
福井県経営者協会　会員一覧

企業・団体名 役職名

あ行 株式会社アイシン福井 代表取締役社長 桑山　善成

アイテック株式会社 代表取締役社長 黒田　優

アイビーエージェント株式会社 代表取締役 藤井　孝

株式会社アイビックス 代表取締役社長 吉田　保裕

ＡＯＩホールディングス株式会社 代表取締役社長 山本　晃司

青山ハープ株式会社 代表取締役会長 青山　憲三

暁産業株式会社 代表取締役社長 荒木　伸男

株式会社秋吉グループ本部 代表取締役社長 島川　勝典

揚原織物工業株式会社 代表取締役社長 揚原　一郎

旭電設株式会社 取締役社長 竹内　大介

アシックスアパレル工業株式会社 代表取締役社長 古曽　稔

株式会社アスピカ 代表取締役会長 渡辺　詔治

足羽印刷株式会社 代表取締役 木田　茂紀

アズワンコンサルティング株式会社 代表取締役 小玉　隆一

アスワ物産株式会社 代表取締役 横山　敏清

アソシエメンタルオフィス合同会社 代表 中村　まゆみ

株式会社アタゴ 代表取締役社長 愛宕　泰男

一般財団法人あんしん財団　北陸支局 支局長 棟方　繁喜

石黒建設株式会社 代表取締役社長 齊藤　泰輔

株式会社一本義久保本店 代表取締役社長 久保　格太郎

株式会社伊藤電機 代表取締役社長 伊藤　仁一郎

株式会社乾事務所 代表取締役 乾　滋泰

井上商事株式会社 取締役会長 井上　彪

社会保険労務士法人今井労務経営 代表社員 今井　順也

税理士法人上坂会計 公認会計士 上坂　朋宏

宇野酸素株式会社 代表取締役社長 中村　顕

宇野歯車工業株式会社 代表取締役社長 宇野　善典

ウラセ株式会社 代表取締役会長 森　順一

株式会社ウララコミュニケーションズ 代表取締役会長 三田村　浩實

英光産業株式会社 代表取締役社長 井澤　茂

株式会社エイチアンドエフ 取締役社長 山田　烈史

永和住宅株式会社 代表取締役 天谷　大門

株式会社エクシート 代表取締役社長 出口　淳

ＳＭＢＣ日興証券株式会社　福井支店 支店長 畠山　義幸

えちぜん鉄道株式会社 代表取締役社長 前田　洋一

エフケーユーテクニカル株式会社 代表取締役 山内　みづえ

株式会社エル・ローズ 代表取締役社長 福田　忠義
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大島産業株式会社 代表取締役社長 小𫞉　義樹

