
2014 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan

表
紙
掲
載
者
一
覧

759中小企業白書 2014

表紙掲載者
一覧

会 社 名 氏　名

北海道
A.Archive 株式会社 吉本 平史
Fun Tech 小出谷 悌郎
HOKKAIDO TRACKS DEVELOPMENT
有限会社

大久保 実

i-maru ジャパン株式会社 前原 裕之
JAPAN国際芸術 ･芸能 ･アイデア研
究開発センター

福智 一正

La belle confiture masako 鈴木 方子
mvp creative japan 大海 恵聖
NAPZAK（ナップザック） 太田 宜志
neeth 株式会社 石井 宏和
Planning MESH 関口 麻奈美
relaxation salon MIMI EDEN 高田 佳世子
SOCパートナーズ株式会社 田村 匡
TAKAHASHI DESIGN 髙橋 友明
ZION 株式会社 伊勢 珠樹
アウラアソシエーツ都市建築設計 山本 謙一
アステップ経営 中野 貴英
アルスゼータ有限会社 酒井 啓次
いります電算企画 能登 要
インテリアニシダ 西田 裕康
エコモット株式会社 入澤 拓也
エジソンハードウェア株式会社 加藤 勝織
エムエストレーディング株式会社 新保 雅啓
オーエムフーズ株式会社 大森 美秋
オサダ農機株式会社 鎌田 和晃
オサダ農機株式会社 長田 秀治
ゲームドゥ有限会社 中村 恵美
サッポロ日昭自動車株式会社 赤地 勇己
サンマルコ食品株式会社 藤井 幸一
システムデザイン開発株式会社 菅野 滿
しなねん商事株式会社 小山 裕貴
シュールボックス 澤村 貴雄
ダイバーシティ&インクルージョン
マネジメント株式会社

棟方 俊輔

チャンスグループ 大久保 貴幸
つなぐ経営コンシェルジュ 小室 陽介
デジタルグラフィックス株式会社 河村 知明
テツヤ株式会社 磯田 宏明
パソコン製作所 佐藤 太紀
パッシブホーム株式会社 川多 弘也
パブリックハウス ･ヤジ 矢島 俊輔
ふらのまちづくり株式会社 西本 伸顕
ヘキサブレイン 濱内 勇一
ホクダイ株式会社 岡部 進也
マーケティスト 赤沼 俊幸
マイルビー株式会社 高橋 徹
まごころ塗装 五十嵐 真也
まっかり温泉 原田 昌徳
マルスイ冷蔵株式会社 髙田 直幸
リカーショップタニムラ 谷村 敦
わたべ経営支援事務所 渡部 和義
阿部鋼材株式会社 阿部 大祐
阿部電気工事株式会社 阿部 博之
医療法人社団一心会 青木 一太
一八興業株式会社 紀 哲郎
臼井鋳鉄工業株式会社 臼井 憲之
横山食品株式会社 横山 昭仁
角川建設株式会社 角川 義捷
活食 ･隠れ酒蔵かけはし 下川部 康雄
株式会社 Aria 坂上 幸子
株式会社 ASCe 後藤 亮太
株式会社 CS ソリューション 渋谷 良治
株式会社 GB産業化設計 岩井 宏文
株式会社HARP 山崎 記敬
株式会社NAC ロス フィンドレー
株式会社アイビーウエア 齋藤 康嗣
株式会社アクト 内海 洋
株式会社アミノアップ化学 小砂 憲一
株式会社アルブロ 古里 滋康
株式会社イー･シー･プロ 久松 伸一
株式会社イーベック 土井 尚人
株式会社イワクラ 後藤 英夫
株式会社ウィローズ（セイコーマー
ト泊店）

