
尼崎あきんど倶楽部　会員名簿

№ 所属 委員会役職 氏 名 会社名 役　職 業　種 〒 会社所在地 TEL FAX URL
1 役員等 会長 五藤　幸二 ゴトウ畳内装 代表 インテリア・住宅リフォーム 661-0026 水堂町3-18-22 6438-2741 6437-5931 http://www.will510.com/
2 役員等 名誉顧問 原岡　謙一 ㈱原岡運送店 代表取締役 運送業 661-0024 三反田町2-18-24 6426-1212 6421-5781 http://www.haraoka.com
3 役員等 顧問 寺田　史郎 ㈲寺田モータース 代表取締役 ハーレダピットソン正規販売店 660-0075 大庄中通1-1 6418-8801 6417-0981 http://teradamotors.com
4 役員等 運営専務 下境田　耕治 ㈱サカイルーフテック 代表取締役 金属系外装工事（屋根、外壁工事） 660-0807 長洲西通2-9-17 4868-5345 4868-5344

5 役員等 相談役 岡本　勝治 ㈲松葉寿司 取締役会長 飲食業（寿司割烹） 661-0002 塚口町1-13-10 6422-1234 6423-0147 http://matsubasushi.jp/
6 役員等 相談役 北村　 勝 ㈲嘉月堂 代表取締役 飲食業（弁当の調理販売) 661-0952 椎堂1-11-5-109 6492-1783 6492-6496

7 役員等 相談役 舘谷　隆子 らびなす 代表 飲食業(ｽﾅｯｸ） 660-0882 昭和南通4-67 オスロビル3F 6412-7705 6412-7705

8 役員等 副会長 小野　敏国 小野測量㈱ 代表取締役 土地家屋調査士・測量業 661-0033 南武庫之荘2-24-22-101 6423-9591 6423-9592 http://www.oso-web.net
9 役員等 副会長 伊藤　恭子 hair's mairo 代表 美容室 661-0002 塚口町4-43-21 6422-1566 https://www.cosme.net/salon/s/mairo/

10 役員等 副会長 中島　雄一 中島南店 代表 酒類小売販売、立ち呑み 660-0077 大庄西町4-8-16 6416-9192 6416-9192

11 役員等 副会長 長橋　毅 ㈱リードライフ ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 財務コンサルタント業 530-0013 大阪市北区茶屋町8-21-1903ｼﾞｵｸﾞﾗﾝﾃﾞ梅田 6225-8970 http://www.leadlife.co.jp
12 役員等 副会長 越智　有一 ソニー生命保険㈱ ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ 保険業 650-0034 神戸市中央区京町80　クリエイト神戸7F 078-333-1131 078-333-1130 http://cs.sonylife.co.jp/18v751
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13 総務 委員長 小見山　敬行 ㈱REJOICE JAPAN 代表取締役 運転代行および飲食店のプロジュース 555-0001 大阪市西淀川区佃5-3-35 6477-7410 7635-5299 http://www.rejoicejapan.com/
14 総務 副委員長 藤澤　忍 Lounge Empress　-ｴﾝﾌﾟﾚｽ- 代表 飲食業（ｽﾅｯｸﾗｳﾝｼﾞ） 661-0002 塚口町2-10-1　ｴﾅﾌﾞﾙﾋﾞﾙ2Ｆ 06-6429-5881

15 総務 副委員長 渡壁　勇樹 イベント　アルキレール 代表 イベント業 665-0822 宝塚市安倉6-8-6-205 0797-89-6080 0797-89-6079

16 総務 副委員長補佐 岡田　和歌子 660-0981 尼崎市猪名寺3-12-2 090-9877-7525

17 総務 副委員長補佐 小西　基皓 基総合法律事務所 弁護士 弁護士 530-0047 大阪市北区西天満2-2-3　UNIICIO西天満二丁目5階C05 4709-2211 4709-2212

18 総務 危機管理対策副部長 大谷　勘介 リツメンテナンス 顧問 メンテナンス業 660-0064 稲葉荘1-11-8-605 6417-0506 6417-0506

