会員企業ネットワーク一覧

鳥取商工会議所青年部
Tottori Young Entrepreneurs Group

会 社 建 設
設計
イナバ電気㈱ 三坂淳仁君
㈱富士ユニコン 石畑美幸君
田中工業㈱ 田中健志君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君
㈲カゲイ鉄工 岡本隆志君
㈱サンクリエイト 中野内道徳君
㈱白兎設計事務所 菅原大介君

総合建設
田中工業㈱ 田中健志君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
㈱クロカワ 森本智幸君
㈲福田建機 福田哲夫君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君
㈲カゲイ鉄工 岡本隆志君
㈱サンクリエイト 中野内道徳君

一般 土木工事
田中工業㈱ 田中健志君
西日本環境設備㈱ 荒川恵介君
㈲福田建機 福田哲夫君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱中国カッター 星山修一君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君
㈲カゲイ鉄工 岡本隆志君
㈲湯川建設 湯川 渉君

管工事
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
西日本環境設備㈱ 荒川恵介君
㈲ユニットバス鳥取 奥平 肇君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈲湯川建設 湯川 渉君

クレ ーン工 事
㈲ＩＴＴ 冨田光政君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱東部機工 中江優二君

造園
㈱富士ユニコン 石畑美幸君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱谷尾樹楽園 谷尾壽嗣君

重 機 レンタル

㈱富士ユニコン 石畑美幸君
ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君
福上工業㈱ 福石幸生君

㈱バード保険事務所 安田光宏君
㈱ぎしき 田中将樹君
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
もりいち鍼灸接骨院 森下一美君
㈲松島工芸社 松島新太郎君
三井住友海上火災保険㈱ 石毛充之君
㈱太陽 加藤 寛
㈱FPブレーン ほけん相談ひろば 尾田政和君

塗装工事

健康支援

㈲松島工芸社 松島新太郎君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈲ヒラタ塗装工芸社 平田祐輔君
㈱サンクリエイト 中野内道徳君
花田工業㈲ 花田富幸君

もりいち鍼灸接骨院 森下一美君
㈲常田薬局 常田賢二君
㈱金居商店 金居洋子君
ナチュラルケアサロンShinyou 井上郁代君
studio do-hip KidsDanceProject 大深仁恵君
公財）
鳥取県保健事業団 津村拓朗君

駐車場設備

電 気・通 信 設 備

㈱富士ユニコン 石畑美幸君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
㈲ＩＴＴ 冨田光政君
福上工業㈱ 福石幸生君

中央家電㈱ 山本浩志君
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
山口電業㈱ 玉谷 洋君
イナバ電気㈱ 三坂淳仁君
福上工業㈱ 福石幸生君

防水工事
㈲テクノサービス 山根 真君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
㈱池田シーリング 池田 進君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱宮本工業 奥平智一君
㈱サンクリエイト 中野内道徳君

ガス 設 備

特殊 工事

鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
福上工業㈱ 福石幸生君

防災設備

㈱コダマサイエンス 矢倉浩之君
㈲テクノサービス 山根 真君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱サンクリエイト 中野内道徳君

産業廃棄物処理

ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君
福上工業㈱ 福石幸生君

解 体工事

山陰興業㈱鳥取営業所 大國祐輔君
㈱牧浦商店 牧浦健泰君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈲湯川建設 湯川 渉君

看板

鉄 筋・鉄 骨

㈲松島工芸社 松島新太郎君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈲ヒラタ塗装工芸社 平田祐輔君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

㈱清水 清水浩司君
㈲ＩＴＴ 冨田光政君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈲カゲイ鉄工 岡本隆志君

屋根工事

水道 設備工事

福上工業㈱ 福石幸生君
花田工業㈲ 花田富幸君

鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
西日本環境設備㈱ 荒川恵介君
㈲ユニットバス鳥取 奥平 肇君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈲カゲイ鉄工 岡本隆志君
㈲湯川建設 湯川 渉君
㈱井上機械 井上直樹君

左官

警備業

㈱富士ユニコン 石畑美幸君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱サンクリエイト 中野内道徳君
花田工業㈲ 花田富幸君