二本柳 新一

株式会社エイブルコンピュータ技研 森 由梨加
株式会社エーデルワイスファーム 野崎 創
株式会社エコ ERC 爲廣 正彦
株式会社エコニクス 藤澤 隆司
株式会社えぞキッチン 大石 敬
株式会社エヌビィー健康研究所 髙山 喜好
株式会社オノデラ 小野寺 康充
株式会社かわがらす 折野 伸明
株式会社キロル 坂下 賢司
株式会社グランツ 鳥居 幸廣
株式会社グロッシー 北村 貴
株式会社コーノ 阿部 俊夫

会 社 名 氏　名
株式会社コムズワーク 竹ノ内 久
株式会社サードプレイス 五十嵐 健
株式会社サカイ 酒井 清二
株式会社ササキ工芸 佐々木 雄二郎
株式会社サトウ 佐藤 嘉英
株式会社サンクレエ 森 正人
株式会社サンパティック 齊藤 利恵
株式会社サンフレッシュサービス 井口 大吾
株式会社ジーンテクノサイエンス 河南 雅成
株式会社シェアデザイン 齊藤 隆
株式会社シティック 武部 史彦
株式会社ズコーシャ 城 惇也
株式会社ストーク 阿部 壮一
株式会社スマイルブーム 小林 貴樹
株式会社ソプラティコ 大場 隆志
株式会社たすく 家次 秀浩
株式会社つちや 土屋 日出男
株式会社ツヨシオカ 吉岡 毅
株式会社ティー･ワイ 清和 孝徳
株式会社テクノフェイス 石田 崇
株式会社トゥルモン 伊東 亜紀子
株式会社トクイ印房 徳井 孝生
株式会社ニッコー 佐藤 厚
株式会社ニュートラル 中川 健司
株式会社ノベルズ食品 西尾 康宏
株式会社ハートビット 熊谷 仁志
株式会社ビックボイス 中里 要
株式会社フジ 青木 崇一
株式会社プリプレス ･センター 渡辺 ルリ
株式会社ホクユウ創研 髙津 徹太郎
株式会社ホリ 堀 安規良
株式会社ほんま 本間 幹英
株式会社メディアマジック 里見 英樹
株式会社メディカルイメージラボ 平澤 之規
株式会社メデック 漆嵜 照政
株式会社もりもと 松原 範宜
株式会社やまぐち食品 山口 龍二
株式会社ヤマト 木下 裕三
株式会社リッジワークス 長野 篤志
株式会社リプロ 五十嵐 俊子
株式会社リンクシーク 矢崎 慎悟
株式会社ワールド山内 山内 雄矢
株式会社阿寒グランドホテル 大西 雅之
株式会社活里 寺田 信行
株式会社環境ダイゼン 窪之内 覚
株式会社環境技研 宮崎 信弘
株式会社関上商店 関上 伸一
株式会社丸ヨ 吉住商店 吉住 淳男
株式会社丸ヨ 松村商店 松村 嗣弥
株式会社協栄車輌 佐藤 正良
株式会社光合金製作所 乾 雅宏
株式会社江戸屋 塩野谷 壯志
株式会社高橋組 高橋 一昭
株式会社高組 高 喜久雄
株式会社山内組 山内 正裕
株式会社姿勢改善工房 尾田 マリナ
株式会社姿勢改善工房 尾田 千尋
株式会社室蘭うずら園 三浦 忠雄
株式会社篠田興業 篠田 静男
株式会社住まいのウチイケ 内池 秀光
株式会社十勝毎日新聞社 国見 陽太
株式会社松本鐵工所 松本 英久
株式会社粧薬研究所 圓田 照夫
株式会社菅原測量設計 菅原 桂子
株式会社西野製作所 西野 義人
株式会社雪屋 媚山商店 本間 弘達
株式会社全国亜臨界肥料管理機構 橋本 昭夫
株式会社中央ネームプレート製作所 氏家 界平
株式会社町村農場 町村 均
株式会社土谷製作所 土谷 敏行
株式会社東洋肉店 東澤 壮晃
株式会社南商会 南 可昭
株式会社日伸テクノ 柴田 和夫
株式会社日本レイシ 塙 邦弘
株式会社白老油脂 十文字 宗秋
株式会社富士メガネ 金井 昭雄
株式会社平岸グランドビル 中目 明徳
株式会社北海光電子 武藤 正雄
株式会社北海道ガーデン街道 林 克彦
株式会社北海道新事業創造プラザ 吉澤 慶記
株式会社北海道宝島旅行社 鈴木 宏一郎
株式会社北海道夢民村 栗澤 傑
株式会社北国からの贈り物 加藤 敏明
株式会社北国生活社 内藤 大輔
株式会社立体データサービス 田村 彰浩
株式会社鈴木商会 駒谷 嘉一
株式会社櫻井千田 櫻井 康
丸共バイオフーズ株式会社 宮本 宜之
丸玉産業株式会社 大越 敏弘

