
No. 企業名 役職 氏名 支部名

1 (有)ITマネジメントシステム 代表取締役 石塚　真彰 札幌

2 あいりす(株) 代表取締役 出口　修 札幌

3 (株)アクアグレース 代表取締役会長 小仲　美智子 札幌

4 (株)アグリ＆コミュニティサポート総合研究所 代表取締役社長 小西　穣 札幌

5 朝日新聞札幌中央販売(株) 代表取締役社長 松尾　光雄 札幌

6 (株)ASCe 代表取締役 後藤　亮太 札幌

7 (有)ASシエーラ 代表取締役 渡部　光夫 札幌

8 (株)アセットプランニング 代表取締役 及川　学 札幌

9 アルファシステムソリューションズ(株) 代表取締役 明田　憲司 札幌

10 安藤行政事務所 代表取締役所長 安藤　壽建 札幌

11 Ambitious Farm(株) 代表取締役 柏村　章夫 札幌

12 (株)インフォマテリア 代表取締役 石川　辰義 札幌

13 (株)宇佐美商会 代表取締役 宇佐美　隆 札幌

14 (有)内山新聞店 代表取締役 内山　亘理 札幌

15 (株)FPプロジェクトワン 代表取締役 川合　雅之 札幌

16 (株)エムジー・コーポレーション 代表取締役 後藤　洋 札幌

17 (株)大橋冷機 常務取締役 塚本　教博 札幌

18 合同会社　オークニック 代表社員 笹川　伸之 札幌

19 カサシマ建設(株) 代表取締役 笠島　守 札幌

20 亀田成春法律事務所 弁護士 亀田　成春 札幌

21 北電力設備工事(株) 専務取締役 伏木　康 札幌

22 協栄建物管理(株) 代表取締役 風間　満 札幌

23 業務用グラス　Vaisselle 代表 和田　亜希子 札幌

24 社会福祉法人　草の実会 理事長 手塚　玄 札幌

25 (株)ケーアイジャパン 代表取締役 齋藤　雄一 札幌

26 (株)KNコーポレーション 代表取締役 金城　錦花 札幌

27 (株)ケルプ研究所 代表取締役 福士　宗光 札幌

28 恒星設備(株) 代表取締役 太田　正則 札幌

29 (株)宏陽 代表取締役社長 髙島　幸志朗 札幌

30 (株)小枝 代表取締役 久保　毅仁 札幌

31 (株)櫻井 代表取締役 櫻井　信夫 札幌

32 (有)札幌すこやか介護サービス 代表取締役 内田　薫 札幌

33 (株)札幌デンタル・ラボラトリー 代表取締役社長 山賀　英司 札幌

34 丸金　佐藤水産(株) 代表取締役社長 佐藤　允省 札幌

35 (株)サンコー 代表取締役会長 山田　修三 札幌

36 三晃化学(株) 代表取締役社長 渡辺　民嗣 札幌

37 (株)丸髙三信堂 代表取締役社長 服部　信吾 札幌

38 サンマルコ食品(株) 代表取締役社長 藤井　幸一 札幌

39 (株)シオン 代表取締役会長 関口　ひろみ 札幌

40 (株)秀岳荘 代表取締役社長 小野　浩二 札幌

41 (株)新札幌倉庫 代表取締役 松下　信一 札幌

42 鈴木造園(株) 代表取締役 蕪木　清文 札幌

43 (株)スタイルゲート 代表取締役 山崎　充 札幌

44 (株)寿時 代表取締役社長 寿時　康二 札幌

45 (株)セーコー 代表取締役 三井　尚子 札幌

46 (株)第一エンヂニアリング 代表取締役 寺田　治 札幌

47 (株)第一葬祭 代表取締役社長 栗原　眞由美 札幌

48 (株)第一ホテル 代表取締役 米澤　佳晃 札幌

49 大和ユニフォーム(株) 代表取締役社長 内田　芳史 札幌

50 (株)タカジン 代表取締役 髙橋　正幸 札幌

51 拓北電業(株) 代表取締役社長 鈴木　暁彦　 札幌

52 (株)龍田工務店 代表取締役 龍田　昌樹 札幌

53 (株)ダテハキ 取締役会長 守　和彦 札幌

54 (有)谷越印刷 代表取締役 谷越　律夫 札幌
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55 (株)Ｄ＆Ｃ 代表取締役 髙橋　恵 札幌

