
世話人 会員資格 氏名 会社名 役職 業種 紹介者名

代表 正会員 中山　隆志呂 北辰架建 代表 建設業 齋藤　圭司

副代表 正会員 櫻井　孝 ㈲ツーエイシステムズ 代表取締役 IT関連業･ドローン関連事業 齋藤　圭司

副代表 正会員 齋藤　由雄 間嶋豆富店 代表 豆富製造･販売業 齋藤　圭司

会計 正会員 荒　盛一 合同会社アイキャリー 代表社員 終活関連 村上　寿雄

事務局 正会員 齋藤　隆志 室蘭部品㈱ 代表取締役 自動車部品･用品･整備･板金用機械工具販売 増川　拓

世話人 正会員 和泉　薫 ㈲デザインワーク・エーヂ 代表取締役 広告･デザイン業 荒川　昌伸

世話人 正会員 浅見　篤志 ㈱あさみ電器 代表取締役 家電販売業 齋藤　隆志

世話人 正会員 川原　隆幸 ㈱ヤマカ川原家具店 代表取締役 家具販売/小売業 橋本　慎一

世話人 正会員 小林　幸子 ナイトラウンジサチ 代表 飲食業 米津　彰子

世話人 正会員 菅原　麻美 Ruby 代表 飲食業 沼崎　孝則

世話人 正会員 立花　光 一般社団法人伊達の風 総合施設長 福祉 川尻　真巳

世話人 正会員 江尻　圭太 ㈱江尻建設 常務 建設業 橋本　慎一

世話人 正会員 中村　大樹 合同会社トランスポート 部長 保険業務 脇坂　紀一

正会員 荒川　昌伸 ㈱荒川設備 代表取締役 水道施設工事業 佐藤　和広

正会員 佐々木　徹 ㈲佐々木電装店　ＺＥＰＴ 専務取締役 自動車電装･タイヤ販売 飯嶋　修志

正会員 沼田　勇也 室蘭まちづくり放送㈱ 代表取締役 FMラジオ放送業 及川　昌弘

正会員 三浦　忠雄 ㈱室蘭うずら園 代表取締役 畜産業 及川　昌弘

正会員 河原　美千代 Hotel ROYAL 取締役ジェネラルマネージャー ホテル業 飯嶋　修志

正会員 伊藤　広樹 ㈱Ｉ＆Ｕ ａｓｓｏｃｉａｔｅ 代表取締役 デザイン昆布製造業 及川　昌弘

正会員 鈴木　智浩 ㈲エバーサポート 代表取締役 ビルメンテナンス業 横山　聡史

正会員 脇坂　紀一 ㈱道南事務機器 代表取締役 事務機器･事務用品販売 橋田　司

正会員 白川　英治 ㈲エフピーシステム 代表取締役 鈴木　智浩

正会員 古田　栄治 ㈱シーズ電気 代表取締役 電機設備工事 木村　耕志

正会員 増川　拓 北海道みらい法律事務所 代表 弁護士 脇坂　紀一

正会員 佐藤　義高 クマックコム 代表 パソコン販売･修理業 及川　昌弘

正会員 乾辺　哲也 肉のかんべ・焼肉ハウスサウスポー 代表 畜肉販売業 佐藤　義高

正会員 新岡　尚 ㈱新岡燃料 代表取締役 燃料業 和泉　薫

正会員 成田　拓生 長谷川産業㈱ 外商部次長 家具及びインテリア製品販売業 近澤　洋太

正会員 篠山　剛充 ㈱シノヤマ観光自動車 専務 観光自動車･自動車整備 東保　匡倫

正会員 松本　崇之 登別ハイヤー㈱ 代表取締役 ハイヤー業 篠山　剛充

正会員 和田　武 ㈲太田写真商会 代表取締役 写真撮影･デザイン業 篠山　剛充

正会員 甲田　啓一 行政書士 甲田啓一事務所 代表 行政書士 小林　敏己

正会員 内海　雅仁 内海漁業部 船頭 漁業 佐藤　義高

正会員 加藤　裕史 ㈲喜久屋商店　ファミリーマート登別栄町店 店長代理 コンビニエンスストア 鈴木　智浩

正会員 中嶋　巧 ㈲宝実 代表取締役社長 掃除用具･レンタル･販売業 我妻　陽子

正会員 竹中　修志 ㈲タケナカ建装 代表取締役 内装工事業 松本　崇之

正会員 瀧澤　美恵子 沙羅メモリアルアシスト 代表 納棺業 内海　雅仁

