
役員 資格 氏名 会社名 役職 業種 郵便番号 会社所在地

1 代表 正会員 田宮　康昭 ㈲タミヤマシンサービス 代表取締役 機械製造・販売 047-0037 小樽市幸2-15-8

2 副代表 正会員 山岸　信之 ㈲テイクワン 代表取締役 自動車販売・整備・レンタカー 047-0151 小樽市朝里4丁目4－15 

3 副代表 正会員 本間　実枝子 ㈱ＮＫＳ　／　んSecond 代表取締役 飲食業・雑貨販売 047-0046 小樽市赤岩1－9－140

4 副代表 正会員 湊　一浩 (株)みなとまち情報社 代表取締役 インターネット広告 047-0024 小樽市花園3-8-8

5 事務局 正会員 猪股　央 ㈲RMユニオン保険サービス マネージャー 保険代理業 047-0152 小樽市新光1丁目18-15

6 事務局 正会員 佐々木　彩乃 ㈲エッチアンドエスエーゼンシィー 代表取締役 船舶代理店 047-0033 小樽市富岡2丁目5－6

7 世話人 正会員 広瀬　創一 ㈱フレックスワン 代表取締役 リスクマネジメント・保険代理業 064-0810 札幌市中央区南10条西10丁目1-20さくらビル2F

8 世話人 正会員 田中　彰一 ㈲田中生花店 代表取締役 生花販売 047-0024 小樽市花園1-12-8

9 世話人 正会員 髙橋　敬貴 ㈲髙橋板金工業 代表取締役 板金工事 047-0032 小樽市稲穂5丁目21ー19

10 正会員 桜庭　伸也 保険のつなぐ・㈱ＳＡＫＵＲＡ 代表取締役 保険代理業・レンタカー 047-0152 小樽市新光2丁目1－27打矢ビル1F

11 正会員 藤井　康 ㈱小樽運河 代表取締役 車・タイヤ販売輸出 047-0006 小樽市有幌町2－7

12 正会員 竹田　宗弘 アベルネット(株) 代表 印刷・看板・車ラッピング 047-0039 小樽市錦町20-3

13 正会員 堀　和義 ㈱堀電気 代表取締役 電気設備工事業 048-2671 小樽市オタモイ3丁目20－46

14 正会員 松本　正伸 ㈱ヴェクター物流サービス 取締役 運送業・清掃業 003-0029 札幌市白石区平和通7丁目北14-2

15 正会員 佐藤　樹壱 ㈱KMT 代表取締役 洗車業 044-0076 虻田郡倶知安町高砂219-12

16 正会員 木下　耕一 興晋ステンレス㈱ 代表取締役社長 ステンレス鋼材販売・加工 063-0834 札幌市西区発寒17条14丁目3－28

17 正会員 畑井　栄司 ㈱Up ward 代表取締役 飲食業 048-2671 小樽市オタモイ1丁目27-4

18 正会員 及川　允 ㈱Fruition　 代表取締役 鍼灸整骨・エステ 064-0810 札幌市中央区南10条西10丁目1-20さくらビル2F

19 正会員 岸　晃司 ㈲光昇建設 代表取締役 一般建設業・除雪業 047-0032 小樽市稲穂5丁目3－6

20 正会員 一戸　裕之 センチュリー２１　（有）ハウスバンク 代表取締役 不動産業 047-0031 小樽市色内10-11

21 正会員 大石　哲也 ㈲アクセル　／　MONIKA・ 鉄板てつ屋 代表取締役 飲食業 047-0152 小樽市新光1-11-801

22 正会員 髙橋　聖典 ㈲タキ管理企画 代表取締役 飲食業・車販売 047-0014 小樽市住ノ江2-2-29

23 正会員 阿部　正之 ㈱北海道マップス 取締役部長 ホテル・コンドミニアム総合管理業 044-0077 北海道虻田郡倶知安町山田34-65

24 正会員 木村　聖子 アスクニセコ㈲ 取締役 保険代理業・スノーボードインストラクター 044-0014 北海道虻田郡倶知安町南4条東5丁目1-83-2

25 正会員 石田　裕士 協和資材㈱ 取締役営業部長 ダンボール・資材・パッケージ提案 047-0261 小樽市銭函3丁目522-7

26 正会員 工藤　健一 小樽長橋郵便局 局長 郵便局 047-0036 小樽市長橋3丁目1-2

27 正会員 門田　淳 ㈲カドタ商事 ギャルソン 店長 飲食業 044-0002 北海道虻田郡倶知安町北2条東1丁目3-1

28 正会員 北島　政直 合同会社ＭＫＰ．Ｃｏｍｐａｎｙ 代表社員 コンサルタント業 001-0026 札幌市北区北26条西3丁目1-25　港プロシード26 211号室