富士警備保障㈱ 谷口里江君
ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君

小谷昇税理士事務所 小谷好男君

行政書士
行政書士平田健事務所 平田

健君

司法書士
Mʼｓ司法書士事務所 村田浩一君
永美合同事務所 永美祐輔君

弁護士

経営支援

ギ フト・贈 答 品

各種補助金

資産運用

食品卸

二次会

㈱情報サービス鳥取 山中慎也君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君
㈱ナレッジサポート 安田道人君

大山日ノ丸証券㈱ 今井敏明君
㈱山陰合同銀行 平木 浩君

千谷茗風園 松村将史君
㈲仕出し料理やまもと 山本有希君
㈱魚倉 高垣 弘君
㈱コタニ 小谷憲司君

㈱ぎしき 田中将樹君
㈱HoNaNe 喜多 靖君
縁 谷本さやか君
しゃんしゃん亭 本城 誠君
Gypsophila 田中美香世君
㈱オールラウンド 岩本慎司君
ターナ・カプリッチョ 田中 崇君

㈱ぎしき 田中将樹君
clay Art〜Rose Avanty〜 井上千尋君
㈲八木谷生花店 八木谷昭一君

特 許 権・商 標 権

飲食

千谷茗風園 松村将史君
㈱田村紙店 田村康悦君
㈱ぎしき 田中将樹君
㈲鳥取珈琲館 田中 治君
山野商事㈱ 嶋田耕治君
㈲森田印房 森田浩二君
clay Art〜Rose Avanty〜 井上千尋君
㈱メモワールイナバ 圓井貴志君
㈲亀甲や 坂野経三郎君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

花

西川総合法律事務所 中崎雄一君

記帳代行
経 営 支 援・相 談
㈱情報サービス鳥取 山中慎也君
小谷昇税理士事務所 小谷好男君
㈱インフロー 濱本浩二君
三井住友海上火災保険㈱ 石毛充之君
行政書士平田健事務所 平田 健君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君
㈱ナレッジサポート 安田道人君
㈱山陰合同銀行 平木 浩君

㈱情報サービス鳥取 山中慎也君
小谷昇税理士事務所 小谷好男君
㈱ナレッジサポート 安田道人君

会 食・接 待
㈱ぎしき 田中将樹君
㈱HoNaNe 喜多 靖君
しゃんしゃん亭 本城 誠君
㈱ぐらっちぇ 坂下美佐子君
㈱オールラウンド 岩本慎司君
ターナ・カプリッチョ 田中 崇君
日ノ丸産業㈱ 小山尚悟君

資金調達
㈱鳥取銀行 石原寛之君
㈱山陰合同銀行 平木 浩君

ランチ
㈱ぎしき 田中将樹君
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
㈲鳥取珈琲館 田中 治君
㈲仕出し料理やまもと 山本有希君
㈱HoNaNe 喜多 靖君
ターナ・カプリッチョ 田中 崇君

なかにし特許事務所 中西康裕君

教 養・趣 味
千谷茗風園 松村将史君
㈲鳥取珈琲館 田中 治君
clay Art〜Rose Avanty〜 井上千尋君
㈱金居商店 金居洋子君
studio do-hip KidsDanceProject 大深仁恵君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

㈲テクノサービス 山根 真君
田中工業㈱ 田中健志君
㈱牧浦商店 牧浦健泰君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君

ギフト・贈答品

税 務・経 理

保険各種

㈱インテリアフクタ 福田通拡君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
福上工業㈱ 福石幸生君
花田工業㈲ 花田富幸君

㈲大正自動車 中村亜津志君
福上工業㈱ 福石幸生君

建 材・工 具 販 売

法務について

福利厚生
内装

足場設 置
㈲ＩＴＴ 冨田光政君
福上工業㈱ 福石幸生君
花田工業㈲ 花田富幸君

2 0 18 / 3 / 2 0 現 在

システム開発

社屋管理
イベント企 画

各 種 システム 開 発

心 身 のケア

エス．ディ．アール． 恩田奈津江君
㈱MagicPlus 高木健治郎君
㈱デザインバンク 糸原 修君

もりいち鍼灸接骨院 森下一美君
㈱金居商店 金居洋子君
studio do-hip KidsDanceProject 大深仁恵君

出張・旅行

社員教育・派遣

出 張・社 員 旅 行
㈱日ノ丸観光トラベル 林

社 員 教 育・派 遣

配

㈱情報サービス鳥取 山中慎也君
㈱ナレッジサポート 安田道人君

各種イベント

清 掃・メンテ ナンス

建物管理

富士警備保障㈱ 谷口里江君
鳥取ビルクリーナー㈱ 森下大輔君
ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君
㈱エタニ企業 江谷俊郎君

