
全80名 平成30年4月17日 現在
事務所名 職種 事務所名 職種

事務所住所 TEL 事務所住所 TEL

（有）ウチダ写真館 写真撮影全般 (有)御手洗水道工事
水道衛生工事、
空調設備工事等

　　佐伯市大手町2-1-21 25-1515 　　佐伯市長良4720－2 29-2066

（有）カメラのキモト 写真・カメラ全般 （株）大輝エンジニア 電気通信設備

　　佐伯市大手町2丁目2-4 22-0440 　　佐伯市鶴岡西町1丁目107番地 23-5778

グッド・アシスト㈲ 介護 （有）佐伯電業社 電気・給排水設備

　　佐伯市鶴望字中ノ原3510-21 23-6366 　　佐伯市女島7444番地 22－0796

ムービークラフト（株） 映像処理 WATANABE タイヤ販売

　　佐伯市船頭町1番10号　山口ビル1F 48-9021 　　佐伯市弥生大字小田1112-1 46-1560

ライフアクティベーション 建設コンサルタント・農水産物販売 （有）深野建設 建設業・LED販売

　　佐伯市上岡3401-1 28-6522 　　佐伯市新女島区22班 24-1143

（有）大分サンテンマイカー 自動車販売、車検整備 佐伯建工（株） 建設業

　　佐伯市池田1724-5 23-6797 　　佐伯市海崎842-12 25-8990

ときわ司法書士事務所 司法書士 山口商事 (株) 紳士婦人服ｵｰﾀﾞｰ・作業服制服販売・保険代理業等 

　　佐伯市常盤南町6-23 23-2838 　　佐伯市中の島2－21－18 24-0888

㈱みつわ不動産 不動産業 (株)ジュエルアンドウ 宝飾品販売業

　　佐伯市大字長谷7567-3 22-7832 　　佐伯市駅前1-2-18 23-4733

（有）ハピネス 介護用品販売 矢野建材工業(株) 建造物解体・産廃処分業・地盤改良

　　佐伯市長島町3-20-10 24-3700 　　佐伯市弥生大字床木29-2 25-3308 

元屋印刷（株） 印刷業 （株）佐伯富士甚 ＬＰガス販売

　　佐伯市鶴谷町3-1-9 24-0900 　　佐伯市中の島2丁目21-4 22-3535

（株）菊池電氣工業 電気設備 (有)上田工業 鳶・土木業

　　佐伯市西谷町4-47 25-0110 　　佐伯市大字上岡345 22-5761

(有)石松堂 文具・事務機販売 (株)甲斐塗装 建築塗装業

　　佐伯市中の島2丁目1-3 23-2277 　　佐伯市女島8-2 23-4939

（有）ベストプラン 保険代理業 （有） 寿し好 料理飲食業

　　佐伯市木立5687-2 29-5480 　　佐伯市中村東町10-3 23-2288

さいき名倉整骨院 整骨院 門田塗装 塗装業

　　佐伯市中村南町1329-3 24-1617 　　佐伯市坂の浦1班 23-8589

(株)　住マイル
クロス・内装・
リフォーム全般

（有） マルハナ不動産 不動産業

　　佐伯市鶴谷町1丁目2番6号 48-9302 　　佐伯市中の島2-1-6 23-5566

曽宮設計 建設業・不動産業 （株）佐伯クリーニングセンター クリーニング業

　　佐伯市城東町3-34 22-0628 　　佐伯市女島8952 22-1471

吉正建設（有） 建設業 （有）日豊メンテナンス 清掃・電気通信業

　　佐伯市女島12364 22-3326 　　佐伯市東町14-7 22-2264

㈱ユーワンオート 自動車販売・整備 （有）インテリア クマヤ インテリア

　　佐伯市海崎128-4 27-7794 　　佐伯市中の島3－13－2 23-2571

岡部造園 造園業 弥生石材（株） 採石業

　　佐伯市大字鶴望2321-2 24-8272 　　佐伯市中村北町7-21 23-8022

柳井商店 飲食業 （株）長瀬建築 建築

　　佐伯市野岡町1-8-27 23-4569 　　佐伯市稲垣1420-10 22-5783

平成30年度　佐伯商工会議所青年部　所属会員名簿

長瀬 真

管 泰宏

高熊 一平

地域活性
化

副委員長
柳井 太一

地域活性
化

委員長
岡部 周一

親睦
副委員長 保田 祐策

吉田 正幸 奥詰 功親睦
委員長