19 総務 大友　由香里 明治安田生命保険相互会社 生命保険 664-0864 伊丹市安堂寺町5-75-1

20 総務 笹野　良太 尼崎信用金庫塚口支店 次長 銀行業 661-0002 塚口町1-11-7 6421-4441 6421-3851

21 総務 加藤　桂太 肴と酒処　和楽 代表 飲食業(居酒屋) 661-0012 南塚口町1-3-7AMS塚口B1階 6422-0881 6422-0881

22 総務 川井　雄策 ㈱ワールドサービス　ルシアスガーデン 支配人 サービス業 661-0976 潮江5-3-43 7711-8196 4960-4185 http://www.amagasaki-wedding.com/
23 総務 岸田　恵子 きしだけいこ社会保険労務士事務所 代表 士業事務所 661-0033 南武庫之荘1丁目20-2 竹島ビル2階 6439-6032 7635-8375 http://www.sr-kishidakeiko.com
24 総務 小関　徹 ワイン＆キッチン　マンサクモデルナ オーナー イタリアンバール 661-0043 武庫元町1-21-14 6431-1118 6431-1118

25 総務 佐藤　寛 佐藤寛事務所 所長 税理士・社会保険労務士・行政書士 661-0043 武庫元町1-29-3 6432-7447 6432-7446 http://www.sato-bsoffice.com
26 総務 陶国　隆男 ダイゲン自動車工業㈱ 代表取締役 自動車整備・販売業 660-0828 東大物町2-6-1 6482-2351 6482-2355

27 総務 伊達　浩 BARアロマオブザライフ 代表 ショットバー 661-0002 塚口町3-26-16　サンオカダビル102 6423-1503 http://bar-aroma.com/
28 総務 寺本　雅明 寺本運輸倉庫㈱ 代表取締役 倉庫・運送業 660-0833 南初島町17 6488-7111 6488-9889 http://www.besteck-teramoto.co.jp/
29 総務 戸井　昌弘 ㈲中野製作所 代表取締役 製造業 661-0976 潮江5-7-5 6421-1071 6421-1076 http://www.nakano-s.co.jp
30 総務 中尾　威宣 ㈲中尾商店 取締役 宝くじ販売業 661-0002 塚口町3-17-11 6422-6262 6428-2666

31 総務 能村　清人 小野測量㈱ 顧問 土地家屋調査士業・測量業 661-0035 南武庫之荘2-24-22-101 06-6415-0220 06-7165-0230

32 総務 原　節子 ㈱原設計工務 代表取締役 建設業 660-0875 南竹谷町2-38-1 6412-2517 6412-2529

33 総務 原　秀憲 医療法人社団はらクリニック 理事長 医業（内科、神経内科、リハビリテーション） 660-0892 東難波町5-7-20アドニス東難波1F 6415-9081 6415-9082

34 総務 平井　育美 住友生命保険(互） 所長 保険業　生命・損保 662-0977 西宮市神楽町11-11ネーピア夙川ビル6F 0798-22-9884 0798-34-3959

35 総務 藤田　壮一 肉食酒場　ビストロジャパン 代表 飲食業 660-0884 神田中通3-35AKビル1階 6418-1129

36 総務 増田　宗隆 駿河行政書士事務所 代表 行政書士 663-8184 西宮市鳴尾町2-12-18　西側３Ｆ 0798-39-7574 0798-39-7572 http://www.suruga210.jp
37 総務 道　由和 ㈲ウェグシステム 代表取締役 冷凍・空調・厨房設備 661-0983 口田中1-24-14 6493-1909 6493-0850 http://www.weg-system.co.jp/
38 総務 矢部　宏 ㈱はなせ 専務取締役 葬祭業 660-0814 杭瀬本町1-8-13 6488-0042 6488-0142 http://www.hanase-putihall.com
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39 広報 委員長 松井　勇樹 ㈱Pine Well･IEMON 代表取締役 不動産業 660-0892 東難波町5-2-21 6401-5533 6401-5534 http://www.iemon2103.co.jp
40 広報 副委員長 辰野　斉 ㈱ホンダカーズ尼崎 代表取締役社長 自動車販売・修理 660-0881 昭和通2-13-1 6488-7711 6487-0030 「ホンダカーズ尼崎」で検索

41 広報 副委員長 田中　誠人 ㈲ヒロ工芸 取締役 屋外広告業 660-0815 杭瀬北新町2-7-1 6488-0353 6488-0526 http://hirokougei.jp
42 広報 副委員長補佐 川内　直樹 ㈲紀久鮨 代表取締役 すし店 661-0022 尾浜町1-28-6 06-6429-1680