岡本エンジニアリング株式会社 代表取締役 国京　剛志

オカモト鐵工株式会社 代表取締役社長 草壁　正明

か行 株式会社カズマ 取締役会長 数馬　奈穂子

税理士法人片岡会計 代表社員　税理士 片岡　建和

株式会社カツクラ 代表取締役社長 勝倉　雅己

学校法人金井学園 理事長 金井　兼

株式会社金津技研 代表取締役 伊藤　憲治

河和田屋印刷株式会社 代表取締役社長 佐々木　慎一

関西電力株式会社　原子力事業本部 本部長 松村　孝夫

株式会社北川 代表取締役会長 北川　頼子

木下工業株式会社 代表取締役社長 木下　幹太

ギャレックス株式会社 代表取締役社長 金巻　賢哉

協立生コンクリート株式会社 代表取締役 西出　勝信

キョーセー株式会社 代表取締役社長 木下　寛之

清川メッキ工業株式会社 代表取締役社長 清川　肇

旭日繊維株式会社 代表取締役社長 遠藤　康弘

久保田電機株式会社 代表取締役社長 久保田　百代

倉茂電工株式会社 取締役社長 田中　利則

京福バス株式会社 代表取締役社長 岩本　裕夫

医療法人健康会 理事長 嶋田　修美

税理士法人合同経営会計事務所 代表社員 熊木　克英

興和江守株式会社 代表取締役社長 岩佐　大秀

株式会社国府印刷社 代表取締役社長 有定　耕平

小林化工株式会社 代表取締役 田中　宏明

さ行 酒伊編織株式会社 代表取締役社長 酒井　雅憲

株式会社サカイエステック 代表取締役 山岸　康弘

サカイオーベックス株式会社 専務取締役 塚本　博己

酒井化学工業株式会社 代表取締役社長 酒井　清章

酒井電機株式会社 代表取締役社長 吉村　豊一

坂川建設株式会社 代表取締役 坂川　進

サカセ化学工業株式会社 代表取締役社長 酒井　哲夫

三優社工業株式会社 代表取締役 山浦　節桜

株式会社シセード 代表取締役 井関　俊治

株式会社シャルマン 代表取締役社長 本庄　正享

株式会社秀峰 代表取締役社長 村岡　右己

信越化学工業株式会社　武生工場 工場長 松本　福二

株式会社ＳＨＩＮＤＯ 代表取締役会長ＣＥＯ 新道　忠志



企業・団体名 役職名 代表者名

有限会社すのうどろっぷ 代表取締役 松井　雪路

セーレン株式会社 取締役副社長 川田　浩司

創文堂印刷株式会社 代表取締役社長 村田　長隆

た行 第一ビニール株式会社 代表取締役 小林　秀夫

大研化成工業株式会社 代表取締役 稲澤　仁豊

大和建設株式会社 代表取締役 嶋﨑　肇

大和証券株式会社　福井支店 支店長 山口　聡

高島リボン株式会社 取締役社長 高島　洋

株式会社武田機械 代表取締役社長 山口　博徳

株式会社タケダレース 代表取締役社長 武田　茂

武生特殊鋼材株式会社 代表取締役社長 河野　通郎

株式会社田中化学研究所 名誉顧問 田中　保

株式会社椿宗善 代表取締役 山口　健治

社会保険労務士法人坪川事務所 代表社員 坪川　貞幸

行政書士法人坪川事務所 代表社員 坪川　貞子

医療法人敦賀温泉病院 理事長 玉井　顯

敦賀海陸運輸株式会社 代表取締役社長 有馬　茂人

敦賀自動車工業株式会社 代表取締役社長 酒谷　豊

敦賀商工会議所 専務理事 奥井　純子

敦賀セメント株式会社 取締役社長 山本　学

株式会社帝国コンサルタント 代表取締役 中西　誠一郎

テーラーヨシダ 代表 吉田　大輔

デリアテール株式会社 代表取締役社長 佐佐木　アユ美

株式会社ＴＯＫＯ 代表取締役社長 佐々木　知也

轟産業株式会社 代表取締役社長 酒井　薫

トヨタＹＯＵ＆ｉホールディングス株式会社 代表取締役社長 浮田　啓三

な行 株式会社ナカテック 代表取締役社長 中山　浩行

ナック・ケイ・エス株式会社 代表取締役 海道　和男

西川電業株式会社 代表取締役 西川　政弘

西日本電信電話株式会社　福井支店 支店長 高畠　勝之

株式会社西村金属 代表取締役社長 西村　憲治

ニチコン大野株式会社 代表取締役 安川　政樹

日華化学株式会社 代表取締役社長 江守　康昌

株式会社日刊県民福井 代表取締役社長 阿部　和久

日信化学工業株式会社 代表取締役社長 宮澤　繕行

日東シンコー株式会社 代表取締役社長 蒔野　直樹

株式会社日本ピーエス 代表取締役社長 有馬　浩史

日本マイヤー株式会社 代表取締役社長 髙山　裕和



企業・団体名 役職名 代表者名

株式会社日本エー・エム・シー 代表取締役 北川浩文

日本原子力発電株式会社
執行役員 敦賀事業本部
立地・地域共生部長 鈴木　浩

日本システムバンク株式会社 代表取締役社長 野坂　信嘉

日本商運株式会社 代表取締役社長 平木　ひとみ

日本生命保険相互会社　福井支社 支社長 伊橋　美信

日本ゼオン株式会社　敦賀工場 工場長 川﨑　洋輔

税理士法人日本綜研 理事長 岡田　芳明

日本通運株式会社　北陸西支店 支店長 伊藤　伸司

ニホン・ドレン株式会社 代表取締役 内藤　伸平

ネッツトヨタ福井株式会社 代表取締役社長 中道　正康

株式会社野田電機 代表取締役 野田　泰弘

税理士法人野村会計 副代表 野村　孟弘

野村證券株式会社　福井支店 支店長 竹村　浩和

株式会社野村塗装店 代表取締役社長 野村　達生

