
法定会員

Ｎo 事業所名 代表者

1 吉田 スタンド秋桜 赤井久子

2 吉田 あかがわ 赤川逸子

3 吉田 朝胡商店 朝胡美彦

4 吉田 朝胡理容院 朝胡裕之

5 吉田 スナック喫茶のんのん 浅木のり子

6 吉田 ファッションスペースあさだ 浅田昌幸

7 吉田 ㈱ジュンテンド－吉田店 飯塚正

8 吉田 ハイツ生田

9 吉田 鳳月堂生田 生田大作

10 吉田 やまびこエンジニアリング㈱ 栗栖宏

11 吉田 ㈱北屋 石飛慶久

12 吉田 中国新聞吉田販売所 石藤元宏

13 吉田 ㈱みつや会計 和木坂満

14 吉田 ホビーショップやまびこ 一本木晴子

15 吉田 井上司法書士行政書士事務所 井上晃

16 吉田 ㈲井口興産 井口隆人

17 吉田 ㈲いのうえ物産 猪上文徳

18 吉田 ㈲昭和精機 北村誠

19 吉田 上田操 上田操

20 吉田 上田建築 上田謙太郎

21 吉田 スマイル美容室 上原文江

22 吉田 大内工芸 大内幹也

23 吉田 小川鉄工㈱ 小川雅章

24 吉田 吉田芸北タクシ－ 沖田正

25 吉田 カフェオリーブ 沖元優子

26 吉田 おくもと整体院 奥本政治

27 吉田 ラッキ－食品 尾崎幸雄

28 吉田 ヤマザキデイリ－ストアおばら 小原康義

29 吉田 ㈲かきもと米穀 柿本栄一

30 吉田 金田糸店 金田繁雄

31 吉田 ㈱ネクサスコスモ薬局 川上慶彰

32 美土里 ヘアースタジオＫ２ 川本薫

33 吉田 介護タクシ－夢 川本賢二

34 吉田 日本海清瀬 木村茂樹

35 吉田 ラハリキ美容室 桐原真澄

36 吉田 焼肉一心 国本清高

37 吉田 あじよし 黒田佳孝

38 吉田 理容ニュ－パリ－ 桑本豊文

39 吉田 ㈲ことざき 宗森信一郎

40 吉田 西川ゴム工業㈱吉田工場 板崎隆

41 吉田 坂田醤油㈲ 坂田和也

42 吉田 春布造園 佐々木繁

43 吉田 ㈲佐々木建材店 佐々木徹

44 吉田 飲み処・喰い処みね 重信勇三

45 吉田 たかた接骨院 重原一輝

46 吉田 ㈱高田環境 茂本敬植

47 吉田 新川商店 新川裕之

48 吉田 ㈲ゼロエミッションリサ－チ 砂田鉄平

49 吉田 ＹＳＤＮ 瀬野善則

50 吉田 ｈａｉｒｓａｌｏｎＰｉｃｋ 外輪美世

51 吉田 ＥＣＣジュニア吉田教室 田邉京子

52 吉田 ㈱竹廣ガラス 竹廣昭智

53 吉田 竹村畳店 竹村修

54 吉田 高田舗道㈲ 竹本勝美

55 吉田 ローソン吉田町貴船店 竹岡祐次

56 吉田 田坂税理士事務所 田坂恵美子

57 吉田 ヘア－サロンタナベ 田部勇夫

58 吉田 ㈲タマノ 玉野豊

59 吉田 ㈲田丸商店 田丸明生

60 吉田 チェリオ 土河チズ子

61 吉田 ㈲吉田運送 寺戸信雄

62 吉田 ブリヂストンタイヤセンター西日本㈱ミスタータイヤマン吉田店 本多幸蔵

63 吉田 広島電鉄㈱吉田出張所 清水邦雄

64 吉田 ｂｅａｕｔｅ’ 信藤健二

65 吉田 ㈲くすりの徳山 徳山光

66 吉田 興電 富田浩二

67 吉田 冨本電機商会 冨本頼生

68 吉田 富吉酒店 富吉恵子

69 吉田 中岡理容院 中岡忠孝

70 吉田 中重板金吉田店 中重孝洋

71 吉田 ㈱もみじ銀行吉田支店 藤笠雅也

72 吉田 あきんど 南波雅毅

73 吉田 ㈱ニイダ 仁井田幸成

74 吉田 西岩うずき 西岡盛三

75 吉田 西山設備 西山龍則

76 吉田 橋本鉄工㈱ 橋本博

77 吉田 ㈲原田時計店 原田武治

78 吉田 ㈱広島銀行吉田支店 古屋巌

79 吉田 久岡内装 久岡直

80 吉田 サイクルショップ平林 平林邦雄

81 吉田 広西時計店 広西章史

82 吉田 ㈱マテリアル・サ－ビス高田事業所 道下昭信

83 吉田 ㈲フジタ工業・吉田ミニコン 藤田秀行

84 吉田 ㈱中電工安芸高田営業所 林正倫

85 吉田 古光理容院 古光辰也

86 吉田 オッペン化粧品郡山営業所 増田聖子
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Ｎo 事業所名 代表者

