
　　　　　四国中央商工会議所　役員の紹介
令和５年５月１日現在

任期　　自　令和４年11月1日　　至　令和７年10月31日 （敬称略）

会　頭

福助工業株式会社 井上  治郎 常議員

副会頭 株式会社猪川商店 猪川  亮

四国紙販売株式会社 井川  髙幸 株式会社ゴウダ 合田  恵二郎

シンワ株式会社 井上  和久 株式会社ミヤザキ 宮崎　英樹

三木特種製紙株式会社 三木  雅人 株式会社メガネショップかわのえ 合田　楯秋

専務理事 井原工業株式会社 井原  伸

宮﨑　修 四国電力株式会社四国中央営業所 渡邊　三知博

常議員 株式会社新興 大西  英彦

泉製紙株式会社 宇髙  治 尾藤建設株式会社 尾藤  淳一

イトマン株式会社 伊藤  俊一郎 大西物流株式会社 大西  三喜男

愛媛製紙株式会社 井川  和寛 川之江港湾運送株式会社 三宅  文雄

大髙製紙株式会社 宮﨑  茂喜 大王海運株式会社 岩井  正実

金柳製紙株式会社 石川  隆憲 南流勢運輸株式会社 矢野  隆志

大富士製紙株式会社 服部  正 日本興運株式会社 井川  正

株式会社トーヨ 長野  良三 株式会社伊予銀行三島支店 立花　宏司

服部製紙株式会社 矢野　雅司 株式会社愛媛銀行三島支店 田原　隆史

丸石製紙株式会社 石村　浩 川之江信用金庫 日浦　博基

丸住製紙株式会社 星川　知之 株式会社石松 竹本  哲也

リンテック株式会社三島工場 喜井　大介 監　事

カクケイ株式会社 井原  和彦 税理士法人鈴木会計 鈴木  義彦

カミ商事株式会社 井川  博明 受川建設工業株式会社 受川　眞二

株式会社サクラ・シノコウ 篠原  勇治 森実機工株式会社 森実　秀郎

株式会社モーリ 毛利  泰治郎 最高顧問

森川株式会社 森川  信彦 大王製紙株式会社 井川  俊髙

ユニ・チャーム株式会社 石川  英二 丸住製紙株式会社 星川  一冶

梅錦山川株式会社 藤原  康展 顧　問

川之江造機株式会社 篠原  貴裕 衆議院議員 井原  巧

ジャスティン株式会社 鈴木  昇 四国中央市長 篠原  実

株式会社大昌 工所 福崎  祥正 四国中央市議会議長 三宅　繁博

株式会社マルカワ 長野  光幸 愛媛県議会議員 鈴木  俊広

　　　　　四国中央商工会議所　議員の紹介
任期　　自　令和４年11月1日　　至　令和７年10月31日

　（敬称略・号数別・議席番号順）

 三号議員及び議員職務執行者名 （定数18名）
イトマン株式会社 伊藤  俊一郎 ユニ・チャーム株式会社 石川  英二

大王製紙株式会社 井川  俊髙 川之江造機株式会社 篠原  貴裕

株式会社トーヨ 長野  良三 福助工業株式会社 井上  治郎

丸住製紙株式会社 星川  知之 株式会社猪川商店 猪川  亮

三木特種製紙株式会社 三木  雅人 株式会社ゴウダ 合田  恵二郎

リンテック株式会社三島工場 喜井　大介 井原工業株式会社 井原  伸

カミ商事株式会社 井川  博明 株式会社伊予銀行三島支店 立花　宏司

シンワ株式会社 井上  和久 川之江信用金庫 日浦　博基

森川株式会社 森川  信彦 株式会社石松 竹本  哲也
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 二号議員及び議員職務執行者名 （定数42名）
石川製紙株式会社 石川  保紀 株式会社城下文化堂 城下  拓巳

