
会員名 法人名

浅木　武浩 フィールド・クラブ（株）

石黒　真司 ㈱ナンシンデザイン

菊地　輝仙 山鼻綜合法律事務所

平田　直継 はまなす法律事務所

岩田　幸治 岩田地崎建設㈱

高橋　淳也 太平洋ホーム㈱

井口　優 ㈱フｫｰﾕｰ

小林　晃大 ㈱桑和

櫻井　淳司 (有)オートモーティブ北洋

新堀　泰彬 ファイナンシャルアライアンス㈱札幌支店

横尾　英俊 (株)ライフマネジメント

渡邊　準一郎 ㈱デンショク

行方　匡胤 (株)協伸システム

加賀谷　由峰 ㈱リプロ

中山　寿志 ㈱ナカヤマ住宅設備

佐藤　昂紀　 宗教法人　弘照院　ばらと霊園

星加　美佳 札幌創成法律事務所

小林　裕和 下川原法律事務所

大石　裕太郎 ＪＵＳＴ Ａ ＷＡＹ

小川　拓馬 HOKKAIDO ひやまる

大和　文典 札幌警備㈱

深澤　貴絵 ㈱フェリクシード

阿部　竜司 阿部竜司法律事務所

長井　恒輔 ㈱恒星

安田　ゆかり ㈱都屋

新居　恵 (有）ろまん亭

小林　木里 小林工業

小田切　春彦 大洋事務機㈱

亀谷　亮太 ㈱双葉工建

一般社団法人札幌青年会議所(JC)



山﨑　靖允 ㈱山﨑火薬銃砲店

安部　開人 (株)トレジア

小泉　慶悟 タスクトレーディング(株)

谷川　春香 (株)オーシャン

原　悠介

小西　政広 弁護士法人創知法律事務所

井上　大造 長友国際法律事務所

西風　裕幸 ㈱ミックス

源　海斗 ㈱CreateF

塚亀　公太郎 ㈱ＴＭＴ

村上　礼聡 (株)エイチエム企画

大和　文典 札幌警備㈱

氏家　なを 氏家チャイルドサポート(株)

阿部　克俊 ㈱カチュラル

山本　孝 BOOOK

島田　裕樹 円山カラダ整骨院

安澤　浩一 ㈱RS

山本　雅規 泰伸データウェアハウス㈱

南川　信 ㈱伊勢屋南川

千田　涼介 ㈱Ｆ.Ａ.Ｏ

ｶﾞﾝﾊﾞｯﾄ ｳｽﾌﾊﾞﾔﾙ 札幌第一興産㈱

木村　聡宏 (株)ワンウォーク

水上　美華 札幌市議会

米津　義尚 八幡・林法律事務所

ｴﾙﾃﾞﾈﾊﾞｰﾄﾙ・ﾃﾙｸﾞﾞｰﾝ (株)ＵＮＩＬＥＡＤ

馬場　幸樹 琴似あかつき法律事務所

髙橋　豊 ㈱クオンインターシステム

甚内　祐亮 ㈱大宮ホーロー北海道製作所

坪野　雄太 ジブラルタ生命保険㈱

猪原　拓哉 ㈱ＯＮＥ　ＳＴＯＰ

小山内　智人 BARBAROSSA

小関　雄作 (株)サンコーポレーション



増田　寛保 (株)増田産業

吉田　光志 ART㈱

大石　慶太郎 ㈱ソニックジャパン　札幌支店

岡部　信吾 北陽ビジネスフォーム㈱

小向　学 ラムしゃぶジンギスカンおはな

中川　貴大 日本維新の会　中川たかひろ 札幌市（北区)市政対策事務所

平野　直樹 ㈱ＬＩＴＥ工業

井筒　翼 ASTAGE㈱

和田　敬太 三王建設興産㈱

川嵜　駿人 （一社）北海道育児支援協会

竹本　学 (株)メモリアルむらもと

吉岡　達哉 メットライフ生命保険(株)