87 吉田 読売センター吉田 増原信孝

88 吉田 すが美容室 松本早苗

89 吉田 ㈲三田 三田真由美

90 吉田 ハイムみやけ 三宅七生治

91 吉田 ㈲みよしや書店 三好文夫

92 吉田 ㈲森川ゴム工業所 森川弘

93 吉田 ㈲矢賀谷農機商会 矢賀谷一明

94 吉田 ㈱スカイウォーク中尾バランス整骨院 中尾正文

95 吉田 山陽精螺工業㈱吉田工場 安田恵二

96 吉田 コーヒールームビ－パル 藪花信夫

97 吉田 大半商店 山県英之

98 吉田 いろは家旅館 山縣恵子

99 吉田 いなだ工房 山中敏生

100 吉田 ㈱山本家具店 山本敏嗣

101 吉田 吉田 吉田貴志

102 吉田 ハイツよしおか 吉岡由吏

103 吉田 ㈱イズミゆめタウン吉田店 店長田中智教

104 吉田 米重商店 米重公平

105 吉田 ヨネシタ建設 米下茂穂

106 吉田 ㈲脇地石油店 脇地俊則

107 吉田 備北交通㈱吉田営業所 山根英徳

108 吉田 下土居建設 下土居強

109 吉田 ㈱万惣 山本誠

110 吉田 セブンイレブン安芸高田吉田高校前店 日下部松彦

111 吉田 分田工業㈱ 分田歳暁

112 吉田 建設工房イマモト㈱ 今本和男

113 吉田 カラオケステージおかえり 久安加代子

114 吉田 大田設備 大田英昭

115 吉田 ㈲日の丸衛生社 伊藤義博

116 吉田 ㈱吉田自動車教習所 桐原清見

117 吉田 篠田建築 篠田勝範

118 吉田 原子電設 原子昌幸

119 吉田 中田塗装 中田蒸二

120 吉田 平和工芸㈱ 岩井義忠

121 吉田 坂本重工㈱吉田工場 坂本伸幸

122 吉田 迫本自動車整備工場 迫本由孝

123 吉田 スタ－ライト工業㈱広島工場 労務課課長坂本信一朗

124 吉田 辻川工業 辻川悟

125 吉田 ㈲丸万商店 渡利一志

126 吉田 富田組㈱ 富田篤

127 吉田 ㈱藤本工業 藤本隆成

128 吉田 坂田木工 坂田智宏

129 吉田 ㈱タマシゲデンソー 玉重勝義

130 吉田 道下建築 道下剛男

131 吉田 正田工業㈱ 正田文明

132 吉田 今村寿人 今村寿人

133 吉田 安芸自動車鈑金塗装 青崎和行

134 吉田 Ａｚｕｒ 青野美紀

135 吉田 三ツ矢タクシ－ 岩本薫

136 吉田 織田産業㈱ 織田慶範

137 吉田 香川鉄工㈲ 香川政彦

138 吉田 Ａ－Ｂｅｓｔ 川森敦子

139 吉田 木落 木落泰江

140 吉田 木和面表具店 木和面勝

141 吉田 クロダ工業 黒田裕之

142 吉田 ㈱ホワイト舎 沢崎貫太郎

143 吉田 ㈱シガ設備工業 志賀良介

144 吉田 重藤義則商店 重藤義則

145 吉田 ㈱広島リネンサプライ 松岡善治

146 吉田 大成石油㈱吉田サービスステーション 堂本和也

147 吉田 広島ガス高田販売㈱ 住吉峰男

148 吉田 ＰＥＡＣＥＨＡＩＲ 竹廣真美

149 吉田 ㈱藤三吉田店 藤村重造

150 吉田 谷川工業 谷川弘夫

151 吉田 ㈲なかもと動物病院 中元啓二

152 吉田 ㈲仁井モ－タ－ス 仁井智

153 吉田 信田佛光 信田秀昭

154 吉田 サンパラソル 水重克幸

155 吉田 ゲイビ車輌㈱ 宮本秀明

156 吉田 ㈲ミツヤ建築工房 餅川正和
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157 吉田 ８０８ｃａｆｅ 山岡由佳

