ｱﾗｷ ｴｲｼﾞ

荒木 榮治

入会日 H19.7.17

㈱不動産アラキ 代表取締役
〒802-0077 北九州市小倉北区馬借1-6-20
TEL 093-541-3123/ FAX 093-541-3121
ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ

石川

寛

入会日 Ｈ28.9

㈱サプライ ケアサポートさぷらい 取締役部長
〒800-0220 北九州市小倉南区曽根新田南3-3-24
FAX 093-474-6321
ｲﾜｻｷ ﾉﾘｵ

岩崎 徳男

入会日 H27.12.1

東洋警備保障㈱ 代表取締役社長
〒803-0862 北九州市小倉北区今町1丁目1-41
TEL 093-591-1785/ FAX 093-571-5892
イワタ イタル

岩田 到
入会日 R2.6.30
岩田 到税理士事務所
〒805-0068 北九州市八幡東区中央2-9-23-3F祇園2-14-1-407
TEL 093-482-5586/ FAX 093-482-5586
イワタ ケン

岩田 健

入会日 R3.7.27

岩田健社会保険労務士・行政書士・ＦＰ事務所
〒803-0845 北九州市小倉北区上到津4-15-1
TEL 093-402-6377/ FAX 093-330-4404
イワモト ｶﾂﾄｼ

岩本 勝利

入会日 R2.11.24

岩本工務店
〒800-0243 北九州市小倉南区西貫1-8-27
TEL 093-475-1165/ FAX 093-980-8205
ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ

内田 貴規

入会日 H30.5.22

㈱福岡地所
代表取締役
〒802-0972 北九州市小倉北区片野3-9-18
TEL 093-922-3939/ FAX 093-922-6382
ｵｵﾀ ｹｲｼﾞ

太田 慶治

入会日 H25.7.2

㈱共和 常務取締役
〒824-0031 行橋市西宮3-6-1
TEL 0930-23-9722/ FAX 0930-23-6321
ｵｵﾀﾆ ﾔｽﾋﾄ

大谷

康史

入会日 R1.7.16

㈱ホロスプランニング
〒806-0036 北九州市八幡西区西曲里町2-1-5F
TEL 093-644-3970/ FAX 093-644-3971
ｵｵﾉ ｹﾝｲﾁ

大野 健一
ファイナンシャルプロ 所長
〒802-0006 北九州市小倉北区堺町1-9-10-4F
TEL 093-513-3093/ FAX 093-513-3092

入会日 H18.10.17

ｵﾉ ｼｹﾞｵ

小野 繁男

入会日 H23.1.25

㈱イデア設計 代表取締役
〒803-0812 北九州市小倉北区室町2－1－14－202
TEL 093-591-8828/ FAX 093-591-8827
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

川口 博史

入会日 H24.11.20

㈱川口建設 代表取締役
〒802-0052 北九州市小倉北区堺町1-9-6-6F
TEL 093-922-7569/ FAX 093-513-2672
ｷｲ ﾀｶｼ

城井 崇

入会日 H15.12.16

きいたかし事務所
衆議院議員
〒802-0072 北九州市小倉北区東篠崎1-4-1-201
TEL 093-941-7767/ FAX 093-941-5535
ｸﾄﾞｳ ﾏﾕｺ

工藤 麻有子

入会日 H20.4.15

㈱タグコーポレーション（櫻や）
〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1丁目4-5
TEL 093-521-7779/ FAX 093-512-4169
ｸﾜﾊﾗ ｹｲｺ

桑原 景子
入会日
㈱ライフプラザパートナーズ
〒802-0005 北九州市小倉北区堺町2-3-30 ｷｬﾒﾛｯﾄ8F
TEL 093-513-1270/
ｻｻｷ ﾓﾄﾋｺ

佐々木 元彦

入会日 H28.5.24

ミタス㈱ 代表取締役
〒804-0061 北九州市戸畑区中本町8-20
FAX 093-931-6831
ｻﾀｹ

ｼｹﾞﾙ

佐竹 繁

入会日 H27.7

㈱アムズ 代表取締役
〒800-0242 北九州市小倉南区津田1-3-2
TEL 093-474-7766/ FAX 093-474-6656
ｼﾉﾓﾄ ﾃｯｼｭ

篠本

哲主

入会日 H29.9.5

㈱シノテック
代表取締役
〒802-0074 北九州市小倉北区白銀2丁目1-17
TEL 093-952-7332/ FAX 093-952-7339
ｽｴﾀｹ ｼｹﾞﾐﾂ

