
TEL 04-2923-2221 TEL TEL 04-2992-0231 TEL 04-2941-5395

TEL 04-2937-7717

TEL 04-2991-1155 TEL 042-983-1567 TEL 04-2968-8633 TEL 04-2941-2494 TEL 04-2937-7717

TEL 04-2925-2509 TEL 04-2937-7717 TEL 04-2951-7555 TEL 04-2902-6775 TEL 04-2937-4500

TEL 04-2995-2111

TEL 04-2922-9917 TEL 04-2925-5111 TEL 04-2937-4500 TEL 04-2939-4010 TEL 04-2968-5419

TEL 04-2946-9522 TEL 04-2968-5419 TEL 04-2995-2111 TEL 04-2006-1274 TEL 04-2940-5021

#

TEL 04-2948-3441 TEL 04-2941-2308 TEL 090-9825-1327 TEL 04-2925-0566

#

76

TEL 04-2945-8151 TEL 04-2925-8480 TEL 04-2946-8592 TEL 04-2940-5021 77

TEL 04-2006-6639

#

TEL 04-2996-5076 TEL 04-2921-6644 TEL 04-2943-7755 TEL 04-2922-2700

# 79

TEL 04-2948-6971 TEL 04-2923-0971 TEL 04-2922-5740 TEL 04-2994-5080

# 80

TEL 04-2923-1727 TEL 04-2943-1921 TEL 04-2922-1355 TEL 04-2996-8240

# 81

TEL 04-2993-7750 TEL 04-2922-0050 TEL 04-2936-8666 TEL 04-2929-8882

# 82

TEL 04-2948-5967 TEL 04-2949-2115 TEL 04-2944-0765 TEL 04-2941-6379

# 83

TEL 04-2946-9670 TEL 04-2923-8841 TEL 04-2922-2467 TEL 04-2943-8221

# 84

TEL 04-2946-9331 TEL 04-2937-5487 TEL 04-2942-1190 TEL 042-936-8543

# 85

TEL 04-2935-4400 TEL 04-2994-8540 TEL 04-2935-4399 TEL 04-2941-6021

# 86

TEL 04-2941-4535 TEL 04-2924-5559 TEL 04-2907-0784 TEL 04-2922-4889

#

TEL 04-2994-8282 TEL 04-2923-9145 TEL 042-452-9490 TEL 04-2928-1155

# 88

TEL 04-2925-1155 TEL 04-2941-6372 TEL 04-2946-8805 TEL 04-2962-3076

# 89

TEL 04-2922-1231 TEL 04-2968-9263 TEL 042-941-5490 TEL 04-2923-8866

# 90

TEL 04-2992-0951 TEL 04-2937-5194 TEL 04-2949-3621

令和4年度　所沢商工会議所青年部　組織図

顧問 会長 監事 監事

平岩　秀隆 原　卓矢 本橋　孝敏 杠葉　祐樹

平岩建設㈱ ㈱原測量 所沢資材㈱ ㈱ライフクリエイト

取締役専務執行役員 代表取締役 04-2948-1873 代表取締役社長 代表取締役

㈱クラフトマンスタジオ

副会長 副会長 副会長 副会長 副会長(運営専務) 代表取締役

総務・広報委員会 研修・拡大委員会 サークル活動・交流委員会 地域交流・まちづくり委員会 渉外委員会
運営専務

清水　源太

専務取締役 副代表 代表取締役 工事部　部長 代表取締役

会員数

新井　克明 及川　隆明 黒田　洋介 藤枝　旅史 清水　源太