56 (株)ティーピーパック 代表取締役 池川　和人 札幌

57 (株)テスク 代表取締役 丹　英司 札幌

58 (有)トライアド 代表取締役 三原　広聡 札幌

59 トーワラダンボール(株) 代表取締役 大場　勝博 札幌

60 (株)ナオヰ工芸社 代表取締役 直井　泰憲 札幌

61 (株)ながかみ 代表取締役 永上　和宏 札幌

62 (株)長沼成吉思汗 取締役会長 小原　修一 札幌

63 (株)日本アメニティクリエイト 代表取締役 眞田　和宏 札幌

64 橋谷(株) 代表取締役社長 橋谷　秀一 札幌

65 (株)花の八幡屋 代表取締役 八幡　有一 札幌

66 光情報通信(株) 代表取締役 南部　賢 札幌

67 (株)光美容化学　 取締役本部長 玉澤　研一 札幌

68 (株)ビームオン 代表取締役 熊坂　和也 札幌

69 (株)ビルメン日新 代表取締役専務 井口　信幸 札幌

70 (株)ふじ研究所 代表取締役 佐橋　光好 札幌

71 藤建工業(株) 代表取締役 藤川　誠二 札幌

72 (株)ブレンドワークス 代表取締役 前川　裕一 札幌

73 ベル食品(株) 代表取締役社長 福山　恵太郎 札幌

74 (株)北翔 代表取締役 清水　誓幸 札幌

75 北清商事(株) 専務取締役 押切　正明 札幌

76 (有)ホクレア　行政書士佐々木ひとみ事務所 代表取締役 佐々木　ひとみ 札幌

77 北嶺不動産(有) 代表取締役 大石　清司 札幌

78 (株)補償セミナリー 取締役副社長 中野　むつみ　 札幌

79 北海葬祭(株) 代表取締役会長 松井　髙志 札幌

80 北海道オフィス・マシン(株) 代表取締役社長 神野　裕三 札幌

81 北海道オリンピア(株) 代表取締役 宮本　典英 札幌

82 (株)北海道建設新聞社 代表取締役会長 松木　剛 札幌

83 北海道自動車共済協同組合 専務理事 大塚　博貴 札幌

84 (有)北海道新聞岸販売所 代表取締役 岸　信行 札幌

85 (株)ほりぞんとあーと 代表取締役 大野　頌 札幌

86 (株)町村農場 代表取締役 町村　均 札幌

87 (株)松江印刷 代表取締役 大山　修司 札幌

88 (株)豆太 代表取締役 岡内　宏樹 札幌

89 マルサン塗料(株) 専務取締役 立花　秀樹 札幌

90 山﨑建設工業(株) 代表取締役社長 江野　英嗣 札幌

91 山田農園 代表 山田　誉 札幌

92 横山製粉(株) 代表取締役 横山　敏章 札幌

93 (株)リポートサービス北海道 代表取締役 西田　宙文 札幌

94 (株)りんゆう観光 代表取締役会長 植田　英隆 札幌

95 (株)レイジックス 代表取締役 敬禮　匡 札幌

96 (株)和光 代表取締役会長 田中　傳右衛門 札幌

97 (株)ワコーバイオケミカル 代表取締役社長 佐々木　和秀 札幌

98 岩見沢液化ガス(株) 代表取締役 渡辺　美智留 南空知

99 (株)組合印刷 代表取締役 小川　有積 南空知

100 (株)サン研ライフサービス 代表取締役 南部谷　靖 南空知

101 武部建設(株) 代表取締役 武部　豊樹 南空知

102 (株)中田建築設計 代表取締役 中田　信広 南空知

103 (株)平塚建具製作所 代表取締役 平塚　勝也 南空知

104 本田農機工業(株) 代表取締役 本田　雅義 南空知

105 リブラス(株) 道央圏担当執行役員 羽沢　卓志 南空知

106 (株)兼正　阿部製麺 代表取締役社長 阿部　恭久 しりべし・小樽

107 (株)イコル 代表取締役社長 寺下　知志 しりべし・小樽

108 (株)石井印刷 代表取締役社長 石井　伸和 しりべし・小樽

109 (株)丸大 大川組 代表取締役 大川　久美子 しりべし・小樽
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110 (株)小樽海洋水産 代表取締役 松田　亙 しりべし・小樽