泉製紙株式会社 宇髙  治 トクワカ商事株式会社 三原  英人

愛媛製紙株式会社 井川　和寛 株式会社フジグラン川之江 大下　勝

白川製紙株式会社 白川  豊志 株式会社美寿寿 長野　禎毅

服部製紙株式会社 矢野　雅司 株式会社ミモザホールディングス 髙橋  弘一郎

石﨑商事株式会社 石﨑  真臣 株式会社メガネショップかわのえ 合田　楯秋

エヒメ紙工株式会社 星川  謙吾 森実機工株式会社 森実  秀郎

カクケイ株式会社 井原  和彦 受川建設工業株式会社 受川  眞二

タイカワ商事株式会社 井川  健三 株式会社大西建設 大西　克弘

大黒工業株式会社 石川  忠彦 四国電力株式会社四国中央営業所 渡邊　三知博

ツバメ工業株式会社 石川  喜平 尾藤建設株式会社 尾藤  淳一

株式会社モーリ 毛利  泰治郎 川之江港湾運送株式会社 三宅  文雄

株式会社リブドゥコーポレーション 加藤　敏浩 トーヨー・ロジテック株式会社 西岡　斉

リュウグウ株式会社 森川  泰幸 日本興運株式会社 井川　正

ウダカエンジニアリング株式会社 宇髙  光重 株式会社愛媛銀行三島支店 田原　隆史

梅錦山川株式会社 藤原　康展 株式会社百十四銀行三島支店 田尾　章典

ダイオーエンジニアリング株式会社 篠原　義幸 株式会社広島銀行三島支店 越智　大輔

株式会社大昌 工所 福崎  祥正 税理士法人鈴木会計 鈴木  義彦

株式会社マルカワ 長野  光幸 トーヨデンサン株式会社 小西  武司

カネマツ商事株式会社 星川  政徳 株式会社フロントエンド 中野  航

三共エンジニアリング株式会社 津吉　伸哉 株式会社ホシ商事 星川　千文

 一号議員及び議員職務執行者名 （定数60名）
大髙製紙株式会社 宮﨑  茂喜 株式会社伊予機械製作所 石川  陽子

金柳製紙株式会社 石川　隆憲 有限会社宇摩ダイハツ 村上　泰史

大富士製紙株式会社 服部  正 技研工機株式会社 宮崎  政博

福田製紙株式会社 米井　基彦 ジャスティン株式会社 鈴木  昇

星高製紙株式会社 星川  幸久 有限会社鈴木製材所 鈴木  太一郎

有限会社丸あ製紙所 脇    憲久 瀬戸内溶接株式会社 森川  元明

丸石製紙株式会社 石村  浩 株式会社中央ステンレス 川村　誠一

三島工業株式会社 大西  俊也 株式会社大倉稔商店　 大倉　一朗

株式会社有髙扇山堂 有髙　秀三 有限会社川島化粧品店 川島  繁一

株式会社今村紙工 今村　定生 サトー産業株式会社 佐藤　慎輔

エリエールプロダクト株式会社 黒田　浩志 有限会社柴田辨治商店 柴田　浩之

カミイソ産商株式会社 大西  聖和 堤製パン株式会社 堤    敏朗

カワイチ株式会社 加地　秀則 株式会社フリーエッグタケムラ 武村  英樹

株式会社川善 石川  達也 株式会社ミヤザキ 宮崎  英樹

協和紙工株式会社 篠原　聡一 株式会社久保組 久保　安正

株式会社キンセイ 西口  将彦 近藤電設株式会社 福田　慶

近藤印刷工業株式会社 近藤　隆敬 株式会社新興 大西  英彦

株式会社ゴークラ 望月　康平 大西物流株式会社 大西　三喜男

株式会社合英 合田  正彦 タイカワ運輸株式会社 高橋　雅宏

株式会社サクラ・シノコウ 篠原  勇治 大王海運株式会社 岩井  正実

四国紙販売株式会社 井川  髙幸 南流勢運輸株式会社 矢野  隆志

株式会社スズキ紙工業 鈴木  宣弘 三島運輸株式会社 川崎　直人

太平紙器株式会社 大平  純 三島交通株式会社 久門  憲文

株式会社ニッキ 井川　和康 株式会社香川銀行川之江支店 上岡　智紀

日産紙工業株式会社 益田　眞治 株式会社中国銀行川之江支店 守屋　嘉之

マルウ接着株式会社 横尾  誠二  東予信用金庫三島支店 曽根　和正

株式会社丸和 大西　政広 ＪＢＡ税理士法人四国中央事務所 大久保　宏茂

宮内紙工株式会社 宮内  哲也 東海通商株式会社 三宅　紀文

株式会社モリオト 森實　泰三 東予交通株式会社 桂　　髙司

山中商事株式会社 山中　泰典 日新商事株式会社 吉岡  豊彦
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