正会員 東川　昌広 ㈲フォトリンク 代表取締役 看板業 鈴木　晃

正会員 佐藤　朋子 ㈱しらおい菓子工房 まいこ 代表取締役 菓子製造･販売業 山口　祐輔

正会員 橋本　慎一 ㈱ハシモト 代表取締役社長 牛乳販売業 三浦　忠雄

正会員 沼崎　孝則 ㈱光輪ロジスティクス 代表取締役 運送業 東川　昌広

正会員 田中　憲一 ㈱トータル保険事務所 専務取締役 保険代理店 古田　栄治

正会員 門脇　宏幸 室蘭信和通信機㈱ 代表取締役社長 通信機器販売･はんこ屋 沼崎　孝則

正会員 橋本　康寛 ガレージ橋本 代表 自動車整備業 田中　憲一

正会員 菅原　洋平 ㈲ボデーオート菅原 専務取締役 自動車修理･販売業 橋本　慎一

正会員 中住　利美 ㈱トワ・ピリエ　ハウス・ドゥ!室蘭店 取締役 不動産 中嶋　巧

正会員 河波　芳治 河波建設工業㈱ 代表取締役 建設業 中里　小百合

正会員 臼井　葉子 メナードフェイシャルサロン アール&アール サロンオーナー エステ･化粧品販売業 瀧澤　美恵子

正会員 大坂　秀磯 ㈱ベルコ　室蘭支社 大坂代理店 店長 冠婚･葬祭業 伊藤　広樹

正会員 中山　達夫 デイクリーンサービス 代表 燃料･美装業 佐藤　義高

正会員 横山　紋子 ＢＥＥ８． 代表 WEBサイト制作･デザイン制作業･飲食業 櫻井　孝

正会員 大島　秀雄 ㈱大和石材 代表取締役 墓石製造･販売業 脇坂　紀一

正会員 吉田　智春 Chiharu 代表 エステ･化粧品販売業･美容事業 鈴木　智浩

正会員 清水　英子 ㈲清水農園 取締役 農業 河原　美千代

正会員 前田　欣保 ㈱藤屋時計店 代表取締役 時計･貴金属･眼鏡販売業 橋本　慎一

正会員 田中　恵 ㈲ひまわり 代表取締役 飲食業 橋本　慎一

正会員 藤本　誠司 ㈲さんぱい 代表取締役 産業廃棄物収集･運搬業 能澤　正彦

正会員 青柳　宏 青柳社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士 中山　隆志呂

正会員 阪本　尚哉 ㈱サカモト 代表取締役 家電製品販売 大島　秀雄

正会員 松波　律子 スナック Ｒｉｃｏ 代表 飲食業 脇坂　紀一

正会員 鹿内　道枝 ゆかいな筆文字 講師 講師 齋藤　圭司

正会員 長内　寿満 ㈱エム・ツー・カンパニー 代表取締役 広告業 及川　昌弘

正会員 林　淳夫 ㈱リフォームのハヤシ 代表取締役 リフォーム工事業 中住　利美

正会員 遠田　耕治 遠田建設㈱ 代表取締役 建設業 和泉　薫

守成クラブ室蘭会場会員名簿（2022年10月20日現在）



世話人 会員資格 氏名 会社名 役職 業種 紹介者名

守成クラブ室蘭会場会員名簿（2022年10月20日現在）

正会員 佐藤　芳枝 QUEEN 代表 飲食業 和泉　薫

正会員 杉山　英司 英建設㈱ 代表取締役 建設業 長内　寿満

正会員 青野　隆一 ㈱ダスキン洞爺　法人営業担当 取締役 清掃業 中嶋　康吉

正会員 川浪　維子 ㈱FCSコーポレーション 代表取締役 飲食業 月島　愛衣

正会員 門田　宇由 ㈱カドタ工業 代表取締役 鳶･土木･解体業 中山　隆志呂

正会員 三橋　真紀子 風花 代表 小売業 鹿内　道枝

正会員 戸井　肇 ㈲コネクトテックジャパン 取締役 パソコンサポート･販売 櫻井　孝

正会員 佐々木　竹寿 佐々木塗装工業㈱ 代表取締役 建設･塗装･防水業 工藤　ゆき美

正会員 加藤　久美子 坂元農園 代表 農業 清水　英子

