












平成２９年６月４日
場所：ホテルグランヴィア大阪（桐の間Ｂ）

近畿ネームプレート工業会
第１０回定時総会次第

１．開 会　（出席状況報告）

２．会長挨拶

．議長選出

．議案審議

　　第１号議案　　第１０事業年度事業報告承認の件

　　第２号議案　　第１０事業年度決算関係書類承認及び監査報告の件

　　第３号議案　　会則一部変更（案）承認の件

　　第４号議案　　任期満了にともなう役員改選承認の件

　　第５号議案　　第１１事業年度事業計画（案）承認の件

　　第６号議案　　第１１事業年度収支予算（案）承認の件

その他報告事項

．閉　　会













　担当者氏名 　　会　　社　　所　　在　　地  T E L

　役　職　名   　　E - M A I L  F A X

　山下 　朗 　京都市南区西九条唐戸町２８ 075-681-2556

　代表取締役     ayamashita@asahinp.com 075-681-2550

　太田 浩介 　京都市下京区西七条掛越町３３ 075-312-4711

　専務取締役 　　kousuke-km@bz04.plala.or.jp 075-321-5928

　杉本 寿一 　京都市北区上賀茂坂口町１９－２ 075-781-9097

　代表取締役     sugimotomeiban@earth.ocn.ne.jp 075-791-7490

　岸田 仁良 　大阪市平野区加美北８－４－８ 06-4303-7713

　代表取締役     koyo-m@jeans.ocn.ne.jp 06-4303-1872

　関口 　裕章 　大阪市阿倍野区文ノ里４－４－１ 06-6628-3501

　代表取締役  　 yamatoms@apricot.ocn.ne.jp 06-6622-9223

　渡邉 義登 　大阪市旭区高殿１－１１－１６ 06-6928-8251

　代表取締役  　 info@working-osaka.com 06-6924-3157

　荒瀬 勝行 　大阪府八尾市南植松町３－１３－７ 072-994-1209

　代表取締役   　katsuyuki@arase.co.jp 072-994-0574

　岡村 チズ子 　伊丹市下河原１－１１－３２ 072-770-6145

　代表取締役     oem@abelia.ocn.ne.jp 072-770-6643

　山崎 裕之 　尼崎市次屋３－６－２４ 06-6499-7737

　代表取締役 　  knp@kansainp.jp 06-6497-2012

　石田 吉廣 　大阪市旭区高殿２－２－６ 06-6921-4150

　代表取締役     kyouwamark@yahoo.co.jp 06-6921-4143

　中洲　 勝 　尼崎市西長洲町２－５－２５ 06-6401-0262

  営業本部長  　 nakasu@toho-np.co.jp 06-6489-3326

　佐藤 弘志 　大阪市西淀川区姫里３－１０－２７ 06-6474-1369

　代表取締役 06-6473-0925

　初田 武司 　大阪市西淀川区千舟１－５－３８ 06-6473-6265

　代表取締役 　  hatsuda@hoshimfg.com 06-6473-6216

　竹内 　弘 　神戸市兵庫区高松町１２－９ 078-672-1101

　取締役会長     eigyou@akagawameiban.co.jp 078-672-1105

　井上 雅夫 　兵庫県たつの市御津町苅屋５１４ 079-322-1551

　代表取締役     m.inoue@it-mark.co.jp 079-322-2903

　中川 重成 　神戸市兵庫区下沢通５－２－１１ 078-576-5313

　代表取締役     main@kobemark.com 078-576-8963

　藤見　美恵 　明石市港町８－１８ 078-911-0822

　代表取締役     office@takatoriname.com 078-911-3803

　山中　登 　広島県安芸郡熊野町新宮４丁目１１番３１号 082-854-2737

　代表取締役 　　n.yamanaka@akiname.co.jp 082-854-7850

　稲沢 政敏 　香川県高松市由良町８９１－４ 087-848-1507

　代表取締役  　 pront@mail.netwave.or.jp 087-848-3551

　山根一高 　大阪市淀川区宮原４丁目1-14 06-6151-2915

　大阪支店長    yamane@sign21.co.jp 06-6151-2916

　梶田 佳則 　広島県福山市神辺町旭丘４９－２　神辺工業団地 084-966-1115

　代表取締役     sankyo@sankyo-m.co.jp 084-966-1113

　廣川 達夫 　広島県福山市新市町戸手７６６－１　 084-752-2916

　代表取締役  　 info@taishoname.co.jp 084-752-2911

　杉山 国人 　香川県木田郡三木町井上3098-55 087-891-1010

　代表取締役     k-sugiyama@thsnet.co.jp 087-891-0777

　曽里 　裕 　広島市佐伯区五日市５－３－２０ 082-923-1155

　代表取締役  　 sori@hiroshima-name.co.jp 082-922-2731

　岡寺 信政 　山口県周南市月丘町３－６ 083-431-4321

　代表取締役     okadera@okadera.co.jp 083-431-4323

　前田 光男 　山口県熊毛郡田布施町　米出工業団地 082-055-5235

　代表取締役     m-maeda@gol.com 082-055-6023

　熊脇 俊介 　長崎県長崎市神ノ島町１－３６７－１３ 095-865-1428

　代表取締役     nnp@io.ocn.ne.jp 095-865-0225

　羽野 文博 　福岡県福岡市東区筥松１－１－１２ 092-611-3777

　会　長     info@hano-ss.co.jp 092-611-3779

　宮木 一弘 　山口県下関市彦島西山町２－１－２５ 083-266-7484

　代表取締役     info@miyakichokokusyo.co.jp 083-266-2184

　村上 浩熙 　福岡県北九州市八幡西区陣山３－１１－９ 093-661-6000

　代表取締役     info@murakami-seisakusyo.co.jp 093-661-6004
30 　(株) 村上製作所 806-0012  九州・山口

29 　(有) ミヤキ彫刻所 750-0093  九州・山口

27 　(有) 長崎ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ 850-0078  九州・山口

28 　(株) 羽野製作所 812-0061  九州・山口

25 　岡寺産業 (株) 745-0062  九州・山口

26 　(有) ケンチク 742-1500  九州・山口

23 　(株) 高松ホットスタンプ 761-0705  広島・四国

24 　広島ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ工業 (株) 731-5127  広島・四国

21 　三協マーク (株) 720-2113  広島・四国

22 　(株) 大昌ネーム 729-3101  広島・四国

19 　(有) 稲沢金属標鈑工業所 761-0441  広島・四国

20 　(株) オガワ 532-0011  広島・四国

17 　(株) 鷹取ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ製作所 673-0894  神　 戸

18 　(株) 安芸ネーム 731-4211  広島・四国

15 　(株) 井上マーク製作所 671-1321  神　 戸

16 　(株) 神戸金属マーク製作所 652-0047  神　 戸

13 　(株) 星製作所 555-0013  大阪西

14 　(資) 赤川銘板製作所 652-0874  神　 戸

11 　(株) トーホー  大阪西660-0805

12 　(株) 西淀マーク製作所 555-0025  大阪西

9 　関西銘板 (株) 661-0965  大阪西

10 　(株) 協和マーク製作所 535-0031  大阪西

7 　(株) アラセ 581-0091  大阪西

8 　オーイーエム (株) 664-0832  大阪西

5 　(株) ヤマト銘板製作所 545-0004  大阪東

6 　ワーキング (株) 535-0031  大阪東

3 　(有) 杉本銘板製作所 603-8016  京 　都

4 　(株) 光陽銘板 547-0001  大阪東

1 　旭銘板 (株) 601-8447  京 　都

2 　京都銘板 (株) 600-8881  京 　都
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