研修
副委員長 曽宮 康生 神野 謙一

広報
副委員長 笠木 和久

研修
委員長 角崎 正

門田 丈夫

児玉 晃

広報
委員長 山田 秀之 清家 義也

総務
委員長 菊池 誠二

総務
副委員長 阿部 貴太

県連出向
研修委員

会

県連出向
交流連携
委員会

上田 大吾

甲斐 祐樹

理事 竹中 良 監事 御手洗 芳夫

理事 岡野 隆志

理事
会員大会
実行副委

員長

佐脇 寛 監事

相談役 安藤 伸一

矢野 伸二

理事 河野 将也 相談役 廣瀬 真

専務理事 高橋 智和

直前会長 永田 益久 相談役

会員大会
実行委員

長
深野 純

神野 広志

副会長 川野 圭一郎
周年大会
実行副委

員長
渡邉 侑己

宮本 昌和副会長 平川 高史
周年大会
実行委員

長

祭典
副委員長

役職 写真氏名

筆頭副会長 木許 龍一 大良 満明

会長 内田 尚吾 祭典
委員長 御手洗 慎太郎

氏名役職 写真

1 / 2 ページ



全80名 平成30年4月17日 現在
事務所名 職種 事務所名 職種
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豊後内燃機工業（有） 陸・船用ディーゼルエンジン アットホームひだ株式会社 不動産業・保険代理店

　　佐伯市大字鶴望4601番地3 22-2311 　　佐伯市臼坪23番60号 20-5430

小田開発工業（株） 総合建設業 5番地ダイニング 飲食業

　　佐伯市海崎848-1 27-8731 　　佐伯市内町5-10 22-8529

スナックリップス 飲食業 興人ライフサイエンス(株) 製造業

　　佐伯市城東町546オリエントビル2F 23-2523 　　佐伯市東浜1-6 22-1050

（株）SHINKO 鉄鋼業 鍛冶屋労務管理事務所 社会保険労務士業

　　佐伯市大字池田1936-1 29-2549 　　佐伯市長島町2-19-12 22-3524

県南生コン（株） 建材販売 株式会社　山作 石油製品販売

　　佐伯市鶴望433番地 22-1761 　　佐伯市葛港17-3 22-3561

（一社）困り事お助け協会 困り事対策事業 (有)那木家具店
家具・インテリ
ア・事務用品販
売

　　佐伯市内町1番11号　kirakuビル1Ｆ-101 22-7722 　　佐伯市鶴望下川成116-17 24-0111

Amethyst 飲食業 (株)宮崎太陽銀行　佐伯支店 金融業

　　佐伯市城東町3番29号　マリープラザ2階 22-3339 　　佐伯市中村北町2-50 22-1710

居酒屋　甚八 飲食業 GIRLS BAR VENUS 接客業

　　佐伯市駅前2-3 23-4008 　　佐伯市城東町2-11　オリエントビル2F 28-5181

ぎおん 飲食業

　　佐伯市城東町3-29　マリープラザ１階102号 24-2770

清家巧貴税理士事務所 税理士

　　佐伯市中村西町2-30　NTT佐伯ビル1F 22-8628

首藤顕道建築設計事務所 設計業

　　佐伯市中の島2丁目6-25 090-8910-1573

亜弥板金 建築板金業

　　佐伯市弥生大字江良1754 46-2986

居酒屋　とり富 飲食業

　　佐伯市駅前2丁目5-7 28-7688

(有)喰善 飲食業

　　佐伯市城東町4-26 22-2411

お食事処　ひょうたん小路 飲食業

　　佐伯市城東町1-39 23-6966

幸寿司（有） 飲食業

　　佐伯市城東町2-17 23-0807

(株)サザンテック 設計・測量・調査・コンサル等

　　佐伯市日の出町2-10 23-2616

居酒屋　わや 飲食業

　　佐伯市内町6番1号　新町会館１F 080-2707-2286

税理士法人　佐藤総合会計 税理士・公認会計士

　　佐伯市中の島2－21－18　3Ｆ 24-0811

シオツキ装飾株式会社 内装業

　　佐伯市城南町6-22 22-4187

平成30年度　佐伯商工会議所青年部　所属会員名簿
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