富士警備保障㈱ 谷口里江君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君

庭管理

建物防災

㈱富士ユニコン 石畑美幸君
㈱谷尾樹楽園 谷尾壽嗣君

富士警備保障㈱ 谷口里江君
ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君

建物警備

和彦君

ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君
富士警備保障㈱ 谷口里江君

車

看板

千谷茗風園 松村将史君
㈲松島工芸社 松島新太郎君
㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
山陰中央テレビジョン放送㈱ 野津周平君
studio do-hip KidsDanceProject 大深仁恵君
日本海テレビジョン放送㈱ 松村泰介君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君

イベントウェア
㈲松島工芸社 松島新太郎君
㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
㈲森田印房 森田浩二君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

㈲松島工芸社 松島新太郎君
㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
山野商事㈱ 嶋田耕治君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君
㈲ヒラタ塗装工芸社 平田祐輔君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

ポ スター・チ ラシ

会場

余興

鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
㈲松島工芸社 松島新太郎君
㈲アドセンターパル 中井史生君

㈲松島工芸社 松島新太郎君
studio do-hip KidsDanceProject 大深仁恵君

㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
山野商事㈱ 嶋田耕治君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

㈱トーヨーショップ丸山 山田克幸君
㈲G・コーポレーション 鳥越 昭秀君

逝
去

周年

20

周年

業

代表交代
事業継承

開

会社設立

起業準備

10

消耗品・社内環境・レンタル
各種印刷

不 動 産
土 地・建 物 取 得

賃貸

㈲レディス・グランドハウス 福田弘幸君
Mʼｓ司法書士事務所 村田浩一君
田中工業㈱ 田中健志君
㈱ケイティー 田中大喜君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
スタジオ昴㈱ 林 慎太郎君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君

土地の調査
野田土地家屋調査士事務所 野田幸洋君
永美合同事務所 永美祐輔君
㈱ケイティー 田中大喜君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君
㈱白兎設計事務所 菅原大介君

土地の測量
永美合同事務所 永美祐輔君
野田土地家屋調査士事務所 野田幸洋君
㈱白兎設計事務所 菅原大介君

不動産登記
永美合同事務所 永美祐輔君
Mʼｓ司法書士事務所 村田浩一君
野田土地家屋調査士事務所 野田幸洋君

備品購入

各種登記

事務機器

不動産登記

中央家電㈱
山野商事㈱
㈱金居商店
㈱パレット

山本浩志君
嶋田耕治君
金居洋子君
常村 修君

事務用品
㈲森田印房
山野商事㈱
㈱金居商店
㈱今井書店
㈱パレット

森田浩二君
嶋田耕治君
金居洋子君
山本博崇君
常村 修君

電化製品
中央家電㈱ 山本浩志君
㈲オカダ・デンキ 岡田 悠君
㈱金居商店 金居洋子君

Mʼｓ司法書士事務所 村田浩一君
永美合同事務所 永美祐輔君
野田土地家屋調査士事務所 野田幸洋君

商業登記

千谷茗風園
山野商事㈱
㈱金居商店
㈱井上機械

松村将史君
嶋田耕治君
金居洋子君
井上直樹君

書籍

飲料水
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君

紙製品

ユ ニフォーム

車両購入

廃油処理

㈱田村紙店 田村康悦君
山野商事㈱ 嶋田耕治君

㈲森田印房 森田浩二君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

㈱小河自動車 大田昌史君
㈱トーヨーショップ丸山 山田克幸君
clay Art〜Rose Avanty〜 井上千尋君
オービットカラーズ 高藤 軌晋君
㈲大正自動車 中村亜津志君

山陰興業㈱鳥取営業所 大國祐輔君

㈱今井書店 山本博崇君

永美合同事務所 永美祐輔君
Mʼｓ司法書士事務所 村田浩一君

車両整備

印鑑

広告宣伝

㈲森田印房 森田浩二君

ホーム ペー ジ 作 成

資源エネルギー
資 源・燃 料

その 他 備品

㈱田村紙店 田村康悦君
山野商事㈱ 嶋田耕治君
㈲森田印房 森田浩二君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

