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№ 氏名 会役職 事業所名 役職 〒 所在地 電話

1 秋山　直樹 新光ネームプレート（株） 代表取締役社長 252-0245 相模原市中央区田名塩田1-11-9 042-777-7271

2 阿久津　宏 （株）アクツ 代表取締役社長 252-0132 相模原市緑区橋本台2-14-40 042-772-4321

3 伊佐　俊彦 （有）創夢設計 代表取締役 252-0232 相模原市中央区矢部2-7-36 042-752-6441

4 井上　毅 （株）イノウエ 代表取締役社長 252-0155 相模原市緑区鳥屋750 042-785-0136

5 岩谷　房雄 瑞穂事務所 所長 252-0239
相模原市中央区中央3-12-3
相模原商工会館内

042-755-0134

6 大谷　保憲 理事 （株）ボード・プランニング 代表取締役 252-0131
相模原市緑区西橋本5-4-30
さがみはら産業創造センターSIC-2-604

042-770-9757

7 大坪　征弘 エイト技工（株） 代表取締役社長 252-0215 相模原市中央区氷川町15-14 042-752-8888

8 大西　威一郎 理事 （株）クフウシヤ 代表取締役 252-0231 相模原市中央区相模原4-4-2 ウイング6F 042-758-6520

9 小沢　久茂 清新鉄工（株） 代表取締役社長 252-0132 相模原市緑区橋本台2-14-31 042-771-2541

10 小俣　邦正 名誉会員 （株）昭和真空 代表取締役社長 252-0244 相模原市中央区田名3062-10 042-764-0385

11 片岡　剛 （有）ＳＨＯＵＮ 代表取締役 252-0132 相模原市緑区橋本台2-7-8 042-775-2501

12 川﨑　彦量 （有）エーエス 代表取締役 252-0132 相模原市緑区橋本台1-14-15 042-771-0234

13 北川　尊久 （株）不二川製作所 代表取締役社長 252-0216 相模原市中央区清新6-17-5 042-772-6417

14 櫛間　一緒 ワンプロモーション（株） 代表取締役 252-0311 相模原市南区東林間6-6-15 042-815-1260

15 久保田　浩章 理事 相模螺子（株） 代表取締役社長 252-0132 相模原市緑区橋本台2-3-6 042-773-9910

16 久保　誠 監事 （株）オーエイ 代表取締役社長 252-0244 相模原市中央区田名3039-16 042-762-4021

17 桑原　俊也 （有）共伸テクニカル 代表取締役 252-0244 相模原市中央区田名3039-35 042-764-4273

18 小林　昌純 （株）コバヤシ精密工業 代表取締役社長 252-0331 相模原市南区大野台4-1-54 042-751-9095

19 権田　源太郎 権田金属工業（株） 代表取締役社長 252-0212 相模原市中央区宮下1-1-16 042-700-0220

20 櫻内　康裕 （株）櫻内工務店 代表取締役 252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-14-7 042-752-1231

21 佐藤　強志 （有）アート建物管理 代表取締役 252-0335 相模原市南区下溝928-11 042-711-8915

22 三瓶　武 （有）三瓶自動車整備工場 代表取締役 252-0217 相模原市中央区小町通2-6-7 042-774-1418

23 芝田　晃 東京ガスライフバル相模原（株） 常務取締役 252-0231
相模原市中央区相模原5-1-7
グラスワンビル3F

042-722-5347

24 柴原　博靖 （株）ソーアップ 代表取締役社長 252-0331 相模原市南区大野台3-25-29 042-752-5050

25 杉浦　秀樹 ハリマ梱包（株） 代表取締役 252-0302 相模原市南区上鶴間1-8-36 042-744-6438

26 杉田　豊範 （株）大丸製作所 代表取締役 252-0244 相模原市中央区田名3314-5 042-761-6113

27 杉本　祥一 理事 （株）ハイスポット 代表取締役 252-0303
相模原市南区相模大野7-5-2
グリタァ相模大野１F

042-702-2550

28 鈴木　和弥 理事 （株）東鈴紙器 代表取締役社長 252-0217 相模原市中央区小町通2-10-17 042-774-0488

29 鈴木　克人 相模ピーシーアイ（株） 代表取締役社長 252-0244 相模原市中央区田名3039-28 042-763-1551

30 高橋　貞一 名誉会員 （株）高橋精密工業 代表取締役社長 252-0203 相模原市中央区東淵野辺5-15-11 042-754-3211

31 武田　知泰 （株）トモエレクトロ 代表取締役 252-0244 相模原市中央区田名1253 042-760-2273

32 田村　敬明 （株）エーディー 代表取締役社長 252-0231
相模原市中央区相模原2-12-18
コスモスビル

042-758-1474

33 田森　幸一 会長 （株）双葉工業 代表取締役社長 252-0212 相模原市中央区宮下2-11-5 042-772-5369

34 豊岡　淳 ユタカ精工（株） 代表取締役社長 252-0244 相模原市中央区田名2053-3 042-761-5018

35 豊川　聖一郎 （株）太陽技研 代表取締役社長 252-0243 相模原市中央区上溝1671-10 042-754-8281

36 那須　隆仁 副会長 三恵エンジニアリング（株） 専務取締役 252-0321 相模原市南区相模台3-16-6 042-745-3100

37 西澤　勇司 相談役 （株）キャロットシステムズ 代表取締役 252-0131 相模原市緑区西橋本1-16-18 042-775-7200

38 早川　正彦 （有）早川銘板製作所 代表取締役 252-0244 相模原市中央区田名3039-17 042-763-1141

39 藤本　恵介 （株）F-Design 代表取締役 252-0131
相模原市緑区西橋本5-4-21
さがみはら産業創造センターSIC-1-202

042-707-7139

40 舟生　俊博 税理士法人さくらみらい会計事務所 代表社員 252-0231 相模原市中央区相模原2-13-2 5Ｆ 042-707-4760

41 本間　健士 （株）ホンマ電機 代表取締役 252-0302 相模原市南区上鶴間1-12-1 042-746-1616

42 松岡　康彦 名誉会員 湘南デザイン（株） CEO 252-0132 相模原市緑区橋本台3-6-1 042-774-2111

43 丸山　徹 丸栄工業（株） 専務取締役 252-0154 相模原市緑区長竹224-3 042-780-8170

44 宮城　武文 アイルドリーム（株） 代表取締役社長 252-0213 相模原市中央区すすきの町35-16-101 042-860-3755

45 向　啓三 名誉会員 菊池工業（株） 取締役副社長 252-0244 相模原市中央区田名3392-2 042-761-5211

46 村上　泰弘 監事 共立機械製作所（株） 代表取締役社長 252-0244 相模原市中央区田名2745-4 042-785-2861

47 茂木　康則 （株）茂光製作所 代表取締役社長 252-0212 相模原市中央区宮下3-2-17 042-774-3416

48 山口　誠志 山口自動車（株） 代表取締役 252-0254 相模原市中央区下九沢1111-1 042-772-5312

49 山崎　利宏 城山工業（株） 代表取締役社長 252-0132 相模原市緑区橋本台2-6-5 042-700-8878

50 横江　利夫 旭フォークリフト（株） 代表取締役 252-0244 相模原市中央区田名2931-4 042-762-4630

51 吉田　英訓 副会長 （株）ミヨシ・ロジスティックス 代表取締役社長 252-0254 相模原市緑区下九沢2129-4 042-779-6619

52 渡邊　将文 （株）MEMOテクノス 代表取締役 252-0211 相模原市緑区西橋本1-16-18 042-810-0130


