
役職 会員名 会社名 会社住所 会社連絡先

佐古田　克彰 （株）佐古田電機 寺内3-5 75-3290

大石　夏代 （有）加寿美 円満寺139 75-0428

　 平野　和也 日本生命保険(相)舞鶴営業部 引土265 76-2829

東　靖宏 （株）テクノメタル 今田361-4 76-6308

監　　査 河本　成柱 秦成測量 引土247-1 75-2305

櫻井　正治 櫻井設備 堀663-1 77-1979

眞下　和樹 オフィス万蔵 平野屋8 88-0477

志摩　俊英 ㈲志摩不動産 倉谷1033 75-6601

事業担当幹事 山添　智也 ㈲ヤマゾエ 引土112 75-1187

山下　洋平 ミトマン 引土37 75−0310

原口　巨誉 ㈲なおこう 公文名84-3 78-3095

常任幹事 中道　一帆 舞vent 七日市298-3 76-2838

高田　和史 大川神社 大川169-1 82-0011

臼井　達也 西舞建設㈱ 森97-4 65-3150

市田　真吾 酒菜　大地の蔵 浜156-2 62-5899

塩見　智則 ㈲塩見工務店 南田辺90-2 75-3774

柿野　剛清 （株）田中工務店 倉谷1016 75-2227

横田　大輔 居酒屋もののふ 円満寺169-3 75-7330

部会長 野瀬　貴則 ㈲エﾝレン 女布791-40 75-1221

楠田　真優子 Ａｍｏｕｒ 堀上35　geo2ビル1F 75-3977

四方　謙次 大和ルーフ工業 上安245 77-8311

神谷　崇大 カミヤオート 下福井100 77-2951

高橋　和也 旨居屋　新八 女布817−2 77−0128

副部会長 嶋田　篤人 嶋一水産 下安久551 75-1556

上林　大基 漁師小屋 本56 60-2143

部会事務局 吉田　紘輔 京都北都信用金庫　舞鶴中央支店 円満寺145 76-3111

野　瀬　部　会



役　　職 会　員　名 会社名 会社住所 会社連絡先

高口　博臣 河田製材所 志高44-1 83-0030

嶋田　克己 ㈱嶋七 北田辺118-21 76-3203

　 迫田　政之 迫田政之会計事務所 魚屋226 75-0789

副部会長 長崎　寿夫 （有）川又商店 上安久651-39 77-1771

田中　猛志 family salon GARDEN 円満寺132 76-1072

事業担当幹事 四方　章義 ＧＲＡＣＩＡＳ 倉谷1765 76-7503

副会長 喜多　真一 ㈲東洋メンテナンス 引土339-2 76-7655

部会長 高山　広治 司法書士法人しもいち事務所 伊佐津499 77-0921

飯田　雅宏 レンタカーパートナーズ㈱ 公文名70-1 77-0039

森野　真充 大象クリエート（株） 南田辺49-45 76-1648

片山　智也 （株）プログレッシヴプラン 田中町23-1 65-3550

倉内　紀雄 （株）モトキ 伊佐津341 75-2177

北原　康之 やじきた 平野屋132-2 76-3006

小谷　智久 ほっともっと舞鶴伊佐津店 伊佐津514-2 78-5061

特別部会担当幹事 白石　光 東洋テック㈱ 倉谷1716 77-1608

嵯峨根　真也 ㈲マリンライフ舞鶴 魚屋252-4 75-8144

松井　里衣 ㈱東舞鶴グランドホテル 円満寺124 76-7777

岡田　一志 舞鶴大同ガス（株） 清道74−3 75−1685

尾崎　彰浩 ㈲カートラスト 倉谷986 77-0480

　 金井　貴明 金井自動車板金 女布821 76-0670

山田　恭兵 住友生命保険(相)舞鶴支部 職人11 76-6902

部会事務局 松下　泰明 京都北都信用金庫　舞鶴港支店 喜多1105−1　舞鶴２１ビル 76-3121