㈱サンエイホーム あおぞら司法書士事務所 サンキュー㈱ ㈱藤新 ㈱クラフトマンスタジオ

役　員 30

委員長 委員長 委員長 委員長 出向理事 一　般 51

81

㈱イケダ照明 ㈱クラフトマンスタジオ ㈱VISE LINK ㈱ワイエスケービルド 樋口泰司法書士事務所

池田　将人 小寺　友理子 宮下　直幹 星　裕也 樋口　泰 計

㈱和孝 理事

副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 代表取締役社長 原　卓矢

代表取締役 代表取締役社長 代表取締役 司法書士
埼玉県商工会議所青年部連合会出向者

上野　勝久

㈲椿峰オートサービス ㈲アトム開発 所沢パークホテル 樋口泰司法書士事務所 ㈱トンボカンパニー 有貴歯科クリニック 樋口　泰

當摩　悟之 内川　英敏 樋口　泰 向井　正史 林田　有貴子 委員

間柴　新作 林田　有貴子 上野　勝久 清水　誠司 小林　健太 上野　勝久

代表取締役 代表取締役社長 司法書士 代表取締役 院長 委員

理事長 院長 代表取締役社長 代表 代表取締役 林田　有貴子

（福）輝陽樹会 有貴歯科クリニック ㈱和孝 ONE QUALITY SUPPORT ㈲カイゴー 委員

井花　佳彦 有木　麻実 田内　友和 伊藤　雅章 委員

㈱ネクサス・アイ 花御縁 オフィス田内 電脳㈱ 小林　健太

㈲カイゴー

代表取締役 代表取締役 税理士 代表取締役

取締役副社長 代表 代表 支店長

木下　亮 佐々木　佳苗 坂本　剛 小林　健太

目﨑　絵美

E.S.Planning㈱

代表取締役

委員 委員 委員

㈱キノシタ ㈱佐々木測量 税理士法人IDパートナーズ

代表取締役 店主 代表取締役社長 店長

飛田　真吾 保坂　光彦 渡辺　明仁 篠塚　啓三

委員

谷畑　夏子 島田　誠二 鈴木　崇浩 飯島　一彰

㈱SEFTYS 居酒屋 和 ㈱build evolution 日野屋酒店

山畑　雅也 石井　巌一 井関　克行 瀧島　諭

㈱Color style 昭和建設興業㈱ ㈱いせき ㈱和なり

㈲飛田ホーム 弁護士法人アルファ総合法律事務所 ㈲ユアーズ 税理士法人シン中央会計

代表取締役 弁護士 取締役 最高執行責任者

所沢悠生苑くすのき台・㈱メディカルライフケア ルミアン陶板浴 武蔵野経営法律事務所 司法書士　行政書士　松永総合事務所

取締役 常務取締役 代表弁護士・中小企業診断士 代表

代表取締役 代表取締役 代表取締役社長 代表取締役

山森　啓太 井上　方宏 加藤　剛毅 松永　裕樹

代表取締役 常務取締役 代表取締役社長 代表

伊藤　雅紀 福田　尚市 吉村　久朋 高嶋　秀人

丸山　茂幸 関口　光洋 新倉　一鉄 本間　妙子

㈲丸山工務店 ㈱ティーアンドケー ㈱新光工業 スナックところ

金三津　幹男 山本　浩文 斉藤　義文 長谷部　智美

㈲ケムオン ㈱フォーシーズ 共実工業㈱ Room306

伊藤雅紀税理士事務所 ㈱東京メニックス ㈱吉村 高嶋登記測量事務所

所長 取締役営業統括 代表取締役

㈱リグナム　Mスタジオ ㈱吉川電機産業 司法書士みそら総合事務所 ソウルメイトカンパニー㈱

代表取締役社長 代表取締役社長 代表 代表取締役

取締役 執行役員 取締役 代表

木立　泰史 吉川　穣之 酒井　俊行 佐藤　孝幸

代表取締役 0 代表取締役社長 常務取締役

越阪部　征 兼松　建 河井　俊輔 吉澤　由秋

嶋田　雄介 安藤　雅章 中川　悟 小泉　雄一

㈱クリエイティブインダストリー ㈲セレモニー武蔵野 ㈱リンクス オイスターバーＵＯＩＣＨＩ ㈱小泉塗装工業所

石原　たかし 野本　理恵 地蔵堂　忠律 石井　麻里亜

石原たかし事務所 ㈱Nomoto Consulting ㈱J's 日本生命保険相互会社

ファーム工業㈱ 東京海上日動火災保険㈱　所沢支社 ㈱move 球寿し

専務取締役 支社長代理 代表取締役 店長

飯能信用金庫所沢支店 ㈱リビア・クリエーション ㈱大和 狭山湖動物霊園　㈱ユニオンテラダ・コーポレーション

主任 代表取締役 代表取締役 0

代表 代表取締役 代表取締役 指導補佐

上野　貴章 廣野　優介 鈴木　和也 小山　政和

代表 代表取締役 コーディネート担当

山川　凌生 川島　陽介 中村　俊介

丸和質商 ㈱川華建設 西武信用金庫狭山ヶ丘支店