43 広報 副委員長補佐 久保　竜彦 久保畳店 代表 畳小売業 661-0022 尾浜町2-4-28 6424-6019 6424-6029

44 広報 泉　和宏 ㈱東亜リライアンス 営業本部長 警備業 660-0054 西立花町2-1-8-505 6418-2131 6418-7832

45 広報 加藤　淳 ㈱まいぷれwith YOU 代表取締役 地域ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄの運営 661-0001 塚口本町1-6-6ﾆｭｰﾊｰﾓﾆｰｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F 6420-8078 6420-8079 http://www.myplwithyou.co.jp/
46 広報 嘉屋　賢一 (学)園田学園女子大学 事務管理部庶務課長 学校法人 661-0012 南塚口町7-29-1 6429-1201 6422-8523 http://www.sonoda-u.ac.jp
47 広報 危機管理対策副部長 黒川　治 （合）はぁとらいふ 顧問 医療・福祉 661-0033 南武庫之荘5-17-24-301 6433-8595 6433-8596

48 広報 佐々木　亮太郎 医療法人社団ささきクリニック 理事長 診療所 660-0827 西大物町12-41アマゴッタ４階医療センター 06-4868-5550 06-4868-5551 http://www.sasaki-clinic.com/
49 広報 危機管理対策部長 島谷　太 ㈲ライン 取締役社長 採用広告・人材派遣業 661-0012 南塚口町1-6-9　塚口ﾋﾞﾙ3階 6427-0021 6427-0079 http://www.line55.jp
50 広報 菅原　香織 すがはら司法書士事務所 司法書士 司法書士事務所 661-0002 塚口町1-14-13ﾌﾛｰﾗﾙｺｰﾄ塚口301 6435-8981 6435-8935 http://sugahara-office.www2.jp/index.html
51 広報 滝本　慎治 ㈱クレアプラス 取締役 不動産業 660-0053 尼崎市南七松町1-1-11 6482-8881 6482-8882 http://www.creaplus-ltd.com
52 広報 藤堂　高光 ㈱オフィス24 代表取締役 ビルマンション管理メンテナンス 661-0012 南塚口町7-24-1ティーグル24南塚口1F 6432-2411 6432-2420 http://www.24-4649.com
53 広報 遠山　智義 すっぽん料理遠山 代表取締役 飲食業 661-0001 塚口本町1-2-8 6421-1127 6422-1323 http://suppon-tohyama.com
54 広報 長岐　みどり レストランふらいぱん 代表 飲食業 661-0033 南武庫之荘2-17-20三和コーポラス 6432-1156 6411-3706

55 広報 中林　弘明 ㈱シルバージャパン 代表取締役 訪問介護サービス 661-0012 南塚口町2-29-35　ツカプラッツビル２Ｆ 6422-8812 6422-8813 http://www.silver-japan.jp
56 広報 縄田　誠 ㈲アルファプラス 代表取締役 映像制作 660-0052 七松町1-16-17 6412-6575 6412-6575

57 広報 西村　忍 炉場　嬉や 店長 飲食店 660-0883 神田北通4-61-3 6417-1535

58 広報 濱口　実 Free edge 代表 手作り家具屋・キットで作る木工教室 660-0893 西難波町3-7-1 6417-1150 6417-1150 https://woodcraft-freeedge.amebaownd.com
59 広報 藤田　純達 あさひ調剤薬局 代表 調剤薬局 660-0892 東難波町5-7-25 6415-9212 6415-9213

60 広報 森田　章彦 リ・レント㈲ 代表取締役 イベントレンタル業 664-0008 伊丹市荒牧南3-8-33 072-777-1110 072-777-8500 http://www.eventrental.co.jp
61 広報 矢尾　智宏 東重機工業㈱ 専務取締役 建設業 661-0021 名神町2-15-3 06-6427-7581 06-6427-7560

62 広報 籔下　恵子 ㈲アフローディア花音 代表取締役 生花販売 660-0862 尼崎市開明町1-53 6411-9136 6411-9136

63 広報 山倉　宏矢 日尼商事㈱ 統括部長 外国人支援事業 661-0012 尼崎市南塚口町７丁目29-10 06-6427-1055 06-6427-1056 http://nichini-corp.com/
64 広報 吉岡　正澄 宝産商㈱ 代表取締役 空調換気業務 660-0806 金楽寺町1-3-6 6482-0650 6482-0668