158 吉田 行永工業 行永伸明

159 吉田 上国木工所 上国武良

160 吉田 三和シヤッタ－工業㈱広島工場 丹羽功

161 吉田 ㈲安芸企画 森光良彦

162 吉田 ㈲坂田自動車販売 坂田明宏

163 吉田 ヘア－サロンスミダ 住田寿美子

164 吉田 ㈱啓文社製作所 柴田修明

165 吉田 竹廣建築 竹廣英明

166 吉田 コムショットヨシダ 高橋正典

167 吉田 サンフラワ－可愛 寺本美佐子

168 吉田 ㈲吉田大進 土居浩二

169 吉田 農事組合法人えーのー 新川文雄

170 吉田 ㈱ファーストステージ 土居森学

171 吉田 ㈲中田木工所 中田尋樹

172 吉田 オ－トボデ－橋本 橋本芳明

173 吉田 ㈲高田スズキ販売 宮地浩一郎

174 吉田 ㈲山﨑組 山崎友彦

175 吉田 やました鍼灸院接骨院 山下泰希

176 吉田 ㈱杉野自動車 山田育生

177 吉田 新生理容院 大畑文子

178 吉田 ㈱オキタ石油 沖田勝

179 吉田 ㈲賀地鉄工所 賀地省三

180 吉田 橋本屋中田 中田由明

181 吉田 ㈲安芸サポート企画 原ひとみ

182 吉田 道中鈑金塗装工業 道中秀樹

183 吉田 大和重工㈱吉田工場 敦坂孝則

184 吉田 まつもと園芸サービス 松本亮介

185 吉田 美容室アム－ル 木村由美子

186 吉田 広島炭化工業㈱ 増長秀樹

187 吉田 ㈲矢賀商会 矢賀勇

188 吉田 ㈱環境開発公社 小林友則

189 吉田 合同会社まめの木 山本昭利

190 吉田 ㈱郷輝 明石章利

191 吉田 ㈲大田自動車工業 大田直樹

192 吉田 小田崇博 小田崇博

193 吉田 総合広告オカノ 岡野理幸

194 吉田 河島 河島信四

195 吉田 ㈲川本工務店 川本国夫

196 吉田 河野工務店 河野実

197 吉田 ㈱Ｈ・Ｆ・Ｓ 本田章二

198 吉田 ㈲道奥装飾 道奥和三

199 八千代 株式会社宮光 宮崎満也

200 吉田 ㈱マルシン 金島聡吏

201 吉田 ㈲藤山製作所 横畑一幸

202 吉田 新庄みそ㈱ 山本美香

203 吉田 共栄電工社 今谷敏昭

204 吉田 井本商店 井本正輝

205 吉田 ㈲上原建材 友好博晃

206 吉田 お食事と喫茶ＫＡＤＯ 角暁

207 吉田 ㈱森末製畳所 森末修

208 吉田 中山工業㈱ 中山昌彦

209 吉田 三矢オ－ト㈱ 武岡伸彦

210 吉田 大田板金 大田孝司

211 吉田 大野組 大野文彦

212 吉田 ㈲ＡｕｔｏＷｏｒｌｄアタック 小早川誠

213 吉田 清水塗工 清水剛

214 吉田 新屋智章 新屋智章

215 吉田 松田興業 松田祥二

216 吉田 ｉｅｇｏｔｏ 南澤克彦

217 吉田 ㈱赤川製作所 赤川潔

218 吉田 ファクシス㈱ 石丸泰豊

219 吉田 岡本工業 岡本真史

220 吉田 ㈲山陽樹脂工業所 泉迫逸基

221 吉田 リカ－ショップかわさき 川崎英之

222 吉田 ゲラーデ 茅野直

223 吉田 ㈱坂野 坂野勝彦

224 吉田 世羅設備 世羅友善

225 吉田 ㈲創友 武永佳佑

226 吉田 ㈱Ｔ・Ｂ・Ｃ 武永優大

227 吉田 ㈲西川電工 西川誠

228 吉田 ギフトコンサルタントひろせ 広瀬秀利

229 吉田 株式会社洸月みつ漢方薬局 吉野光毅

230 吉田 ヘアーサロンくろーばー 吉橋利昌

231 吉田 和田崇寛 和田崇寛

232 吉田 一般社団法人安芸高田市観光協会 原田勇治

233 吉田 株式会社道の駅あきたかた 石丸伸二

234 吉田 平岡製作所株式会社 平岡知

235 吉田 安芸エンジニアリング株式会社 島居直樹

236 吉田 岡崎建設 岡崎正

237 吉田 自然美クララ 大河原律子

238 吉田 整体てのひら 川崎泰直

239 吉田 農家の宿 cherieの畑 栗栖伸明

240 吉田 お好み焼き88 八木勝利

241 吉田 株式会社HK-CONNECT 下山寛倫

242 吉田 エクラス 高杉聖

243 吉田 広島RCスピードウェイきらり 鈴木哲夫

244 吉田 エタニティ 政岡拓巳
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245 八千代 簸川建設㈱ 黒瀬義治

