
議 選 公 告 第 １２ 号

令和４年１０月６日

　京 都 商 工 会 議 所

　　　選挙委員長　兒島　宏尚

（法人名・団体名等五十音順・敬称略）

法人名・団体名等 所　在　地

株式会社アーキエムズ 中京区両替町通御池上る龍池町449-1エムズ烏丸御池 代表取締役 村田　雅明

合同会社アイケイエム 上京区大上之町49-701 代表社員 竹内　弘一

株式会社藍ぜん 上京区上長者町通室町西入元土御門町529番地 取締役社長 西村　寛和

株式会社朝日堂 東山区清水1-280 取締役会長 淺井　國勝

株式会社アナテック・ヤナコ 伏見区下鳥羽平塚町145 代表取締役 桺本　依子

イオンモール株式会社 南区西九条鳥居口町1 ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTOｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 沖坂　徹也

株式会社イセトー 中京区烏丸通御池上ル二条殿町552 代表取締役会長　 小谷　達雄

株式会社今與 中京区烏丸通竹屋町上ル大倉町218 代表取締役社長 今西　信隆

ＳＧホールディングス株式会社 南区上鳥羽角田町68 代表取締役会長兼社長 栗和田　榮一

近江屋株式会社 下京区烏丸通五条下ル大坂町394 代表取締役社長 房本　伸也

岡本会計事務所 下京区四条通烏丸西入函谷鉾町85 所長/税理士 岡本　正

小川珈琲株式会社 右京区西京極北庄境町75 代表取締役社長 小川　秀明

株式会社片岡製作所 南区久世築山町140 代表取締役会長 片岡　宏二

株式会社川島織物セルコン 左京区静市市原町265 代表取締役社長 木村　弘一

関西電力送配電株式会社　京都支社 下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579 執行役員　京都支社長 奥戸　義昌

株式会社菊水製作所 中京区西ノ京南上合町104 代表取締役社長 島田　理史

株式会社木乃婦 下京区新町通仏光寺下ル岩戸山町416 代表取締役会長 髙橋　信昭

京染卸商業組合 中京区東洞院通押小路上る瓦之町394 理事長　 田村　輝男

京都府飲食業生活衛生同業組合 中京区二条通富小路東入晴明町673の2京都料飲国保会館3階 理事長 牧野　順二

京都府旅館ホテル生活衛生同業組合 中京区御池通御幸町亀屋町370－2 理事長 小野　善三

京都丸紅株式会社 下京区万寿寺通烏丸通西入御供石町369 代表取締役社長 岸田　恭一

京都薬品工業株式会社 中京区西ノ京月輪町38 代表取締役会長 北尾　和彦

株式会社近鉄・都ホテルズ　ウェスティン都ホテル京都 東山区粟田口華頂町一番地 取締役総支配人 楳垣　真弓

久保商事株式会社 中京区堀川通蛸薬師上ル金屋町776 代表取締役社長 久保　善昭

株式会社くらま辻井 左京区鞍馬本町447番地 代表取締役社長 辻井　浩志

京華産業株式会社 中京区西ノ京東中合町73 取締役 西田　武史

京福電気鉄道株式会社 中京区壬生賀陽御所町3-20 代表取締役社長 大塚　憲郎

株式会社鼓月 伏見区横大路下三栖東ノ口町11-1 取締役会長　　　 中西　たえ子

株式会社小丸屋住井 左京区岡崎円勝寺91-54 代表取締役社長 住井　啓子

佐川印刷株式会社 向日市森本町戌亥5-3 代表取締役会長 木下　宗昭

サムコ株式会社 伏見区竹田藁屋町36 代表取締役会長兼ＣＥＯ 辻　　理

サンコール株式会社 右京区梅津西浦町14 代表取締役 社長執行役員 大谷　忠雄

三洋化成工業株式会社 東山区一橋野本町11-1 取締役会長 安藤　孝夫

株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション 南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1 代表取締役 取締役社長 村尾　修

JR西日本京都SC開発株式会社 下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902番地 代表取締役社長 森本　卓壽