65 広報 吉田　宗之 ㈱シーズ 代表取締役 生花装飾販売業 661-0021 名神町1-3-27 6420-8887 6420-8886

66 広報 ㈱新征テクニカル 與那嶺　まり子 ㈱新征テクニカル 代表取締役 製造業 660-0805 尼崎市西長洲町2-2-48 06-6482-6887 06-6482-6841 http://shinsei-teku.com/
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67 まごころ 委員長 谷岡　俊英 グローバル法律事務所 弁護士 法律サービス業 530-0047 大阪市北区西天満2-10-2　幸田ビル4F　401号 6365-6154 6365-6153 http://www.global-law.gr.jp
68 まごころ 副委員長 森　 正浩 ㈱ライフワーク 代表取締役 自動車整備販売業 660-0062 浜田町3-81 6418-0333 050-3737-3827 http://www.lifework-sankyo.com
69 まごころ 副委員長 山崎　敏 ㈱フルハウス 代表取締役 不動産業 660-0062 浜田町2-96-3 6418-0321 6418-1032 http://www.fullhouse-chintai.com
70 まごころ 副委員長補佐 筒井　嘉隆 尼崎ホテル開発㈱　ﾎﾃﾙｳﾞｨｽｷｵ尼崎 営業統括部ｾｰﾙｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ ホテル業 661-0976 潮江1-4-1 6491-0002 6491-8575 http://www.hotelvischio-amagasaki.jp/
71 まごころ 副委員長補佐 永田　將人 ビーハッピー 代表 システム開発業 661-0976 潮江1-4-3-201 http://behappy-japan.com/
72 まごころ 稲葉　秀樹 １７８ＭＯＴＯＲＩＮＧ 代表 自動車板金塗装･販売 661-0012 南塚口町5-17-17 6481-1784 7505-1186

73 まごころ 江上　隆司 お食事処　駒川 店主 飲食業 660-0814 杭瀬本町2-11-9 6401-2305 6482-7208 http://bcaweb.bai.ne.jp/komagawa
74 まごころ 神木　隆弘 ㈱神弘 代表取締役 建設業 662-0853 西宮市津田町2-21-114 0798-22-7446 0798-22-7444

75 まごころ 﨑山　御前 ㈲ギフト美喜 代表取締役 サービス・飲食・小売業 660-0822 尼崎市杭瀬南新町2-6-32 6401-0484 6482-7031

76 まごころ 里村　文崇 ㈱魚里本家 代表取締役 鮮魚卸 661-0001 塚口本町1-2-30 6421-5675 6426‐6677 http://uorihonke.com
77 まごころ 杉原　祥公 双葉電気工業㈱ 代表取締役 電気設備設計施工　空調換気設備設計施工 660-0814 杭瀬本町2-7-1 6481-0834 6481-0836

78 まごころ 武田　年弘 ㈱ヒカリ商会 代表取締役 コピー・データ処理・オフィス用品 661-0024 三反田町3-6-31 6426-5353 6426-5365

79 まごころ 帯刀　享子 Kiyoressimo 代表 声楽家・音楽教室 662-0977 西宮市神楽町7-3 0798-34-5270 0798-34-5270 http://www.kiyoressimo.com
80 まごころ 栃尾　光一 宗教法人船詰神社 宮司 神主 661-0953 東園田町1-359 6491-3588 6491-3586

81 まごころ 中川　邦雄 がんこフードサービス㈱　尼崎店 支配人 飲食業 660-0883 神田北通2-20 6412-3412 6413-1933

82 まごころ 永田　晃一 季節料理きらく 店主 飲食業 660-0883 神田北通4-107-2　タカショウビル1F 6412-3098 6412-3098 http://www.just.st/732133
83 まごころ 西村　栄喆 ㈲プロニーズ 役員 土木・清掃 660-0055 稲葉元町3-1-13 6416-2194 6416-2797

84 まごころ 呑野　和也 一般社団法人日本司会連盟福祉事業団 理事長 サービス業 660-0054 西立花町1-4-18 6413-0865 6480-7331 http://www.nomino.jp
85 まごころ 花田　勝則 花田矯正歯科 院長 矯正歯科医業 660-0827 西大物町12-41　アマゴッタ5F 6482-4021 6482-4021 http://www.hanada41402.com
86 まごころ 馬場　正義 Home　Replace 代表 建築業 660-0974 若王寺3-18-11A 6411-3830 6499-3511