246 八千代 すみおファーム 浅枝久美子

247 八千代 浅枝石油店 浅枝俊通

248 八千代 ㈲いしがみ 石神真理子

249 八千代 ㈱高山 上岡陽介

250 八千代 カ－ショップＯＫＡＤＡ 岡田信夫

251 八千代 富士メディカル㈱ 担当榎木宣晴

252 八千代 勝田興業 田中誠

253 八千代 田中建築 田中豊

254 八千代 ㈲田中工業 田中恒男

255 八千代 仲川石材店 仲川忠行

256 八千代 ＮＧＳ㈱ 仲川鉄兵

257 八千代 ㈲平本自動車工業 平本浩章

258 八千代 ＲｅｓｔｈｏｕｓｅＭｉｄｏｒｉ 古本宏江

259 八千代 ふじもと 藤本喜美子

260 八千代 三木商店 三木盛男

261 八千代 ㈲山根製材所 山根暢二

262 八千代 浦田理容院 浦田由美子

263 八千代 珈琲庵舞 梅口和昭

264 八千代 岡山薫

265 八千代 玄米ラーメン咽声忠左衛門 沖田一吉

266 八千代 ㈲キョウエイ 沖田英男

267 八千代 麒麟 黒瀬忠司

268 八千代 ㈲桑原自動車 桑原新二

269 八千代 南条装備工業㈱八千代工場 工場長清水耕太

270 八千代 ㈲小又工務店 小又正文

271 八千代 ㈲城崎工務店 城崎春之

272 八千代 杉田正壮

273 八千代 清木苺園 清木康弘

274 八千代 たにがわ 谷川八十男

275 八千代 為政鉄工所 為政徹省

276 八千代 ㈱中央興業 天清英幹

277 八千代 八千代電化 年宗政義

278 八千代 八千代北販売所 永井達也

279 八千代 八千代産直市場㈱

280 八千代 ㈱八千代カントリ－ 濱野和雄

281 八千代 ヘア－スタジオピュア 福井明子

282 八千代 味処まる山 宮中早百合

283 八千代 森本自動車工業 森本光法

284 八千代 大和建工 安見直樹

285 八千代 ㈲山本木工所 山本正春

286 八千代 サンラック 橋本誠治

287 八千代 ㈲青原木材 青原芳一

288 八千代 ㈱池田商店 池田武治

289 八千代 ㈱入江製作所 林達也

290 八千代 ごはん屋さん　花亭 古賀雅之

291 八千代 三西工業㈱ 榎並誠之

292 八千代 大上産業㈱ 大上英樹

293 八千代 清本工房 清本幸治

294 八千代 国重鉄工所 国重秀信

295 八千代 太陽電設㈱ 沖田勝宏

296 八千代 セブンイレブン八千代南店 傳道秀樹

297 八千代 喫茶モカ 土井裕義

298 八千代 新日本サ－ビス㈱ 中野智貴

299 八千代 ㈱日南商事 日南幸雄

300 八千代 藤本宏良 藤本宏良

301 八千代 ㈱マルセイ 丸岡弘明

302 八千代 道沖建具店 道沖賢市

303 八千代 ㈱フリ－エム 神田誠

304 八千代 介護タクシー八千代 田丸和彦

305 八千代 ㈱八千代興産 安藤養鍚

306 八千代 中国新聞八千代南販売所 土橋直樹

307 八千代 ㈲ヒノカワ自動車 井上隆幸

308 八千代 ボデーショップ和スタイル 石橋和宏

309 八千代 しみず 清水薫

310 八千代 白原建設 白原豊

311 八千代 かず美容室 新澤和恵

312 八千代 八千代協同開発㈱ 末本美智子

313 八千代 霧切谷 妻田節子

314 八千代 ㈱ヒラタアルミ 平田勝之

315 八千代 八千代塗装 松村哲夫

316 八千代 ㈲八千代運輸倉庫 宮中隆

317 八千代 いわき 岩城みどり

318 八千代 ㈲部品センター広島 松岡右磨

319 八千代 ㈱矢後自動車整備工場 中尾浩

