
会員名 法人名

及川　　　泉 正栄機工㈱

藤井　公人 ㈱藤井工務店

我孫子　　周 栄和サインシステム㈱

佐原　洋史 ㈱ネンセツ

近藤　　　昇 ㈱北日本自動車共販

酒井　一誠 ㈱酒井組

原　　　哲也 ㈱オネスト

北嶋　　　仁 ㈱愛木工業

菊地　満祐 ㈲東　　飾

伊藤　龍平 ㈱伊藤塗工部

池﨑　　　潤 ㈱プランニング･ホッコー

牧野　克彦 アイビック食品㈱

小関　雄作 ㈱サンコーポレーション

加藤　絢也 昭和交通㈱

今西　　　輝 ㈱アイビック

関　　　庸平 エスケーリース㈱

菅澤　紀生 ㈱サスティナブルシティ

濱谷　尚邦 H&A.Inc㈱やまと不動産事務所

髙村　和博 ㈱ダイナシステム

鈴木卓一郎 ㈱鈴木工業所

木田　　　努 ㈱ｒａｋｕｎｅ

吹越　洋介 ㈱興洋電機

台丸谷　　徳 ㈱三共メターレン

直井　泰憲 ㈱ナオヰ工芸社

角川　幸治 ㈱北　　創

碓井健太郎 ㈲うすい写真工芸

内村　哲也 内村物産㈱ 北海道支社

梅内　　　優 ㈱梅内工業

安富　聖慈 ㈱エコフィールド

札幌北法人会 青年部



島崎　雄大 ㈱ソロ防水北海道

江川　俊成 大同生命保険㈱北海道支社

大屋　勝次 ㈱プラス

吉村　仁志 北海日植㈱

宮永　隆典 宮永建設㈱

山田　康博 ㈱イシキスト

渡邊　淳士 ㈱共同道路工業

中川　勇志 ㈱食品資材

小田切英樹 大洋事務機㈱

竹原　慎雅 ㈱竹原鉄工所

武田　繁祈 ㈱ＴＡＫＥ-Ｄ

徳田　雄大 (医)禎心会

宗方　淳剛 ㈱ドリーム観光バス

石黒　真司 ㈱ナンシンデザイン

小野木完司 ㈱富士防災システム

山本　孝一 北海道郵便逓送㈱

村田　喜重 ㈱村田塗料店

三浦　正勝 ㈲ワーケン

本田　栄子 ㈱琥　　珀

秋枝　征典 ㈲北栄ステンレス工業

上田　健一 ㈱ケー・ビー・エス

山﨑　崇史 ㈲アイシン工業

北嶋　愛子 ㈱愛木工業

春原　啓慶 暁交通㈱

秋本　　　崇 ㈱秋本通信サービス

秋吉　壯俊 ㈱秋　　吉

山下　純平 アクセス情報ネットワーク(協組)

