発(株)

又野　佳洋子(株)ドクターナチュレ

徳留　宏志徳留　宏志

徳永　勝彦徳永食堂

副島　博徳之島物産(株)

德滿　俊裕(株)トクマン

徳満　哲司徳満公認会計士事務所

林　淳一床屋　きっと

野口　俊治としの家

千知岩　豊夏(株)都市マーケティング

濵田　修一土地家屋調査士　はまだ事務所

早瀬　千春DOG COM.

堀内　周太DOG REST

大脇　孝一郎とまや

泊　浩二(有)泊光工務店

吉永　勉(株)十夢

中西　斉隆(株)豊島メック

中神　敏雄トヨタモビリティパーツ(株)鹿児島支

社

有馬　直哉トライブオート(株)

鮫島　恒一郎(株)DRALE

成松　国弘(株)トラステック工業

米満　暁TRATTORIA Campania

西　敏明(有)トラフィック・ワダ

桑山　勇一トラ丸企画(株)

德田　信義terat.

原口　望ドリーミィ大和(株)

山下　一矢(有)ドリームK

荒木　聡(有)ドリームスマイル

河末　正子(株)ドリームプレス

鹿倉　真己子(株)ドリームマキ

中馬　孝子鳥焼処　ちゅう馬

福島　聡史トリリオンコート

花田　綾美ナイト・コラソン

永井　勝二郎永井墨香堂

代表者名事業所名

永長　康博永長印房

中川　健太郎(株)中川製作所

中島　秀樹ナカシマダンススクール

中園　秀盛中園　秀盛

永田　廣樹(有)永田鋼管工業

永田　雄一永田重機土木(株)

中ノ上　英二(株)なかのうえ不動産

中野　成博(株)仲野建設

永野　宏和(有)永野工業

永野　徹郎(有)ナガノ食品

永濵　俊也(資)永浜銀造商店

中原　尚治(株)中原建設

中原 悟中原悟税理士事務所

中原　寛(有)中原レジャー産業居酒屋ゆ

中山　利郎(有)中舗工業

中俣　薫(有)中俣酒店

中村　善任(有)中村善保険事務所

山口　利春中村測建(株)

永山　亮介(有)永山製作所

中山　博仁(有)中山陸送

永吉　哲哉永吉哲哉税理士事務所

永吉　祐一郎(株)永吉電設

濵　大祐(有)ナチュラルスマイル

永田　幹人(株)ナディックサービス

宮城　加代子生パスタのお店　あん食堂

縄田　倫靖NAWAGATE(株)

武　𠮷治南栄糖業(株)

羽仁　正次郎南海交通(株)

川村　将寛(有)南輝産業

武元　嗣視(有)南九ハウス産業

鵜狩　昌弘南国医研

渡　康嘉南国警備(株)

小野　シヅエ(有)南国コア

郷原　知展南国システムサービス(株)

立山　徹南国電材(株)

永山　在紀南国ビル(株)

木浦　広和(有)南国リース工業

鍋谷　和幸南国リカー(株)

中西　智也南州コンクリート工業(株)
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代表者名事業所名

慶田　孝一(株)南青

南　敏生(株)南生電工

吉永　哲哉南日観光(株)

伊東　典親南風丸

原田　善章(株)南防

向原　祥隆(株)南方新社

川畑　佑樹(株)南和産業

新留　司(株)新留土木

三宅　正修ニームかごしま

堤　理真子(有)肉のツツミ

原口　武義(有)肉の松坂屋

前　信春肉のマルシン

西山　麻由美二幸冷蔵運輸(株)

西岡　慎太郎西岡海事事務所

中村　純西鹿児島東口開発ビル(株)

宮崎　征二郎(株)にしけい 鹿児島支社

西島　満里子(株)西島商事

西　陽一郎西酒造(株)

植村　秀一西日本印刷

波江野　修一西日本ガス器具(株)

庄山　正美(有)西日本ヘルパー養成事業

木元　義之(有)ニシベ鹿児島メーター

下川　和重西松建設(株)鹿児島営業所

西村　悟郎(有)西村清掃

西中　浩二(株)日能研九州

伊豫田　秀宣(株)ニチレイアグリ

歌田　清隆(株)ニチレイフーズ南九州支店

渡邉　和彰(有)ニッシン

日髙　茂(株)ニッセン

平川　堅三日東商事(有)

岩崎　芳太郎日本カーメンテナンス(株)

福田　幸弘日本貨物鉄道(株)九州南部支店

鹿児島営業所

野崎　章彦日本郵便(株)鹿児島中央郵便局

細山田　暁仁(株)日本オゾン

田中　茂樹日本管財(株)鹿児島営業所

池田　光市日本検査キューエイ(株)九州事務

所

東　幸雄日本公教育研究所　東学館

代表者名事業所名

久見木　大介日本航空(株)鹿児島支店

田中　正博日本ゴンドラ(株)福岡営業所

黒木　秀文日本防災工業(株)

湯通堂　温日本旅館協会九州支部連合会

鹿児島県支部

白瀬　隆治(株)ニューハウス産業

豊　法子Nail's NON

赤﨑　広久(株)NEO

奥本　勝祥ネクスト・ワン・ラボラトリー(株)

日高　正太郎(株)ネットウェーブ

野元　一美野一マネージメント(株)

前田　伸之ノーティーモーターサイクル

武井　遼(有)ノーティス

濱田　潔(株)ノーブル

窪　恭彦(株)ノギエボ

濵田　亮一呑去屋

能勢　達修能勢建築

野添　尚子(有)のぞえ

野添　導博(株)野添土木

宇都　律子登ハイツ

昇　裕二郎のぼるタタミ店

野間　辰美(有)野間産業

野村　義博(有)ノムラ

野元　明美(株)ノモト総合企画

清正　小百合BAR STINGER

桜井　隆二Bar　ブラッキー

長島　紀衣BAR　螢

本房　伸一(株)パーキングソリューションズ

諸留　今日子BAR　水色

野元　正巳HEARTS

吉岡　サエ子ハート愛

瀬戸山　太一HEART TO YOU 食喜 KU-KI

原田　裕作ハートフル福祉サービス(株)

西尾　史郎(株)バードランド鹿児島

竹下　雅大(株)バイクスペース

富山　千枝子(有)ハイ・ソサエティサロン　万年青

森園　実由紀Hou. Co. Co.

松野下　陽一(株)ハウスランドプラン

萩迫　貴史萩迫自動車
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代表者名事業所名

萩原　隆志(弁)萩原鹿児島シティ法律事務

所

佐野　友紀はごろもフーズ(株)鹿児島営業所

福島　哲二(株)橋口運輸

橋口　京子はしくち京子社労管理事務所

丸目　和子芭蕉産業(株)

長谷　俊明ハセコー不動産

藤井　勝己(株)パソラボシステムズ

中村　純一(株)畠中設計

原田　秀作葉月工業(株)

廣橋　和己八光工業(株)

西尾　安佐子ハッピーフォーチュン・セラピー

南　荒生(株)ハッピーポイント

菊水　博司パテックサプライ(株)

家村　洋一(有)花家

陶山　友彦(有)はなとも生花店

濵田　哲郎(株)浜田

濱田　勝利(有)ハマダ技研

鬼丸　清孝浜中木材(株)

濱平　直樹(有)浜平塗装

濵元　俊一濵元俊一税理士事務所

林　賢太(株)林光華園

原川　徳和(有)原川組

原口 宏之原口宏之税理士事務所

原田　昭文原田昭文土地家屋調査士事務

所

濵村　芳信原田工業(株)

常山　隆則原良マンション

高橋　末一馬力屋

柳田　久美子(有)春うらら

久木田　眞奈美バルーン工房　バルーンボックス

上塘　裕二(株)パルコーポレーション

津留見　哲生(株)はるや

永濵　隆司(株)パワーボール

浦川　和美(株)バンブー

鄭　策(株)BIA

江夏　拓三BTV(株)鹿児島局

山口　義人(有)BSM

南﨑　信哉BS経営コンサルテング

久保　達也(株)ビーザ・ワン

代表者名事業所名

平岡　達磨(株)ひおき

東　和博東国際特許事務所

橋口　美希(有)ヒガシマル運輸

三股　一彦光建設(株)

樋口　藤男樋口商事(株)

岩坪　健太郎微研(株)

新原　厚子美厚福祉(株)

肥後　勝彦(株)ひごコーポレーション

肥後　貴哉(株)肥後産業

久永　徹郎(株)久永建装

久本　勝紘久本　勝紘

楠元　忠重(株)ビジネスウィズ

福元　夏代ビジネスサロン(株)

堂満　竜太(株)ビジネスパートナー

西川　和男(株)ビストラル

新徳　光作Bistro Hamilton

小屋　佳一朗Bistro Pinceau

日高　靖喜(有)日高建設

下野　恵吾ビタミンバルーン

谷口　勇作(株)ひばり

大田　晃士(株)響堂

下野　宏二ひまわり動物病院

肥後　純一ひまわり物流(株)

楊　洪波(株)飛躍陽

漆平　一郎(株)ヒューマン・インタフェース・テクノ

ロジー

森　朗(有)ヒューマンクリエイト設計

野元　若家(株)ヒューマン・クレスト

森山　重康(株)ヒューマンパワー

大山　裕司(有)美容室大山悟

牧本　祐作美容室hanabi

笑喜　美枝美容室Pafio

濵田　富美子美容室らむさ

福森　なるみ(有)ひょうたん

平川　武志平川屋楽器店

松下　順紀樋脇精工(株)

原田　忍(株)ファースト警備

松岡　猛(有)ファーストコミュニケーション

山口　寛子(有)ファミリー・インターナショナル

西園　眞(株)風月堂
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代表者名事業所名

竹内　甲子フェイシャルサロン　カラー

野村　春仁(株)フェスティバロ社

馬場　克也bueno珈琲豆専門店

　mikoya134

小柳　勝美(株)フォーバル鹿児島コミュニケー

ションセンター

白尾　晃治(有)フォーユーシラオタタミ

吉松　久行(有)フォーラム

廣川　知恵子フォレストホーム(株)

深浦　卓也深浦企画

阿部　順子鹿児島販売士協会

福島　康子ふくしま宝石

福永　昭一(株)福尚

酒匂　健寿(税)福田酒匂会計

牛込　和幸(有)福永保険事務所

福留　和幸(有)福熱

田中　秀明(株)ふくまん

福村　久男(有)福村保険事務所

福盛　光政(有)福盛モータース

津曲　晋作福山黒酢(株)

福山　照康フクヤマ食品(株)

川畑　真福林門

藤井　滋人(株)ふじ井

黒木　一正富士運送(株)

亘　大樹富士エネシステム(株)

藤川　徹雄(有)フジカワ

藤　陽一藤絹観光(株)

蓮子　幸司ふじ商事(株)

下田平　洋一富士設備工業(株)

藤田　護藤田建設興業(株)

