
善通寺商工会議所第 25期議員名簿 

（R1.11.1～R4.10.31） 

１号議員                           令和 3 年 4 月 1 日 

№ 議 員 氏 名 事 業 所 名 住    所 電話番号 

1 氏家 正徳 ㈲バイオ・ユー 櫛梨町５９４ 62-8275 

2 大浦 宏之 大浦社会保険労務士事務所 南町３－６－２３ 64-0510 

3 大倉 康司 丸善織物㈱ 金蔵寺町５４０ 62-1100 

4 大島 竹雄 ㈱セイサンエクスプレス 弘田町９２５－２ 63-1468 

5 大平 一德 ㈱四国レッグズ 中村町１６５－１ 63-2326 

6 岡田 哲一 ㈲岡田表具内装店 上吉田町２－５－９ 62-0321 

7 岡田 之彦 ㈲光風社広告 中村町９８４－５ 62-0470 

8 小片 亮平 ㈱小片建設 中村町１９３７－２ 62-2045 

9 香川 和久 香川建築金物㈱ 上吉田町７－７－９ 62-0305 

10 砂古口義規 ㈱さこぐち酒店 善通寺町７－８－１５ 62-0370 

11 佐藤 正文 大和教材㈱ 弘田町９２６－１ 62-1071 

12 佐野 忠之 佐野総合企画㈱ 生野町１８０８－６ 62-7238 

13 下谷 和範 下谷司法書士事務所 善通寺町７－５－２２ 63-8760 

14 白井  彰 ㈱麺棒 中村町１００３－１ 62-0783 

15 白井 計一 ㈲白井タクシー 善通寺町１－１－８ 62-2133 

16 関  清伸 ㈲関建築設計事務所 善通寺町２１０６－３ 63-2726 

17 寺嶋 謙次 ㈱育英システム 上吉田町３－９－２１ 63-7551 

18 浜崎 達彦 香川記章㈲ 上吉田町２４５－１ 62-0657 

19 浜田 利明 ㈱アドネット 上吉田町８－５－１９ 63-1933 

20 樋笠 泰三 ㈱平成 善通寺町２－７－１９ 62-0408 

21 樋口多美子 ㈲魚七 上吉田町２－５－２６ 62-0006 

22 平岡 亨教 平岡産業㈱ 上吉田町２－１－２３ 62-0268 

23 藤原  晃 ㈲藤原塗装 善通寺町３－７－３ 62-4548 

24 細川 佳輔 ㈱エーエス 生野町２７１－３ 63-2200 

25 細川 督夫 ㈱エイトク 生野本町２－１５－３１ 63-5500 

26 松浦 英樹 松浦産業㈱ 上吉田町２７０－１ 62-2555 

27 山下 安亮 ㈱松坂商事 吉原町５４０－３ 62-5032 

28 山本 賢司 写真の山本 上吉田町２－３－３ 62-1061 

29 山本 幸男 ㈲山本防水工業 善通寺町２５５０ 62-1239 

30 瀧本 宜史 ㈲横川商店 善通寺町７－２－４ 62-0566 
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1 石田 直樹 日本紙管工業㈱四国工場 弘田町１９４３－１ 62-2250 

2 大北 慎司 ㈱大北製作所 弘田町２４９ 63-1515 

3 大坪 廣巳 大坪電機㈲ 生野町１０３８－７ 62-1585 

4 大西 省司 ㈲大西呉服店 文京町１－５－２８ 62-0263 

5 大西日出機 ㈱ユタカ 下吉田町１５１ 63-3536 

6 香川  智 ㈲サンクリーン香川 原田町２３１０－９ 62-6578 

7 川﨑 豊士 ㈲藤井組 仙遊町２－２－３ 62-7020 

8 川田 博文 ㈱百十四銀行善通寺支店 善通寺町１－２－１ 63-0114 

9 白井  浩 ㈲白井酒店 善通寺町１－８－１ 62-0467 

10 角野 幸治 ㈱いわま黒板製作所 与北町１１３１ 62-1631 

11 土井 正司 ㈲三陽自動車 上吉田町６－３－５ 62-1215 

12 長崎 彰夫 長崎屋化粧品店 上吉田町１－６－１０ 63-2777 

13 長田英三郎 ㈱クルー 金蔵寺町７８７－１ 62-2066 

14 橋本 修洋 橋本運輸㈱ 上吉田町１０７－２ 62-2070 

15 増田 力也 ㈱マルマス 下吉田町７８３ 63-1015 

16 村上 祐次 三和工業㈱ まんのう町岸上１７２５－１ 75-3606 

17 森  典史 讃岐製鬼㈱ 吉原町８７－３ 62-2424 

18 山本 和也 ㈲山本建設 善通寺町２４７９－２ 62-0609 

19 横田 直樹 ㈲菜を里 善通寺町２－１－２８ 63-2557 
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1 秋山 泰伺 ㈱丸善 三野町大見甲３３０８ 72-5135 

2 大西 正巳 七王工業㈱ 金蔵寺町１８０ 62-0951 

3 小野 貴史 香川音響㈱ 金蔵寺町１９５５ 62-2240 

4 白川  等 大企建設㈱ 櫛梨町５００－１ 63-3377 

5 髙木 誠一 ㈱光洋ネオン電装 生野町９５３－１ 62-4244 

6 竹島 昌宏 ジェイフィルム㈱ 仙遊町１－９－１１ 62-2300 

7 辻村 啓一 辻村建設㈱ 吉原町２５４２－１ 62-1361 

8 野尻 岳生 日本酪農協同㈱香川営業所 上吉田町５０４ 62-2525 

9 藤目 芳久 四国計測工業㈱製造事業本部電力事業部 大麻町７７７ 63-2500 

 

 

 