320 八千代 ㈱原田飼料 原田武

321 八千代 めん処上根 山本絹恵

322 八千代 ㈱八千代林業 牧瀬祐介

323 八千代 八千代造園 南郷孝輔

324 八千代 八千代町　お好み焼き大ちゃん 山野順子

325 八千代 Nico up Nail 窪田沙耶

326 八千代 株式会社マイロード 藤嶋崇史

327 八千代 ちこあかり 岡崎千恵

4/10



Ｎo 事業所名 代表者

328 美土里 ほととぎす茶屋 岩見孝嗣

329 美土里 上柳美容院 上柳茂子

330 美土里 尾兼建装 尾兼康夫

331 美土里 香川理容院 香川鞆子

332 美土里 ㈲清原組 清原義之

333 美土里 ㈱クリ－ンカルチャ－ 桑原忠司

334 美土里 一真基工 佐藤一興

335 美土里 下原左官工業 下原英治

336 美土里 ㈲堰樂建設 堰樂耀史

337 美土里 田中窯業 世羅弘武

338 美土里 田中運送㈲ 田中勇三

339 美土里 ㈱中岡総合電設 中岡良次

340 美土里 ㈲中迫商店 中迫史明

341 美土里 平川学 平川学

342 美土里 藤安内装 藤安晋治

343 美土里 マエダボディ－ 前田隆義

344 美土里 造園マスダ 増田則昭

345 美土里 増田針灸院 増田耕治

346 美土里 ミヤモトデンキ 宮本一博

347 美土里 宮本商会 宮本正昭

348 美土里 合同会社リフォーム工房むつのぶ 六信丞示

349 美土里 ㈱ミドリ 住野正博

350 美土里 美容室ｏｇｇｉ 生田まり子

351 美土里 山﨑直人 山﨑直人

352 美土里 横呂喜久男 横呂喜久男

353 美土里 睦 後藤睦

354 美土里 ㈲ＭＹ・ＤＯ楽々苑 後藤博

355 美土里 秀華園 佐々木英二

356 美土里 佐々木工務店 佐々木克春

357 美土里 紫光園 立川友彦

358 美土里 中尾建設 中尾圭介

359 美土里 ㈲堀川建設 堀川信行

360 美土里 ㈱神楽門前湯治村 米村公男

361 美土里 ㈱師岡商店 師岡茂基

362 美土里 ㈲安芸たかたツーリスト 佐々木高美

363 美土里 ㈲宇丹工務所 宇丹弘文

364 美土里 親和会加工部 森本和子

365 美土里 ㈲オガサワラ 小笠原諭

366 美土里 Ｄ－ｓｔｈａｉｒ 岡原砂也香

367 美土里 川先幸一 川先幸一

368 美土里 川先直幸 川先直幸

369 美土里 岸本電工 岸本孝四郎

370 美土里 美土里急送 髙廣明雄

371 美土里 中国新聞北販売所 西川浩典

372 美土里 西本良基 西本良基

373 美土里 山田商店 山田尚毅

374 美土里 桑原博 桑原博

375 美土里 国岡工務店 国岡登

376 美土里 石井運送㈲ 石井和明

377 美土里 ㈲上川建設 上川秀喜

378 美土里 上野養魚場 上野彰

379 美土里 ㈲生田モ－タ－ス 大道義明

380 美土里 ㈱テクノサービス 佐島雅直

381 美土里 ㈲広島ワイエス 下杉嘉基

382 美土里 山口正和 山口正和

383 美土里 美土里住建 城美政憲

384 美土里 城美製作所 城美勝彦

385 美土里 合同会社Outdoor Fun 須安道秀

386 美土里 エオの谷　north sigel 西田拓郎

387 美土里 平川工業 平川浩史

388 美土里 平川総建 平川正明

389 美土里 滝ヶ谷養魚場 舛本隆介
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390 高宮 ㈱熊高組 熊高良二