西元　春義(株)富士土木エンヂニアリング

藤山　圭太ふじやま整骨院

二ツ木　雅巳(株)ふたつき

粢田　純二(株)フチカ鹿児島営業所

池水　尚夫(有)渕上事務器

淵脇　正剛(株)渕脇殖産

田中　雅行(株)ブックス太洋

古屋鋪　秀昭(株)佛壇の古屋鋪南林寺店

長野　俊臣(有)不動産トレードセンター

船倉　功(税)船倉会計

代表者名事業所名

髙橋　勝プネウマはりきゅう療院

里　良男ブライトビジョン(株)

日髙　広陸プライムホーム(株)

清川　剛久(株)プラスエスコーポレーション

永田　浩徳BLACK SMITH

大薗　博隆ブラッスリーヴァンダンジュ

井川　真也フラワーハウス花千里

穂満　一哉(株)プランドゥブレ

菊谷　佳孝ブリンクジャパン(有)

副島　俊之ブルーアース

髙宗　浩二(株)ブルーハイウェイエクスプレス九

州

弟子丸　究(株)ブルーベル

古川　敬信(株)フルカワ

古川　幹郎古川幹郎税理士事務所

田畑　克彦(株)ブルク

岩元　耕児(有)ブレイン

西原　正信(株)フレッシュ青果

後迫  洋一(株)プロエース

植田　康彦(有)フローリストうえた

英　昭一(有)文英堂

税所　直宏(株)文化コーポレーション鹿児島営

業所

榎本　絹子(有)ブンカドウ

櫨元　一郎分家　うなぎの隆美

村永　晃洋分家　ひげ船長　晃洋店

寺脇　大(株)文寿

大谷　克明HAIR WE

下村　正和ヘアーサロン　ボンズ

渕上　辰幸ヘアーサロンふちがみ

北　由美子(株)ベアーズセキュリティ

上ノ園　尚ヘアーフィールド　ラソ

平田　聡美Hair Market Fine

福永　貴也hair room Shown

三原　孝夫ヘアカット　はさみ

中間　俊記ヘアーサロン千鶴

安山　育雄ヘアメイク　ツインソウル

梶原　淳子ヘア・メイク・インディ

屋冝　興一ヘアメイク　フルール

吉川　綾子hairmake H.arm.s
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永年会員事業所

■10年以上
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代表者名事業所名

小西　博徳ぺいじわん

桐　千穂BASEMENT　CAVE．

舞薗　昭一ペガーズ

佐倉　光秀(有)ベスト企画

下ノ堀　広Petit bell

乾　美佐子ベルモードinui

中園　功一ベロコンハウス(株)

阿部　貴久(有)ベンリー

西　徳朗(有)寳徳

若松　隆男(有)宝納酒店

竹之下　真哉(同)法務アドバンス

本坊　正文HOBO

野下　一隆(有)ホームガイド

日髙　雄太(有)ホームケア鹿児島

外薗　直樹(株)外薗運輸機工

永里　由紀子(有)北薩サービス

中村　奈保美(有)北辰建設

石原　優(有)北新工業

川井田　仁(株)保険企画カワイダ

竹迫　武臣(株)輔仁

宮永　哲郎(株)ボストンハウス

北国　善太ほっこく鍼灸院

法元　芳徳ほっとLIFE(株)

井上　浩一補綴Ichi

肥後　浩司ホテル鴨池プラザ

久保　誠ホテル法華クラブ鹿児島

小牟禮　郁ボナ・セーラ(有)

葉棚　宏栄ほほえみネット不動産(株)

堀之内　秀太堀之内労務管理事務所

川畑　良一(株)ホワイトドルフィン鹿児島営業

所

中園　淳彦凡

矢野　孝太郎ホンダ食品(株)

本田 伸二本田伸二税理士事務所

小平田　喜代子(株)ホンダバイクショップタックモー

ター

山本　洋右(有)マインド

前原　宏平(株)マエコー

前迫　学前迫商事(株)

前迫　哲志(株)前迫設計

代表者名事業所名

前畑　建雄(有)マエハタ

前畑　巌まえはた酒店

松方　一憲真方工業(有)

五代　克彦(有)まごころ保険サービス

原口　誠(有)マコト

下　武司マザーズクレープ＆カフェ

迫田　正樹(株)マサミ

益田　久子益田

増田　勇二(株)増田勇建設

益田　啓一郎(株)益田建設

益田　幸太(株)益田製麺

益満　秀光(株)益満

松枝　千鶴松枝公認会計士事務所

松尾　博義(株)松尾飼料

松下　みゆき(株)まつした人材サービス

松下　拓也(株)松下孝建設

松田　武泰松田武泰税理士事務所

松田　耕一(株)松田ピアノ友社

松永　利恵子まつなが鍼灸院

上村　浩司(株)マツモトキヨシ九州販売

松本　義教松本司法書士事務所

松山　正煕松山物産(株)

的場　礼明(有)的場自動車工場

的場　信也的場水産(株)

川上　耕治ママピカットかわかみ

新名　順二(有)豆乃屋フーズ

二石　力マモル電工(資)

久保　精吾(株)マリンショップ久保

向江　幸一マルイワテクノ(株)

西俣　嘉勝マルカツ美建

川畑　 健義(株)マルカワ建設

桑木　喜康丸久建設(株)

阿久根　圭マルグリット　カシュカシュ

三宅　浩一郎マルサン青果

新元　進(株)丸新

荒瀬　久善(有)丸善内装

久留　知晃(株)丸タカ

濵田　博之(有)まるたか青果

森田　洋一郎(有)マルトクエステート
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代表者名事業所名

永山　雄一(株)マルナガ工業

岡本　恵マルヒ(株)

久木元　幹雄(有)丸久

丸本　誠一郎(株)マルモト

西田　貴弘(株)丸屋鹿児島営業所

丸山　正德丸山電健

平田　嘉照(有)まるよし

和田　康伸丸和建設(株)

橋口　信隆(有)MIKI物流

三窪　智紀miku工房

久保　昌世MIXTURA

山田　育人(有)ミサキエアコン

米山　弘三桜電気工業(株)鹿児島支店

水俣　修一水俣司法書士事務所

三谷　貴夫(株)三純建設

小野寺　克浩(株)三井不動産ホテルマネジメント

セレスティンホテル

中村　綾美(株)三越ホーム

吉原　正勝ミドリ安全鹿児島(株)

豊満　義浩緑ヶ丘ストアー

湊崎　博湊崎組

南　徹(株)南アカデミー　アイビーエス外語

学院

寺師　弘己南九州ガスターミナル(株)

島津　公保南九州クリーンエネルギー(株)

江口　清英南九州クリーンネット(有)

村田　正己(有)南九州ゴム商会下荒田支店

新原　義史南九州食肉販売(株)

春田　彰南九州すまいるハウス(株)

小福田　博南九州税理士会鹿児島支部

岩崎　芳太郎南九州レンタリーシング(株)

吉元　和己(有)南九州和秀建設

南　いくえ南そろばん教室

篠見　順一南日本警備保障(有)

本田　多聞(株)南日本環境科学

大迫　博文(有)南日本新聞 下荒田販売所

西　達也南日本総合法律事務所

下津　史朗南日本ホールディングス(株)

東條　水江南の郷　そろばん書道教室

峯元　郁男(有)峯元商事

代表者名事業所名

峰山　奥恵喜(株)峰山建設

山口　真一(有)みのる園茶舗

福満　憲昌(有)みふく生花店

宮内　俊二宮内工芸社

宮川　秀樹宮川公認会計士事務所

宮崎　一博宮崎一博税理士事務所

宮ノ下　淳(株)宮下工務店

吉元　京子(有)みやび

宮本　裕一郎宮本自動車商会(有)

野﨑　照代ミュージッククラブショータイム

迫田　美好(有)美好測量事務所

中玉利　竜矢未来革命(同)

松下　利文ミルフィユ(有)

木野　博通(株)みるぼーど

彌勒　英樹(株)369　Patisserie French 

Blue

伊東　すみ子民宿浜原荘

向江　衛(有)向江青果

川畑　睦和睦和商事

宗岡　悦志(株)宗岡組

村岡　澄隆(株)村岡建設

葛迫　光弘(有)紫原運送

村田　國治ムラタ設備(有)

山口　隆雄(株)明光社鹿児島営業所

仮屋浩人明興住機(株)

中江　南珍(有)明治ミルクまま

時村　友一郎メイワ医科工業(株)

脇田　久雄(有)明和通信電設

佐藤　輝一郎めがねのサトー

原田 信隆めがね補聴器　はらだ

川原　恵美(株)恵

松村　武久(福)恵会　特別養護老人ホーム

はっぴー園

山下　則夫(有)恵義肢製作所

内德　勇人(有)恵興産

中嶋　一智(有)メディカルオフィス中嶋

西田　重幸(有)メディカルクリア

坂元　孝一(株)メディコス・インターナショナル

森岡　義博(株)メリー・ワークス

佐藤　雄哉麺人佐藤
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永年会員事業所
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代表者名事業所名

佐藤　哲光(有)モーターファン サトウ

餅田　淳一餅田淳一税理士事務所

坂本　貴義モト　ガレージ

本　健二本健二司法書士事務所

本山　俊彦本山俊彦司法書士事務所

桃木野　聡桃木野総合法律事務所

森　毅憲森公認会計士事務所

森重　政信(有)森重花樹園

森薗　康隆(株)森薗建設

盛園　高章モリゾノ石販(株)

森永　実モリナガ自動車

山口　幸太郎(株)モリ不動産鑑定事務所

吉﨑　英昭森吉銘木(有)

岩崎　芳太郎屋久島空港ターミナルビル(株)

保﨑　賢(有)保﨑労務管理センター

新屋敷　美和子薬局ソレイユ(有)

柳川　学(有)柳川氷室

柳元　広喜(有)柳土木

柳元　丘(株)柳元経営情報センター

山内　浩二(有)山内鉄筋工業

緒方　哲郎(株)山形屋工作所

山神　英子山神薬局

山岸　史人山岸デザイン事務所

山口　克典ヤマグチ(株)鹿児島営業所

山口　浩幸山口建装(株)

山下　俊明(有)山晃

山崎　隆寛山崎経営労務事務所

山下　昭和ヤマシタガラス

山下　正弘山下建築

山下　紘子山下商店

山下　丞山下丞税理士事務所

山下　一郎山下ビル

井堀　健一(株)山善鹿児島支店

川畑　利廣(有)やまた水産食品

山田　純輝山田純輝税理士事務所

有村　勝友ヤマト産業(有)

宮下　浩二(株)大和屋

山之内　隆夫(株)山之内庭園

山元　知山元産業(株)うなぎのやまげん加

治屋店

代表者名事業所名

徳留　誠ユアシスヘアデザイン

畠中　敦子ユアシセイドウ　ピュア

石坂　強志結花

前田　義巳悠・愛補綴研究室

厚地　政幸(有)UAソフトナイフカンパニー

窪田　真有限責任監査法人トーマツ

山元　清貴(株)友成電設

石宮　光紀悠設備工業

吉永　由美子(有)ユーミーライフ

湯浦　一徳湯浦一徳税理士事務所

永田　靖(有)ユーロガレージ・ナガタ

北沢　祥豊鋼材工業(株)

丸田　健児豊産業機械販売(有)