株式会社JTB京都支店 下京区河原町通松原上ル２丁目富永町338京阪四条河原町ビル７階 支店長 上山　裕之

株式会社写真化学 中京区烏丸通二条下ル秋野々町518前田エスエヌビル4階 取締役会長 石田　敬輔

株式会社しょうざん 北区衣笠鏡石町47 専務取締役 國本　忠

議員の職務を行う者

１号議員当選人確定の公告

　　　令和４年度施行京都商工会議所１号議員選挙における当選人が下記の通り定まり、それぞれ就任の届出があり、

１号議員が確定したので、公告する。但し，任期は令和４年１１月１日から令和７年１０月３１日まで。



株式会社SCREENホールディングス 上京区堀川通寺之内上ル4丁目天神北町1-1 代表取締役 取締役会長 垣内　永次

株式会社スポーツ館ミツハシ 左京区下鴨神殿町4-3 代表取締役 三橋　　舞

大樹生命保険株式会社京都支社 下京区新町通四条下ル四条町347-1CUBE西烏丸7F 参事 京都支社長 久慈　宏明

株式会社大丸松坂屋百貨店大丸京都店 下京区四条通高倉西入立売西町79 執行役員大丸京都店長 宮嵜　久朗

大和証券株式会社京都支店 下京区御旅町39-1シカタビル５階 執行役員京都支店長 藤澤　正博

株式会社髙島屋京都店 下京区四条通河原町西入真町52 執行役員店長 田原　和也

高田勝株式会社 下京区高辻通油小路東入永養寺町236番地 代表取締役社長 高田　啓史

株式会社たけびし 右京区西京極豆田町29 Special Adviser 岩田　武久

株式会社田ごと 中京区堺町通三条下ル道祐町149 代表取締役社長 堀部　素久

株式会社たづアート 東山区三条通白川橋東入２丁目西町138－1 取締役会長 森井　士朗

株式会社田中工務店 南区上鳥羽八王神町265番地 代表取締役 田中　勝久

株式会社ちきりや 中京区三条通室町西入衣棚町45 代表取締役 米内　政明

千代田電機株式会社 南区吉祥院前河原町2 代表取締役 松本　宗基

ＴＯＷＡ株式会社 南区上鳥羽上調子町5 代表取締役社長 岡田　博和

西陣織物産地問屋協同組合 上京区智恵光院通五辻上ル五辻町69-6 理事長 金森　秀彦

ニシムラ株式会社 南区上鳥羽角田町32 代表取締役会長 藏岡　一彦

ニチコン株式会社 中京区烏丸通御池上ル 代表取締役会長 武田　一平

株式会社日商社 中京区衣棚通御池上るK・M・Gビル3階 代表取締役社長兼CEO 後藤　祐一

日本航空株式会社　京都支店 中京区烏丸通御池上ル二条殿町538ヤサカ烏丸御池ビル7階 京都支店長 安部　圭太

株式会社野村佃煮 宇治市大久保町田原24 代表取締役会長　 野村　憲司

服部織物株式会社 上京区六軒町通一条上ル若松町356 代表取締役社長 服部　正毅

有限会社服部和子きもの学院 下京区仏光寺通西洞院東入菅大臣町185-4 副院長 服部　有樹子

花豊造園株式会社 下京区大宮通五条下ル2丁目堀之上町518 代表取締役社長 山田　拓広

比果産業株式会社 下京区四条通堀川西入唐津屋町530番地 代表取締役社長 比果　憲一郎

福田金属箔粉工業株式会社 山科区西野山中臣町20 代表取締役会長　 福田　　健

株式会社フクナガ 中京区高倉通御池上ル柊町584 代表取締役社長 福永　　健

株式会社藤井大丸 下京区寺町通四条下ル貞安前之町605 代表取締役社長 藤井　健志

本家八ッ橋西尾株式会社 左京区聖護院西町7 代表取締役会長 西尾　陽子

株式会社増田医科器械 伏見区竹田藁屋町50 代表取締役会長兼社長 戸島　耕二

株式会社増田德兵衞商店 伏見区下鳥羽長田町135 代表取締役会長 増田　德兵衞

有限会社みすや忠兵衛 下京区松原通東洞院東入本燈籠町20 代表取締役社長 山口　忠洋

三菱ロジスネクスト株式会社 長岡京市東神足2-1-1 代表取締役会長 御子神　隆

美濃清商工株式会社 南区吉祥院嶋樫山町35 代表取締役社長 若山　貴義

明成化学工業株式会社 右京区西京極中沢町1 代表取締役社長 貴志　宏史

彌榮自動車株式会社 下京区中堂寺櫛笥町1 代表取締役社長 粂田　佳幸

株式会社山一パン総本店 南区久世築山町264 代表取締役社長 山本　隆英

株式会社湯葉弥 下京区中堂寺庄ノ内町54-6 代表取締役会長 中村　俊次

株式会社ロマンス小杉 下京区室町通仏光寺上ル白楽天町517 代表取締役 小杉　源一郎


