
福岡ﾄｰﾖｰ㈱ 代表取締役社長 元専務取締役 ㈲長野設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表取締役会長 西日本ｼﾃｨ銀行大牟田支店 支店長 内記建築設計室 代表 ｱﾄﾘｴ大川内設計 代表 三池生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 代表取締役社長

　　　　　　　桜井信也　　様 　　　　　　　今村吉隆　　様 　　　　　　　長野博之　　様 　　　　　　　野口慎二　　様 　　　　　　  内記英文　　様 　　　　　　　大川内　健　様 　　　　　　　本田邦昭　　様
福岡ﾄｰﾖｰ㈱ 取締役副社長 元常務取締役 ㈲長野設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 代表取締役社長 ㈱井形 取締役会長 ㈱文田建設 取締役副社長 石矢眞 土地家屋調査士事務所 三池生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 専務取締役

　　　　　　　桜井重信　　様 　　　　　　　今村博光　　様 　　　　　　　長野正晴　　様 　　　　　　　井形善隆　　様 　　　　　　　文田真一朗　様 　　　　　　　石矢　眞　　様 　　　　　　　本田浩一　　様
福岡ﾄｰﾖｰ㈱ 統括部長 OB社員　 司法書士法人くぬぎ事務所 司法書士 ㈲ﾋｷﾀ経営情報事務所 代表取締役 ㈱LIXIL九州支社 九州ﾘﾌｫｰﾑ営業部 石矢眞 土地家屋調査士事務所 三池生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 課長

　　　　　　　中村光一　　様 　　　　　　　藤田誠伸　　様 　　　　　　　猿渡健太郎　様 　　　　　　　疋田眞也　　様 　　　　　　　岡本俊秀　　様 　　　　　　　石矢　純　　様 　　　　　　　渡辺幸宏　　様
福岡ﾄｰﾖｰ㈱ 営業課長 OB社員　 社会保険労務士法人ONE-LEAD 代表社員 五月合同事務所 ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ㈱LIXIL有明営業所 所長 ﾛｯｸｳｯｽﾞ　 ㈲ｾｲｺｰﾎﾞｰﾄﾞ 代表取締役

　　　　　　　久保哲郎　　様 　　　　　　　陣田正俊　　様 　　　　　　　塙　貴夫　　様 　　　　　　　森山順子　　様 　　　　　　　保坂昌宏　　様 　　　　　　　岩屋勝広　　様 　　　　　　　大仁田拡光　様
清水塗装工業㈱ 代表取締役 OB社員　 社会保険労務士法人ONE-LEAD 代表社員 税理士法人ﾕｰｽ会計社 福岡事務所 所長 大牟田ｶﾞｽ㈱ 代表取締役社長 OB社員　 ㈲ｾｲｺｰﾎﾞｰﾄﾞ 専務取締役

　　　　　　　清水信介　　様 　　　　　　　水本文博　　様 　　　　　　　古賀美和　　様 　　　　　　　大石正幸　　様 　　　　　　　小川信次郎　様 　　　　　　　清田宏美　　様 　　　　　　　福元　誠　　様
清水塗装工業㈱ 常務取締役 OB社員　 ㈲ユー自動車 代表取締役 税理士法人ﾕｰｽ会計社 福岡事務所 大牟田ｶﾞｽ㈱ 取締役事業部長 ｽﾏｲﾙﾎｰﾑ㈱ ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ㈱ﾓﾛｲﾝﾃﾘｱ 代表取締役

　　　　　　　髙橋賢次　　様 　　　　　　　鳴海光弘　　様 　　　　　　　久保田 洋 　様 　　　　　　　前田翔平　　様 　　　　　　　中嶋　覚　　様 　　　　　　　宇都宮貴詔 　　　　　　　諸林秀一　　様
有明生ｺﾝ販売㈱ 営業課長 OB社員　 ㈱ﾓﾄﾑﾗ 代表取締役社長 ㈲ﾆｰｽﾞ 代表取締役 藤本哲弘司法書士事務所 司法書士 ｽﾏｲﾙﾎｰﾑ㈱ ㈱精美堂 代表取締役