111 社会保険労務士法人オフィス小笠原 社会保険労務士・行政書士 小笠原　俊介 しりべし・小樽

112 (有)大一ソーイング 代表取締役 山本　和光 しりべし・小樽

113 (有)髙橋設備工業 代表取締役 髙橋　健 しりべし・小樽

114 曲イ　田中酒造(株) 代表取締役 田中　一良 しりべし・小樽

115 (株)樽石 代表取締役社長 上参郷　光祐 しりべし・小樽

116 (株)ディスワンオート木原 代表取締役 木原　誠司 しりべし・小樽

117 (株)富田 専務取締役 富田　旭 しりべし・小樽

118 永井石油(株) 代表取締役 永井　恵亮 しりべし・小樽

119 中野ファーム(株) 取締役会長 中野　勇 しりべし・小樽

120 (株)新倉屋 代表取締役社長 新倉　吉晴 しりべし・小樽

121 西尾弘美法律事務所 弁護士 西尾　弘美 しりべし・小樽

122 (有)ふなば農場 代表取締役 船場　英雄 しりべし・小樽

123 本田興業(株) 代表取締役 本田　哲 しりべし・小樽

124 安川自動車興業(株) 代表取締役社長 安川　匠 しりべし・小樽

125 横関建設工業(株) 代表取締役社長 柏谷　匡胤 しりべし・小樽

126 (株)リフォーム企画　舩水 代表取締役 舩水　浩司 しりべし・小樽

127 (株)アイザックス 取締役 相澤　勲 とかち

128 (株)石山商店 代表取締役 石山　拓 とかち

129 伊藤産業(株) 代表取締役 伊藤　仁浩 とかち

130 (有)大石農産 代表取締役 大石　富一 とかち

131 (有)大沢商会 代表取締役 及川　悟　 とかち

132 太田寝装(株) 代表取締役 太田　隆博 とかち

133 (株)大野ファーム. 代表取締役 大野　泰裕 とかち

134 オムニス林産協同組合 代表理事 瀨上　晃彦 とかち

135 (株)共同電設 代表取締役 原田　健太 とかち

136 (株)K’s　FARM 代表取締役 梶　宗徳 とかち

137 (有)合同保険事務所 代表取締役 羽田　武史 とかち

138 児玉ヘルス商事(株) 代表取締役 児玉　誠也 とかち

139 (株)珈琲専科ヨシダ 代表取締役 三野宮　厚子 とかち

140 (株)近藤商会 常務取締役 近藤　真治 とかち

141 紺野建設(株) 代表取締役 紺野　宏 とかち

142 (株)佐藤工務店 代表取締役 佐藤　聰 とかち

143 佐山建設工業(株) 常務取締役 伊藤　好男 とかち

144 サンテクノ(株) 代表取締役 兼子　賢 とかち

145 社労士･行政書士　しまや事務所 所長 嶋谷　耕治 とかち

146 砂原会計事務所 所長 砂原　政広 とかち

147 税理士法人FPC 代表社員 井上　理 とかち

148 ソーゴー印刷(株) 代表取締役社長 高原　淳 とかち

149 (株)大地 代表取締役 林　秀康 とかち

150 (株)タム 代表取締役 松原　雅人 とかち

151 (株)テキサス 代表取締役 落合　洋 とかち

152 デジタルグラフィックス(株) 代表取締役 河村　知明 とかち

153 (有)テーラー髙森 代表取締役社長 髙森　一郎 とかち

154 東洋印刷(株) 代表取締役社長 角　髙紀 とかち

155 トォータルフーズ(株) 代表取締役社長 香川　澄子 とかち

156 (有)十勝しんむら牧場 代表取締役 新村　浩隆 とかち

157 (有)十勝スロウフード 代表取締役 藤田　惠 とかち

158 とかち豚丼　夢の蔵 代表 高橋　利幸 とかち

159 中村農場 代表 中村　正信 とかち

160 (有)ニューパックとがし 代表取締役社長 富樫　雅道 とかち

161 (株)ネオプロセス 代表取締役 松田　英明 とかち

162 (株)ネクサス 代表取締役社長 曽根　一 とかち

163 (株)花 代表取締役 久保　陽一 とかち

164 (有)尾藤農産 代表取締役 尾藤　光一 とかち
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165 (株)藤森商会 代表取締役社長 藤森　裕康 とかち