山中　俊孝ゆっくり居酒屋　ごじのね

佐藤　慎也(株)ユナイテッド・トラッド

弓塲 勇弓場漬物店

山中　和博(有)ユメックス

上原　昌德(特非)ゆめみなと鹿児島

用皆　真市(有)用皆工務店

福留　秀平洋食　Amayadori

木村　浩己洋食＆カフェkimura

中島　洋子(有)YOKOコーポレーション

奥　文子夜汽車運転代行社

與倉　知直(有)ヨクラリビング

横川　修横川社会保険労務士事務所

横山　智横山(智)整骨院

横山　誠二横山社会保険労務士事務所

横山　孝明横山電機工業(有)

吉井　英人(有)吉井質舗

吉田　淳吉田特許商標事務所

吉留　英俊よしどめ歯科

吉留　博文(有)吉留商事

吉野　博仁(有)ヨシノ企画

有薗　満春(有)吉野通信

小牧　文夫(有)吉野メディカル

吉峯　栄助吉峯行政書士事務所

吉村　康一郎吉村醸造(株)

小宗　隆之吉山酒販(株)

池袋　隆行(株)ヨネザワ天文館鹿児島本店
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永年会員事業所

■10年以上
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代表者名事業所名

米丸　大清米丸接骨院鍼灸院

米盛　義弘米盛造園土木

楠生　高之(有)Laugh

前田 真宏らーめん食堂　元斗好軒

桑山　健一らーめん桑山

長濵　譲二ライジング車体

黒田　祐司Life Art(株)

持留　雄一郎ライフエンジニアリング(株)

諏訪　浩(有)ライフキッチン

渡海谷　宗宜(有)ライフサポートトカイヤ

吉満　富士夫(株)ライフサポート吉満

大窪　一輝(株)ライフパシフィックデザイン

東　圭太(株)ライフプラザパートナーズ

山本　真司ラウンジ　エンジェル

鎌田　ルミラウンジ　ミュウ

小村　政治ラウンジ ムーンライト

川畑　善博(株)ラグーナ出版

羽生　了市楽園

安樂　一夫(株)樂樂亭

有馬　かおりRATTLER Inc.

中野　愛LOVE PETS

北里　愛一郎(株)ラベルプランニングAI

重田　茂和(株)ランコントル

𡈽倉 太郎ランスタッド(株)鹿児島支店

矢野　秀(株)ランドフィールアート

永吉　利美蘭丸

中村　一平リアライズ

上谷田　幸一(株)リア・ライズ

髙山　友厚リアルスペース

桑鶴　浩二(司)Legal Flag

谷川　弘子(株)利光新陽サービス

唐本　正リコージャパン(株)鹿児島支社

黒木　恵(有)リサ

末満　裕孝(有)リサーチ＆コンサルティング鹿児

島

山口　将大リストランテ　ノーチェ

松田　淑正リッチモンドホテル鹿児島金生町

北野　正作(株)リテール・サポート

増満　元史理髪や　ｇ．

畠中　隆(株)隆成

代表者名事業所名

清水　泰宏(株)隆生興産

平尾　昭(有)理容室ピース

永尾　則男理容ハイツ

嶝　勇希(株)凛

福﨑　祐樹(株)LINK

内門　勝博リンク(同)

竹之内　章リンク鹿児島(株)

野村　俊郎(株)リンクス

長嶺　修(株)Luke

平山　弘一郎(株)ルーラ

松﨑　正洋(株)ルクール

岩田　光弘レヴスタイル(株)

新宅　貞司レフテックサービス

村木　誠Loco cantine　じもとの食堂

永里　貴久(株)ロジスティック創

金氣　大士ロロ・ディ・ナポリ

和田　浩二(株)ワークス

前薗　敏晃ワークスサポート一輝

下宇宿　和男ワースプランニング(有)

川原　嘉裕ワールドサンフーズ(株)

山畑　考生(株)YRC

山口　大悟(株)YSフーズ

木下　央典(株)ワイズ

柳田　淳一(株)Y's

武永　雄太(株)Ｙ’ｓカンパニー

森　好子(株)ワイズプラス

若松　竜太(有)若松酒店

荒木　貞行(株)若尊

脇田　洋忠(有)脇田商店

青木　基暢(株)わくわく園

谷口　豊治わくわく本舗

久保　和義(株)和住建

渡邉　謙司(有)ワタナベ空調

渡辺　義人(有)渡辺産業

田中　隆二(株)ワンステップ

小野　泉(有)ワンストップ

川添　明人(株)ワンネット
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永年勤続優良従業員

■30年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

アークコンサルタント(株)松尾　章弘

(名)明石屋菓子店上山　克代

(名)明石屋菓子店白井　秀秋

(名)明石屋菓子店清木場　美和子

(名)明石屋菓子店七村　勇次

(名)明石屋菓子店宮下　正恵

(名)明石屋菓子店柳元　義章

アジア印刷(株)米倉　正義

(株)稲盛機工店斉之平　茂

(株)稲盛機工店田尻　義弘

指宿観光(株)大牟礼　亨

指宿観光(株)羽嶋　克博

指宿観光(株)濵田　浩幸

指宿観光(株)前之園　薫

指宿観光(株)宮田　省司

いわさきコーポレーション(株)池田　龍

いわさきコーポレーション(株)市坪　勝利

いわさきコーポレーション(株)大堀　裕二

いわさきコーポレーション(株)上坂元　芳富

いわさきコーポレーション(株)川畑　光裕

いわさきコーポレーション(株)小園　直樹

いわさきコーポレーション(株)鶴山　典秋

いわさきコーポレーション(株)遠矢　俊治

いわさきコーポレーション(株)中之薗　孝行

いわさきコーポレーション(株)橋口　浩二

いわさきコーポレーション(株)枦木　平

いわさきコーポレーション(株)馬場　猛

いわさきコーポレーション(株)平石　達治

いわさきコーポレーション(株)古里　小百合

いわさきコーポレーション(株)堀之内　幸一

いわさきコーポレーション(株)村田　計一

いわさきコーポレーション(株)山中　高広

いわさきコーポレーション(株)米元　秀行

いわさきコーポレーション(株)若松　健吾

岩崎産業(株)有村　伊津男

岩崎産業(株)内山　康彦

事業所名氏名

岩崎産業(株)大窪　健一

岩崎産業(株)岡元　敦郎

岩崎産業(株)神田　義文

岩崎産業(株)木野　晴夫

岩崎産業(株)楠田　英生

岩崎産業(株)小薗　光弘

岩崎産業(株)櫻美　史生

岩崎産業(株)佐多　芳浩

岩崎産業(株)島田　正弘

岩崎産業(株)竹之内　得志

岩崎産業(株)田畑　和之

岩崎産業(株)豊冨　秀康

岩崎産業(株)中濵　諭

岩崎産業(株)永山　毅

岩崎産業(株)中山　雄一

岩崎産業(株)西村　徹也

岩崎産業(株)濵田　哲郎

岩崎産業(株)東　紀之

岩崎産業(株)平井　淳一

岩崎産業(株)福澤　幸一

岩崎産業(株)前橋　孝文

岩崎産業(株)松﨑　憲和

岩崎産業(株)溝上　和彦

岩崎産業(株)向窪　剛治

岩崎産業(株)山崎　亮三

いわさきホテルズオペレーション(株)岩元　公平

いわさきホテルズオペレーション(株)岩本　輝久

いわさきホテルズオペレーション(株)浦門　伸二

いわさきホテルズオペレーション(株)浦郷　耕治

いわさきホテルズオペレーション(株)織田　博和

いわさきホテルズオペレーション(株)神之田　伸二

いわさきホテルズオペレーション(株)神村　豊

いわさきホテルズオペレーション(株)川畑　浩之

いわさきホテルズオペレーション(株)耕　隆昭

いわさきホテルズオペレーション(株)新町　英幸

いわさきホテルズオペレーション(株)高田　周作
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永年勤続優良従業員