柳原　伸治 浅川通信㈱

浅田　武志 ㈱浅田商店

白井　康裕 ㈱アシタバ

津田　　　司 ㈱アステック

一條　和紀 東冷機工業㈱



加藤　　　渚 ㈱Ａｓｌａｎ

三品　幸司 ㈱アスリー

高橋　範寿 ㈱アダマック

土居　　　学 アビエンジニアリング㈱

加藤　義士 アフラック 札幌総合支社

川西　　　彰 ㈱イーストン

石橋　慶一 ㈱石橋産業 （㈱アイテック）

伊藤　博史 ㈲伊藤商事

安達　一喜 ㈱井上技研

多胡　道章 ㈱井上技研

今井　正陽 ㈱今井建設工業所

工藤　麻樹 ㈲インテリアフジ

佐藤　康浩 ㈱Ａ Ｒ Ｉ

菅野　吉彦 ＳＫホールディングス㈱

櫻井　義則 ㈲エネルギー住設

深瀬　貴洋 ㈱エフズライフ

遠藤　雄一郎 司法書士 遠藤雄一郎事務所

齋藤　昭彦 ㈱大倉産業

大沢　臣爾 大沢印刷

小笠原　　豊 ㈱小笠原表装店

小田　昌博  - - -

加賀谷由峰 ㈱加賀谷管設

片岡　倫規 片岡総業㈱

金野　貴成 カネジン食品㈱

金野　圭次 カネジン食品㈱

跡治　英貴 ㈱川沿土木

加藤　　　剛 管清工業㈱

神田　　　央 ㈱神田商事

岸本　秀義 岸本産業㈱

三浦　　　浩 ㈱ 絆

山下　久憲 ㈱Ｑリンク

桑田　健二 桑田商事㈱



糸塚　壱平 ㈱昊　　亜

佐藤　元昭 光友住宅サービス㈱

福家　　　稔 ㈱小松美装

佐藤　翔太 ㈱佐梢工業

亀井　勇弥 ㈱札　　米

磯部　孝之 (一財)札幌勤労者職業福祉センター

青田　　　真 札幌軽量急送㈱

阿部　法之 札幌スターツ㈱

平間　篤史 ㈱札幌パーツ

森田　康二 札幌ペック㈱

佐藤　美穂 ㈱沢田建設工業

中村　靖哉 ㈱サン建築設計

中島　　匠 ㈱ＣＥ＆Ｄ

伊藤　　誠 ㈱ＪＴＢ 北海道事業部

島田　昌幸 ㈱島田商店

岡崎　　　大 ㈱ショーワ

工藤　孝史 新栄工建㈱

吉田　　　巧 新日本タイヤ販売㈱屯田店

梅澤　　　豊 新和興業㈱ 札幌営業所

岸　　　克年 ㈱杉山塗装店

鈴木　圭一 ㈲鈴木技研工業

奥村　将弥 スマート㈱

住吉　赴夫 (税)すみよし会計総合事務所

川端　英司 ㈱セラビ

小林　　大 ㈱大　　圓

大地　一洋 大真エンジニアリング㈱

滝川　幸作 太平不動産㈱

竹内　健太 ㈲竹内建具家具製作所

吉田　雄祐 ㈱ちせのわ

沼田　　聖 千歳相互観光バス㈱

濱岡　昇平 ㈱チャンピオン商会

青野　　　司 ㈱司建装



緑川　清志 ㈲月フーズ

山本　哲也 ㈲ティーワイ北海道

曽我部晃嗣 ㈱ティ・エス・エス

工藤由加里 デイジー㈱

藤田　雄己 (医)典心会創成川公園総合歯科

角　　航兵 ㈱テンズホーム

浅野　裕士 ㈱トゥルースサーベイ

菊地　幸広 丸幸 道央仮設㈱

佐々木哲也 道央油機㈱

森下　邦満 ㈱東洋電気産業

並川　充弘 ㈱並　　川

鶴岡　ゆうこ (同)なみき

高橋　伸英 ㈱日弘ヒーティング

池上　妥意 日本雷電㈱

治田　智也 治田電気㈱

東　　　啓太 ㈱東構造設計事務所

馬場　崇行 ㈱ババックスコーポレーション

笹谷　清一 ㈲博グリーンサービス

高柳　僚平 ㈱ファームフーズ

福岡　裕一 ㈲福岡燃料

福森　康朗 ㈲ふくもり

玉置　　　誠 ㈲フジタ工事

中田　雅子 ㈱プロジェクト・フォー

田中　孝幸 ㈱平成道路

三浦希予史 ㈱ペイントホーム

森田　武伯 ㈱北　　友

小澤　輝真 北洋建設㈱

舟杉　公成 ㈱北陸銀行 麻生支店

佐藤　仁志 北海道共伸特機㈱

張　　　相律 ㈱北海道チャイナワーク

小笠原高志 北海道特殊自販㈱

横沢　正宏 北海道和光純薬㈱



渡部　真也 北光営繕㈱

北林　正行 ㈲北光堂

木村　直寛 ㈱北　　舗

佐々木享子 (同)Ｍｏｔｈｅｒｓ

歌原　邦芳 ㈱マツオ

松原　雅彦 ㈱松原塗装店

瀬能　賢治 ㈲丸克燃料センター

加藤　秀年 丸武興業㈱

嵐　　　隆将 ㈱まるぶん

後藤由太郎 丸美観光㈱

仲山　幸仁 ㈱マルワホーム企画

道上　　　仁 ㈱ミチウエ

村井　一義 (同)村井商事

水戸　康智 ㈱萌福祉サービス

山本　浩二 ㈱ヤマモト

田口留美子 ㈲横山塗装工業

横山理恵子 ㈱横山ビル

谷口　良太 ㈱レックスコーポレーション

鍵谷　洋輔 ㈱レゴリス

金澤亜紀子 ㈱ロゴス

廣瀬　直幸 和慶産業㈱