正会員 竹内　政光 ㈲カネカン竹内 代表取締役 食品販売業 櫻井　孝

正会員 田子　賢一 囲酒家　田子屋 代表 飲食業 齋藤　由雄

正会員 山口　正行 ㈲ネッツ山口 代表取締役 建設業 菅原　麻美

正会員 本間　哲也 ホルモン鉄板焼　てっ炎 代表 飲食業 佐藤　芳枝

正会員 吉田　裕 ㈲よしだ 代表取締役 燃料･住宅設備工事業 佐々木　重之

正会員 富樫　司郎 ㈱ゴジョウ･ウェイズ 代表 総合防犯･調査･警備業 沼田　勇也

正会員 中谷　学 ㈲中谷工業所 取締役社長 鉄工業 中山　隆志呂

正会員 川口　忍 ㈱成進 専務取締役 鳶工事 中里　友宣

正会員 田畑　正道 友栄ホーム 代表 建設業 川尻　真巳

正会員 永井　和奈 Beauty Salon BELLE 代表 サロンエステ 川尻　真巳

正会員 山本　晃弘 ㈱ヤマサン渡辺 代表取締役 水産物 橋本　慎一

正会員 横山　奈津江 合同会社ESPERANZA CEO ドローン関連事業 櫻井　孝

準会員 石塚　礼子 ㈲一平若草店 代表取締役 飲食業 橋本　慎一

準会員 藤井　彰 ブティック花 代表 着物リメイク 富樫　司郎

準会員 木田　佳孝 日交ハイヤー㈱ 常務取締役 旅客運送業 佐藤　洋紀

準会員 長澤　直裕 ㈱伊達ハイヤー 代表取締役 旅客運送業 三橋　真紀子

準会員 戸田　稔 ㈱戸田設備 代表取締役 設備 戸井　肇

準会員 金友　志津子 杏占いの部屋 代表 占い 中山　達夫

準会員 平田　夢樹 まるさい塗装 代表 塗装業 田畑　正道

準会員 鈴木　貴久 日本ユニパック㈱　苫小牧営業所 所長 包装資材卸売業 及川　昌弘

準会員 大光　力 ㈱ダイコウ 代表取締役 建築板金 富樫　司郎

準会員 荒井　郷司 ㈱室蘭典礼社 支配人 葬祭業 松本　崇之

準会員 佐久間　将之 ㈲佐久間鉄工 代表取締役 鉄工業 三橋　真紀子

準会員 三島　大介 Spada 代表 飲食業 立花　光

準会員 吉田　鉄矢 ㈲エイアンドワイヨシダ通信工業 代表取締役 電気通信設備 脇坂　紀一

準会員 渡久地　政之 ㈱エクセルブロス 代表取締役 飲食業 菅原　麻美

準会員 平野　勝照 ㈲北海道梅辰 代表取締役 食品卸売業 橋本　慎一

準会員 田中　雅洋 田中工業 代表 建設業 竹内　政光

準会員 荒谷　智志 Bar S スナック W 代表 飲食業 川原　隆幸

準会員 栗谷　勇人 きのこ屋 代表 椎茸の生産･販売 山村　亮介

準会員 内池　孝年 ホットライフ㈱ 代表取締役 飲食業 江尻　圭太

準会員 荒谷　真一 ラウンジ CLUB HEARTS 代表 飲食業 中山　隆志呂

準会員 山根　雅彦 ㈲リボーン 代表取締役 アパレル小売業 橋本　慎一

準会員 山本　麻衣 Mm's 代表 飲食業 山本　晃弘

準会員 北岡　聖治 北岡組工業 代表 型枠業 中谷　学

準会員 金野　大輔 合同会社こんのでんき 代表社員 家電販売 荒　盛一

準会員 福澤　英昭 合同会社フクザワ 業務執行役員 飲食業 中村　大樹

準会員 早川　佳美 Lounge紫月 代表 飲食業 川尻　真巳

準会員 阿部　寛史 ㈲大盛電機商会 代表取締役 電気工事業 浅見　篤志

準会員 本間　正利 MAR'S BAR マスター 飲食業 齋藤　由雄

準会員 有櫛　慎吾 丸有建設 代表 土木建築業 橋本　慎一

準会員 伊藤　健太 (有)北日本ガラス 代表取締役 ガラス･サッシ業 橋本　慎一

準会員 毛利　友亮 ㈱MT技建 代表取締役 型枠工事 門田　宇由


