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平成 29年度 大阪商工会議所 １号議員選挙 

当選人の確定について 

 

 

 

10月 18日（水）に実施いたしました大阪商工会議所 1号議員選挙（任期：2017

年（平成 29年）11月 1日～2020年（平成 32年）10月 31日）の当選人が確定いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

別添資料：平成 29年度 大阪商工会議所１号議員選挙 当選人一覧 

 

 

 

 ＜お問合せ＞ 

   大阪商工会議所 会員部会員組織担当（高津、長谷川） 

   TEL：06－6944－6251 FAX：06－6944－6527 



    平成 29年 10月 25日 
 

平成 29年度 1号議員選挙 当選人確定に関する公告 
 
                                                                         大阪商工会議所 

                               選挙管理委員長 児玉 達樹 
2017年（平成 29年）11月 1日から 2020年（平成 32年）10月 31日までを任期とする 1号議員の当選人が確定しましたので公告します。 
 

（立候補届出順） 

＜名 称＞ ＜ 職 務 を 行 う 者 の 職 名 ・ 氏 名 ＞ ＜所在地＞ 

株式会社髙島屋 常務取締役 粟野 光章 大阪市中央区難波５－１－５ 

武田薬品工業株式会社 取締役（監査等委員） 山中 康彦 大阪市中央区道修町４－１－１ 

大阪信用金庫 会長 樋野 征治 大阪市天王寺区上本町８－９－１４  

長瀬産業株式会社 取締役副会長 長瀬 玲二 大阪市西区新町１－１－１７ 

江綿株式会社 代表取締役会長 山田 文明 大阪市中央区南本町３－２－２３ 

大阪地下街株式会社 代表取締役社長 町野 和道 大阪市北区小松原町２－４ 

株式会社ジェイテクト 取締役社長 安形 哲夫 大阪市中央区南船場３－５－８ 

株式会社かんでんエンジニアリング 相談役 畑中 利勝 大阪市北区中之島６－２－２７ 

株式会社カプコン 代表取締役会長 辻本 憲三 大阪市中央区内平野町３－１－３ 

コスモテキスタイル株式会社 代表取締役社長 斑目 寿明 大阪市中央区博労町４－２－１５ 

株式会社関電Ｌ＆Ａ 取締役社長 迎 陽一 大阪市西淀川区歌島２－４－７ 

株式会社フジオフードシステム 代表取締役社長 藤尾 政弘 大阪市北区菅原町２－１６ 

岩谷瓦斯株式会社 代表取締役社長 宮川 隆史 大阪市北区西天満４－８－１７ 

小野薬品工業株式会社 代表取締役社長 相良 暁 大阪市中央区道修町２－１－５ 

日清食品ホールディングス株式会社 代表取締役社長・ＣＥＯ 安藤 宏基 大阪市淀川区西中島４－１－１ 

イオンリテール株式会社 専務執行役員 近畿・北陸カンパニー支社長  後藤 俊哉 大阪市福島区海老江１－１－２３ 

小泉株式会社 代表取締役会長 植本 勇 大阪市中央区備後町３－１－８ 

大日本住友製薬株式会社 代表取締役社長 多田 正世 大阪市中央区道修町２－６－８ 

大阪中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 齋藤 浩 大阪市北区中之島３－３－２３ 

三井住友海上火災保険株式会社 専務執行役員 関西企業本部長 乙守 順市 東京都千代田区神田駿河台３－９ 

株式会社タブチ 代表取締役社長 田渕 宏政 大阪市平野区瓜破南２－１－５６ 

阪神高速道路株式会社 代表取締役社長 幸 和範 大阪市中央区久太郎町４－１－３ 

大阪府印刷工業組合 理事顧問 𠮷田  忠次 大阪市都島区中野町４－４－２ 

株式会社プロアシスト 代表取締役社長 生駒 京子 大阪市中央区北浜東４－３３ 

株式会社日本ネットワークサポート 代表取締役社長 井狩 雅文 大阪市中央区備後町３－６－２ 

株式会社大西 代表取締役社長 大西 寛 大阪市中央区久太郎町３－４－１２  

象印マホービン株式会社 代表取締役社長 市川 典男 大阪市北区天満１－２０－５ 

ダイダン株式会社 取締役常務執行役員 西日本地区担当兼大阪本社代表 古新 亮英 大阪市西区江戸堀１－９－２５ 

株式会社ユー・エス・ジェイ Ｅｘｔｅｒｎａｌ Ａｆｆａｉｒｓ ＶＩＣＥ ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ  村山  卓 大阪市此花区桜島２－１－３３ 