166 前田農産食品(資) 代表取締役専務 前田　茂雄 とかち

167 松田孝志税理士事務所 所長 松田　孝志 とかち

168 (株)まつもと薬局 代表取締役 松本　健春 とかち

169 (有)マミィ 代表取締役 南出　雅樹 とかち

170 (株)マリエッタ 代表取締役 成田　孔一 とかち

171 (株)ミドリ機材 代表取締役 小野寺　慎吾 とかち

172 (株)山本忠信商店 代表取締役 山本　英明 とかち

173 (有)夢がいっぱい牧場 代表取締役 片岡　豪 とかち

174 (有)ワン・エックス 代表取締役 辻田　茂生 とかち

175 (有)青山商会 代表取締役 青山　隆志 くしろ

176 (株)アシスト 代表取締役 浅野　葉子 くしろ

177 雨宮印刷(株) 代表取締役 雨宮　慶一 くしろ

178 (株)オイコス 代表取締役 森川　浩一 くしろ

179 (有)カーショップ　オモテ 代表取締役 表　共良 くしろ

180 (有)小林自動車整備工場 代表取締役社長 小林　浩 くしろ

181 (株)近藤建設 代表取締役 近藤　明 くしろ

182 西興建設(株) 代表取締役社長 杉本　眞美 くしろ

183 坂巻歯科医院 院長 坂巻　秀敏 くしろ

184 (株)サトケン 代表取締役 佐藤　紀寿 くしろ

185 サワベスタジオ 映像事業部　室長 澤辺　慎也 くしろ

186 鈴木圭介税理士事務所 税理士 鈴木　圭介 くしろ

187 (有)鈴木建設興業 代表取締役 鈴木　尚寿 くしろ

188 釧根開発(株) 取締役総務部長 葭原　聡 くしろ

189 綜合設備(株) 代表取締役 亀岡　孝 くしろ

190 (株)高橋工業 代表取締役 髙橋　宗靖 くしろ

191 (株)ダスキン釧路 代表取締役会長 木内　敏子 くしろ

192 (株)津村測量設計 代表取締役 日下　雪夫 くしろ

193 (株)丸物出口興産 代表取締役 出口　将平 くしろ

194 (有)道東暖熱工業所 代表取締役 大久保　芳直 くしろ

195 特定非営利活動法人 和 副理事長 酒田　浩之 くしろ

196 (株)トップオブ釧路 代表取締役 藤井　芳和 くしろ

197 (株)トーテック 代表取締役 福井　克美 くしろ

198 富田屋(株) 代表取締役 山口　寿 くしろ

199 長江建材(株) 取締役会長 長江　勉 くしろ

200 (株)ナリテツ 代表取締役社長 成澤　則充 くしろ

201 日本郵便(株)根室有磯郵便局 局長 千葉　武 くしろ

202 (有)バースコム 代表取締役 加藤　昌之 くしろ

203 浜中町農業協同組合 代表理事会長 石橋　榮紀 くしろ

204 (有)平良木新聞店 常務取締役 中島　健洋 くしろ

205 ファーストコンサルティング(株) 代表取締役 乗山　徹 くしろ

206 (株)プライムネス 代表取締役 八幡　好洋 くしろ

207 (株)ほくえい 代表取締役 外村　武 くしろ

208 北泉開発(株) 常務取締役 曽我部　元親 くしろ

209 (株)森川商店 代表取締役 森川　一郎 くしろ

210 (株)山一　佐藤紙店 代表取締役社長 佐藤　公一郎 くしろ

211 リブラス(株) 代表取締役社長 櫻井　英裕 くしろ

212 (有)ワタナベ葬儀社 常務取締役 渡辺　政之 くしろ

213 赤坂木材(株) 代表取締役専務 渋谷　光敏 オホーツク

214 (株)アンサー建築企画 代表取締役 高田　裕一 オホーツク

215 (株)エムリンクホールディングス 代表取締役社長 本見　研介 オホーツク

216 岡村塗装 代表 岡村　廉明 オホーツク

217 (株)オフィスプラン・Ｋ 代表取締役 三塚　慶蔵 オホーツク

218 (株)海田鋼材 代表取締役社長 海田　有一 オホーツク

219 (株)協和土木工業 代表取締役 森　安春 オホーツク
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220 (株)ゴダイ 専務取締役 濱名　靖博 オホーツク

