
No 氏名 事業所名 事業所所在地 事業所TEL 事業所FAX 業種

1 部長 齊藤拓也 ㈱トラストホーム 大和市代官1-6-1 046-201-0133 046-201-0134 リフォーム

2 副部長・会計・事業委員会(花火)統括 高橋大輔 蒼心建装 綾瀬市落合北5-7-32 A201 0467-84-7783 0467-84-7783 塗装工事業

3 副部長・部員拡大委員会統括 高綱拓也 つだ歯科矯正歯科 綾瀬市深谷中7-18-1 RISEMALL綾瀬A棟-03 0467-39-6632 0467-39-6004 歯科医業

4 副部長・事業委員会(桜まつり)統括 武田匡央 武田商事㈱ 綾瀬市早川2605-30 0467-76-5217 0467-76-8576 産業廃棄物収集・運搬

5 副部長・会計・情報委員会統括 平野佑輔 ㈲ニット 綾瀬市吉岡東4-10-29 0467-76-3375 0467-76-6929 精密プレス金型製造業

6 副部長・研修委員会統括 山本高仁 ㈲山本産業 綾瀬市本蓼川262 0467-76-9854 0467-76-9859 金属加工業

7 スーパーバイザー 工藤正史 ハンディマスター 綾瀬市寺尾北1-10-18 090-8540-0678 内装業

8 川辺貴之 ㈱嶺岡工機 綾瀬市吉岡東1-17-16 0467-39-6322 0467-39-6323 プレス板金加工業

9 引地　純 ㈱フォーリーフデザイン 綾瀬市落合南2-1-50 090-1048-0360 050-7567-7730 建設業

10 柏木秀一 ㈱オーククリーン 綾瀬市寺尾台2-19-9 ハイムアーネスト1F 0467-38-8201 0467-76-8301 清掃業

11 研修委員長 生駒亮平 ㈱成功舎 綾瀬市吉岡948-23 0467-76-8712 0467-76-0002 電気通信工事業

12 研修副委員長 久野紘揮 Create Arrow合同会社 藤沢市葛原840-7 0466-66-6661 インターネット関連

13 研修委員 齊藤貴紀 ㈱齊紀 藤沢市用田2661-1 0466-41-9825 0466-41-9826 非鉄金属リサイクル業

14 研修委員 長尾朋央 ティーエヌ左官 綾瀬市深谷上7-4-11 0467-77-1819 0467-77-1819 左官工

15 研修委員 井上光一 大和熱処理㈱ 綾瀬市深谷上8-11-7 0467-78-8075 0467-77-0872 金属熱処理業

16 研修委員 平良英麗 平良工業 綾瀬市早川1602-4 070-1075-0312 鳶工

17 部員拡大委員長 田上慎也 ㈱小林建業 綾瀬市深谷南3-14-35 0467-77-4649 0467-77-8800 建設業

18 部員拡大副委員長 藤井俊成 ㈱イージーエフ 綾瀬市寺尾西2-10-28-1 0467-76-8926 0467-76-8926 空調工事業

19 部員拡大委員 大森拓実 ㈲レオ建築塗装 綾瀬市深谷南6-12-20 090-1601-3941 0467-71-5127 建築塗装

20 部員拡大委員 我妻　篤 ㈱大東　神奈川営業所 綾瀬市深谷中4-18-19 0467-388-968 0467-388-969 塗装、防水

21 部員拡大委員 茂木　亮 ㈱大東　神奈川営業所 綾瀬市深谷中4-18-19 0467-388-968 0467-388-969 塗装、防水

22 部員拡大委員 田仲木綿樹 （個人入会） 厚木市旭町3-20-10-403 080-6708-0398 生命保険業

23 情報委員長 宮本亮平 ㈱ＡＭＢＥＥ 藤沢市土棚651 0466-41-0787 0466-41-0788 内装業

24 情報副委員長 溝口　拓 溝口建創 綾瀬市寺尾西2-2-25 070-5081-0637 リフォーム業

25 情報委員 小林直樹 ㈲ファインテック 綾瀬市上土棚中5-12-12 0467-78-5884 0467-78-9884 機密機器部品製作

26 情報委員 船戸　実 ㈱Ｓｕｅｒｔｅ 藤沢市用田2653-1 0466-86-7570 0466-86-7570 足場屋

27 情報委員 益田直和 インテリア ベルズ 綾瀬市深谷中4-20-21 0467-66-1396 0467-66-1396 内装業

28 情報委員 徳永亮太 大樹生命保険㈱ 茅ヶ崎市元町4-16 0467-86-9282 0467-86-1381 生命保険業

29 情報委員 宮﨑侑奈 大樹生命保険㈱ 茅ヶ崎市元町4-16 0467-86-9282 0467-86-1381 生命保険業

30 事業委員長(花火大会) 及川ひとみ （個人入会） 大和市大和南1-14-7-205 080-3019-8783 保険営業

31 事業委員長(桜まつり) 松田雄介 松田塗装 綾瀬市深谷中6-3-18 0467-38-4533 0467-38-4533 塗装業

32 事業副委員長(花火大会) 佐藤貴寿 ㈱ＳＡＫＡＥ 藤沢市用田284 0466-48-5675 0466-48-2483 プラスチック塗装

33 事業副委員長(桜まつり) 白井有紀 白雪相談所 綾瀬市寺尾北1-14-11 0467-39-5227 中小企業診断士

34 事業委員 鈴木一哉 タイヨー産業㈱ 綾瀬市上土棚中4-2-68 0467-77-3511 0467-76-0937 建築工事業

35 事業委員 柏原正国 ㈱大津商事運輸 綾瀬市落合北1-3-43 0467-77-1053 0467-78-6967 一般貨物自動車運送業

36 事業委員 金江大志 ㈱カナエグリーンハウス 綾瀬市綾西3-16-3 0467-70-2455 0467-70-2461 農業用温室の建設

37 事業委員 高橋孝寛 協進設備㈱ 綾瀬市上土棚南2-9-38 0467-76-2266 0467-76-2299 管工事業（さく井を除く）

38 事業委員 落合正雄 落合板金 綾瀬市深谷中2-20-19 0467-38-8718 0467-38-8799 建築鈑金

39 事業委員 山田浩明 ㈱山愛 綾瀬営業所 綾瀬市深谷中8-4-10 0467-79-8910 0467-79-8901 古紙問屋

40 事業委員 星野雅成 ㈲星野電装 綾瀬市深谷上8-25-9 0467-79-4825 0467-79-4826 自動車電飾品修理・販売

41 事業委員 杉山麻美 大樹生命保険㈱ 茅ヶ崎市元町4-16 0467-86-9282 0467-86-1381 生命保険業

42 事業委員 浦田　崇 浦田工務店 大和市上和田2664-1 070-4435-8553 大工業

43 事業委員 渡邊佑介 渡邊塗装 横浜市瀬谷区北新18-20 045-303-7670 045-303-7670 塗装業

44 事業委員 石田和希 ㈲大昭工業 綾瀬市吉岡東4-10-25 0467-76-6412 0467-76-6412 製缶業
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