
一般社団法人 とかち地域活性化支援機構 会員名簿

正会員（敬称略・会社名五十音順）

1 あさかぜ特許商標事務所 所長 中山　俊彦

2 株式会社　石山商店 代表取締役 石山　拓

3 伊藤農場 代表 伊藤　輝

4 税理士法人　FPC 代表社員 井上　理

5 有限会社　大石農産 代表取締役 大石　富一

6 有限会社　大坂林業 代表取締役 松村　幹了

7 有限会社　大沢商会 代表取締役 及川　悟

8 株式会社　大野ファーム． 代表取締役 大野　泰裕

9 小笠原農園 代表 小笠原　保

10 株式会社　おかだ商産 代表取締役 岡田　昭彦

11 株式会社　オカモト 代表取締役 岡本　謙一

12 株式会社　小田壱 代表取締役社長 小田　琢一

13 有限会社　音更環境管理センター 代表取締役 畠山　卓也

14 帯広信用金庫 常勤理事・営業推進部長 千田　一博

15 北十勝ファーム有限会社 代表取締役 上田　金穂

16 株式会社　共同電設 代表取締役 原田　健太

17 ケリーケー珈琲 代表 鎌田　祐佳

18 児玉ヘルス商事株式会社 代表取締役 児玉　誠也

19 小林牧場 代表 小林　靖夫

20 株式会社　サエキ 代表取締役 佐伯　大輔

21 株式会社　佐藤工務店 代表取締役 佐藤　聡

22 株式会社　ザ・本屋さん 代表取締役 高橋　智信

23 佐山建設工業　株式会社 常務取締役 伊藤　好男

24 三洋高熱株式会社 取締役社長 笹井　宏一

25 社会保険労務士・行政書士しまや事務所 所長 嶋谷　耕治

26 株式会社　しらかば 代表取締役 細川　義則

27 株式会社　スコップ 代表取締役 三坂　正和

28 ソーゴー印刷株式会社 代表取締役 高原　淳

29 株式会社　大地ホールディングス 代表取締役 林　秀康

30 株式会社　タカケン 代表取締役 髙橋　正志

31 税理士法人　竹川会計事務所 代表社員 竹川　博之

32 有限会社　タナベ 専務取締役 田邊　義康

33 株式会社　タム 代表取締役 松原　雅人

34 株式会社　ちあふる 代表取締役 小関　勝俊

35 株式会社　チークアーサー 代表取締役 藤井　文恵

36 株式会社　ChipS 代表取締役 及川　抄織

37 株式会社　つながり 代表取締役 北村　直也

38 デジタルグラフィックス　株式会社 代表取締役 河村　知明

39 トォータルフーズ株式会社 代表取締役社長 香川　澄子

40 株式会社　十勝がんこ農場２ 代表取締役 楠茂　政則
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41 有限会社　十勝スロウフード 代表取締役 藤田　惠

42 一般社団法人　とかち地域活性化支援機構 専務理事・事務局長 岩本　聖史

43 株式会社　十勝野フロマージュ 代表取締役社長 赤部　順哉

44 とかちまつおファーム 代表 松尾　典俊

45 とかちリージョナルネットワーク株式会社 代表取締役 岩本　聖史

46 有限会社　トヨニシファーム 代表取締役 小倉　修二

47 株式会社　内藤生花店 代表取締役 菅田　光子

48 株式会社　なまら十勝野 代表取締役 小山　勉

49 合同会社　虹 代表社員 髙橋　良

50 株式会社　ネオプロセス 代表取締役 松田　英明

51 ノースアジャスト株式会社 代表取締役 工藤　貴樹

52 株式会社　ノブ 代表取締役 高井　仁志

53 有限会社　橋本組 代表取締役 菊地　和也

54 橋本牧場 場主 橋本　晃明

55 株式会社ばんえいアズキとコムギ牧場 代表取締役 梅村　智秀

56 株式会社　尾藤農産 代表取締役 尾藤　光一

57 株式会社　ヒューマンリンクス 代表取締役 富田　友夫

58 株式会社　ファームステッド 代表取締役 阿部　岳

59 株式会社　藤森商会 取締役会長 藤森　裕康

60 Bluepine 代表／ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 青砥　美穂子

61 株式会社　プロコム北海道 代表取締役 関向　樹志

62 株式会社　ベルズ・グロー 代表取締役 鈴木　文香

63 株式会社　北海道カラーズ 代表取締役 新村　浩隆

64 有限会社　北海道人材センター 代表取締役 戸沼　幹郎

65 有限会社　ホテルニュー帯広 代表取締役 小村　真樹子

66 前田農産食品株式会社 代表取締役 前田　茂雄

67 株式会社　満寿屋商店 代表取締役 杉山　雅則

68 松田孝志税理士事務所 税理士 松田　孝志

69 株式会社　まつもと薬局 代表取締役 松本　健春

70 株式会社　マリエッタ 代表取締役 成田　孔一

71 株式会社　ミドリ機材 代表取締役 小野寺　慎吾

72 めむろワイナリー株式会社 代表取締役 尾藤　光一

73 株式会社　ヤマジョウ 専務取締役 太田　雄基

74 株式会社　山本忠信商店 代表取締役 山本　英明

75 株式会社　リースキンとかち 代表取締役 荒谷　隆明

76 有限会社　ワン・エックス 代表取締役 辻田　茂生

賛助会員（敬称略・会社名五十音順）

1 つたいトラベルサービス株式会社 専務取締役 蔦井　みつえ

2 有限会社　ワン・エックス 代表取締役 辻田　茂生

3 有限会社　中田食品 代表取締役 貴戸　武利
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