高　山　部　会



　役　　職 会　員　名 会　社　名 会社住所 会社連絡先

　 大谷　晃史 ㈱コスモ観光 公文名70-1 77-1555

福田　秀樹 京都交通（株） 喜多1048-27 75-5000

　 三原　真美子 Ｂａｋａ－ら 円満寺166-4 76-2155

眞下　英夫 （株）ましも 北田辺37-3 75-1041

監　　査 岸田　哲弥 田中産業（株） 下福井1183-28 75-3190

井上　康之 司観光（株） 上福井1601 75-5531

吉井　富太郎 りんどう瓦斯商会 北田辺50 75-2395

松下　貴支 ㈱中田アルナ 公文名534 75-2393

大石　哲也 魚源 引土263-18 77-5534

泉　博文 泉食料品店 平野屋39 75-1928

小原　舞 小原舞事務所 上安久223-4 77-0071

堀　昌弘 タケダ工芸（株）  森419-1 63-0178

友成　竜治 御台所　ＳＥＢＡＬ 引土300-11 75-3257

事業担当幹事 波多野　和顕 波多野米穀店 引土49 75-0882

特別部会担当幹事 岡野　優人 岡野ＦＰ事務所 引土257-2 77-5860

部会長 足立　徳仁 Ａ社会保険労務士法人 伊佐津474-3 75-2067

池田　貫太 ことぶき園芸㈱ 京田17-2 76-3777

森　丈弥 もり整骨院 引土316 68−9635

副部会長 渡邊　大輔 Ｄ－ｓｐｏｒｔｓ 引土53 75-8550

鴨田　秋津 ㈱カモタ 今田679-1 77-1898

甲斐嶋　祐介 甲斐嶋畳店 新80 75-1065

坂根　登 ㈱サカネ 平野屋130 60-6100

古久保　達也 コネクトワーク（株） 下安久278-1 77-8187

部会事務局 石束　大輔 京都北都信用金庫　舞鶴中央支店 円満寺145 76-3111

足　立　部　会



役　　職 会　員　名 会社名 会社住所 会社連絡先

　　 池田　恭司 池田酒造㈱ 中山32 82-0005

　　 谷口　洋史 ㈱丹和 宮津口51 75-0594

　　 福長　尚斉 日本海工業㈱ 大波下285 62-4577

　　 松本　臣一 松本オートセンター 万願寺99-1 76-2390

本田　徹 ㈱舞鶴クレーン 小倉256 62-8002

小瀬木　良介 おぜき駅前歯科医院 南田辺40−1 77−1133

丸岡　隆志 （株）西工舎 引土59 76−7575

後守　貴博 ㈱アグリイベリス 志高601 83-0082

副会長 多田　浩二 インテリア多田 大内野町62 75-9115

副部会長 中西　剛介 中西洋服店 平野屋53 75-0643

眞下　弘明 だいにんぐ舞虎 引土290-7 76-6874

水嶋　宗弘 エム・ジェイ・フードサービス（株） 引土1272 76-0729

　　 森下　美里 パン工房　コムギ屋 本51 60-1808

特別部会部会長 林田　晋輔 ㈱林田工務店 倉谷1743 76-0827

丸山　拓哉 丸山税理士事務所 余部上255-3 62-0144

事業担当幹事 山本　隆明 山本商事㈲ 竹屋48 76-5518

吉本　晴樹 まいづる法律事務所 引土233番地6 ダイハチビル5階 78-1123

　　 石田　吉識 司法書士行政書士石田吉識事務所 南田辺23−9 75−1554

副常任幹事 荒川　悠一郎 荒川種苗㈱  円満寺148-10  75-0932

　　 秋安　了太 （株）秋安工業 上安1770−3 75−5459

部会長 多田　弓華 （株）舞鶴浄美社 伊佐津27−5 75−1252

尾上　耕司 KCSセンター舞鶴 上安久227−4 78−5001

　　