391 高宮 ㈱アサヒ工業 辻駒弥聖

392 高宮 Ｙショップ石井和洋酒店 石井裕工

393 高宮 お好み焼たけちゃん 田中雄彦

394 高宮 ㈱ＵＡＣＪ金属加工広島工場 工場長山中晴芳

395 高宮 ビュ－ティ－サロンはまゆう 今井月枝

396 高宮 ㈱安芸総合樹脂 小田政則

397 高宮 ㈱武田電設 武田薫

398 高宮 ㈱塚本鉄工所 塚本浩文

399 高宮 殿田石油店 殿田要

400 高宮 ㈲清流亭 長岡公次郎

401 高宮 パストラルながおか 長岡公次郎

402 高宮 ㈲エヌエスエス 中田哲義

403 高宮 三次デンタルラボ 仁井田克幸

404 高宮 大伸愛 西原季伸

405 高宮 すずらん薬局高宮店 古屋憲次

406 高宮 トラストアンドリンクス 増田賢

407 高宮 宮本理容院 宮本僕夫

408 高宮 ㈱高宮中央タクシー 吉貞靖一郎

409 高宮 仕出し上杉 上松繁男

410 高宮 太田建築 太田敏之

411 高宮 ㈲円仏組 竹川由美香

412 高宮 美容室アトリエ 小田美佐緒

413 高宮 ㈲田中物産 田中房人

414 高宮 ㈱高宮カントリ－クラブ 李潤秀

415 高宮 ㈱和田組 和田賢

416 高宮 秋野酒店 秋野美耶子

417 高宮 ㈱三矢旅行広島 猪掛生詩

418 高宮 上杉建築 上杉幸司

419 高宮 株式会社久保田工作所 久保田博文

420 高宮 ㈲ア－トモ－タ－ス 小早川正

421 高宮 ㈲ボデ－ショップタカタ 佐々木幸昭

422 高宮 日本生コン㈱高宮工場 重森健二

423 高宮 新堂木工所 新堂逸次

424 高宮 菅原通信工業 菅原隆司

425 高宮 杉田電工 杉田和昭

426 高宮 ㈲ル－フセンタ－塚本 塚本哲彦

427 高宮 ツカモト 塚本哲彦

428 高宮 共栄建設㈱ 遠野秀美

429 高宮 中川左官 中川雅彦

430 高宮 ＮＫＮＫ 中村克久

431 高宮 ㈱ＳＫサービス 基常順司

432 高宮 ㈲早川工業 早川伸二

433 高宮 農協食堂 山田しのぶ

434 高宮 舛岡建築設計事務所 舛岡実千雄

435 高宮 吉永製作所 吉永成美

436 高宮 小田衣料品 小田律子

437 高宮 ㈲木下商事 住吉主税

438 高宮 みかどや豆富店 伊藤幸助

439 高宮 サイコ－物産㈱ 片岡一隆

440 高宮 武内縫製 武内正一

441 高宮 泉工務店 泉安秀

442 高宮 ㈱Ａコープ西日本 草場浩

443 高宮 フィッシングレイクたかみや 小田誠治

444 高宮 ばぁばの蔵かふぇ 末田美穂

445 高宮 saku-saku-cafe 安部真弓

446 高宮 山田左官 山田直幸
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447 甲田 サロン・ド・イエ 井恵健次