29 正会員 鎌田　泰 hair laboratory Mellow 代表 美容業 047-0032 小樽市稲穂3丁目14-8

30 正会員 進藤　聡 進藤聡行政書士事務所 代表 行政書士・社労士 047-0032 小樽市稲穂4丁目5-7

31 正会員 鈴木　仁 ニュートラルオフィス 代表 便利業 047-0002 小樽市潮見台1丁目2-9高橋アパート1号

32 正会員 前田　大輔 前田司法書士事務所 代表 司法書士 047-0152 小樽市新光1丁目36-10

33 正会員 青木　雄二 小樽和菓子工房 游菓 代表 菓子製造・小売 047-0031 小樽市色内1丁目6-27

34 正会員 山口　美紀子 ラウンジノクチューン 代表 飲食業 047-0024 小樽市花園1丁目11-20啓新ビル1F

35 正会員 塚本　洋三 塚本農園 代表 農業 048-2561 小樽市忍路2丁目221

36 正会員 山川　誠志 ㈱室蘭ソーイング 代表取締役社長 製造業 050-0084 室蘭市みゆき町2丁目7-10

37 正会員 水野　幹也 ㈱ロジフル・トランポ 代表取締役 運送業 007-0004 札幌市東区中沼4条1丁目１－３

38 正会員 渡邊　充康 NPO法人チャレンジサポート北海道 代表理事 農業・トマトジュース 047-0037 小樽市幸2丁目25-10
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39 正会員 横井　亮治 一級建築士事務所メビウス 代表 建設業 006-0823 札幌市手稲区前田13条10丁目4-6

40 正会員 加藤　敦 ㈱トリニティー　小樽北勝庵 代表取締役 飲食業 047-0031 小樽市色内1丁目6-27後藤商店

41 正会員 中村　友 ㈱KOO 代表取締役 音楽・映像制作・ドローン・DTP 047-0017 小樽市若松2丁目8-4

42 正会員 佐藤　哲央 一般社団法人　小樽福祉会 代表理事 障害福祉サービス事業 047-0045 小樽市清水町9-13

43 正会員 藤林　誠之 ノースビルヂング㈱ 代表取締役 建設業 065-0009 札幌市東区北9条東9丁目3-32

44 正会員 中本　篤司 ビレッジハウス・マネジメント㈱ 北海道支社長 不動産賃貸業 063-0830 札幌市西区発寒10条西1丁目2-19ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｳｽ琴似第二管理棟内