筒井　英暢 ㈱EZOC Supplying

飯村　卓也 スマホスピタル札幌 

佐藤　盛一 ㈱ノアの箱舟

名取　俊介 ㈱大丸松坂屋百貨店

小林　令 札幌総合法律事務所

森　義博 ソニー生命保険　札幌支社

小川　真司 (有)リブアクティブ

荒谷　泰治 ㈱アクアクララプロダクト

秋元　忠史 秋元法律事務所

加藤　貴弘 北海道議会議員

加藤　大吾 ㈱WINST

佐藤　郁文 ㈱MISK

清水　英津子 ㈱N.Kオートシステム

萩原　光一 ㈱ノアの箱舟

本田　稔 (有）ワークショップ東和

宮本　広樹 ㈱セントラルフォーム

安藤　圭祐 (株)ノースジニアス

田中　竜介 ㈱ネットジャパン

渡辺　匠 （株）ＤＯＫＯＤＡ

手塚　康友 ㈱思縁



武野　純一郎 成田・武野法律事務所

梅内　優 ㈱梅内工業

小坂　泰史 ㈱吉山塗料店

北島　善夫 合同会社　泰善

佐野　洋祐 Dining Bar Lara

斉藤　慎也 ㈱ネットジャパン

岡田　恵太 ㈱オカダ

砂山　達郁 北海道コカ・コーラボトリング(株)

齋藤　雄亮 ホームリーワン㈱

辰野　真也 ｓｌｃ法律事務所

谷川　秀尚 ㈱協伸システム

吉岡　恵介 北海道国洋㈱

出島　宏祐 北海道ブレイス㈱

森田　廉 (有)森建

中村　旭 行政書士　中村旭事務所

青山　典央 (株)アテイン

田邊　宏貴 田邊商事(株)

齊藤　正義 ピーカン

讃良　貴志 (有）浅野板金工作所

森谷　拓朗 アンビシャス総合法律事務所

西口　学志 ㈱ウェストインダストリーズ

三田　健太 （株）ダブルエムエンタテインメント

松本　和浩 ㈱近畿日本ツーリスト北海道　札幌法人旅行支店

松山　拓也 株式会社PLUS ONE

森田　宣広 (有)マーケットエンジニア

井関　翔太 ㈱SPICE　CUBE

中原　泰貴 ㈱中原電気商会

小熊　雄太 AIU損害保険㈱

辻尾　良太 ㈱京王プラザホテル札幌

髙橋　健二 ㈱翔プランニング

吉村　直巳 ㈱木の城たいせつ

長谷川　真也 札幌軽量急送㈱



伊藤　啓介 アドアーキテクト

岡田　吉伸 ㈱創伸建設

船越谷　和彦 ㈱オートプラウディア

稲田　陽一 （株）ＫＥＥＰ　ＧＲＯＵＰ

木﨑　啓介 メディカルファイブ(株)

島崎　雄大 (株)ソロ防水北海道

小林　晃 札幌シティ法律事務所

南部　直人 ㈱コウナン

勝矢　風太 ナレッジブレインホールディングス株式会社

岡坂　忠寛 エージェント合同会社

大﨑　信哉 ㈱SOUZOU

山田　幸司 ㈱ニットー

藤田　真吾 (有)ワンハンドレッド

安藤　康二 (株)タビックスジャパン札幌支店

松尾　孝紀 松尾司法書士事務所

田原　隆義 エムイーシー丸和㈱

鈴木　孝太郎 寿産業㈱

師尾　昭輝 ㈱モロオ

斉藤　雄也 ㈱FPパートナー

木村　佳大 （一社）蹴道サッカークラブ

柴田　幸一郎 リンナイ(株)

嶋田　洋介 平安警備保障(株)

中村　良太 (株)ベストウェイ

川村　宣彦 慎和興業

菊地　崇久 ㈱ステラツリー

小野　裕貴 黒川・吉田法律事務所

阪井　浩介 ㈱エスクリエイト

芝　雄亮 芝・髙橋・上村法律事務所

道上　仁 ㈱ミチウエ

遠島　芳明 教願寺

阿部　祐樹 ISSHO株式会社

平井　希 ㈱Aillz



高柳　智哉 ㈱食工房

嵯峨　駿祐 Diva

岩崎　貞治 ㈱北海道つきがたＦＡＲＭ

上村　真太朗 芝・髙橋・上村法律事務所

福士　海人 ㈱JTB北海道

細川　晋太朗 札幌第一法律事務所

西國　龍也 サイゴク(株)

渡久地　政之 (株)エクセルブロス

矢元　充 合同会社A-PlusPlus

和田　智裕 (株)光和

幌村　佑規 幌村建設(株)

留目　康子 保険代理店　空

ｽﾚﾀｰ　ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ＦＳ　ＧＲＯＵＰ合同会社