448 甲田 ㈲井川ポンプ店 井川誠三

449 甲田 ㈲井上電気 井上仁史

450 甲田 イマムラ商会 今村佳岳

451 甲田 仕事屋 岩岡清三

452 甲田 ㈲岩谷米穀 岩谷典亮

453 甲田 カラ－センタ－吉田店 上田和己

454 甲田 フラワーショップうえふじ 上藤博康

455 甲田 ㈱大前醤油本店 大前浩介

456 甲田 大山商店 大山正夫

457 甲田 岡田左官業 岡田博

458 甲田 女鳥智春税理士事務所 女鳥智春

459 甲田 ㈲金山鉄工所 金山幸治

460 甲田 ㈱エス・エフ・ケイハーモニー 金廣英典

461 甲田 美容室粧 北村幸恵

462 甲田 ㈱吉川商店 吉川正行

463 甲田 ㈲塩田工務店 塩田崇

464 甲田 ㈲しんたく自動車 新宅栄行

465 甲田 ㈲佐々木米穀店 佐々木剛

466 甲田 住信鉄工所 住信和良

467 甲田 ㈱住吉 住吉眞一

468 甲田 ㈱サンパティオすみよし安芸高田 住吉眞一

469 甲田 ㈱ハート住吉設備工業 住吉眞一

470 甲田 チベットソルト㈱ 住吉直子

471 甲田 ㈱パルパ 住吉正紀

472 甲田 ㈱坂田工務店 高原良彦

473 甲田 土居時計店 土居紀男

474 甲田 セブンイレブン甲田町高田原店 永井正勝

475 甲田 シンワ 中村清隆

476 甲田 中村食堂 中村忠則

477 甲田 中元薬局パルパ店 中元卓郎

478 甲田 ㈲野田アルミ建材 野田八十生

479 甲田 ㈲はしもとクリ－ニング 橋本克馬

480 甲田 ちぐさ美容院 前川愛子

481 甲田 シャルム 政岡峰子

482 甲田 ㈲マトバ板金 的場寿浩

483 甲田 光川理容院 光川あや子

484 甲田 ㈲シンセイ 川森康弘

485 甲田 山岡設備 山岡雅幸

486 甲田 和 山崎孝江

487 甲田 お好み焼山崎 山崎宅将

488 甲田 山村理容院 山村雅弘

489 甲田 サイクルショップユキタケ 行竹真悟

490 甲田 ㈲横山商店 横山聖一

491 甲田 ㈲甲立タクシー 木村一海

492 甲田 CBBS株式会社 秦野仁志

493 甲田 フラワーショップわかば 山本英子

494 甲田 ㈱こうだ２１ 吉田修

495 甲田 ㈱キラリフーズ 朝倉和也

496 甲田 下高鉄筋工業 下高忠

497 甲田 大輝工業 惣藤慎悟

498 甲田 玉屋 玉井備

499 甲田 ㈱ＨＯＭＥ 高塚隆二

500 甲田 テラネット㈱ 新田法明

501 甲田 ㈱トペコおばら 沖田良次

502 甲田 林電機商会 林静之

503 甲田 ㈱山研工業 山中宏基

504 甲田 ㈲アオイ 青中龍二

505 甲田 焼肉りき 新井永一

506 甲田 ㈲リカ－＆フ－ドストアおおすぎ 大杉太郎

507 甲田 ㈱オキタセンイコーダ 沖田邦稔

508 甲田 上則理容院 上則幸次郎

509 甲田 ㈲広輝建設 国広尊治

510 甲田 ㈲ホンダハピネス高田 小原一慶

511 甲田 小南スズキ 小南学

512 甲田 ㈱迫広砕石 迫広進矢

513 甲田 下田鉄工 下田憲之

514 甲田 ㈲下津江石油店 下津江康則

515 甲田 ㈲新川工務店 新川泰博

516 甲田 中国新聞小田販売所 関川祐治

517 甲田 高田コンクリ－ト工業㈲ 玉井克佳

518 甲田 ㈱西村製作所 西村明善

519 甲田 ㈱将輝興業 地戸将晃

520 甲田 ㈱藤崎商会 藤崎喬

521 甲田 ㈱シンシア 井上喜久美

522 甲田 ㈲タカタトラベルサ－ビス 上松豊

523 甲田 国元石材店 国元邦雄

524 甲田 ㈲サエキ工業 佐伯幸浩

525 甲田 下石理容院 下石康一

526 甲田 ㈱甲田自動車 新竹政幸

527 甲田 セゾン・ド・マツシマ 松島純子

528 甲田 三浦書店 三浦義朗

529 甲田 ㈲水野米穀店 水野正文

530 甲田 木本工業 木本孝昌

531 甲田 ㈲みやもと石材店 宮本達哉

532 甲田 木下商店 木下正治

533 甲田 ㈲ＦＵＬＬＨＯＵＳＥ 小原政義

534 甲田 ㈱ハマイ物産 下井俊三
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535 甲田 下井商店 下井ニ六

536 甲田 ㈲高田オート 冨田勝則

537 甲田 ㈱名明材木店 名明伸治

538 甲田 ㈲高田林産 上村和政

539 甲田 湧永製薬㈱広島事業所 湧永寛仁

540 甲田 中国新聞甲立販売所 吉田健一

541 甲田 ㈲カミニシ 上西日丸

542 甲田 サト－サインワ－クス 佐藤栄治

543 甲田 きらく 里崎厚

544 甲田 出逢い 竹本友枝

545 甲田 常広クリ－ニング店 常広政子

546 甲田 大田鋼管㈱三次営業所 國志剛

547 甲田 プライマリー整体院 池岡正勝

548 甲田 佐々木美也子 佐々木美也子

549 甲田 西岡電気管理事務所 西岡忠則

550 甲田 福満軒合同会社 張暁慶

551 甲田 可愛　一心堂 岡部一典

552 甲田 榮 岸田栄江

553 甲田 T-REX 井上太一

554 甲田 よろこんで 影山誠司

555 甲田 てらじ鍼灸院 寺地保行

556 甲田 有限会社援農甲立ファーム 光永直義
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557 向原 フォトショップヤング 有原祐治