部会事務局 中岡　博一 京都北都信用金庫　舞鶴中央支店 円満寺145 76−3111

多　田　部　会



役　　職 会　員　名 会社名 会社住所 会社連絡先

　 若狭　大輔 若狭機械産業㈲ 上安久244-3 75-3504

　 西本　昭彦 ㈱西本仏壇　舞鶴店 真倉大山235 76-9188

　 嶋田　秀也 嶋田商店 魚屋290-6 75-4830

藤元　裕泰 （有）魚たつ 下福井905 75-9932

部会長 福原　ルミ子 福原表具店 平野屋36 76-7767

飯田　則貴 飯田工務店 下安久739-1 76-1518

山﨑　慎一朗 ㈲田路造園 七日市239-3 76-7275

久下　幸典 ㈲キクヅル 魚屋261-26 75-1991

会　長 大西　秀憲 富永・大西法律事務所 南田辺43-1 77-1940

井上　大輔 ㈱アクア 伊佐津100 75-2185

仲野　徹一 ㈱ＮＡＫＡＮＯ 倉谷978-11 76-8122

山本　治兵衛 日鶴食品工業 引土79-2 75-1390

楠　崇智 （福）瑞光福祉会　なかすじ保育園 公文名344 76-7122

副部会長 松平　尚美 J's COMPANY 野村寺275-2 60-6715

城代　智海 城代牛乳屋 倉谷1077-3 76-5838

木村　将典 木繁水産（株） 上安久640-13 75-2081

小西　静 小西商事㈱ 余部上252-1 62-4521

事業担当幹事 水谷　敏之 ㈲ニューライフショップ　ﾐｽﾞﾀﾆ 松陰5-3 75-0732

駒井　克洋 アメイロ　ビストロ　アルル 魚屋252-2 76-6661

田中　洋司 幸福亭 引土1297-6 60-2143

五十嵐　絢加 ㈲三葉商事 福来579 75-5514

藤根　紀紘 ㈱栄興 北田辺55−3 76−7891

羽崎　陽 ソフトバンク舞鶴 円満寺138 78-3010

吉本　俊彦 ㈱吉本水産 下福井905 75-9944

部会事務局 梅垣　和行 京都北都信用金庫　舞鶴中央支店 円満寺145 76-3111

福　原　部　会



役　　職 会　員　名 会社名 会社住所 会社連絡先

　 綱元　玲子 スナックＲｅｉ 引土327 75−0405

　 鈴木　和行 ベルケアセンター（株） 天台新町23−2 76−6650

直前会長 網干　勝之 網干工業㈱ 下福井432-8 76-7374

　 井本　みゆき （有）ポンプエンジン 女布88 75−7259

森下　卓男 セイブリビング㈱ 清道309-13 75-5145

副会長 松本　泰 ㈱まつもと米穀 引土164 75-0881

渡植　研一郎 賀川自動車工業㈱ 引土335 75-2444

　 岩崎　正広 ㈱英里奈 倉谷1520 76-0800

福井　秀幸 ガーデンカフェ 円満寺132 75-0420

毛利　文彦 丸富士食品 引土263-3 77-0038

事業担当幹事 田中　隆史 ㈲住幸工務店 京田373 76-4569

部会長 正楽寺　良紀 正楽寺工業 上安679-31 75-5790

副部会長 山下　裕文 山下管工開発㈱ 円満寺143 75-0048

　 吉岡　英幸 ㈱オート舞鶴販売 森60 62-6356

　 岸本　昌樹 ㈱キシモト 引土709 76-2544

徳重　宏喜 炭八 堀上24-4 78-3393

阿部　弘 ZERO ONE 引土260-3 西舞鶴駅前第一ビル2F 77-5959

　 木船　貴之 笑 引土227-1 76-6555

　 小谷　宗則 Ｄａｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｆｏｒｅｓｔ 引土17-3 75-3187

　 大滝　雄介 ㈱　大滝工務店 南田辺126-5 75-3241

　 嵯峨根　隆史 弥栄電設工業（株） 引土275−1 75−3180

　 細見　聡志 ㈲三星社 丹波18 76-5346

　

部会事務局 杉浦　和弥 京都北都信用金庫　余内支店 倉谷1535 76-3141

本部事務局 梅原　亮 京都北都信用金庫　舞鶴中央支店 円満寺145 76−3111

正　楽　寺　部　会


