
NO 議員 事業所名 代表者役職 代表者名

1 3号議員 株式会社 ウッドワン 取締役戦略統括本部副本部長 土屋　　篤

2 3号議員 占部建設工業 株式会社 広島支店 代表取締役副社長 兼 広島支店長占部　　卓

3 3号議員 三共ディスプレイ 株式会社 代表取締役 孝野　真也

4 3号議員 三共ポリエチレン 株式会社 代表取締役社長 田中　寛大

5 3号議員 山陽鋼業 株式会社 代表取締役社長 丸橋　哲彦

6 3号議員 中国興業 株式会社 代表取締役社長 坂井　隆一

7 3号議員 中国醸造 株式会社 代表取締役会長 白井龍一郎

8 3号議員 デリカウイング 株式会社 取締役副社長 河村　　淳

9 3号議員 永本建設 株式会社 代表取締役 永本　清三

10 3号議員 株式会社 猫本策三商店 代表取締役会長 猫本　幸雄

11 3号議員 広島ガス 株式会社 生産事業部　廿日市工場 工場長　常務執行役員 西亀　信宏

12 3号議員 株式会社 広島銀行 廿日市支店 支店長 徳永　光俊

1 2号議員 株式会社 Ａ＆Ｃ 代表取締役会長 滝口　義明

2 2号議員 株式会社 エディオン 広島事務所長 岡本　康裕

3 2号議員 カルビー 株式会社 生産カンパニー西日本生産部　広島工場西棟 工場長 石丸　早苗

4 2号議員 カワミツ産業 株式会社 代表取締役社長 河野　泰樹

5 2号議員 木下運送 株式会社 代表取締役社長 眞部　幸嗣

6 2号議員 協産紙工 株式会社 取締役会長 永井　勝康

7 2号議員 昭和教材 株式会社 代表取締役社長 岩根　秀樹

8 2号議員 株式会社 シンテツ 代表取締役 河野　哲也

9 2号議員 株式会社　タハラ 会長 田原　憲次

10 2号議員 中国電力 株式会社 廿日市営業所 所長 熊丸　祐次

11 2号議員 中国陸運 株式会社 取締役会長 西尾　保幸

12 2号議員 株式会社 中電工 廿日市営業所 所長 原田　暁宜

13 2号議員 株式会社 徳川 取締役副社長 今井　誠恵

14 2号議員 株式会社 中村酸素 廿日市営業所 専務取締役 中村　　明

15 2号議員 日本基準寝具 株式会社 廿日市工場 工場長 茅野　一彦

16 2号議員 広島県中小企業共済協同組合 理事長 林　　恵介

17 2号議員 広島信用金庫 廿日市中央支店 支店長 飯田　克也

18 2号議員 株式会社 広島精機 代表取締役 柳原　邦典

19 2号議員 広島セレモニー　株式会社 代表取締役社長 塩田ひとし

20 2号議員 富士企業 株式会社 廿日市支店 代表取締役 大森　雄嗣

21 2号議員 株式会社 ベストカーヤマナカ 代表取締役 山中　壽來

22 2号議員 マネジメント総研 株式会社 代表取締役 原田　只文

23 2号議員 三原石材 株式会社 代表取締役 三原　義之

24 2号議員 株式会社 もみじ銀行 廿日市支店 支店長 村上　　慎

25 2号議員 安田金属 株式会社 代表取締役 安田　秀吉

26 2号議員 株式会社 山崎本社 代表取締役会長 林　　正史

27 2号議員 株式会社 やまだ屋 代表取締役 中村靖富満

28 2号議員 有限会社 ヤマモト 代表取締役会長 山本　繁生

廿日市商工会議所　議員名簿



NO 議員 事業所名 代表者役職 代表者名

1 1号議員 株式会社 アンフィニ広島廿日市店 店長 鎌田　大介

2 1号議員 有限会社 いしだ宝石 代表取締役 石田　榮子

3 1号議員 石原工芸 株式会社 代表取締役 石原　弘善

4 1号議員 有限会社 大野屋クリーニングセンター 代表取締役 政木　孝一

5 1号議員 株式会社　川口製作所 代表取締役会長 川口　哲司

6 1号議員 有限会社 共伸家具製作所 代表取締役 井上　道則

7 1号議員 清岡税理士事務所 所長 清岡　和則

8 1号議員 株式会社 河野　広島西営業所 代表取締役社長 河野　幹章

9 1号議員 有限会社 サイキクリーナー 代表取締役 保田　昭雄

10 1号議員 佐伯中央農業協同組合 総務部部長 吉中　隆志

11 1号議員 株式会社　沢岡園芸 代表取締役 沢岡　　保

19 1号議員 株式会社シブヤ 代表取締役 澁谷　憲和

12 1号議員 商栄 株式会社 代表取締役 角田　秀行

13 1号議員 鮮コーポレーション 株式会社 支 配 人 光永　雄一

14 1号議員 有限会社 ソフィア 代表取締役 久保田博英

15 1号議員 株式会社 タケウチ自動車 代表取締役 竹内　利雄

16 1号議員 中国アーテック 株式会社 取締役 山下　和美

17 1号議員 津田運送 株式会社 代表取締役 山野井秀樹

18 1号議員 津田高速運輸 株式会社 代表取締役 正木　一朗

20 1号議員 株式会社 西広島自動車 取締役会長 新沢　利夫

21 1号議員 橋本工業 株式会社 代表取締役社長 橋本　昌明

22 1号議員 株式会社 廿日市クリーナー 代表取締役 中西　雷太

23 1号議員 廿日市串戸郵便局 廣藤　良成

24 1号議員 広島県信用組合 廿日市支店 支店長 佐賀　靖仁

25 1号議員 広島資材 株式会社 代表取締役 土井　隆史

26 1号議員 広島市信用組合 廿日市支店 支 店 長 廣田挙一良

27 1号議員 広島中央法律事務所 弁護士 池村　和朗

28 1号議員 広島生コン 株式会社 代表取締役 山田　敏彦

29 1号議員 株式会社 フジワラ 代表取締役 藤原　　隆

30 1号議員 堀越車体 株式会社 代表取締役 十川　孝行

31 1号議員 株式会社 マスダテクノ 代表取締役 増田　義輝

32 1号議員 マックスバリュ西日本 株式会社 ザ・ビッグ宮内店 店長 山西　浩史

33 1号議員 株式会社 マルニ木工 会長 山中　好文

34 1号議員 株式会社 マルヨ木材 代表取締役 吉田　健治

35 1号議員 株式会社  ミナミ組 代表取締役 南　　秀夫

36 1号議員 村上産業 株式会社 代表取締役 村上　　寛

37 1号議員 株式会社 山口銀行 廿日市支店 支店長 杉浦　一騎

38 1号議員 株式会社 山根電業社 代表取締役 田中　博之

39 1号議員 ユダ木工 株式会社 代表取締役 湯田　　卓

40 1号議員 有限会社 和洋菓子ながお 代表取締役 永尾　光行
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