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九州経済フォーラム 創立 25 周年記念シンポジウム in 沖縄 

九州側 参加者一覧 
 

会社名 役職名 氏名 

㈱肥後銀行 調査役 芥川 宏一郎

西日本電信電話㈱ 企画課長 安藤 直哉 

㈳北九州中小企業経営者協会  飯星 直美 

九州電力㈱ 地域共生本部広報部メディア・文化グループ副長 井尾 麻理 

㈲ディレクト・ネットワークシステムズ 代表取締役 石橋 晃一 

九州旅客鉄道㈱ 代表取締役会長 石原 進 

㈱西日本シティ銀行 代表取締役専務 礒山 誠二 

㈲ディレクト・ネットワークシステムズ 制作部 部長 一木 直子 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 九州支社 沖縄支店 企画総務部長 市来 和人 

西日本電信電話㈱ 九州事業本部長 福岡支店長兼務 井手口 修一

九州電力㈱ 地域共生本部環境部地域環境グループ長 伊藤 歩 

㈱九電工 営業部 副長 犬束 満 

㈱九電工 安全・品質管理部 課長 岩尾 忠幸 

総合メディカル（株） 沖縄支店長 上田 幸人 

㈱ウエムラ 代表取締役 植村 敏満 

コカ・コーラウエスト㈱ 渉外・秘書室 会長秘書 内田 雄一郎

㈲U・H プランニング 代表取締役社長 江頭 邦夫 

西部ガスエネルギー㈱ 相談役 遠藤 恭介 

㈱ゼンリンプリンテックス 取締役会長 大迫 益男 

㈱大東和 代表取締役会長 大松 樹美江

㈱ティーアンドイー 常務取締役 岡部 知寛 

コカ・コーラウエスト㈱ 総務部  尾畑 謙治 

㈱NTT 西日本－九州 IT ビジネス部長 小山 泰範 

㈱ハローデイ 取締役 開発本部長 加治 稔康 

㈱九電工 空調管技術部 副長 片倉 寛文 

ソラーレホテルズアンドリゾーツ㈱ 九州営業所 所長 香月 照雄 

シャボン玉石けん㈱ 主任 加藤 友和 

丸東産業㈱ 代表取締役社長 椛島 光政 

西日本電信電話㈱ 広報室長 川淵 琴美 

九州電力㈱ 地域共生本部総務部総務グループ課長 古賀 健治 

全日本空輸㈱ 執行役員 福岡支店長 小辻 智之 

(社)福岡県中小企業経営者協会 会長 小早川 明德
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㈱九電工 総務部 堺 惣一郎 

(社)九州経済連合会 常務理事 坂梨 正雄 

松田都市開発㈱  坂野 紀美子

松田都市開発㈱ 代表取締役会長 坂野 義政 

㈱産学連携機構九州 代表取締役 坂本 剛 

ジェイアール九州フードサービス㈱ 取締役企画部長 篠原 文則 

西日本電信電話㈱ 企画部長 島 智恭 

西日本電信電話㈱ 総務課長 紫牟田 典寿

㈱NTT 西日本－九州  下坂 理想 

西日本鉄道㈱ 経営企画本部 部長 庄山 和利 

ジェイアール九州コンサルタンツ㈱ 企画本部副本部長 新宮 政徳 

ANA セールス㈱ 法人販売部 マネジャー 進藤 茂 

㈱ドラッグイレブン 沖縄南エリアマネージャー 進藤 義広 

(財)九州経済調査協会 常務理事 高木 直人 

全日本空輸㈱ 法人販売部 部長 髙田 和宏 

㈱九電工 執行役員 総務部長 田中 義朗 

㈱ジェイアール九州エージェンシー 取締役営業本部長 田中 宏明 

田村産業㈱ 取締役 田村 こずえ

九州電力㈱ 経営企画本部 地域戦略グループ課長 津幡 昭宏 

鶴花園 園主 鶴 基 

トヨタ自動車九州㈱ 常務取締役  徳田 勇治 

福岡運輸㈱ 代表取締役専務 富永 泰輔 

福岡倉庫㈱  代表取締役社長 富永 太郎 

九州電力㈱ 経営企画本部 地域戦略グループ課長 豊田 仁 

㈱NTT 西日本－九州 企画部 主査 中野 智彰 

㈱岡村製作所 西日本支社 部長 仲 政光 

㈱九電工 総務部 管理グループ長 南里 隆 

五洋建設㈱ 九州支店 営業部 課長 西根 秀平 

㈱未来館 代表取締役社長 西野 博道 

㈱オオモリ総建 代表取締役社長 西原 孝四郎

九州電力㈱ 経営企画本部 地域戦略グループ長 橋本 上 

㈱はせがわ 代表取締役会長 長谷川 裕一

イオン九州㈱ 社長室長 林 憲司 

㈱JTB 九州 企画総務部長 久重 和夫 

九州電力㈱ 代表取締役 副社長 日名子 泰通 

西部ガス㈱ 執行役員 総務広報部長 平島 孝三郎
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㈱九電工 営業部 平田 健 

㈱九電工 電気技術部 廣井 幸尚 

九州国立博物館振興財団 専務理事 廣﨑 靖邦 

㈱テノ.コーポレーション 取締役沖縄支店長 福士 泉 

風月フーズ㈱ 最高顧問 福山 義朗 

日章工業㈱ 代表取締役社長 藤新 成信 

新日本製鐵㈱九州支店 沖縄営業所 所長 法華津 威志

岩尾磁器工業㈱ 顧問 星野 鐘雄 

総合メディカル㈱ 取締役 本田 俊正 

JR 九州リテール㈱ 取締役総務部長 牧元 勇次 

松藤商事㈱ 代表取締役 松藤 悟 

福岡大同青果㈱ 常務取締役 丸小野 光正

日本コラーゲン㈱ 代表取締役社長 三浦 和子 

九州旅客鉄道㈱ 沖縄支店長 三嶋 浩二 

㈱NTT 西日本－九州 法人営業部 SE 部門長 嶺 真一 

九州電力㈱ 社長室 副社長秘書 宮里 昭彦 

クラブ・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 宮山 直之 

梅林建設㈱ 沖縄営業所 所長 元永 一幸 

㈱駅レンタカー九州 総務部長 森 健治 

㈱やずや 代表取締役会長 矢頭 美世子

福岡商工会議所 総合企画本部 総合企画副本部長 柳 智 

安全産業㈱ 代表取締役 矢野 健 

㈱NTT 西日本－九州 法人営業部 主査 矢野 宏一 

学校法人 博多学園 理事長 八尋 太郎 

㈱肥後銀行 福岡支店長兼福岡事務所長 山木 仁 

㈱九電工 社長室 部長 山口 浩二 

㈱寺子屋モデル 代表世話役社長 山口 秀範 

㈱ワイ・エム天神 代表取締役社長 山本 博久 

㈲YSY エンタープライズ 代表取締役 弥吉 伸二 

㈱九電工 経営企画部 課長 湯田 紀之 

九州旅客鉄道㈱ 経営企画部 主査 吉原 健 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 九州支社 沖縄支店長 力久 忠志 

㈱トータルプロデュース 代表取締役社長 脇野 佑一 

ジェイアール九州ビルマネジメント㈱ CSR 推進室長 渡辺 昭雄 

 

（参加者 102 名） 