■30年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

いわさきホテルズオペレーション(株)戸川　竹広

いわさきホテルズオペレーション(株)中村　実

いわさきホテルズオペレーション(株)東　直子

いわさきホテルズオペレーション(株)古川　義人

いわさきホテルズオペレーション(株)鉾之原　正明

いわさきホテルズオペレーション(株)掘口　逸己

いわさきホテルズオペレーション(株)前之園　育代

いわさきホテルズオペレーション(株)山神 志保

いわさきホテルズオペレーション(株)山口　寿紀

いわさきホテルズオペレーション(株)山下　裕愛

いわさきホテルズオペレーション(株)脇田　一直

いわさきホテルズオペレーション(株)渡瀨　幸治

(株)岩田組三重　保

(株)エース建販田原　たず子

(税)桜岳吉村　温子

(有)大黒自動車部品商会岩切　純一

(有)大黒自動車部品商会東郷　健二

オーケー電機(株)峰山　信二

カクイ(株)井上　利昭

カクイ(株)大重　義春

カクイ(株)大塚　真一

カクイ(株)小倉　久明

カクイ(株)木元　仁司

カクイ(株)櫻井　良一

カクイ(株)砂田　数富

カクイ(株)堂薗　義人

カクイ(株)豊田　利典

カクイ(株)福倉　義彦

カクイ(株)丸野　浩幸

カクイ(株)山村　浩水

鹿児島イシダ(株)垂野　智代

鹿児島仮設機械(株)江平　弘彰

鹿児島仮設機械(株)木村　俊

鹿児島仮設機械(株)久保　尚夫

鹿児島仮設機械(株)児島　秀昭

鹿児島仮設機械(株)中村　和幸

事業所名氏名

(公財)鹿児島観光コンベンション

協会
山田　千春

鹿児島交通(株)飯山　孝広

鹿児島交通(株)今塩屋　悟

鹿児島交通(株)岩川　孝二

鹿児島交通(株)岩元　功

鹿児島交通(株)上村　紀人

鹿児島交通(株)小野　学

鹿児島交通(株)柿木　繁俊

鹿児島交通(株)假屋　小百合

鹿児島交通(株)久木田　良浩

鹿児島交通(株)窪園　均

鹿児島交通(株)下田　港

鹿児島交通(株)中尾　健朗

鹿児島交通(株)仲宗根　光浩

鹿児島交通(株)西元　賢治

鹿児島交通(株)西脇　剛

鹿児島交通(株)橋口　靖也

鹿児島交通(株)東　幸次

鹿児島交通(株)福元　博盟

鹿児島交通(株)古川　俊明

鹿児島交通(株)横山　正司

鹿児島交通観光(株)岡元　信浩

鹿児島交通観光(株)小牟田　弘子

鹿児島交通観光(株)田代　耕成

鹿児島交通観光バス(株)梅田　弘

鹿児島交通観光バス(株)大迫　義高

鹿児島交通観光バス(株)小畑　和博

鹿児島交通観光バス(株)上久保　健一

鹿児島交通観光バス(株)黒木　政義

鹿児島交通観光バス(株)立山　義行

鹿児島交通観光バス(株)中島　浩一

鹿児島交通観光バス(株)永田　福夫

鹿児島交通観光バス(株)永田　正博

鹿児島交通観光バス(株)馬籠　健一

鹿児島交通観光バス(株)松浦　孝二
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永年勤続優良従業員

■30年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

鹿児島交通観光バス(株)水迫　誠

鹿児島交通観光バス(株)若松　広幸

鹿児島交通観光バス(株)渡辺　伸一

鹿児島国際航空(株)小原　啓治郎

鹿児島国際航空(株)下玉利　博

鹿児島市管工事(協)追立　次則

鹿児島市管工事(協)島木　克郎

鹿児島製茶(株)大宿　豊

鹿児島製茶(株)平　国世

(株)鹿児島大理石猪俣　篤実

鹿児島通運(株)青木　茂久

鹿児島通運(株)七村　清一

鹿児島通運(株)藪　宏哲

(株)鹿児島テレコム川元　和人

(株)鹿児島テレコム寺田　晃生

鹿商海運(株)川原　弘一

鹿商海運(株)坂口　誠

鹿商海運(株)西園　善広

鹿商海運(株)肥後　浩

(有)鎌石ステンレス工業長野　政和

(有)鎌石ステンレス工業又木　義文

(株)上塘組原田　洋一

川﨑技術開発(株)持留　浩喜

(株)カワノ建材坂下　京子

(株)木落建設磯田　一

(株)木落建設尾畑　勝二

(株)木落建設栫井　昭人

(株)菊川鉄工宇田　重隆

(株)菊川鉄工梶原　武志

(株)菊川鉄工上村　弘生

(株)菊川鉄工川畑　弘光

(株)菊川鉄工小牟禮　重樹

(株)菊川鉄工下津　正昭

(株)菊川鉄工中野　昭

(株)菊川鉄工西園　強

(株)菊川鉄工曻　盛夫

事業所名氏名

(株)菊川鉄工原口　隆一

(株)菊川鉄工横内　孝一

(有)輝広下茂　孝春

(株)キリハラ食品簗瀬　満里子

(株)建設技術コンサルタンツ桐野　明彦

(株)建設技術コンサルタンツ宮原　哲郎

(株)建設技術コンサルタンツ湯田　教隆

(株)建設技術コンサルタンツ吉谷　辰郎

(株)県民住宅田中　篤雄

(株)晃栄住宅井手之上　巧

(株)光学堂有村　浩二

(株)光学堂江口　義人

(株)光学堂川原　裕樹

(株)光学堂釈迦堂　栄作

(株)光学堂谷脇　樹久

(株)光学堂濱田　淳

(株)光学堂針持　猛

(株)光学堂春田　勝己

(株)光学堂船元　周次

(株)光学堂堀脇　拓

(株)光学堂村岡　裕美子

(株)光学堂山下　美智代

小平(株)徳永　照雄

小平(株)牧原　裕

五洋建設(株)鹿児島営業所市之瀬　しい子

(税)さくら優和パートナーズ内山　厚志

(税)さくら優和パートナーズ大脇　多江子

(税)さくら優和パートナーズ田添　康明

(株)サタコンサルタンツ有村　敏郎

(株)サタコンサルタンツ京之嶺　隆

(株)サタコンサルタンツ逆瀬川　正秋

(株)サタコンサルタンツ下世　祐一

(株)サタコンサルタンツ徳満　義和

(株)サタコンサルタンツ中西　辰美

(株)サタコンサルタンツ永山　昭博

(株)サタコンサルタンツ福留　康信
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永年勤続優良従業員

■30年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

(株)サタコンサルタンツ湯田　勇作

(株)サタコンサルタンツ和田　晋一

薩摩倉庫運輸(株)小谷　江利子

(株)サニタリー下　秀剛

(株)サニタリー深見　鉄雄

三九運輸(株)田中　重彦

三洋工機(株)下玉利　吉広

三洋工機(株)宮薗　昭弘

三洋工機(株)山下　祐樹

(税)柴田＆パートナーズ松尾　武泰

(税)柴田＆パートナーズ松下　浩一

(株)清水山﨑　誠

(株)寿福産業切口　真彦

(株)寿福産業濱村　正則

(株)寿福産業別府　義春

(株)寿福産業松元　みゆき

(株)寿福産業村野　陽一

(株)常電井手　昭司

(株)常電上ノ町　美和子

(株)常電川越　正憲

(株)常電小湊　雄二

(株)常電坂元　健二

(株)常電諏訪　重治

(株)常電高山　秀彦

(株)常電森永　孝志

白露カンパニー(株)大平　隆光

白露カンパニー(株)西　進一

白露カンパニー(株)宮薗　浩二

白露酒造(株)鶴本　みちよ

城山観光(株)市川　幸宏

城山観光(株)加治　幹展

城山観光(株)潟　庄平

城山観光(株)鎌田　良一

城山観光(株)上村　良馬

城山観光(株)川村　敏幸

城山観光(株)倉掛　智之

事業所名氏名

城山観光(株)桑木野　良孝

城山観光(株)桑代　信行

城山観光(株)税所　康二

城山観光(株)坂元　秀秋

城山観光(株)迫　敏幸

城山観光(株)下原　章子

城山観光(株)髙山　富美子

城山観光(株)外村　伸一

城山観光(株)鳥渕　和久

城山観光(株)西　裕之

城山観光(株)番匠　明広

城山観光(株)堀脇　竜一

城山観光(株)前田　浩

城山観光(株)前田　豊

城山観光(株)脇田　一喜

城山観光(株)渡　健

城山観光(株)渡　千左代

(株)新生組川西  誠

(株)新生組野老迫  隆

(株)新生組古川  裕子

(株)新生組胸元  悟

(株)新生組吉井  信夫

新生冷熱工業(株)水口　利治

(株)新福衣料店中野　真理子

(株)新福衣料店中山　俊郎

セイカ食品(株)伊集院　邦豊

セイカ食品(株)井上　詔司

セイカ食品(株)猪俣　智博

セイカ食品(株)上原　聡

セイカ食品(株)上原　守

セイカ食品(株)内倉　和昭

セイカ食品(株)大窪　耕志

セイカ食品(株)加治屋　武久

セイカ食品(株)神川　浩一

セイカ食品(株)神薗　利則

セイカ食品(株)木下　育代

③ - 4
鹿児島商工会議所創立140周年　表彰にかがやく人々



永年勤続優良従業員

■30年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

セイカ食品(株)金城　知恵美

セイカ食品(株)小岩屋　昭

セイカ食品(株)小園　修一

セイカ食品(株)小波津　忍

セイカ食品(株)佐藤　愛子

セイカ食品(株)高田　由美子

セイカ食品(株)高橋　輝人

セイカ食品(株)田畑　みどり

セイカ食品(株)鶴田　憲和

セイカ食品(株)樋之口　洋一

セイカ食品(株)東郷　貴博

セイカ食品(株)長野　哲二

セイカ食品(株)中村　俊文

セイカ食品(株)西馬場　恵子

セイカ食品(株)野村　哲朗

セイカ食品(株)萩原　悦子

セイカ食品(株)東　光雄

セイカ食品(株)久松　悟

セイカ食品(株)平野　賢二

セイカ食品(株)古野　さゆり

セイカ食品(株)外薗　安廣

セイカ食品(株)益山　幸二

セイカ食品(株)松原　豊和

セイカ食品(株)南　正己

セイカ食品(株)本村　いづみ

セイカ食品(株)山下　ひとみ

セイカ食品(株)吉田　成代

セイカ食品(株)吉永　美由紀

セイカ食品(株)吉松　道雄

創友建設(株)江口　孝一郎

大成ビルサービス(株)濵田 勝哉

大福コンサルタント(株)小松　俊木

大福コンサルタント(株)谷村　博邦

大福コンサルタント(株)中島　太

大福コンサルタント(株)山ノ口　正和

大福コンサルタント(株)吉村　弘幸

事業所名氏名

大福コンサルタント(株)和田　昭二

太陽運輸倉庫(株)上野　正信

太陽自動車(株)坂元　隆

太陽自動車(株)前野　正孝

(有)田代表具店福山　久

(有)田中宝飾岩元　信二

種子島・屋久島交通(株)日高　留美子

種子島・屋久島交通(株)村永　正利

種子屋久ジェットフォイル(株)尾塚　明彦

種子屋久ジェットフォイル(株)杜山　豊実

中央サービス(株)室屋　裕樹

田苑酒造(株)坂元　匡一

(有)永田鋼管工業永田　賢造

(有)永田鋼管工業元井　美樹丸

南国交通(株)市来原　朋広

南国交通(株)君野　伸一

南国交通(株)河野　里美

南国交通(株)田島　健一

南国交通(株)田中　俊一

南国交通(株)羽田　英樹

南国交通(株)真内　広幸

南国交通観光(株)井上　浩

南国交通観光(株)林　智美

南国交通観光(株)米澤　一郎

南洲(税)石原　里美

南洲(税)鎌田　隆文

南生建設(株)梶原　日実子

南生建設(株)船蔵　智子

(株)西川グループ本社石黒　勝久

(株)西川グループ本社伊村　博明

(株)西川グループ本社大野　成也

(株)西川グループ本社屋田　江利子

(株)西川グループ本社久保　忠徳

(株)西川グループ本社竹川　園部

(株)西川グループ本社直　えみ子

(株)西川グループ本社中原　進
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永年勤続優良従業員

■30年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

(株)西川グループ本社福ケ迫　安男

(株)西川グループ本社脇田　武市

日水電気化学工業(株)鮫島　伸一

日水電気化学工業(株)塩満　勝文

日水電気化学工業(株)古川　俊彦

日本カーメンテナンス(株)平瀬　耕司

日本カーメンテナンス(株)六反田　保

(有)日本ガス郡元サービスショップ大山　裕弘

(株)日本電業社下前　純一

(株)日本電業社橋口　清則

ネッツトヨタ南九州(株)有留　弘実

ネッツトヨタ南九州(株)牧内　めぐみ

ネッツトヨタ南九州(株)本九町　忠

(株)ノルム永田　久利

(株)ノルム濵田　ゆう子

(株)畠中設計下栗　年一

(株)畠中設計古川　秀喜

(株)馬場電機河野　芳史

(株)馬場電機新海　博一

(株)ハルタ川野　久美子

(株)ハルタ永井　美代子

(株)ハルタ西田　美代子

(株)風月堂佐田　奈奈子

(株)風月堂山王　寛一

(株)風月堂久本　正二

フタバ(株)福留　瑞恵

(株)芙蓉商事宇都　京志

(株)芙蓉商事小園　淳二

(株)芙蓉商事薗田　学

(株)芙蓉商事鶴田　健一

(株)芙蓉商事平田　隆志

(株)芙蓉商事松元　洋一

(株)芙蓉商事山﨑　善孝

(株)芙蓉商事山下　秋朝

(株)プランテムタナカ上野　はつき

マリックスライン(株)末吉　由紀子

事業所名氏名

丸福建設(株)有村　智子

丸福建設(株)石場　進

丸福建設(株)稲森　直也

丸福建設(株)大江　喜公

丸福建設(株)大迫　祐次

丸福建設(株)大園　浩一郞

丸福建設(株)奥  文雄

丸福建設(株)鍜治屋  孝一

丸福建設(株)勝島  修一

丸福建設(株)栄　卓郞

丸福建設(株)下野　学

丸福建設(株)白石　伸一

丸福建設(株)瀬戸川  正幸

丸福建設(株)平  和生

丸福建設(株)玉利　幸利

丸福建設(株)為元　達也

丸福建設(株)野村　貞幸

丸福建設(株)藤崎　順一

丸福建設(株)三谷　達朗

丸福建設(株)向  稔生

丸福建設(株)山角　彰洋

丸福建設(株)横峯　文雄

南九州税理士会 鹿児島支部松谷　佳代子

南九州日野自動車(株)稲森　行男

南九州日野自動車(株)上野　光幸

南九州日野自動車(株)坂口　順哉

南九州日野自動車(株)當房　昭一

南九州日野自動車(株)曲田　義隆

南日本新聞発送(株)西留　美智代

(有)宮田光二商店高橋　ゆかり

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
石田尾  悦子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
今村  容子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
内野  律子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
狩元  チリ子