㈱牧浦商店 牧浦健泰君

電 力・ガス

エス．ディ．アール． 恩田奈津江君
㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
㈱インフロー 濱本浩二君

w e bコン サル ティング
㈱インフロー 濱本浩二君
エス．ディ．アール． 恩田奈津江君
㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君

鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君

CM

太 陽 光・風 力

日本海テレビジョン放送㈱ 松村泰介君
山陰中央テレビジョン放送㈱ 野津周平君
㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
㈱インフロー 濱本浩二君

ALSOK山陰株 谷川元気君・古林 晃君
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君

リフォーム

車両全般

花定期購入
㈱富士ユニコン 石畑美幸君
㈲八木谷生花店 八木谷昭一君

マス メディア 製 作

チ ラシ 製 作

㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
山陰中央テレビジョン放送㈱ 野津周平君
エス．ディ．アール． 恩田奈津江君
㈱インフロー 濱本浩二君
日本海テレビジョン放送㈱ 松村泰介君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君

エス．ディ．アール． 恩田奈津江君
㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
㈱インフロー 濱本浩二君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君

情報誌

ポ スティング

㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱デザインバンク 糸原 修君
鳥取情報文化研究所 植田英樹君

㈲アドセンターパル 中井史生君
㈱doorpost 奥村 道哉君

㈱小河自動車 大田昌史君
㈱トーヨーショップ丸山 山田克幸君
clay Art〜Rose Avanty〜 井上千尋君
オービットカラーズ 高藤 軌晋君
㈲大正自動車 中村亜津志君

車両保険
㈱小河自動車 大田昌史君
㈱バード保険事務所 安田光宏君
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
富士警備保障㈱ 谷口里江君
㈱トーヨーショップ丸山 山田克幸君
三井住友海上火災保険㈱ 石毛充之君
㈱太陽 加藤 寛
オービットカラーズ 高藤 軌晋君
㈲湯川建設 湯川 渉君

メッキ 処 理
㈲堀鍍金工業所 湖山 諒君

車両板金塗装
㈱小河自動車 大田昌史君
㈱トーヨーショップ丸山 山田克幸君
オービットカラーズ 高藤 軌晋君

車 両 プリント・ステッカ ー
㈱デザインバンク 糸原 修君
㈱トーヨーショップ丸山 山田克幸君
㈲森田印房 森田浩二君
オービットカラーズ 高藤 軌晋君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

ガ ソリン
日ノ丸産業㈱ 小山尚悟君

廃車処 理
㈱牧浦商店 牧浦健泰君

冠婚葬祭

リフォ ーム 全 般

結婚式

中央家電㈱ 山本浩志君
鳥取ガス産業㈱ 三村貴志君
㈲オカダ・デンキ 岡田 悠君
㈱富士ユニコン 石畑美幸君
㈱コダマサイエンス 矢倉浩之君
㈱インテリアフクタ 福田通拡君
㈲ 杉 内 杉内勝成君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君
㈲カゲイ鉄工 岡本隆志君
㈲ヒラタ塗装工芸社 平田祐輔君
㈱白兎設計事務所 菅原大介君

千谷茗風園 松村将史君
㈱ぎしき 田中将樹君
㈱HoNaNe 喜多 靖君
clay Art〜Rose Avanty〜 井上千尋君

葬 儀・社 葬
千谷茗風園 松村将史君
㈱ぎしき 田中将樹君
㈱メモワールイナバ 圓井貴志君

外壁塗装

仏 具・仏 壇 購 入

㈲松島工芸社 松島新太郎君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君
㈲ヒラタ塗装工芸社 平田祐輔君

㈱ぎしき 田中将樹君
㈱メモワールイナバ 圓井貴志君

店 舗 デ ザイン

㈱ぎしき 田中将樹君
㈱メモワールイナバ 圓井貴志君

㈲松島工芸社 松島新太郎君
㈱富士ユニコン 石畑美幸君
㈱デザインバンク 糸原 修君
福上工業㈱ 福石幸生君
㈱千代田工務店 荒田潤之介君
㈲ヒラタ塗装工芸社 平田祐輔君
㈱白兎設計事務所 菅原大介君
㈱キリンクラフト 太田哲平君

遺 品 整 理・供 養

相続相談
㈱ぎしき 田中将樹君
Mʼｓ司法書士事務所 村田浩一君
㈱太陽 加藤 寛