87 まごころ 林　哲生 ㈱林兼合金鋳工所 代表取締役 鋳物と軸受 660-0858 築地2-12-31 4868-8088 4868-8081 http://www.enak.co.jp
88 まごころ 危機管理対策部幹事 林　久博 Q倶楽部 代表 飲食業 660-0882 昭和南通3-8 090-5048-0249 6412-9129

89 まごころ 藤ヶ崎　朋和 萬拾屋 代表 飲食業 661-0012 南塚口町2-15-4　金原ビル1F 6422-2709 6422-2709

90 まごころ 松永　晋 ㈱Pacific Diner Service 代表取締役 ブライダル・イベント業 530-0012 大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル2F 6344-8866 6344-8867 http://www.pd-service.jp/about.php
91 まごころ 松原　淳一 立呑み はいから 代表 飲食業 661-0033 尼崎市南武庫之荘1-7-1 090-6962-0516

92 まごころ 安岡　浩行 OBSオービス 代表 ＯＡ機器販売、リース、レンタル、修理 661-0022 尾浜町1-31-5 6427-0333 6427-0346

93 まごころ 山本　忠典 ワイエム㈱ 代表取締役 ビルメンテナンス 661-0064 稲葉荘1-4-6-1 6435-9292 6435-9293

http://www.global-law.gr.jp/
http://www.fullhouse-chintai.com/
http://www.hotelvischio-amagasaki.jp/
http://bcaweb.bai.ne.jp/komagawa
http://uorihonke.com/
http://www.just.st/732133
http://www.enak.co.jp/
http://www.pd-service.jp/about.php
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94 あまらぶ 委員長 比嘉　範征 ロジレック㈲ 営業 物流・動産撤去・遺品整理 661-0032 武庫之荘東1-25-16-402 06-6431-8854 06-6431-8864

95 あまらぶ 副委員長 岸本　隆志 行政書士岸本隆志事務所 代表 行政書士 663-8103 西宮市熊野町1-31　リベット甲子園302号 0798-27-5279 0798-27-5279 https://office-gskt.com
96 あまらぶ 副委員長 本田　智 ㈱緑香 代表取締役 造園業 661-0014 尼崎市上ノ島町1-21-15 6427-1307 6427-1308

97 あまらぶ 副委員長補佐 清水　敏彰 メットライフ生命保険㈱ 保険業 530-6037 大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー37F 06-6882-7501 06-6357-3634 http://www.metlife.co.jp

98 あまらぶ 副委員長補佐 善見　育弘 ㈲丸善プランニング 代表取締役 不動産業 661-0012 南塚口町2-34-14 6423-4431 6428-5521 http://www.maruzen-p.co.jp
99 あまらぶ 朝山　直樹 ㈱朝山元嗣商店 工事部長 屋根工事業 661-0033 南武庫之荘3-3-12 6438-5613 6438-2201 http://blog74.fc2.com/

100 あまらぶ 岩本　賢学 ㈱three 飲食業 661-0012 南塚口町2-13-19 6428-6688 6428-7788

101 あまらぶ 内野　誠 ㈱スペシャルインフィールド 代表取締役 美容業 661-0967 浜3-3-6 6497-0231 6497-0231

102 あまらぶ 尾ノ上　直子 ㈱ビルティ 取締役 建設業 660-0805 尼崎市西長洲町2-13-5-201 06-6401-7730 06-6401-6075 http://www.billty.jp

103 あまらぶ 北川　貴一 整骨院Bond 整骨院 661-0025 立花町1-21-24　AIROSE立花1F 6415-6909

104 あまらぶ 榊　健司 ひょうご税理士法人 リーダー 税理士 661-0002 塚口町2-6-27 06-6429-1301 06-6429-2150

105 あまらぶ 佐藤　樹 ㈲有建 代表取締役 建設業 660-0881 尼崎市昭和通5-161-2-102 6430-5133 6430-5144

106 あまらぶ 芝　翔大 ㈱阪神セレモニー 取締役 葬祭業 660-0874 西本町8-353 6411-0189 6413-1860 http://a-sogi.com/
107 あまらぶ 寺田　誠宏 ㈱高西商店 代表取締役 呉服、総合衣料販売 660-0884 神田中通1丁目2-1 6413-0789 6411-9205