221 (有)サンヨー工業 代表取締役 新鞍　富士夫 オホーツク

222 (株)CNS 代表取締役 川口　由美 オホーツク

223 (株)スマートプロジェクト 代表取締役 諏江　春樹 オホーツク

224 大幸建設(株) 代表取締役社長 佐々木　雄一 オホーツク

225 (株)TOM LINE 代表取締役 大谷　忠義 オホーツク

226 (株)林鉄工 代表取締役 林　正道 オホーツク

227 ファイナンシャルプランナー事務所アップデート 代表 田村　友朗 オホーツク

228 Free Factory(株) 代表取締役 幅﨑　一亮 オホーツク

229 (有)まこと屋 代表取締役 佐藤　修三 オホーツク

230 アイビイ通信(株) 代表取締役 飯尾　和夫 道北あさひかわ

231 (株)アーキ・ファイブ 代表取締役 秡川　正人 道北あさひかわ

232 アートクリーン(有) 代表取締役 佐藤　邦彦 道北あさひかわ

233 (株)植松電機 代表取締役 植松　努 道北あさひかわ

234 AIコンサルタント(株) 鶴羽　洋子 道北あさひかわ

235 (有)AI総合保険事務所 代表取締役社長 大野　雅志 道北あさひかわ

236 川上総合法律事務所 所長 川上　義尚 道北あさひかわ

237 カワテックス(株) 代表取締役社長 河戸　三千之 道北あさひかわ

238 北村林業(株) 代表取締役 北村  彰 道北あさひかわ

239 (有)ギャラリーシーズ 代表取締役 久木　佐知子 道北あさひかわ

240 (株)キョクオー 代表取締役 松井　完 道北あさひかわ

241 (有)ぎんねこ 非常勤役員 久保　あつこ 道北あさひかわ

242 グラース(株) 代表取締役 早川　舞 道北あさひかわ

243 (株)クリエイトファニチャー 代表取締役 岩満　昌史 道北あさひかわ

244 クローバーシステム(株) 代表取締役 粟田　和成 道北あさひかわ

245 後藤英文司法書士事務所 所長 後藤　英文 道北あさひかわ

246 (株)ササキ工芸 代表取締役 佐々木　雄二郎 道北あさひかわ

247 三葉製菓(株) 代表取締役 水上　崇 道北あさひかわ

248 (株)菅原組 取締役副社長 菅原　吉孝 道北あさひかわ

249 税理士法人薄井会計 代表社員 薄井　タカ子 道北あさひかわ

250 (有)タイタス 代表取締役社長 金子　正九 道北あさひかわ

251 (株)丸タ　田中青果 統括本部長 田中　美智子 道北あさひかわ

252 デザイントーク(有) 代表取締役 大谷　薫 道北あさひかわ

253 日新運輸(株) 代表取締役社長 森　俊一 道北あさひかわ

254 畠山かおる司法書士事務所 司法書士 畠山　かおる 道北あさひかわ

255 (有)ファインルーフ 代表取締役 井上　茂樹 道北あさひかわ

256 (株)フレアサービス 代表取締役 西村　達一郎 道北あさひかわ

257 弁護士法人小寺・松田法律事務所 滝川事務所所長 村田　雅彦 道北あさひかわ

258 (株)北友ストアー 代表取締役社長 吉川　勝 道北あさひかわ

259 保険サービス(株) 藤田　貴宏 道北あさひかわ

260 (株)ポプラ舘 代表取締役 佐藤　弘子 道北あさひかわ

261 まいしょあ 代表 畠山　晃美 道北あさひかわ

262 森川綜合紙器(株) 代表取締役 森川　唯志 道北あさひかわ

263 (有)森脇モータース 代表取締役 森脇　幸二 道北あさひかわ

264 (株)ライナーネットワーク 代表取締役 安井　清吉 道北あさひかわ

265 (株)ラッツ９９４ 代表取締役 伊藤　勝治 道北あさひかわ

266 (有)良栄・PLAN 代表取締役 小山　良榮 道北あさひかわ

267 渡辺贈商(株) 代表取締役社長 渡辺　千晃 道北あさひかわ

268 渡辺農機(株) 代表取締役 渡辺　幸洋 道北あさひかわ

269 (有)アイ・エス・アイ 代表取締役 石岡　大明 函館

270 (株)アイズ 代表取締役 高橋　泰助 函館

271 (有)アースフレンド･ハシモト 代表取締役 橋本　篤 函館

272 ＡＺ ｗｏｒｋｓ 代表 中澤　篤 函館

273 (有)石川青果 代表取締役 石川　千尋 函館

274 一般社団法人日本終活協会 代表理事 打田　智明 函館
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275 AIDほっとライン(株) 代表取締役社長 輪島　敏弘 函館