末武 重光

入会日 H21.6.16

㈱ニチベイエレクトロニクス 代表取締役
〒803-0841 北九州市小倉北区清水4丁目7-3
TEL 093-571-6710/ FAX 093-591-1189
ｽﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ

角 信幸
㈱夢弦 代表取締役
〒802-0077 北九州市小倉北区馬借1-8-7
TEL 093-551-5663/ FAX 093-551-0090

入会日 H29.7.11

ｿｳ ﾓﾘﾋﾛ

宗

守浩

入会日 H26.2.4

アトライズ合同司法書士法人
〒803-0817 北九州市小倉北区堺町1-9-10-3F
TEL 093-511-0302/ FAX 093-511-0303
ｿｶﾞﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

曽我部 一博

入会日 H29.11.21

㈱隆文堂 代表取締役
〒800-0042 北九州市門司区上馬寄1-13-23
TEL 093-371-1000/ FAX 093-372-1305
ﾀｶﾀﾞ ﾀｹｼ

高田 猛

入会日 H25.2.19

NPO法人 夢つむぎ 代表理事
〒802-0071 北九州市小倉北区黄金2丁目4-8
TEL 093-931-0665/ FAX 093-931-0676
ﾀｻｷ ﾄﾓｱｷ

田崎 智昭

入会日 H26.6.10

田崎税理士事務所
〒802-0084 北九州市小倉北区香春口1-15-8-2Ｆ
TEL 093-931-3010/ FAX 093-383-0010
ﾀｼﾛ ﾋﾛｷ

田代 洋己

入会日 H30.4.3

田代建設㈱ 代表取締役
〒822-0032 直方市下新入667-1
TEL 0949-22-4711/ FAX 0949-24-5110
ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ

田中 浩平

入会日 H25.12.26

㈱カーパレスキング 代表取締役
〒802-0021 北九州市小倉北区高浜1-5-40
TEL 093-521-1115/ FAX 093-521-1107
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

谷川 広行

入会日 H27.1.9

西部ビル管理㈱
取締役副社長
〒804-0084 北九州市戸畑区幸町1-19
TEL 093-881-5746/ FAX 093-881-5873
ﾅｶｵ ｼｹﾞﾉﾘ

中尾 茂哲

入会日 H17.12.20

(有)志気環境開発
代表取締役
〒804-0062 北九州市戸畑区浅生2丁目7-12
TEL 092-883-3363/ FAX 093-883-3343
ﾅｶｿﾞﾉ ﾋﾛﾐ

中園 廣美

入会日 H19.7.17

㈲さつま路
〒802-0081 北九州市小倉北区紺屋町7-4
TEL 093-551-1945/ FAX 093-551-1701
ﾆｼﾑﾛ ｴｲｲﾁ

西室 英一
大統コーポレーション 会長
〒807-0813 北九州市八幡西区夕原町5-1
TEL 093-621-6251/ FAX 093-621-6271

入会日 H10.9.22

ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ

馬場 雄一郎

入会日 H20.1.22

㈱西日本寫眞社
〒802-0051 北九州市小倉北区黒原２丁目29-23
TEL 093-931-0102/
ﾊﾏﾉ ｶｽﾞﾄｼ

浜野 一俊

入会日 H14.9.17

㈱ダイナリィビジネス学院 代表取締役
〒802-0076 北九州市小倉北区中島1丁目17-13
TEL 093-522-5110/ FAX 093-522-5035
ﾊﾔｼ ｶﾂﾞｺ

林 カヅ子

入会日 H25.8.27

㈱AEA設計室 代表取締役
〒803-0828 北九州市小倉北区愛宕1-4-5-302
TEL 093-581-4699/ FAX 093-592-2614
ﾊﾔﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｼ

早水 忠

入会日 H18.3.7

㈱早水陶器店 代表取締役
〒802-0006 北九州市小倉北区魚町2丁目2-10
TEL 093-521-0943/ FAX 093-521-0944
ﾊﾗ ｱｷｵ

原 明生

入会日 H14.4.2

㈲明成堂 取締役会長
〒800-0222 北九州市小倉南区中曽根1-8-54
TEL 093-472-0178/ FAX 093-472-2448
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ

原田 博史

入会日 H25.8.27

福岡県会議員
〒802-0051 北九州市小倉北区黒原3-14-8
TEL 093-923-1567/ FAX 093-923-1564
ﾋｶﾞｼ ｲｯﾍﾟｲ

東 一平

入会日

㈱桐友 代表取締役社長
〒803-0817 北九州市小倉北区田町12番9号
TEL 093-571-1311/ FAX 093-561-3525
ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾃﾙ

東 一輝

入会日 S63.12.6

㈱イーストベリー 代表取締役社長
〒802-0012 北九州市小倉北区末広1丁目1-21
TEL 093-533-1622/ FAX 093-533-1744
ﾋｸﾞﾁ ﾘﾂ

樋口 りつ

入会日 H30.12.4

㈱ル・クール 代表取締役
〒810-0041 福岡市中央区大名2-3-3-2F
TEL 092-717-2150/ FAX 092-717-2152
ﾋｻﾄﾐ ﾋﾛｼ

久富 拓
㈱リーガロイヤルホテル小倉 取締役
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2丁目14-2
TEL 093-531-3377/ FAX 093-531-2622

入会日 H13.6.19

ﾋｻﾄﾒ ﾄｼｱｷ

久留 敏明

入会日 H14.9.3

㈱トラベルハート
〒822-0008 直方市湯野原2－1－1
TEL 0949-29-0015/ FAX 0949-29-0016
ﾋｻﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ

久松

博幸

入会日 H30.4.17

㈱ラティス・アーキテクツ 会長
〒800-0227 北九州市小倉南区津田新町3-1-7
TEL 093-472-0173/ FAX 093-472-0186
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓｴ

藤本 知江

入会日 R4.1.11

㈱Cloud9
常務取締役
〒802-0801 北九州市小倉南区富士見2-7-14

ﾌﾙﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ

古野 浩一郎

入会日 H27.2.2

古野法律事務所
〒803-0816 北九州市小倉北区金田1-8-5-5-Ａ
TEL 093-383-7711/ FAX 093-383-7788
ﾎﾝｺﾞｳ ﾅｵﾖｼ

本郷 尚義

入会日 H.22.10.5

㈲本郷 代表取締役社長
〒802-0006 北九州市小倉北区魚町1丁目2-20
TEL 093-531-0466/ FAX 093-531-0466
ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

本多 一弘
入会日 H30.6.5
相生興産㈱ 代表取締役
〒802-0002 北九州市小倉北区京町3丁目7番1-1505号

ﾏｷノ ﾋﾃﾞｷ

牧野 秀寿

入会日 H26.3

㈱ﾌﾚｯｸｽﾒﾝﾃ 代表取締役
〒802-0045 北九州市小倉北区神岳2-10-31
TEL 093-482-4050/ FAX 093-482-4051
ﾏﾂｵ ｴｲｻﾞﾌﾞﾛｳ

松尾 英三郎

入会日 H3.1.8

特定医療法人 天臣会 松尾病院 専務理事
〒800-0252 北九州市小倉南区葛原高松1-2-30
TEL 093-471-7721/ FAX 093-471-7878
ﾐﾁﾀﾞ ｻﾄﾙ

三千田 悟

入会日 H4.12.1

㈲博善社 代表取締役
〒800-0251 北九州市小倉南区葛原5-3-20
TEL 093-472-0909/ FAX 093-475-1000
ﾐﾖｼ ﾋﾄﾐ

三好 瞳
メンバーズ桜
〒802-0004 北九州市鍛治町1-6-17-3F
TEL 093-533-7277/

入会日

ﾓﾁｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ

望月 昇

入会日 H27.7.14

望月一級建築士事務所
〒803-0827 北九州市小倉北区緑ヶ丘1-10-30-301
TEL 093-571-7089/ FAX 093-571-7089
ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾄｼ

山崎 太

入会日 H22.5.25

FP-SQUARE
〒800-0117 北九州市門司区恒見530-5
TEL 090-5488-0074/ FAX 093-481-5616
ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ

山本 一郎

入会日 H13.6.19

㈱アースコーポレーション 会長
〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1－9－10
TEL 093-551-5130/ FAX 093-551-5135
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ

山本 憲一郎

入会日 H21.2.17

大同建設㈱ 代表取締役
〒802-0011 北九州市小倉北区重住3丁目10-15
TEL 093-921-3631/ FAX 093-951-3626
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋｻ

山本 晃久

入会日 H24.11.20

㈱ｲﾍﾞﾝﾄｼﾝｸﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 代表取締役
〒800-0251 北九州市小倉南区葛原5-4-20
TEL 093-647-1117/ FAX 093-647-1118
ﾖｼﾅｶ ｷｮｳ

芳中 京

入会日 H27.2.3

㈱エンドレス
〒804-0022 北九州市戸畑区金比羅町4-24
TEL 093-873-3634/ FAX 093-883-5567
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｴ

渡邊 一枝
㈱渡邊ﾋﾞﾙ 代表取締役
〒802-0974 北九州市小倉南区徳力1-1-1
TEL 093-962-6097/ FAX 093-962-6097

入会日 H25.2.5

