
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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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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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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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
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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

③ - 5
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

(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
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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

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
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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

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

③ - 9
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

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
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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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永年勤続優良従業員
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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

● 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

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

■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

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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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

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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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

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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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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