276 (株)大竹商店 代表取締役 大竹　昌尚 函館

277 (有)ガーディアン美警 代表取締役 堀抜　まり子 函館

278 カドウフーズ(株) 代表取締役 嘉堂　聖也 函館

279 (有)河村工業 代表取締役 河村　末明 函館

280 (株)環境科学研究所 代表取締役 藤島　浩 函館

281 キョーツー(株) 代表取締役社長 藤山　幸伸 函館

282 (株)コーノ 執行役員 阿部　節子 函館

283 社会保険労務士　吉田事務所 特定社会保険労務士 吉田　則幸 函館

284 (株)ジョイワン 代表取締役社長 加藤　省吾 函館

285 (株)青函設備工業 監査役 斎藤　光子 函館

286 西友エンジニアリング 代表 西川　勝夫 函館

287 (株)タザキトーヨー住器 代表取締役 中島　明 函館

288 (株)田畑建設 代表取締役 田畑　昌伸 函館

289 (有)鳥海 取締役副社長 恩田　泰久 函館

290 (株)道南工業七飯工場 常務取締役 小川　聡 函館

291 とのさき社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 外崎　晋也 函館

292 (株)にしざき事務所 代表取締役社長 西﨑　康博 函館

293 (株)函館クリーン 代表取締役 鎌鹿　玄介 函館

294 (有)函館十字屋 代表取締役 菅原　雅仁 函館

295 函館電子(株) 取締役会長 林　洋一 函館

296 日乃出食品(株) 代表取締役 工藤　英洋 函館

297 (有)フラワーハウスまえだ 代表取締役社長 前田　貫 函館

298 平和石油(株) 代表取締役 本間　和幸 函館

299 (株)前田組 専務取締役 前川　敏雄 函館

300 (有)マルトミ松前商店 代表取締役 松前　富弥 函館

301 (株)みよい 代表取締役 明井　清治 函館

302 八百ねっと髙坂農園 代表 髙坂　重勝 函館

303 八雲運輸商事(株) 専務取締役 平野　百合子 函館

304 山田総合設計(株) 代表取締役 山田　俊幸 函館

305 (株)来夢 代表取締役 大和　京子 函館

306 今成興業(株) 代表取締役専務 今成　忠司 苫小牧

307 (株)クレエ 代表取締役 阿部　満 苫小牧

308 KM社会保険労務士法人　苫小牧事務所 所長 定蛇　萌 苫小牧

309 光陽商事(株) 代表取締役社長 杉立　貴昭 苫小牧

310 (有)志のぶ 代表取締役 髙橋　憲司 苫小牧

311 (株)新興電気 代表取締役社長 長居　順一 苫小牧

312 (株)スギウラ 代表取締役 杉浦　真城 苫小牧

313 (株)鈴木住建 取締役会長 長谷川　智 苫小牧

314 (株)電気工事西川組 代表取締役社長 西川　良雄 苫小牧

315 (有)苫小牧広告美術社 代表取締役 福井　洋幸 苫小牧

316 (株)ほしの 代表取締役 星野　岳夫 苫小牧

317 (株)北海道ソイルリサーチ 代表取締役 畠澤　顕秀 苫小牧

318 (有)ポプラ 代表取締役 出頭　万志子 苫小牧

319 (株)ウロコ 代表取締役 斎藤　光太郎 西胆振

320 川田自動車工業(株) 代表取締役 川田　弘教 西胆振

321 クリーンビル開発(株) 代表取締役 西尾　拓也 西胆振

322 興和工業(株) 代表取締役 鈴木　高士 西胆振

323 須藤建設(株) 代表取締役社長 須藤　正之 西胆振

324 日の出運輸(株) 代表取締役社長 石見　秀樹 西胆振

325 室蘭まちづくり放送(株) 代表取締役社長 沼田　勇也 西胆振

326 (株)望月製麺所 代表取締役 望月　一延 西胆振