108 あまらぶ 永浜　幸法 J.A.records アーティストマネージャー 660-0052 尼崎市七松町13-16-3 090-5647-9313

109 あまらぶ 中元　秀喜 ㈱ナカックス 代表取締役 建物総合管理業 660-0821 梶ヶ島4-1 6401-7604 6401-7604

110 あまらぶ 中山　裕行 ㈱ボーノフード企画 代表取締役 飲食業 530-0057 大阪市北区曽根崎2-14-4 06-6372-5334

111 あまらぶ 危機管理対策部幹事 波多　正文 浄土真宗本願寺派　正光寺 住職 寺院（仏教・浄土真宗） 660-0828 東大物町1-3-7 6481-3253 6481-6266 http:/www./shoukouji.com/hata
112 あまらぶ 藤原　昌子 ぷちとまと 代表 飲食業 660-0882 昭和南通3-12-2サンシャインビル2F 6418-8415 6418-8315

113 あまらぶ 松本　幸典 ㈱matukyu 代表取締役 リフォーム業 661-0014 尼崎市上ノ島町2-20-13 06-6429-8015 06-6415-9489

114 あまらぶ 松元　寿士 ㈱アイエイホーム 代表取締役 不動産業・建設業 660-0052 七松町3-17-20エクセルコートⅡ2F 6411-4011 6411-4010 http://aiei-h.com/
115 あまらぶ 森山　恭太 森山恭太公認会計士税理士事務所 所長 会計事務所 661－0002 塚口町１丁目１４番１３号 06-6427-2272 06-6427-2202

116 あまらぶ 安原　智美 Lounge DEVOTE オーナー 飲食業 661-0002 尼崎市塚口町2-10-1　エナブルビル 06-6426-3777

117 あまらぶ 山田　隆 山田茶園・近松店 代表 緑茶　総合卸　小売 661-0979 上坂部3-3-11　ちかまつロード 6499-6640 6499-6640 www.yamada-chaen.com/
118 あまらぶ 渡邉　清 ㈲ケイズ 代表取締役 建築業 661-0012 南塚口町7-1-18 7505-2988 7505-2989

https://office-gskt.com/
http://blog74.fc2.com/
http://a-sogi.com/
http://aiei-h.com/
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119 親睦 委員長 永吉　守 Dining&Bar PRIMAVERA 店主 飲食店 661-0025 立花町1-7-17-1F 06-4950-0647 06-4950-0647 https://db-primavera.com/
120 親睦 副委員長 浦野　佳奈 リトルキッチン　かなちゃん 店主 飲食業 660-0881 昭和通1-10-13プロシード昭和通1F 6415-6979 6415-6979 http://lkkanachan.jimdo.com/
121 親睦 副委員長 中村　勉 ㈱中村工業 代表取締役 生コンクリート圧送業 661-0953 東園田町6-78-8 6494-2107 6498-3435 http://nakamura-con.com
122 親睦 副委員長補佐 豊田　裕久 ㈲備前商会 機械工具販売 661-0022 尾浜町2-21-29 06-6427-0301 06-6426-1010

123 親睦 副委員長補佐 正木　裕士 特許業務法人藤川特許事務所 所長 サービス業 541-0041 大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋8階 06-6203-5171 06-6203-5172 http://www.fujikawa-pat.net
124 親睦 今岡　健一 ソニー生命保険㈱ 生命保険 650-0034 神戸市中央区京町80　ｸﾘｴｲﾄ神戸10Ｆ 078-330-2330 078-330-2331

125 親睦 加藤　正治 焼鳥居酒屋どんと 代表 飲食業（焼鳥） 661-0002 塚口町4-20-18 6429-9321 6429-9321

126 親睦 河内　たかこ 会員制スナックｆｕｎ オーナー 飲食業(ｽﾅｯｸ） 660-0892 東難波町5-7-23　2F 090-3849-8228 6492-6397