③ - 6
鹿児島商工会議所創立140周年　表彰にかがやく人々



永年勤続優良従業員

■30年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
川野  芳子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
木之下  昌子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
白奥  小百合

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
田之上  まり子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
土田  和子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
鶴薗  知子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
戸高  由美子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
中尾  トミ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
中間  敏子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
中村  まり子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
西  マリ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
福留  りゅう子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
渕之上  サチ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
松元  和子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
南薗  久子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
柳元  とも子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
山下  シヤウ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
米丸  清子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
米森  登美子

(名)森美老園国本　裕加子

(株)柳元八木　幸志郎

(株)山形屋楚南　貴彦

(株)山形屋西　智恵美

(株)山形屋藤崎　竜子

(株)山形屋ストア石原　裕史

事業所名氏名

(株)山川食品山下　初子

(有)山崎工務店櫨塲　幸一

(有)山崎工務店山﨑　義雄

吉永電機(株)渡邉　幸満

(有)吉野通信髙木　輝明

ワールド建装社前田　実

ワールド建装社前田　雄治

渡絹織物重田　房子

鹿児島商工会議所金田　博一

鹿児島商工会議所永山　恵子

鹿児島商工会議所水口　尚紀

③ - 7
鹿児島商工会議所創立140周年　表彰にかがやく人々



永年勤続優良従業員

■15年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

アークコンサルタント(株)上野　隆

アークコンサルタント(株)丸山　勇一

(株)アイエヌジー釜付　英治

(株)アイエヌジー吉田　房季代

(名)明石屋菓子店岩下　忍

(名)明石屋菓子店大内山　愉佳

(名)明石屋菓子店押野　由香

(名)明石屋菓子店上門　逹也

(名)明石屋菓子店上村　永人

(名)明石屋菓子店上村　美香

(名)明石屋菓子店黒江　未沙子

(名)明石屋菓子店小平　里恵

(名)明石屋菓子店櫻井　香

(名)明石屋菓子店酒匂　加代子

(名)明石屋菓子店佐土原　奈穂

(名)明石屋菓子店末永　賢吾

(名)明石屋菓子店保　直継

(名)明石屋菓子店得永　妃佳李

(名)明石屋菓子店中留　加奈

(名)明石屋菓子店西田　沙織

(名)明石屋菓子店新田　武彦

(名)明石屋菓子店野田　正博

(名)明石屋菓子店前田　直広

(名)明石屋菓子店松田　省悟

(名)明石屋菓子店松田　美香

(名)明石屋菓子店森山　秀人

(名)明石屋菓子店山下　久美子

(有)アクティブヒューマンライフ前園　千美子

アジア印刷(株)浦添　裕子

アジア印刷(株)増田　春美

(株)アップスイング寺本　美香

(株)アップスイング長友　礼華

(株)アップスイング西田　香

(株)アップスイング吉留　汐織

(株)あづま交通有馬　礼継

(有)アフィニス有馬　隆徳

事業所名氏名

(有)亜理寿吉村　洋平

(株)アンビシャス城脇 奈緒子

石井薬局(株)財部　やよい

石井薬局(株)満留　明子

指宿観光(株)稲田　公助

指宿観光(株)上野　健志

指宿観光(株)上赤　リツ子

指宿観光(株)斉部　美江子

指宿観光(株)下川　満

指宿観光(株)田畑　義夫

指宿観光(株)古殿　勉

指宿観光(株)三浦　紀子

指宿観光(株)宮園　一宏

指宿観光(株)山田　美代

(学)今村学園鶴　利恵

(学)今村学園中ノ上　千春

(学)今村学園三浦　尚之

(学)今村学園吉田　孝久

いわさきコーポレーション(株)有留　良一

いわさきコーポレーション(株)飯伏　広和

いわさきコーポレーション(株)大久保　良一

いわさきコーポレーション(株)鎌田　洋一

いわさきコーポレーション(株)菊永　俊史

いわさきコーポレーション(株)楠元　賢志

いわさきコーポレーション(株)楠元　宏

いわさきコーポレーション(株)熊本　信喜

いわさきコーポレーション(株)小谷　鮎美

いわさきコーポレーション(株)園田　義隆

いわさきコーポレーション(株)竹牟禮　億整

いわさきコーポレーション(株)谷口　博樹

いわさきコーポレーション(株)當房　重任

いわさきコーポレーション(株)冨永　秀樹

いわさきコーポレーション(株)外山　貴聖

いわさきコーポレーション(株)藤久保　友美

いわさきコーポレーション(株)松葉瀬　清美

いわさきコーポレーション(株)松本　茂
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永年勤続優良従業員

■15年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

いわさきコーポレーション(株)矢内　政明

岩崎産業(株)相澤　由宏

岩崎産業(株)阿久根　静香

岩崎産業(株)阿久根　洋平

岩崎産業(株)阿世知　博樹

岩崎産業(株)天辰　洋子

岩崎産業(株)有川　周作

岩崎産業(株)池之上　桂樹

岩崎産業(株)石川　和彦

岩崎産業(株)伊地知　広孝

岩崎産業(株)出水　浩之

岩崎産業(株)井上　貴義

岩崎産業(株)上釜　稔

岩崎産業(株)上原　臣男

岩崎産業(株)上山　さと子

岩崎産業(株)内立元　さおり

岩崎産業(株)内立元　美香

岩崎産業(株)内野　徹

岩崎産業(株)内山　直紀

岩崎産業(株)老山　浩一

岩崎産業(株)大窪　喜久子

岩崎産業(株)大瀬　よりみ

岩崎産業(株)大山　望

岩崎産業(株)小笠原　美喜

岩崎産業(株)奥島　真理子

岩崎産業(株)小田　泰三

岩崎産業(株)小幡　裕希

岩崎産業(株)表　寿里

岩崎産業(株)加治木　真悟

岩崎産業(株)門田　芳郎

岩崎産業(株)上川路　純

岩崎産業(株)仮屋　徳幸

岩崎産業(株)河野　智子

岩崎産業(株)上田　里子

岩崎産業(株)久木崎　正樹

岩崎産業(株)久保　みずき

事業所名氏名

岩崎産業(株)久保山　一男

岩崎産業(株)久保山　均

岩崎産業(株)黒川　美穂

岩崎産業(株)郡山　健二

岩崎産業(株)小薗　美保子

岩崎産業(株)後藤　寛之

岩崎産業(株)西郷　憲一

岩崎産業(株)迫田　誠

岩崎産業(株)迫田　雅代

岩崎産業(株)鮫島　辰徳

岩崎産業(株)下濵　圭祏

岩崎産業(株)新川　大作

岩崎産業(株)瀬戸口　洋一

岩崎産業(株)添田　武志

岩崎産業(株)髙橋　あゆこ

岩崎産業(株)伊達　浩樹

岩崎産業(株)田中　貴彦

岩崎産業(株)谷　康仁

岩崎産業(株)田之上　敦

岩崎産業(株)玉井　和彦

岩崎産業(株)知田　大介

岩崎産業(株)塚本　紘二

岩崎産業(株)寺師　登志子

岩崎産業(株)戸川　可南

岩崎産業(株)徳永　俊江

岩崎産業(株)泊　雄二

岩崎産業(株)富永　祐生

岩崎産業(株)鳥居　聡尚

岩崎産業(株)鳥越　俊一郎

岩崎産業(株)中崎　和彦

岩崎産業(株)中島　昌孝

岩崎産業(株)永田　信一

岩崎産業(株)永田　琢磨

岩崎産業(株)中原　泰樹

岩崎産業(株)中俣　翔一

岩崎産業(株)中村　公一
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永年勤続優良従業員

■15年以上
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事業所名氏名

岩崎産業(株)中村　信太郎

岩崎産業(株)西中川　恵

岩崎産業(株)西元　正

岩崎産業(株)野口　洋子

岩崎産業(株)野元　揚介

岩崎産業(株)萩原　茂

岩崎産業(株)馬場　隆志

岩崎産業(株)濱崎　大輔

岩崎産業(株)濱田　一志

岩崎産業(株)濵田　正恵

岩崎産業(株)林　美恵子

岩崎産業(株)林　竜一

岩崎産業(株)原口　幸喜

岩崎産業(株)疋田　圭吾

岩崎産業(株)平松　美香子

岩崎産業(株)廣田　康介

岩崎産業(株)樋渡　さとみ

岩崎産業(株)福元　繁

岩崎産業(株)福元　貴宏

岩崎産業(株)藤川　富子

岩崎産業(株)藤田　雅貴

岩崎産業(株)藤野　詠光

岩崎産業(株)藤村　友治

岩崎産業(株)古川　宏樹

岩崎産業(株)別府　和彦

岩崎産業(株)堀　大介

岩崎産業(株)堀口　雅之

岩崎産業(株)堀中　聡

岩崎産業(株)前田　太

岩崎産業(株)前畑　勝幸

岩崎産業(株)前村　貴久

岩崎産業(株)益田　耕二

岩崎産業(株)松浦　裕太

岩崎産業(株)松岡　将哉

岩崎産業(株)松清　健作

岩崎産業(株)松下　千香

事業所名氏名

岩崎産業(株)松野下　豪

岩崎産業(株)松村　えりか

岩崎産業(株)松村　弘志

岩崎産業(株)彌榮　朋奈

岩崎産業(株)三津井　祥太郎

岩崎産業(株)三枝　弘一

岩崎産業(株)宮下　信之

岩崎産業(株)宮原　信悟

岩崎産業(株)持増　秀人

岩崎産業(株)本村　遥

岩崎産業(株)森岡　大樹

岩崎産業(株)藥丸　和彦

岩崎産業(株)安永　紀孝

岩崎産業(株)山崎　武子

岩崎産業(株)山田　美香

岩崎産業(株)山野　良弘

岩崎産業(株)山本　一郎

岩崎産業(株)脇田　敏生

岩崎産業(株)和田　智也

いわさきホテルズオペレーション(株)秋元　裕一

いわさきホテルズオペレーション(株)有留　徹

いわさきホテルズオペレーション(株)池　平四郎

いわさきホテルズオペレーション(株)岩﨑　一英

いわさきホテルズオペレーション(株)上之　博幸

いわさきホテルズオペレーション(株)大迫 晴美

いわさきホテルズオペレーション(株)大塚　景一

いわさきホテルズオペレーション(株)大西　和茂

いわさきホテルズオペレーション(株)岡留　裕一

いわさきホテルズオペレーション(株)小川　浩盛

いわさきホテルズオペレーション(株)尾﨑　達成

いわさきホテルズオペレーション(株)鬼丸　宏一

いわさきホテルズオペレーション(株)柿添　初弥

いわさきホテルズオペレーション(株)上川畑　安弘

いわさきホテルズオペレーション(株)小嶋　裕美

いわさきホテルズオペレーション(株)小林　直樹

いわさきホテルズオペレーション(株)斉藤　眞代子
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永年勤続優良従業員