は行 社会保険労務士法人橋事務所 代表取締役 橋　敏夫

花山工業株式会社 代表取締役 花山　優

春江貨物株式会社 取締役社長 後藤　隆一

有限会社ビアンモア 代表取締役 前川　正美

株式会社日々 代表取締役 今村　百子

広撚産業株式会社 取締役社長 藤原　宏一

株式会社福井銀行 取締役会長兼代表執行役 林　正博

学校法人福井県自動車学園 理事長 岡　孝敏

福井県社会福祉法人経営者協議会 会長 田原　薫

福井県鉄工業協同組合連合会 会長 岩下　春幸

福井県民生活協同組合 代表理事 理事長 松宮　幹雄

公益財団法人福井県予防医学協会 理事長 嶋﨑　元博

公立学校法人福井県立大学 学長 岩﨑　行玄

福井コンピュータホールディングス株式会社 代表取締役社長 佐藤　浩一

学校法人福井仁愛学園 理事長 禿　了修

株式会社福井新聞社 代表取締役社長 吉田　真士

福井信用金庫 理事長 岡本　一夫

福井倉庫株式会社 代表取締役社長 沼野　真治

国立学校法人福井大学 学長 上田　孝典

福井経編興業株式会社 代表取締役社長 髙木　義秀

フクイテキスタイル株式会社 代表取締役社長 菅原　将高

福井鐵工株式会社 代表取締役 佐野　洋介

福井鉄道株式会社 代表取締役社長 村田　治夫

株式会社福井テレビ開発 代表取締役社長 森山　茂



企業・団体名 役職名 代表者名

福井テレビジョン放送株式会社 代表取締役会長 光野　稔

福井鋲螺株式会社 代表取締役 打本　幸雄

福井ビル管理株式会社 代表取締役 杉田　剛彦

福井埠頭株式会社 代表取締役社長 白崎　雅義

フクイボウ株式会社 代表取締役社長 宮川　雅彦

福井放送株式会社 代表取締役社長 池内　昭彦

株式会社福井村田製作所 代表取締役社長 野村　愼治

福井山田化学工業株式会社 代表取締役社長 佐々木　大輔

福井ヨドコウ株式会社 代表取締役社長 河本　善博

株式会社フクタカ 取締役社長 棚林　英美

株式会社福田細巾織機 代表取締役 福田　恭数

福電興業株式会社 代表取締役社長 竹内　良行

フクビ化学工業株式会社 代表取締役社長 八木　誠一郎

株式会社福邦銀行 代表取締役頭取 渡邉　健雄

富士運送株式会社 代表取締役社長 嶋崎　泰守

冨士経編株式会社 代表取締役 平木　弘史

株式会社ブリッジ 代表取締役社長 長谷　美左子

株式会社プロダクト・マイスター 代表取締役 渡邉　義信

株式会社法美社 代表取締役会長 木下　雅俊

北鋼産業株式会社 代表取締役社長 増田　敏二

株式会社ホクシン 代表取締役社長 前野　光正

株式会社ほくつう　福井支社 取締役支社長 高宮　一朗

北電産業株式会社　福井支店 支店長 松明　忠一

北電テクノサービス株式会社 福井支店長 堀　正彦

北陸紙業株式会社 取締役会長 青木　完太郎

北陸電気工事株式会社　福井支店 執行役員支店長 専田　武志

北陸電力株式会社　福井支店 執行役員福井支店長 村田　良昭

ま行 前田工繊株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ 前田　征利

株式会社前田産業 代表取締役社長 前田　良治

前田電気株式会社 代表取締役会長 前田　豊次

増田公認会計士事務所 所長 増田　仁視

増永眼鏡株式会社 代表取締役 増永　宗大郎

益茂証券株式会社 代表取締役社長 山田　悟

株式会社松浦機械製作所 代表取締役社長 松浦　勝俊

松文産業株式会社 代表取締役社長 小泉　綾子

株式会社マリージョゼ 代表取締役 山岸　寛士

株式会社マルツホールディングス 代表取締役社長 土谷　秀靖

株式会社三笠商会 代表取締役社長 坪川　孝志
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みずほ証券株式会社　福井支店 支店長 林　豊和

株式会社水元工務店 代表取締役 水元　一暁

三谷商事株式会社 代表取締役社長 三谷　聡

三谷セキサン株式会社 代表取締役社長 三谷　進治

株式会社ミツノリ 代表取締役社長 寺嶋　和紀

株式会社ミツヤ 代表取締役会長 西山　和夫

株式会社南谷金物 代表取締役 南谷　圭介

みのる産業株式会社 代表取締役社長 岩佐　實

ミルコンホールディングス株式会社 代表取締役社長 見谷　英貞

村中建設株式会社 代表取締役会長兼社長 村中　昌弘

森永北陸乳業株式会社　福井工場 取締役工場長 船谷　政夫

や行 株式会社八木熊 代表取締役社長 八木　信二郎

株式会社ヤクルト北陸　福井本社 代表取締役社長 小町　直樹

山金工業株式会社 代表取締役社長 山下　真寛

株式会社山崎塗装店 代表取締役社長 小林　俊明

株式会社ユアーズホテルフクイ 代表取締役社長 市橋　信孝

湯川社会保険労務士法人 所長 湯川　渉

吉岡幸株式会社 代表取締役社長 吉岡　正盛

社会保険労務士法人吉村事務所 代表社員 吉村　裕

ら行 ラニイ福井貨物株式会社 取締役会長 清水　則明

株式会社リヴル 代表取締役 奥村　繁子

株式会社リコー福井事業所 事業所長 藤原　勝彦

隆機工業株式会社 代表取締役 小谷　哲治

わ行 株式会社和珈屋 代表 小林　美和


