
役 員 一 覧 

（２０２２年１２月２３日現在） 

 

代表幹事 

 

石渡 恒夫 京浜急行電鉄株式会社 相談役 

片岡 達也 株式会社横浜銀行 代表取締役頭取 

 

 

副代表幹事 

 

稲葉 晃一 株式会社横浜駅前ビルディング 代表取締役会長 

川本 守彦 川本工業株式会社 代表取締役社長 

草壁 悟朗 川崎信用金庫 会長 

志藤 昭彦 株式会社ヨロズ 代表取締役会長 

野並 直文 株式会社崎陽軒 代表取締役会長 

林 英一 相鉄ホールディングス株式会社 代表取締役会長 

平松 廣司 かながわ信用金庫 理事長 

三澤 憲一 神奈川中央交通株式会社 相談役 

 

 

専務幹事 

 

伊藤 智則 一般社団法人神奈川経済同友会  専務幹事 

 

 

常任幹事 

 

浅井 俊之 丸全昭和運輸株式会社 代表取締役会長 

新井 英輔 株式会社新井清太郎商店 代表取締役社長 

荒井 寿一 荒井商事株式会社 代表取締役会長 

池田 典義 株式会社アイネット 創業者最高顧問 

鴻 義久 株式会社ハリマビステム 代表取締役会長 



大前 茂 横浜信用金庫 理事長 

岡田 伸浩 株式会社横浜岡田屋 代表取締役社長 

雄城 隆史 
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ  

取締役常務執行役員 横浜ロイヤルパークホテル総支配人 

加川 広志 アイフォーコム株式会社 代表取締役社長 

勝 治雄 横浜エレベータ株式会社 取締役社長 

茅本 隆司 日本発条株式会社 代表取締役社長 

越田 進 浜銀ＴＴ証券株式会社 代表取締役社長 

関口 紀正 株式会社関口商亊 代表取締役会長 

仙石 通泰 株式会社三技協 代表取締役 

滝澤 秀之 相鉄ホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 

原田 一之 京浜急行電鉄株式会社 取締役会長 

星野 幸彦 株式会社ファム 顧問 

三木 康郎 株式会社三木組 代表取締役 

水品 正博 株式会社三好商会 代表取締役会長 

三村 智之 株式会社神奈川銀行 取締役会長 

 

 

財務幹事 

 

石川 学 株式会社産業貿易センター 代表取締役社長 

 

 

会計幹事 

 

北村 理和子 株式会社北村商会 代表取締役社長 

山田 晃久 株式会社山田債権回収管理総合事務所 代表取締役 

 

 

幹  事 

 

秋山 桂子 山陽印刷株式会社 代表取締役会長 

石井 良輔 横浜魚類株式会社 代表取締役社長 

石田 岳彦 ウエルシア薬局株式会社 取締役副会長 



犬山 惠一朗 犬山建物株式会社 代表取締役 

岩崎 文裕 学校法人岩崎学園 理事長 

上野 賢了 株式会社京急アドエンタープライズ 取締役社長 

上野 孝 上野トランステック株式会社 代表取締役会長 

梅村 東 
株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル  

代表取締役社長 

大村 日出雄 大村紙業株式会社 代表取締役社長 

小沢 一彦 日本水産観光株式会社 代表取締役会長 

河西 慎 日本銀行 横浜支店 支店長 

加藤 尊正 相鉄ホテル株式会社 代表取締役社長 

加藤 卓郎 株式会社加藤組鉄工所 代表取締役会長 

加藤 政徳 人の森株式会社 代表取締役 

川合 利昭 
アサヒビール株式会社 首都圏業務用統括本部  

本部長付 理事専任部長 

川俣 幸宏 京浜急行電鉄株式会社 取締役社長 

北川 剛司 北川商事株式会社 代表取締役社長 

工藤 英司 工藤建設株式会社 代表取締役 

工藤 光和 横浜振興株式会社 代表取締役社長 

熊谷 典和 株式会社テレビ神奈川 代表取締役社長 

熊本 直三郎 宝製菓株式会社 取締役相談役 

栗田 勝 株式会社横浜ステーシヨンビル 代表取締役社長 

小泉 光一郎 相模石油株式会社 代表取締役会長 

小島 雅裕 横浜丸魚株式会社 代表取締役社長 

小峰 直 株式会社横浜銀行 代表取締役常務執行役員 

坂井 雅幸 公益社団法人横浜貿易協会 常務理事 

坂田 宏 株式会社サカタのタネ 代表取締役社長 

櫻井 陽一 株式会社朋栄 代表取締役社長 

左藤 誠 相鉄不動産株式会社 取締役社長 

佐藤 幹男 株式会社ヨコソー 代表取締役 

鈴木 圭一 株式会社浜銀総合研究所 代表取締役社長 

須藤 浩之 株式会社神奈川新聞社 代表取締役社長 

関 進 川崎タクシー株式会社 代表取締役 

関 朋子 横浜高周波工業株式会社 代表取締役社長 

高垣 済史 日本木槽木管株式会社 代表取締役社長 

髙梨 信芳 タカナシ乳業株式会社 代表取締役社長 



高橋 浩治 川崎運送株式会社 代表取締役社長 

滝沢 純一 株式会社マイナビ 神奈川支社 支社長 

竹田 徹 三菱地所株式会社 執行役員 横浜支店長 

千原 広司 相模鉄道株式会社 代表取締役社長 

土屋 剛 京急電機株式会社 取締役社長 

德橋 三郎 互興運輸株式会社 代表取締役社長 

長尾 和典 株式会社ホテル横須賀 代表取締役社長 

中西 裕信 
東日本電信電話株式会社 執行役員  

神奈川事業部長兼神奈川事業部神奈川支店長 

長堀 真己 株式会社ＹＳＧホールディングス 代表取締役社長 

楢井 進 江ノ島電鉄株式会社 取締役社長 

仁井 健二 リコージャパン株式会社 神奈川支社 支社長 

初田 義人 東京ガスネットワーク株式会社 神奈川支社長 

花園 泰 システムニコル株式会社 代表取締役社長 

平位 武 川崎鶴見臨港バス株式会社 取締役社長 

藤木 幸夫 藤木企業株式会社 取締役会長 

舩嵜 博和 真生工業株式会社 代表取締役社長 

堀 俊一 堀硝子株式会社 取締役会長 

堀 康紀 神奈川中央交通株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 

堀内 資公 株式会社アセント 代表取締役社長 

松田 尚 馬淵建設株式会社 代表取締役副社長 

水品 洋一 株式会社三好商会 代表取締役社長 

道平 隆 京急建設株式会社 取締役社長 

見村 清 株式会社見村鉄骨グループ 取締役相談役 

森 健二 横浜商工会議所 専務理事 

森川 聡 日清物流株式会社 代表取締役社長 

守谷 貞夫 守谷輸送機工業株式会社 代表取締役 

桺川 眞一 ＡＬＳＯＫ神奈川株式会社 代表取締役社長 

山田 泰之 地球堂商亊株式会社 代表取締役 

吉川 俊雄 横浜冷凍株式会社 代表取締役会長 

吉永 昌生 株式会社吉永商店 代表取締役 

和気 徹 株式会社オプティマル 代表取締役 

 