45 正会員 佐藤　颯雅 RPGD 代表 パーソナルジム 047-0026 小樽市東雲町1AMS東雲202

46 準会員 西岡　丈明 北海道アウトドアカンパニーＢＩＧ　ＦＵＮ 代表 アクティビティー 044-0014 北海道虻田郡倶知安町南4条東7丁目1-4-102

47 準会員 石塚　慶如 ゆいと法律事務所 代表 弁護士 064-0825 札幌市中央区北5条西29丁目1-1宮の森グランドハイツ108

48 準会員 田村　大輔 ㈱サウンドクルー小樽 音響部チーフ イベント・飲食業 047-0031 小樽市色内2-6-8

49 準会員 田中　咲佑 カットサロンタナカ 代表 理容業 047-0032 小樽市稲穂1丁目12-14

50 準会員 熊谷　嘉行 ㈲熊谷テント製作所 代表取締役 帆布製品製造業 047-0047 小樽市祝津2丁目379

51 準会員 水口　渉 ㈲二世古酒造 蔵元杜氏 蔵元 044-0083 北海道虻田郡倶知安町字旭47

52 準会員 竹田　恭平 ㈱パケット 代表取締役 飲食業・マジシャン 047-0024 小樽市花園1丁目9-26第2小川ビル2F

53 準会員 山田　規弘 ネリック建設 代表 建設業 047-0036 小樽市長橋4丁目15-16コーポエルD

54 準会員 佐々木　秀治 司法書士法人レラ・カンテ 司法書士 司法書士事務所 047-0032 小樽市稲穂2丁目6-3太陽生命小樽ビル6F

55 準会員 中澤　肇 ㈲アミティー 部長 人材派遣・店舗施工 004-0022 札幌市厚別区厚別南2丁目13-28

56 準会員 小浅　健司 ㈱ヨコハマタイヤサービス北海道　小樽店 店長 タイヤ販売 047-0151 小樽市朝里2丁目3-6

57 準会員 小中　悟史 ㈲匠アート 代表取締役 塗装・コーキング業 003-0876 札幌市白石区東米里2145-114

58 準会員 旭　史悦 なまらファーム 代表 農業 048-2561 小樽市忍路2丁目186

59 準会員 岸田　幸一 東日本電装サービス㈱ 事業本部長 自動車電装品販売修理 007-0890 札幌市東区中沼町28-12

60 準会員 赤石　達彦 お掃除のほていや 代表 美装業 047-0004 小樽市新富町13-13

61 準会員 小井田　直隆 ㈱玉柳　営業部 主任 事務機器・用品 047-0021 小樽市入船3丁目16-18

62 準会員 井上　政和 くずし割烹 莟 店主 飲食業 047-0024 小樽市花園3丁目2-1

63 準会員 松田　美和 スナック　ココロ 代表 飲食業 047-0024 小樽市花園1丁目11-21

64 準会員 本間　千奈美 ㈱三ツ和商事 営業部長 不動産業 047-0034 小樽市緑1丁目4-28

65 準会員 熊谷　一哉 北塗工業㈱ 代表取締役 建築塗装 006-0806 札幌市手稲区新発寒6条7丁目12-2

66 準会員 佐藤　豪 佐藤工業㈱ 取締役 建設業 044-0013 北海道虻田郡倶知安町南3条東1丁目17-2K2マンション103

67 準会員 松本　拓也 松・本・運・送 代表 運送業 044-0077 北海道虻田郡倶知安町比羅夫434－1

68 準会員 水谷内　紀宏 ㈱水谷内建設工業 代表取締役 土木・外構・設計・施工 047-0034 小樽市緑2丁目27-4

69 準会員 中村　千春 合同会社AMC 代表 ハーレー＆インポートカー中古車販売 006-0032 札幌市手稲区稲穂2条3丁目3-3

70 準会員 田代　典稔 ヒストリー 店主 衣料品販売 001-0904 札幌市北区新琴似4条1丁目1-32

71 準会員 大森　裕之 須貝興業㈱ 代表取締役 土木運送業 048-2672 小樽市 塩谷２丁目２－３１

72 準会員 秋山　和信 ㈲秋山販売所 代表取締役 新聞・新電力 047-0001 小樽市若竹町1-9

73 準会員 髙橋　琢真 うんがぷらす㈱ 代表取締役 小樽ブランドギフト・土産 047-0031 小樽市色内2丁目1-20

74 準会員 山口　一二三 ジンギスカン　なし 代表 飲食業 047-0024 小樽市花園1丁目8-1

75 準会員 佐々木　宏之 SSK企画 代表 不動産賃貸業 047-0156 小樽市桜3丁目1-21

76 準会員 北原　寛士 ノースドリーム 代表 運送業 065-0021 札幌市東区北21条東20丁目1-15アークコート元町Ⅲ302

77 準会員 富樫　栄太 ㈱東亜産業 代表取締役 リフォーム業 047-0003 小樽市真栄2丁目8-26

78 準会員 阿部　朋子 D・Spirit -OTARU- 代表 エステ&バー 047-0023 小樽市最上2丁目6-46



79 準会員 齋藤　康江 Blue moon 代表 飲食業 047-0033 小樽市富岡2-5-19

80 準会員 服部　亜美 NORTH SUMMER 店長 飲食業 047-0261 小樽市銭函2丁目43-9

81 準会員 川口　彰太 ㈱Ocean Rinks 店長 自動車販売業 062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目1-1

82 準会員 大竹　正也 Craft Liquor Bar SHARAKU 店長 飲食業 047-0032 小樽市稲穂3丁目11-3中央市場1Ｆ

83 準会員 浅野　志伸 ㈲プラザデンキハウスサテラ 取締役 家電小売業 047-0152 小樽市新光1丁目36-10

84 準会員 三木　和 ニセコオフィス合同会社 代表社員 遺品整理、特殊清掃、終活カウンセラー 048-1501 北海道虻田郡ニセコ町富士見164-52

85 準会員 正木　崇殖興 ㈱興栄建設 代表取締役 電気工事・消防設備工事 003-0011 札幌市白石区中央1条3丁目3-30石野ビル2F

86 準会員 太田　富士栄 ㈱女性のチカラ 代表取締役 サービス業 064-0801 札幌市中央区南1条西24丁目1-17-2F

87 準会員 石橋　政弥 ㈱i-vacs 代表 サービス業 006-0022 札幌市手稲区手稲本町2条3丁目3-9

88 準会員 飯田　和久 ㈱山上長福水産 代表取締役 水産物販売 047-0048 小樽市高島3丁目13-1