　　　　　　　森田圭一　　様 　　　　　　　栗秋春夫　　様 　　　　　　　本村　亮　　様 　　　　　　　中島聖二　　様 　　　　　　　藤本哲弘　　様 　　　　　　　加藤　翔 　　　　　　　甲野　岳　　様
有明生ｺﾝ販売㈱ 営業 ㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱今村組 代表取締役副社長 ㈱今村組 代表取締役社長 ㈱今村組 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 店長 ｽﾏｲﾙﾎｰﾑ㈱ ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ ﾁｰﾌ 福鳶ｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 常務

　　　　　　　東田　淳　　様 　　　　　　　宮武代志美 　　　　　　　今村成剛 　　　　　　　今村勝之 　　　　　　　今村由紀子 　　　　　　　黒田ゆかり 　　　　　　　堀　　誠　　様
㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 所長 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｽﾏｲﾙﾎｰﾑ㈱ ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ ㈱今村組 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘｰﾀﾞｰ ㈱今村組 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱今村組 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ ㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘｰﾀﾞｰ

　　　　　　　吉田良徳 　　　　　　　山口絵里香 　　　　　　　谷口竜太 　　　　　　　木下さとみ 　　　　　　　鶴山徳子 　　　　　　　中原千尋 　　　　　　　稲又和幸

本田産業㈱ 江浦営業所 所長 ㈱ｺｳ･ﾃｯｸ 代表取締役 圓佛産業㈱ 代表取締役社長 住宅専門中村屋 代表 美・設計工房　 ㈱善徳丸 代表取締役

　　　　　　　安田伊智郎　様 　　　　　　　溝脇潤平　　様 　　　　　　　圓佛英之　　様 　　　　　　　中村賢志　　様 　　　　　　　山浦定美　　様 　　　　　　　森﨑洋子　　様
本田産業㈱ 江浦営業所 課長 ㈱ｺｳ･ﾃｯｸ 工務部 圓佛産業㈱ 大牟田営業所 所長 住宅専門中村屋 甘木緑化建設 代表者 ㈱善徳丸 取締役営業部長

　　　　　　　河野京一　　様 　　　　　　　大園信二　　様 　　　　　　　岩本哲郎　　様 　　　　　　　中村賢一　　様 　　　　　　　末藤　功　　様 　　　　　　　森﨑善隆　　様
㈲ｱｰｽ工房 代表取締役 ㈱ｺｳ･ﾃｯｸ 工務部 圓佛産業㈱ 大牟田営業所 田中板金工業 代表 ﾄｰﾜｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 代表 ㈱善徳丸 営業課長

　　　　　　　宮原　千　　様 　　　　　　　有冨健一　　様 　　　　　　　井上政幸　　様 　　　　　　　田中雅彦　　様 　　　　　　　南尾大貴　　様 　　　　　　　北島　徹　　様
㈲ｱｰｽ工房 ㈲ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 代表取締役社長 ㈱ｻﾝｵｰｼｵ 代表取締役 田中板金工業 O.F.Aｽﾏｲﾙｻｰﾋﾞｽ 代表 ㈱東和 代表取締役

　　　　　　　竹藤智一　　様 　　　　　　　永井　剛　　様 　　　　　　　堤　峰敏　　様 　　　　　　　田中翔希　　様 　　　　　　　平川将実　　様 　　　　　　　東　慎一　　様
㈱藤信建設 代表取締役 ㈲ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 工務課長 ㈱ｻﾝｵｰｼｵ 統括部長 大津住建 代表 橋本左官工業 代表 ㈱東和 営業

　　　　　　　伊藤　智　　様 　　　　　　　平野勝彦　　様 　　　　　　　安徳信也　　様               大津　悟　　様 　　　　　　　橋本　久　　様 　　　　　　　古賀　信　　様
㈱藤信建設 ㈲江崎金物店 代表取締役 三和ﾘｰｽ㈱ 大牟田支店 支店長取締役 ｻﾝｸﾘｰﾝ渚荒尾営業所 所長 橋本左官工業 ていじ建築 代表

　　　　　　　清原誠治　　様 　　　　　　　江﨑実治　　様 　　　　　　　栄　勇人　　様 　　　　　　　渚　龍起　　様 　　　　　　　橋本はつ子　様 　　　　　　　富﨑呈二　　様
㈱藤信建設 石橋商事㈱ 代表取締役 三和ﾘｰｽ㈱ 大牟田支店 副支店長 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ 店長 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 九州ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ㈱