株式会社モンベル 代表取締役会長兼Ｃ．Ｅ．Ｏ 辰野 勇 大阪市西区新町２－２－２ 

津田産業株式会社 代表取締役社長 津田 潮 大阪市住之江区平林南１－８－１９ 

マツ六株式会社 代表取締役社長 松本 將 大阪市天王寺区四天王寺１－５－４７ 

株式会社酉島製作所 代表取締役社長 原田 耕太郎 高槻市宮田町１－１－８ 

サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家 悠介 大阪市東住吉区湯里２－２－８ 

大起水産株式会社 代表取締役会長 佐伯 保信 堺市北区中村町６０７－１ 

西日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 来島 達夫 大阪市北区芝田２－４－２４ 

積水化学工業株式会社 代表取締役社長 髙下 貞二 大阪市北区西天満２－４－４ 

エスペック株式会社 代表取締役社長 石田 雅昭 大阪市北区天神橋３－５－６ 

＜名 称＞ ＜ 職 務 を 行 う 者 の 職 名 ・ 氏 名 ＞ ＜所在地＞ 

大阪文紙事務器卸協同組合 副理事長 西村 一郎 大阪市中央区安堂寺町２－４－１４  

ＫＤＤＩ株式会社 理事 関西総支社長 松尾 恭志 東京都新宿区西新宿２－３－２ 

近電商事株式会社 取締役社長 吉川 正永 大阪市中央区瓦町４－２－１４ 

南海電気鉄道株式会社 取締役社長兼ＣＥＯ 遠北 光彦 大阪市中央区難波５－１－６０ 

大阪ニットファッション工業協同組合 副理事長 外海 達 大阪市北区天神西町４－１２ 

株式会社京阪百貨店 代表取締役会長 上野 正哉 守口市河原町８－３ 

鴻池運輸株式会社 取締役会長  卓史 大阪市中央区伏見町４－３－９ 

大阪冶金興業株式会社 代表取締役社長 寺内 俊太郎 大阪市東淀川区瑞光４－４－２８ 

株式会社旭屋書店 代表取締役社長 早嶋 茂 大阪市北区堂島１－５－１７ 

全日本空輸株式会社 上席執行役員関西支社長 新居 勇子 大阪市北区梅田２－４－９ 

株式会社大林組 代表取締役会長 大林 剛郎 東京都港区港南２－１５－２ 

株式会社近鉄百貨店 代表取締役 社長執行役員 髙松 啓二 大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ 

日本ピラー工業株式会社 代表取締役社長 岩波 清久 大阪市西区新町１－７－１ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 代表取締役社長 鈴木 篤 大阪市北区角田町８－７ 

株式会社淺沼組 代表取締役社長 淺沼 健一 大阪市浪速区湊町１－２－３ 

丸十服装株式会社 会長 西川 典男 大阪市大正区泉尾２－３－３ 

関西エアポート株式会社 代表取締役社長ＣＥＯ 山谷 佳之 大阪市西区西本町１－４－１ 

株式会社カサタニ 代表取締役社長 笠谷 昌宏 大阪市淀川区三津屋中２－１５－２１ 

株式会社千鳥屋宗家 代表取締役 原田 太七郎 兵庫県西宮市六湛寺町１４－４ 

株式会社萬栄 取締役会長 岡村 幸二郎 大阪市中央区南久宝寺町３－３－１１ 

学校法人常翔学園 理事長 久禮 哲郎 大阪市旭区大宮５－１６－１ 

マロニー株式会社 代表取締役社長 河内 幸枝 吹田市中の島町２－２６ 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 執行役員 西日本支社長 鳥越 浩嗣 大阪市北区梅田３－１－３ 

三井住友信託銀行株式会社 上席顧問 向原 潔 大阪市中央区北浜４－５－３３ 

株式会社大阪取引所 代表取締役社長 山道 裕己 大阪市中央区北浜１－８－１６ 

小倉屋株式会社 代表取締役副社長 池上 淳子 大阪市中央区難波１－６－１２ 

日本航空株式会社 執行役員西日本地区支配人 中野 星子 大阪市北区堂島浜２－２－８ 

江崎グリコ株式会社 代表取締役社長 江崎 勝久 大阪市西淀川区歌島４－６－５ 

株式会社ＮＴＴドコモ 常務執行役員 関西支社長 紀伊  肇 大阪市北区梅田１－１０－１ 

参天製薬株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ 黒川 明 大阪市北区大深町４－２０ 

株式会社初亀 代表取締役 亀岡 育男 枚方市三矢町２－５ 

北浜商事株式会社 代表取締役 梅本 憲史 豊中市新千里東町２－９７５ 

株式会社フジキン 代表取締役兼ＣＥＯ 小川 洋史 大阪市北区芝田１－４－８ 

三和実業株式会社 代表取締役会長 松本 孝 大阪市中央区難波３－７－１０ 

株式会社電通 顧問 服部 一史 大阪市北区堂島２－４－５ 

株式会社マンダム 代表取締役社長執行役員 西村 元延 大阪市中央区十二軒町５－１２ 

吉岡総合経営研究所 所長 吉岡 行雄 大阪市住吉区我孫子東２－１－３ 

双日株式会社 常務執行役員 関西担当 後藤 政郎 大阪市北区梅田３－３－１０ 

 以上 76人 