■15年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

いわさきホテルズオペレーション(株)坂野　雄毅

いわさきホテルズオペレーション(株)下川床　和子

いわさきホテルズオペレーション(株)白濵　利彦

いわさきホテルズオペレーション(株)須藤　高明

いわさきホテルズオペレーション(株)竹下　直樹

いわさきホテルズオペレーション(株)田知行　真人

いわさきホテルズオペレーション(株)田原　大樹

いわさきホテルズオペレーション(株)溜　秀和

いわさきホテルズオペレーション(株)水流　和俊

いわさきホテルズオペレーション(株)藤後　憲太

いわさきホテルズオペレーション(株)永田　伸治

いわさきホテルズオペレーション(株)永田　友樹

いわさきホテルズオペレーション(株)濵上　和彦

いわさきホテルズオペレーション(株)濱田　哲也

いわさきホテルズオペレーション(株)濵田　祐美子

いわさきホテルズオペレーション(株)東　昌宜

いわさきホテルズオペレーション(株)平松　信耶

いわさきホテルズオペレーション(株)福留　和人

いわさきホテルズオペレーション(株)前薗　昭喜

いわさきホテルズオペレーション(株)松重　芳拓

いわさきホテルズオペレーション(株)松下　憲

いわさきホテルズオペレーション(株)松下　正秀

いわさきホテルズオペレーション(株)松元　洋輔

いわさきホテルズオペレーション(株)溝田　廉

いわさきホテルズオペレーション(株)村山　裕也

いわさきホテルズオペレーション(株)安田　大亮

いわさきホテルズオペレーション(株)山中　裕美子

いわさきホテルズオペレーション(株)吉村　広輔

いわさきホテルズオペレーション(株)渡辺　康仁

いわさきホテルズオペレーション(株)渡邊　由希

(株)岩田組緒方　敬幸

(株)岩田組徳森　竜洋

(株)岩田組米元　大輔

(株)インパクト大山　哲也

上山寛税理士事務所田中　博幸

(株)栄研設備寺光　良徳

事業所名氏名

(株)栄研設備黒葛野　重則

(株)栄研設備松田　翼

(株)栄研設備森　繁春

(株)栄研設備脇　正道

Aコーポレーション砂坂　大志

(株)エース建販朝山　誠

(株)エース建販中間　和代

(税)桜岳上野　公平

(税)桜岳児玉　佳寿美

オリオン自動車販売(株)丸山　淳一

カクイ(株)市坪　大樹

カクイ(株)藺牟田　誠

カクイ(株)岩切　英雄

カクイ(株)柿元　篤司

カクイ(株)川平　敏朗

カクイ(株)宅間　睦雄

カクイ(株)多良　久志

カクイ(株)鶴田　茂

カクイ(株)中　崇

カクイ(株)濵﨑　孝幸

カクイ(株)濵田　浩二

カクイ(株)原田　真言

カクイ(株)藤﨑　和人

カクイ(株)松山　卓二

カクイ(株)南　勝久

鹿児島イシダ(株)倉園　仁代

鹿児島イシダ(株)山口　和美

鹿児島仮設機械(株)池田　義明

鹿児島仮設機械(株)大庭　輝俊

鹿児島仮設機械(株)瀬戸口　亜希子

鹿児島仮設機械(株)瀬貫　チイ子

鹿児島仮設機械(株)竹内　尚登

鹿児島仮設機械(株)竹宮　敬樹

鹿児島仮設機械(株)田中　みゆき

鹿児島仮設機械(株)種子　智人

鹿児島仮設機械(株)長嶺　浩之
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永年勤続優良従業員

■15年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

鹿児島仮設機械(株)山本　春夫

鹿児島県茶商業(協)藤坂　広和

(資)鹿児島広告社田畑　健作

鹿児島交通(株)池田　理奈

鹿児島交通(株)石田　洋介

鹿児島交通(株)稲元　秀一

鹿児島交通(株)井上　哲也

鹿児島交通(株)今村　広矢

鹿児島交通(株)上園　嘉人

鹿児島交通(株)上野　博之

鹿児島交通(株)内門　浩子

鹿児島交通(株)宇都　あけみ

鹿児島交通(株)岡元　健一

鹿児島交通(株)川越　幸男

鹿児島交通(株)川南　正美

鹿児島交通(株)桒江　常弘

鹿児島交通(株)木場　郁男

鹿児島交通(株)笹尾　義孝

鹿児島交通(株)下松　安恵

鹿児島交通(株)城之下　剛

鹿児島交通(株)新宮領　浩二

鹿児島交通(株)瀬戸山　紅妙

鹿児島交通(株)竹下　雅彦

鹿児島交通(株)立石　一文

鹿児島交通(株)中別府　貴子

鹿児島交通(株)西　勇樹

鹿児島交通(株)野嶽　浩樹

鹿児島交通(株)野村　健二

鹿児島交通(株)橋口　昌治

鹿児島交通(株)浜田　圭悟

鹿児島交通(株)春田　正三

鹿児島交通(株)前原　修二

鹿児島交通(株)前山　直樹

鹿児島交通(株)馬籠　勝己

鹿児島交通(株)松永　典子

鹿児島交通(株)馬渡　聡

事業所名氏名

鹿児島交通(株)餅原　正

鹿児島交通(株)山口　悦子

鹿児島交通(株)吉村　繁孝

鹿児島交通(株)四枝　卓己

鹿児島交通(株)和田　奈津美

鹿児島交通観光(株)栫　仁美

鹿児島交通観光(株)仮山　弘美

鹿児島交通観光(株)西本　慎司

鹿児島交通観光(株)増田　かつみ

鹿児島交通観光(株)山道　涼子

鹿児島交通観光(株)山本　文恵

鹿児島交通観光バス(株)伊地知　隆則

鹿児島交通観光バス(株)永栄　さゆり

鹿児島交通観光バス(株)川畑　豊美

鹿児島交通観光バス(株)久保　昭二

鹿児島交通観光バス(株)新川　真紀

鹿児島交通観光バス(株)黒葛野　ゆかり

鹿児島交通観光バス(株)中島　豊晴

鹿児島国際航空(株)板敷　寿芳

鹿児島国際航空(株)上田　茂

鹿児島国際航空(株)中島　文敏

(公財)かごしま産業支援センター家村　延介

(公財)かごしま産業支援センター内木場　裕

鹿児島市管工事(協)井之口　武嗣

鹿児島市管工事(協)宮下　忠弘

鹿児島市管工事(協)山之内　祥悟

鹿児島製茶(株)勝目　真夕

鹿児島製茶(株)木佐貫　将太

鹿児島製茶(株)木佐貫　梨紗

鹿児島製茶(株)地福　さゆり

鹿児島製茶(株)菖蒲谷　圭介

鹿児島製茶(株)南　直子

鹿児島製茶(株)森山　芳生

(株)カゴシマ船場若松　茉梨朱

(株)鹿児島大理石飯山　宏

(株)鹿児島大理石富松　隆
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事業所名氏名

鹿児島通運(株)雨水　幸也

鹿児島通運(株)飯田　佳江

鹿児島通運(株)上原　和弘

鹿児島通運(株)谷山　公司

鹿児島通運(株)出口　和寿

鹿児島通運(株)樋高　和美

鹿児島通運(株)中村　博美

鹿児島通運(株)野口　勉

鹿児島通運(株)野添　哲男

鹿児島通運(株)本坊　章

鹿児島通運(株)松葉口　浩

鹿商海運(株)沖田　真二

鹿商海運(株)國安　雅代

鹿商海運(株)上妻　八郎

鹿商海運(株)左尾　節郎

鹿商海運(株)島森　泰司

鹿商海運(株)平野　努

鹿商海運(株)船川　江美子

鹿商海運(株)吉永　恵利子

(有)鎌石ステンレス工業岩元　大

(有)鎌石ステンレス工業嘉納　英樹

川﨑技術開発(株)井上　良二

川﨑技術開発(株)森崎　朗

(有)かんもぉ～れ前薗　千也

(株)木落建設坂元　純一

(株)木落建設堀田　和弘

(株)木落建設山口　大輔

(株)菊川鉄工禱　伸悟

(株)菊川鉄工恒吉　龍治

(株)菊川鉄工中村　秀一

(有)輝広篠原　恵

(有)輝広土橋　隆二

(有)輝広永田　孝昭

九州高圧(株)四反田　忠臣

九州高圧(株)地頭所　誠

(医)玉昌会井手下　直美

事業所名氏名

(医)玉昌会迫　里香

(医)玉昌会三反田　美保

(医)玉昌会萩元　由美

(医)玉昌会林　幸三

(医)玉昌会早稲田　彬子

(株)キリハラ食品内田　新吾

(株)キリハラ食品内村　博昭

(株)キリハラ食品曽我部　隼人

久保武徳税理士事務所白澤　亜由美

久保武徳税理士事務所弓指　茂明

(株)建設技術コンサルタンツ大川　和幸

(株)建設技術コンサルタンツ栫　一浩

(株)建設技術コンサルタンツ竹下　直人

(株)建設技術コンサルタンツ永井　真臣

(株)建設技術コンサルタンツ堀田　祥太郎

(株)建設技術コンサルタンツ用皆　大輔

(有)コア開発磯俣　博文

(株)コールドテクノ永長　真治

(株)コールドテクノ宮元　祐志

コスモ技研(株)今村　直樹

コスモ技研(株)立花　豊

小平(株)永井　一哉

小平(株)中城　良昭

(税)さくら優和パートナーズ今徳　貴司

(税)さくら優和パートナーズ大野　芳人

(税)さくら優和パートナーズ坂口　公史

(税)さくら優和パートナーズ新徳　博幸

(税)さくら優和パートナーズ薗田　聡美

(税)さくら優和パートナーズ田中　哲美

(税)さくら優和パートナーズ徳留　健作

(税)さくら優和パートナーズ藤村　淳子

(税)さくら優和パートナーズ南　弘規

(税)さくら優和パートナーズ八木　修二

(株)サタコンサルタンツ井上　章太郎

(株)サタコンサルタンツ内山　直人

(株)サタコンサルタンツ東川　竜次郎
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永年勤続優良従業員