　　　　　　　高崎勝憲　　様 　　　　　　　石橋信幸　　様 　　　　　　　後藤誠治　　様 　　　　　　　森　弘樹 　　　　　　　山田真奈美 　　　　　　　川原大佑　　様
㈲博栄建設 代表取締役 上野塗装店 代表者 (資)大牟田銃砲火薬店 代表者 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ 営業部長 ｽﾏｲﾙﾎｰﾑ㈱ ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ ㈱今村組 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　今村和博　　様 　　　　　　　上野　悟　　様 　　　　　　　吉田健一　　様 　　　　　　　大塚英生 　　　　　　　寺本弘子 　　　　　　　中村憲二
㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 所長 ㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 所長 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ｽﾏｲﾙﾎｰﾑ㈱ ｱﾊﾟﾏﾝｼｮｯﾌﾟ ㈱今村組 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　黒田隆希 　　　　　　　武下一郎 　　　　　　　前田光伸 　　　　　　　原　友季子 　　　　　　　新田智代 　　　　　　　武田真美

㈱杉浦解体 代表取締役 ㈲ﾚｲｹﾝ 代表取締役 ㈲ｻﾝｴｽ 代表取締役 ㈱加根又本店 玉名営業所所長 ㈱福栄 北熊本営業所 ㈲ﾕｰﾃｯｸ福岡営業所 所長 ㈲室内装飾ｳｴﾀﾞ 代表取締役

　　　　　　　杉浦正信　　様 　　　　　　　岩本勝利　　様 　　　　　　　古賀広己　　様 　　　　　　　椛谷栄治　　様 　　　　　　　猿渡新登　　様 　　　　　　　福島哲也　　様 　　　　　　　上田士史　　様
㈱杉浦解体 専務取締役 ㈱川上建設興業 代表取締役 ㈱安河内工業 専務取締役 ㈱ｱｰﾙﾌﾟﾗﾝ 代表取締役 ㈱福栄 北熊本営業所 ㈲ﾕｰﾃｯｸ福岡営業所 係長 ㈲室内装飾ｳｴﾀﾞ

　　　　　　　杉浦将謙　　様 　　　　　　　川上幸久　　様 　　　　　　　神崎博志　　様 　　　　　　　宝満龍二　　様 　　　　　　　谷口博信　　様 　　　　　　　川崎俊輔　　様 　　　　　　　松浦麻紀　　様
三共機材㈱ 代表取締役 ㈱川上建設興業 専務取締役 ｲﾝﾃﾘｱ・ﾙｰﾑｱｰﾄ 代表 ㈱ｱｰﾙﾌﾟﾗﾝ 平川建設 代表 石橋商事㈲ 取締役社長 森田電工 代表

　　　　　　　野口和正　　様 　　　　　　　川上元気　　様 　　　　　　　中島　洋　　様 　　　　　　　緒方　翔　　様 　　　　　　　平川順治　　様 　　　　　　　石橋武彦　　様 　　　　　　　森田光哉　　様
三共機材㈱ ㈱ﾀｶﾊｼ 代表取締役 松﨑建設 代表 ㈱ｱｰﾙﾌﾟﾗﾝ 松田住建 代表 石橋商事㈲ 取締役専務 井上建設㈲ 代表

　　　　　　　吉村武司　　様 　　　　　　　高橋満徳　　様 　　　　　　　松﨑源美　　様 　　　　　　　久保田尋紀　様 　　　　　　　松田靖生　　様 　　　　　　　石橋功次　　様 　　　　　　　井上博文　　様
三共機材㈱ ㈱ﾏﾂｴｲ 代表取締役 松﨑建設 西日本ﾌﾚｰﾐﾝｸﾞ㈱ 営業部部長 池永建築 代表 ㈱新栄ｱﾘｯｸｽ 福岡南営業所 営業 川原建具襖店