558 向原 泉庭石 泉文生

559 向原 市川食料品店 市川一彦

560 向原 岡田農機商会 岡田和之

561 向原 ㈲金川モ－タ－ス 金川佳寛

562 向原 兼光左官屋根工事店 兼光博幸

563 向原 ㈲兼光 兼光茂彦

564 向原 川口新聞舗 川口慎治

565 向原 川野ガラス店 川野誠壮

566 向原 川野石材 川野康彦

567 向原 カフェスナックＹ 川根康子

568 向原 東京濾器㈱ 工場長高綱和彦

569 向原 株式会社児玉向文堂 桑田翔悟

570 向原 ㈲向原養魚場 米川修

571 向原 エディオン向原店㈱佐々木電機 中浦正雄

572 向原 ｈａｉｒａｎｄｅｓｔｈｅＳＡＴＡＫＥ 佐竹群之

573 向原 お好みパ－ク 幸川節子

574 向原 サンセキ 幸川正則

575 向原 ㈱向原モ－タ－ス 幸川理

576 向原 向原酒造㈱ 渋川寿一

577 向原 しょうだ商店 正田充

578 向原 白鷺庭石 白鷺和亀

579 向原 毎日牛乳向原販売所 白砂博男

580 向原 東屋 白砂美奈子

581 向原 新竹建具店 新竹龍吉

582 向原 末原工務店 末原洋海

583 向原 世羅印刷㈱ 世羅能賢

584 向原 竹内左官店 竹内直人

585 向原 フ－ドショップたけだ 森本真希

586 向原 つかだ化粧品店 塚田鶴子

587 向原 玉井花店 増田美砂子

588 向原 ㈱広島銀行向原支店 阿部裕一

589 向原 藤本ストア－ 藤本一三

590 向原 フラワ－ショップふじわら 藤原香代子

591 向原 ㈲ひだに 谷上雅彦

592 向原 パブラウンジ銀河 堀江由美子

593 向原 ㈱マトバ 的場義昭

594 向原 美容室マリエ 丸山昭紀

595 向原 なぎさ美容室 皆本美千子

596 向原 ㈱エキカ 小田佳幸

597 向原 ㈲教材センターモチヅキ 平岡修

598 向原 ㈲向原砕石 田村陽久

599 向原 ㈲山口中古車センタ－ 山口健

600 向原 高橋電機向原 山本裕貴

601 向原 キッチンヨシダ 吉田トキエ

602 向原 レアカントリークリエイト 宮岸章

603 向原 ローソン安芸高田向原店 吉岡芳輝

604 向原 プロショップヨシムラ 吉村敏晴

605 向原 松や 岩崎運

606 向原 酵素風呂森蔵 上本孝太郎

607 向原 大谷エネシス 大谷憲司

608 向原 ㈱サンシャイン広島 折重恭一

609 向原 神岡商店 神岡唯信

610 向原 川口畳店㈱ 川口隆

611 向原 ㈱河本製作所 河本宏

612 向原 ㈲カ－サロンシンザワ 新沢優

613 向原 キョ－ワ自動車ボディ－ 常川孝裕

614 向原 ㈱一蔵 時川一子

615 向原 西丸造園 西丸正秋

616 向原 西本幸三 西本幸三

617 向原 ㈲ヒロシマエア－サ－ビス 森山輝夫

618 向原 インテリアやまさき 山﨑伸二

619 向原 ㈱船越鉄工 山岡一三

620 向原 ㈱山口製作所 山口茂範

621 向原 ヨシオカ建築 吉岡利章

622 向原 向原産業㈱ 金子一士

623 向原 喫茶ジョイフル 鹿瀬義夫

624 向原 高田日本酒センター 児玉雅純

625 向原 虹色ハウス 中川和恵

626 向原 サンテックプランニング 原田広好

627 向原 ㈲和高醸造 大坪慎吾

628 向原 向原塗装 望月正義

629 向原 木原行政書士事務所 木原張登

630 向原 井上餅店 井上一心

631 向原 井上食料品店 井上喜春

632 向原 先川建設㈲ 先川泰弘

633 向原 益原商店 益原睦三

634 向原 大原屋 小野周人

635 向原 株式会社安芸大谷製作所 大谷徹

636 向原 一般社団法人QOL研究所 田村眞悠

637 向原 山野運送 山野勇治
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Ｎo 事業所名 代表者

Ｎo 事業所名 代表者名

1 吉田 吉田税務署管内　青色申告会 吉田修

2 吉田 安芸高田ぽっぽ会 池田武治

3 甲田 甲田カード会 大前直行

4 吉田 青年部長 國元英雄

5 吉田 青年部副部長 住吉慶高

6 吉田 青年部副部長 佐島雅直

7 吉田 女性部長 玉井直子

8 吉田 女性部副部長 妻田節子

9 吉田 女性部副部長 松本早苗

10 吉田  広島市信用組合吉田支店 神田剛

11 甲田 （協）甲田ショッピングセンタ－ 住吉正紀

12 吉田 特定非営利法人　匠の家 梶川正三

13 吉田 イズミ歯科医院 和泉昌義

14 向原 特定非営利活動法人ふるさとネットやすらぎ会 稲垣文孝

15 向原  社会福祉法人　ひとは福祉会 寺尾文尚

16 高宮 川根柚子協同組合 熊高昌三

17 高宮 たかみや湯の森運営協会 秋國満

18 高宮 エコミュ－ジアム川根 辻駒健二

19 高宮  特定非営利法人いきいきクラブたかみや 熊高一雄

20 吉田 安芸高田市ブランド住宅事業協同組合 小又正文

Ｎo 郵便番号 住    所

1 市外 ㈱東京海上日動パ－トナ－ズ中国四国本店三次支社 吉田雅一

2 吉田 広島北部農業協同組合 佐々木祥文

3 市外 ㈱菁文社 重信優

4 市外 （有）テンリョー 山中真奈美

5 市外 てごう屋 近末毅

6 市外 ㈱カネス 住吉眞一

7 吉田 公益財団法人安芸高田市地域振興事業団 理事長藤川幸典

8 市外 （有）カーシステム土橋 土橋義博

9 八千代 農事組合法人八千代農産 奥原昌延

10 吉田 公益社団法人安芸高田市シルバー人材センター 前村岑男

11 向原 竹田　隆 竹田隆

12 市外 ㈱オフィス総合研究所 西原州康

13 市外 ㈱ｔａｖｅｒｎａ　ｇａｂｂｉａｎｏ 神岡学

14 市外 よりどころ 奥田翔

15 甲田 田辺農園 田辺介三

16 市外 ウッドワーカー宮本 宮本輝明

17 市外 理研産業㈱ 久保田勝彦

定款会員

特別会員
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