■15年以上
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事業所名氏名

薩摩倉庫運輸(株)家弓　誠一郎

薩摩倉庫運輸(株)川向　康之

薩摩倉庫運輸(株)中島　里美

薩摩倉庫運輸(株)脇田　誠一郎

三九運輸(株)児玉　公生

三洋工機(株)石谷　健

三洋工機(株)上田　隆正

三洋工機(株)上野　博文

三洋工機(株)浦野　政國

三洋工機(株)大山　慶輔

三洋工機(株)上村　正樹

三洋工機(株)亀之園　久

三洋工機(株)川原　直人

三洋工機(株)隈元　浩之

三洋工機(株)坂元　久之

三洋工機(株)田之脇　博文

三洋工機(株)田畑　博子

三洋工機(株)田原　伸也

三洋工機(株)徳重　晶成

三洋工機(株)中島　弘観

三洋工機(株)中薗　和行

三洋工機(株)新穂　英隆

三洋工機(株)濵田　敦之

三洋工機(株)東　孝洋

三洋工機(株)外薗　誠

三洋工機(株)堀川　哲也

三洋工機(株)前潟　央慶

三洋工機(株)松岡　太平

三洋工機(株)水口　秀一

三洋工機(株)山下　誠

三洋工機(株)吉留　敏和

(株)CTD有川　珠恵

(有)ジェイ・エフフーズ迫　浩司

(有)ジェイ・エフフーズ神脇　久史

(有)ジェイ・エフフーズ東　泰広

(有)ジェイ・エフフーズ淵脇　啓徳

事業所名氏名

(有)ジェイ・エフフーズ山口　太志

(税)柴田＆パートナーズ石塚　裕也

(税)柴田＆パートナーズ牛山　洋一郎

(税)柴田＆パートナーズ下大薗　健志

(税)柴田＆パートナーズ白石　洋人

(税)柴田＆パートナーズ中曲瀬　寿

(株)清水田下　純一

(株)清水濱田　雅之

(株)常電秋廣　毅

(株)常電有村　光司

(株)常電山下　隆弘

(株)昭和電設石井　広伸

(株)昭和電設石井　美智子

白露カンパニー(株)石田尾　智之

白露カンパニー(株)尾方　美紀

白露カンパニー(株)岡本　哲典

白露カンパニー(株)新平　智春

白露カンパニー(株)瀬下　満由美

白露カンパニー(株)大樂　綾子

白露カンパニー(株)宮城　弘孝

白露酒造(株)石塚　修

白露酒造(株)亀割　美幸

白露酒造(株)高田　美穂

白露酒造(株)田中　康之

白露酒造(株)寺園　崇生

白露酒造(株)濵ノ園　賴一

白露酒造(株)福留　慎也

白露酒造(株)柳田　純子

白露酒造(株)柳田　義一

白露酒販(株)上原　亜矢子

白露酒販(株)寺地　義寛

城山観光(株)有川　和暢

城山観光(株)有村　浩和

城山観光(株)壹岐　貴浩

城山観光(株)泉村　武

城山観光(株)井手　智美
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永年勤続優良従業員
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事業所名氏名