　　　　　　　田中智輝　　様 　　　　　　　松本　弘　　様 　　　　　　　木村祐二　　様 　　　　　　　梅田隆広　　様 　　　　　　　池永洋一　　様 　　　　　　　瀨戸亮太　　様 　　　　　　　川原正行　　様
太竹組 代表 ㈱ﾏﾂｴｲ 工事責任者 塗創家 代表 YKKAP㈱ 大牟田営業所 所長 本山大工 ㈱池端建設 ㈱今村組 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　大竹雷太　　様 　　　　　　　松永英樹　　様 　　　　　　　甲斐舞駆　　様 　　　　　　　廣木尚徳　　様 　　　　　　　本山廣行　　様 　　　　　　　西山武志　　様　　　　　　　　　　　　　　髙橋健一
太竹組 専務 ㈱ﾏﾂｴｲ 工事担当者 赤塚鉄筋工業 ㈱栄住産業 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　大原和喜　　様 　　　　　　　草場史治　　様 　　　　　　　赤塚栄一　　様 　　　　　　　益満美里　　様 　　　　　　　藤末由佳 　　　　　　　田中義則 　　　　　　　伊藤恵子
太竹組 ㈲ﾜﾀﾅﾍﾞ施工 代表取締役 ㈱ｸﾞﾗﾝﾄﾞ技研 営業 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ 副店長 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　大町満正　　様 　　　　　　　渡邊純二　　様 　　　　　　　白橋賢斗　　様 　　　　　　　宮﨑明子 　　　　　　　古賀碧人 　　　　　　　松尾千代子 　　　　　　　德永久美子
㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 所長 ㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 所長 ㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 ㈱今村組 事務ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　内田吉弘 　　　　　　　井嶋　誠 　　　　　　　松瀨崇徳 　　　　　　　古賀晃史 　　　　　　　大里裕紀 　　　　　　　松田奈穂

㈲西田板金 代表取締役 今村勝之 親族 株式会社こだま 代表取締役会長 境製畳㈲ 代表取締役

　　　　　　　西田克之　　様 　　　　　　　今村恵子　　様 　　　　　　　福島勝也　　様 　　　　　　　境　浩一　　様
㈱ひかり開発 代表取締役 今村勝之 親族 株式会社こだま 代表取締役 香田内装店

　　　　　　　原口貴弘　　様 　　　　　　　今村俊介　　様 　　　　　　　福島健一朗　様 　　　　　　　香田浩晃　　様
㈱ひかり開発 今村勝之 親族 株式会社こだま　 香田内装店

　　　　　　　原口貴幸　　様 　　　　　　　今村那午美　様 　　　　　　　福島泰子　　様 　　　　　　　香田和幸　　様
㈲栗山工業 代表取締役社長 今村勝之 親族 元監査役 ㈱ﾌﾟﾗｽﾊﾞｲｴﾌ 専務

　　　　　　　栗山瞼而　　様 　　　　　　　今村颯良　　様 　　　　　　　今村和子　　様 　　　　　　　福田紘章　　様
㈲栗山工業 今村勝之 親族 今村成剛 親族 ㈱ﾌﾟﾗｽﾊﾞｲｴﾌ 工務班長

　　　　　　　栗山謹好　　様 　　　　　　　今村宏平　　様 　　　　　　　今村志乃　　様 　　　　　　　宍戸佑輔　　様
鳥巣溶工 代表 今村勝之 親族 今村成剛 親族 ㈱太陽ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 営業課長

　　　　　　　鳥巣義雄　　様 　　　　　　　今村亮太　　様 　　　　　　　今村百花　　様 　　　　　　　佐藤弘法　　様
三和ｼｬｯﾀｰ工業㈱ 大牟田営業所 所長 今村勝之 親族 今村成剛 親族 ㈱太陽ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 営業主任

　　　　　　　北﨑幸司　　様 　　　　　　　今村顕人　　様 　　　　　　　今村翔太郎　様 　　　　　　　廣松良祐　　様 　　　　　　　　　テーブル毎の御席は順不同でおかけください。
㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ 今村勝之 親族 今村成剛 親族 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ 工務係長

　　　　　　　井上颯之 　　　　　　　今村優作　　様 　　　　　　　今村源太郎　様 　　　　　　　末竹博雅 　　　　　　　　　御席の順序の不同、御芳名に誤字がありましたら深くお詫び申し上げます。
㈱今村組 工事ｸﾞﾙｰﾌﾟ　 今村由紀子 親族 ㈱今村組 住宅ｸﾞﾙｰﾌﾟ　

　　　　　　　伊藤博之 　　　　　　　今村明里　　様 　　　　　　　黒田愛美
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