127 親睦 河本　相作 ㈱越山酒販 営業部営業3課課長 酒類･米穀･食料品の卸・小売 661-0978 久々知西町1-1-1 6422-1101 6422-1444 http://www.koshiyama.co.jp/
128 親睦 官浪　伸次 ㈱本田盛文堂尼崎 文具・事務用品の販売 660-0861 御園町40 6412-1547 6413-9763 http://ｗｗｗ.honda-seibundo-ama.co.jp
129 親睦 蔵　光男 ㈱近鉄・都ホテルズ　都ホテル尼崎 リーダー セールス 660-0881 昭和通2-7-1 6488-4777 6488-0711

130 親睦 上月　環 上月合同会社 代表 介護事業　高齢者向け住宅 663-8021 西宮市上之町1-32 0798-61-6651 0798-61-6652

131 親睦 佐藤　順一 ㈱防災サービス 会長 防災設備 661-0024 三反田町3-4-30 6422-2935 6422-2936 http://www.bousai-service.jp
132 親睦 佐藤　佳子 佳子 ｙｏｓｈｉｋｏ 代表 飲食業（ｽﾅｯｸ） 660-0882 昭和南通4-58KT-2ビル207 6419-4427 6419-4427

133 親睦 田中洋一 ㈱マリンファースト 代表取締役 遊器具・エクステリアのコーティング 660-0806 金楽寺町2-24-11 6401-8533 6401-8533 http://marine-first.com
134 親睦 津田　加寿男 ㈱ハラオカコーポレーション 顧問 自動車運送取扱事業 661-0024 三反田町2-18-24 6481-1253 6481-1253

135 親睦 津村　健介 ㈱geekstylejapan 代表 660-0052 尼崎市七松町1-20-23　AKCビル2F 06-6599-9567

136 親睦 仲尾　裕利圭 honey bee café 飲食業 660-0084 尼崎市武庫川町4-4-2　中島ビル1階 090-5090-9056

137 親睦 中島　孝博 尼崎南運輸㈱ 代表取締役 一般貨物運送事業 660-0085 元浜町1-83 6413-8854 6413-1533 http://www.amanan.jp
138 親睦 危機管理対策副部長 中野　洋昌 ㈱ハラオカコーポレーション 顧問 自動車運送取扱事業 661-0024 三反田町2-18-24 6481-1253 6481-1253

139 親睦 中元　学 ㈲ﾃﾞｨｰ･ｴﾇ･ﾃｨｰ（そろえるSHOP） 代表取締役 ﾕﾆﾌｫｰﾑ販売・ﾌﾟﾘﾝﾄTｼｬﾂ 530-0003 大阪市北区堂島2-1-27　桜橋千代田ﾋﾞﾙ5Ｃ 050-3746-2348 7635-4855 http://www.soroeru-shop.com
140 親睦 西原　優子 ㈱尼創 取締役 土木建設業・石油販売業・jazzsinger 660-0053 南七松町1-11-4 06-6418-0260 06-6418-8323

141 親睦 藤本　英和 盛籠屋 ふじもと 代表 果実小売販売 661-0012 南塚口町7-1-14-403 6427-8222 6429-8033

142 親睦 松田　裕晴 塚口タイヤ㈱ 代表取締役 自動車用タイヤ販売 661-0011 東塚口町2-4-54 6428-2018 6428-2023 http://tsukatai.com
143 親睦 松本　正樹 ㈱ファースト・ニュー 代表取締役 イベント業 661-0978 久々知西町2-3-18 06-6429-5673 06-6429-5753 http://www.firstnew.jp
144 親睦 危機管理対策部幹事 丸岡　鉄也 名和産業㈱ 代表取締役 住宅管理業 661-0022 尾浜町3-28-17 6429-3467 6429-2340 http:///www.sermanet.net
145 親睦 三島　衞子 t_bird（ティーバード） 代表 ネイルサロン 561-0871 豊中市東寺内町10-36　naturalFROH内 080-2509-3113 https://www.facebook.com/nailtbird
146 親睦 安田　智子 ほっとサンドイッチＭＯＭＯ 飲食業（食品の移動販売） 661-0003 富松町3-23-17-103 6436-8586 6436-8586 http://ip.tosp.co.jp/iasp?i=momo1967
147 親睦 山浦　秀明 街のお花屋さん　鳴尾花壇 代表 花小売業、イベント企画 663-8184 西宮市鳴尾町4-14-18 0798-56-8887 0798-56-8887

148 親睦 山本　功一朗 やんとや 代表取締役 おべんとう、お惣菜販売業 660-0881 昭和通2-13-3 7174-1374 7174-1374
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