城山観光(株)岩下　祐三

城山観光(株)岩松　尉治

城山観光(株)岩松　みどり

城山観光(株)岩山　恵介

城山観光(株)梅原　崇昭

城山観光(株)榎田　卓巳

城山観光(株)大迫　健二

城山観光(株)緒方　聖一

城山観光(株)小原　崇史

城山観光(株)栫　昭二

城山観光(株)鹿島　礼子

城山観光(株)勝田　均

城山観光(株)上畠　優馬

城山観光(株)上村　洋志

城山観光(株)川内田　由里

城山観光(株)川﨑　拓摩

城山観光(株)河崎　龍一

城山観光(株)川路　拓矢

城山観光(株)木下　綾

城山観光(株)窪田　のぞみ

城山観光(株)黒木　俊博

城山観光(株)小宇都　貴文

城山観光(株)小吉　辰八

城山観光(株)佐伯　勇

城山観光(株)佐伯　美季子

城山観光(株)坂下　彩

城山観光(株)佐藤　誠也

城山観光(株)篠原　誠美

城山観光(株)下田　栄志

城山観光(株)砂坂　隆博

城山観光(株)瀬戸口　孝幸

城山観光(株)平　大樹

城山観光(株)竹原　慎太郎

城山観光(株)田村　弘明

城山観光(株)寺田　隆輝

城山観光(株)寺原　大祐

事業所名氏名

城山観光(株)時枝　優三

城山観光(株)泊　博幸

城山観光(株)中島　武志

城山観光(株)長畠　祥太

城山観光(株)西　久二

城山観光(株)西川　美季子

城山観光(株)長谷川　敬

城山観光(株)林　良彦

城山観光(株)樋口　博史

城山観光(株)肥後　大輔

城山観光(株)久川　珠美

城山観光(株)日髙　一郎

城山観光(株)日髙　麻梨子

城山観光(株)日向　晴之

城山観光(株)平野　晴久

城山観光(株)福田　誠一

城山観光(株)福森　誠

城山観光(株)藤元　竜太

城山観光(株)二川　俊治

城山観光(株)保科　直久

城山観光(株)保科　正貴

城山観光(株)堀之内　秀一

城山観光(株)堀之内　正俊

城山観光(株)前田　直人

城山観光(株)前田　康成

城山観光(株)前野　宏行

城山観光(株)牧山　大助

城山観光(株)松岡　なつき

城山観光(株)松薗　聡

城山観光(株)松本　宗二

城山観光(株)水間　淳一

城山観光(株)元田　徹

城山観光(株)森山　敬三

城山観光(株)森山　理香

城山観光(株)安川　あかね

城山観光(株)山田　まい
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事業所名氏名

城山観光(株)山田　雄二

城山観光(株)山之内　三紀彦

城山観光(株)山元　芳之

城山観光(株)湯地　定典

城山観光(株)横内　昭仁

城山観光(株)吉岡　栄一

城山観光(株)吉河　明美

城山観光(株)吉崎　正和

城山観光(株)米川　英仁

城山観光(株)米積　有紀子

城山観光(株)若松　めぐみ

城山観光(株)和田　映理子

城山観光(株)渡辺　英智

(株)新生組祝迫  秀和

(株)新生組尾賀  義吏

(株)新生組楠元  康平

(株)新生組佐多  昭夫

(株)新生組シンヤ  美鈴

(株)新生組東久保  佑一

(株)新生組蛭川  義輝

(株)新生組堀ノ内  綾士

新生冷熱工業(株)鎌田　忠彦

新生冷熱工業(株)田中　章代

新生冷熱工業(株)寺薗　竜一

新生冷熱工業(株)野口　浩司

新生冷熱工業(株)日高　博光

新生冷熱工業(株)藤山　祐也

新生冷熱工業(株)山下　健一

新生冷熱工業(株)立宅　広寿

新日電設(株)黒木　敏郎

新日電設(株)恒吉　信一

新日電設(株)新原　達也

(株)新福衣料店上野　剛昭

(株)新福衣料店津口　明美

(有)ダイイチエクスプレス木佐貫　守

(有)ダイイチエクスプレス黒木　幸彦

事業所名氏名

(有)ダイイチエクスプレス下園　光男

(有)ダイイチエクスプレス福島　法篤

大成ビルサービス(株)新 真吾

大成ビルサービス(株)伊東 弘樹

大成ビルサービス(株)入船 慎也

大成ビルサービス(株)岩元 栄

大成ビルサービス(株)上村 芳子

大成ビルサービス(株)迫口 博昭

大成ビルサービス(株)笹平 望美

大成ビルサービス(株)中條 貴代

大成ビルサービス(株)橋口 夕希子

大成ビルサービス(株)福德 勇貴

大成ビルサービス(株)馬 淑萍

大成ビルサービス(株)松元 さやか

大福コンサルタント(株)有満　重徳

大福コンサルタント(株)井神　学

大福コンサルタント(株)緒方　和浩

大福コンサルタント(株)奥園　直子

大福コンサルタント(株)尾上　徳広

大福コンサルタント(株)叶　晋二

大福コンサルタント(株)川野　千尋

大福コンサルタント(株)小瀬戸　亮

大福コンサルタント(株)迫田　正博

大福コンサルタント(株)重留　健二

大福コンサルタント(株)下尾崎　泰宏

大福コンサルタント(株)新村　雄生

大福コンサルタント(株)園田　勝徳

大福コンサルタント(株)中野　誠

大福コンサルタント(株)羽田　祐次

大福コンサルタント(株)別府　次郎

大福コンサルタント(株)保坂　健太郎

大福コンサルタント(株)堀之内　正彦

大福コンサルタント(株)宮里　佐代子

大福コンサルタント(株)村上　央

太陽自動車(株)朝野　誠

太陽自動車(株)小松　久良
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事業所名氏名

太陽自動車(株)末吉　宏樹

太陽自動車(株)堂満　裕史

太陽自動車(株)二宮　崇

太陽自動車(株)福元　清孝

太陽自動車(株)堀添　真知子

太陽自動車(株)宮川　悟

(株)武田建築事務所藤井　英俊

種子島・屋久島交通(株)有馬　節八

種子島・屋久島交通(株)岩川　伸一

種子島・屋久島交通(株)上田　真也

種子島・屋久島交通(株)上妻　咲子

種子島・屋久島交通(株)中原　敏博

種子島・屋久島交通(株)西川　昭二

種子島・屋久島交通(株)渡瀬　剛

種子屋久高速船(株)今村　美由紀

種子屋久高速船(株)藺牟田　みえ子

種子屋久高速船(株)岩重　めぐみ

種子屋久高速船(株)塩釜　雄二

種子屋久高速船(株)種子田　基継

種子屋久高速船(株)永谷　真純

種子屋久高速船(株)本炭　勝志

種子屋久高速船(株)若本　恵美

種子屋久ジェットフォイル(株)岩崎　順次

種子屋久ジェットフォイル(株)沓掛　篤嗣

種子屋久ジェットフォイル(株)谷川　浩志

種子屋久ジェットフォイル(株)中原　秀一

種子屋久ジェットフォイル(株)濱﨑　忠行

種子屋久ジェットフォイル(株)山田　耕治

(株)たびら谷口　孝哉

(株)たびら永山　浩久

(有)鶴岡保険事務所鎌田　智子

テクノ冷熱(株)上拾石　正樹

テクノ冷熱(株)財部　晃一

テクノ冷熱(株)引地　正樹

寺岡オートドア鹿児島(株)岩下　安孝

田苑酒造(株)野中　新弥

事業所名氏名

東洋建設(株)鹿児島営業所福島　直紀

(株)トランスポート九州備瀬　修

(株)トランスポート九州的場　成行

豊和直(株)岩戸　哲雄

豊和直(株)小川　拓磨

(有)永田クレーン坂ノ上　昭男

(有)永田鋼管工業上山　竜一

(有)永田鋼管工業大町田　浩則

(有)永田鋼管工業鏡園　竜太

(有)永田鋼管工業森山　幸治

南海食品(株)遠藤　博昭

南海食品(株)大迫　博文

南海食品(株)吉嶺　竜弥

南九地質(株)岩崎　伸一郎

南九地質(株)竹元　靖明

南九地質(株)松木　由紀子

南洲(税)黒坂　正明

南洲(税)築地　忠博

南洲(税)福重　優一

南洲(税)湯地　定治

南生建設(株)上野　貴行

南生建設(株)福井　勝吉

(株)西川グループ本社秋月　敏秀

(株)西川グループ本社淺賀　一幸

(株)西川グループ本社東　雅美

(株)西川グループ本社有薗　利行

(株)西川グループ本社五十嵐　和代

(株)西川グループ本社池上　良一

(株)西川グループ本社池田　智江

(株)西川グループ本社泉　匡典

(株)西川グループ本社磯　優子

(株)西川グループ本社伊藤　幾子

(株)西川グループ本社稲　順一

(株)西川グループ本社稲村　英也

(株)西川グループ本社祷　菊乃

(株)西川グループ本社今村　明郎
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事業所名氏名

(株)西川グループ本社上野　登

(株)西川グループ本社上原　幸太郎

(株)西川グループ本社内海　和信

(株)西川グループ本社永喜　竜介

(株)西川グループ本社大田　勝也

(株)西川グループ本社大田　悟

(株)西川グループ本社大竹　健作

(株)西川グループ本社沖永　健一

(株)西川グループ本社奥　康一郎

(株)西川グループ本社小田　奈津美

(株)西川グループ本社尾畑　陽一郎

(株)西川グループ本社折田　トシ子

(株)西川グループ本社椛山　彰範

(株)西川グループ本社上村　節子

(株)西川グループ本社上村　千也

(株)西川グループ本社川内　登

(株)西川グループ本社川上　サユリ

(株)西川グループ本社川上　隆雄

(株)西川グループ本社川越　美智子

(株)西川グループ本社清瀬　恒子

(株)西川グループ本社楠元　和徳

(株)西川グループ本社蔵元　浩也

(株)西川グループ本社寿　良平

(株)西川グループ本社小森　喜代子

(株)西川グループ本社齊藤　豊彦

(株)西川グループ本社坂野　栄治

(株)西川グループ本社迫田　いづみ

(株)西川グループ本社椎畑　忠夫

(株)西川グループ本社芝　直樹

(株)西川グループ本社新屋　隆志

(株)西川グループ本社清木場　紘子

(株)西川グループ本社竹之内　博秀

(株)西川グループ本社武山　奈緒

(株)西川グループ本社田中　健士

(株)西川グループ本社田中　弘和

(株)西川グループ本社常　哲治

事業所名氏名

(株)西川グループ本社鶴　伸吾

(株)西川グループ本社當眞　正之

(株)西川グループ本社徳山　晴男

(株)西川グループ本社戸田　重広

(株)西川グループ本社富山　和子

(株)西川グループ本社登山　憲一

(株)西川グループ本社仲　忍

(株)西川グループ本社中江　伸次

(株)西川グループ本社長濱　郁子

(株)西川グループ本社萩原　貞親

(株)西川グループ本社畑中　喜貴

(株)西川グループ本社花岡　哲也

(株)西川グループ本社浜川　みかり

(株)西川グループ本社林　元気

(株)西川グループ本社東　義光

(株)西川グループ本社平野　かをり

(株)西川グループ本社福崎　克己

(株)西川グループ本社福沢　智恵子

(株)西川グループ本社福永　整

(株)西川グループ本社福山　慎治

(株)西川グループ本社藤﨑　ともえ

(株)西川グループ本社藤田　信弘

(株)西川グループ本社本田　義弘

(株)西川グループ本社前田　彰二

(株)西川グループ本社前田　美喜子

(株)西川グループ本社真形　ひとみ

(株)西川グループ本社益田　佳典

(株)西川グループ本社松下　利幸

(株)西川グループ本社松元　次男

(株)西川グループ本社丸野　義幸

(株)西川グループ本社三島　健作

(株)西川グループ本社水田　進

(株)西川グループ本社恵　美恵子

(株)西川グループ本社森　信弥

(株)西川グループ本社安永　香奈子

(株)西川グループ本社谷田部　光代
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永年勤続優良従業員

■15年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

(株)西川グループ本社山路　洋子

(株)西川グループ本社山下　留美子

(株)西川グループ本社山城　久美子

(株)西川グループ本社山田　浩一朗

(株)西川グループ本社山田　真澄

(株)西川グループ本社山野　悟

(株)西川グループ本社湯浅　忠司

(株)西川グループ本社吉川　清嗣

(株)西川グループ本社吉冨　哲夫

(株)西川グループ本社芳本　勝秀

(株)西川グループ本社米田　淳人

日進包装(株)東條　晶子

日進包装(株)山本　悠貴

日水電気化学工業(株)今釜　淳二

日水電気化学工業(株)内村　カズキ

日水電気化学工業(株)上之薗　広道

日水電気化学工業(株)清藤　芳幸

日水電気化学工業(株)田野邉　雄二

日水電気化学工業(株)馬場　浩一

日水電気化学工業(株)松ケ野　美年

日水電気化学工業(株)松久保　典孝

日水電気化学工業(株)松崎　望

日水電気化学工業(株)松下　俊秀

日水電気化学工業(株)丸山　裕之

日水電気化学工業(株)安永　泰晴

日本カーメンテナンス(株)岡野　忠

日本カーメンテナンス(株)門倉　健一郎

日本カーメンテナンス(株)上村　秀司

日本カーメンテナンス(株)川畑　隆志

日本カーメンテナンス(株)小池田　弘

日本カーメンテナンス(株)逆瀬川　文智

日本カーメンテナンス(株)下窪　拓海

日本カーメンテナンス(株)平川　大樹

日本ガスプランテック(株)永山　裕之

(株)ノルム井之上　勝利

(株)ノルム中村　圭佑

事業所名氏名

(株)ノルム吉本　望

(株)畠中設計内　竜一

(株)畠中設計黒瀬　昭

(株)畠中設計坂元　宏行

(株)ハルタ浦井　千代子

(株)ハルタ酒匂　智子

(株)ハルタ田中　なおり

(株)ハルタ眞鍋　美智子

(有)ビーライン安藤　大介

(有)ビーライン松元　英真

(株)平井工業平井　太

平田銅工平田　大

(株)風月堂山下　美智子

(株)フォーエバー川渡　千佳

(株)フォーエバー菊川　尚子

(株)フォーエバー久永　勝雄

古江浩税理士事務所倉津　裕司

古江浩税理士事務所樋高　伸也

(株)外薗運輸機工　鹿児島営業

所
検校　政美

(株)外薗運輸機工　鹿児島営業

所
下園　鹿男

(株)外薗運輸機工　鹿児島営業

所
納村　勝次

(株)外薗運輸機工　鹿児島営業

所
山口　和也

北薩生コンクリート(株)新留　康弘

(株)POSKA脇田　賢作

(株)松下運輸有村　学

(株)松下運輸池田　義久

(株)松下運輸上野　憲一郎

(株)松下運輸大石　幸次

(株)松下運輸神ノ川　三男

(株)松下運輸川越　悟

(株)松下運輸清水　学

(株)松下運輸嶽　和明

(株)松下運輸武　利一

(株)松下運輸平野　英樹
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永年勤続優良従業員

■15年以上

● 会員事業所に15年以上勤務し他の模範となる従業員として推薦された皆様（事業所名の五十音順、敬称略）

事業所名氏名

マリックスライン(株)有木　浩

マリックスライン(株)大迫　亨

マリックスライン(株)上塩入　誠

マリックスライン(株)高橋　香苗

マリックスライン(株)竹添　行治

マリックスライン(株)中村　太

三輝開発工業(株)曲　山

三輝開発工業(株)坪田　拓也

(株)水口商事坂之上　幸也

(株)南アカデミー アイビーエス外語

学院
宮崎　愛子

南九州金属工業(株)上橋　麻美

南九州金属工業(株)福満　健太

南九州金属工業(株)宮園　哲也

南九州金属工業(株)室之園　正

(税)南九州総合会計下川　真由美

(税)南九州総合会計竹ノ内　大輔

(税)南九州総合会計森田　貴晴

南九州レンタリーシング(株)今吉　鳴戸

南九州レンタリーシング(株)岩松　郁雄

南九州レンタリーシング(株)河上　賢児郎

南九州レンタリーシング(株)島津　晃彦

南九州レンタリーシング(株)下野　英児

南九州レンタリーシング(株)田島　暁志

南九州レンタリーシング(株)福満　美知

南九州レンタリーシング(株)堀井　恒治

南九州レンタリーシング(株)森木　弘和

南日本ホールディングス(株)中村　誠

南日本ホールディングス(株)松元　達朗

(株)宮内洋行藺牟田　博史

(株)宮内洋行茂谷　欣嗣

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
池田  郁代

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
石田  由香里

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
射手園  京子

事業所名氏名

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
出原  由香

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
井上  成子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
岩倉  千秋

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
上釜  メイ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
後迫  ちづよ

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
内西  香奈江

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
内村  ユウ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
内山  佐智美

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
大平  昌子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
大山  史子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
鬼塚  由里

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
加治屋  絹子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
上村  利恵子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
北野  京子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
木原  ひろ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
幸田  千穂子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
坂上  由香

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
榊  道子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
紫尾田  稲子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
下野  由利子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
高島  豊美

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
髙橋  眞由美

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
田中  純子
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永年勤続優良従業員
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事業所名氏名

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
田中  ゆかり

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
千葉  惠

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
外山  貴美子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
中島  和恵

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
永谷  初子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
中原  ちづ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
奴久妻  悦子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
元  聖子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
林  京子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
原田  博美

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
東  厚子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
福留  紋子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
藤崎  美惠子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
辺麦  崇子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
前山  ハツ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
溝添  千代子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
宮園  京子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
柳元  ノリ子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
山崎  美矢子

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
山田  美智代

明治安田生命保険(相) 鹿児島

支社
山村  直美

(名)森美老園大迫　清子

(名)森美老園德元　ひふみ

(名)森美老園中村　静枝

事業所名氏名

(名)森美老園長谷川　貴

(名)森美老園濵田　奈央

(名)森美老園比良　智子

屋久島空港ターミナルビル(株)岩川　千景

屋久島空港ターミナルビル(株)備　英樹

屋久島空港ターミナルビル(株)春田　清文

保﨑社会保険労務士事務所赤﨑　紳一

保﨑社会保険労務士事務所岡山　竜彦

保﨑社会保険労務士事務所地福　雅貴

保﨑社会保険労務士事務所福元　修一

保﨑社会保険労務士事務所和田　修一

(株)柳元久保　康二郎

(株)柳元河野　裕之

(株)山川食品福満　ミヨ子

(株)山川食品山下　幸子

(有)山下髙生組遠藤　和徳

(有)山下髙生組山田　政徳

山本酒店田中　博美

山本車体工業(株)伊坂　由美子

山本車体工業(株)伊地知　康浩

山本車体工業(株)川原　勝己

山本車体工業(株)高橋　浩

(株)ヨコハマ工販堂満　学

(有)吉野メディカル畠中　なみえ

(株)ＹＲＣ中村　直樹

渡絹織物森　ナル子

鹿児島商工会議所有川　智子

鹿児島商工会議所井上　康之

鹿児島商工会議所大津　嘉平太

鹿児島商工会議所久保　武之

鹿児島商工会議所瀬戸口　普也

鹿児島商工会議所七瀬谷　利子

鹿児島商工会議所松﨑　大毅
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