会 社 名 氏　名
吉田聡税理士事務所 吉田 聡
久保田産業株式会社 久保田 和寿
協立土建株式会社 船奥 保
空知炭礦株式会社 那須 隆士
訓子府機械工業株式会社 松田 和之
訓子府石灰工業株式会社 猿子 満彦
五稜化学株式会社 丸山 健一
江部乙ファーム 梅野 恭正
行政書士南邦夫事務所 南 邦夫
合同会社ノースバイオ 開 敏之
札幌エレクトロプレイティング工業
株式会社

嶋村 清隆

札幌総合法律事務所 仲世古 善樹
山崎中小企業診断士事務所 山崎 記敬
児玉ヘルス商事株式会社 児玉 誠也
寺子屋コミュニケーション 林 克也
守谷商店 守谷 充弘
寿機械株式会社 星川 敏夫
秋田舞美のマーケ道 秋田 舞美
十勝バイオ環境株式会社 原 俊雄
十勝バス株式会社 野村 文吾
出口秀樹税理士事務所 出口 秀樹
小林商店 小林 常昭
松﨑ビル株式会社 松﨑 孝弘
焼き肉 炙 山本 武
森永社会保険労務士事務所 森永 晴之
石上車輌株式会社 石上 剛
石川車体工業所 石川 大輔
浅野環境技術事務所 浅野 孝幸
前田直樹経営研究所 前田 直樹
帯広信用金庫中札内支店 田辺 佳宏
大地みらい信用金庫 浜中支店 小山内 歩
大地みらい信用金庫 浜中支店 白川 雅義
池田食品株式会社 池田 光司
池田整体療術院 池田 泰郎
中小企業診断士事務所マーケティン
グオフィス川村

川村 晶彦

中小企業診断士中村領事務所 中村 領
中村泰道会計事務所 中村 泰道
中島商店会コンソーシアム 小野寺 芳子
坪田金物店 坪田 妙子
田中酒造株式会社 田中 一良
島崎中小企業診断士事務所 島崎 隆
島本鉄工株式会社 島本 勇平
東京フレックス行政書士事務所 池田 玲菜
東日本産業株式会社 小川 晃史
東洋農機株式会社 工藤 健
道東電機株式会社 佐藤 睦浩
日本アスパラガス株式会社 工藤 祐之
日本メディカルプロダクツ株式会社 山本 倫生
日本資源技術株式会社 宮本 政博
日本動物特殊診断株式会社 井上 博紀
美装オートタカハシ 高橋 聖佳
浜中ちえこ食品 柴田 千枝子
浜中町商工会 大澤 文明
浜中町商工会 立花 好基
富士屋鉄工株式会社 松宮 勇市
物産店ふじ 菊地 智子
北海バネ株式会社 岸 俊之
北海道エアウォーター株式会社 渡邊 敦司
北海道ベンチャーキャピタル株式会社 三浦 淳一
北海道ワイン株式会社 嶌村 公宏
北海道道南畜産事業協同組合 萩野 一郎
北興化工機株式会社 近藤 英毅
北清企業株式会社 大嶋 武
北宝堂株式会社 渡辺 秀太朗
野村経営コンサルティング事務所 野村 幸司
有限会社アドサイン 長谷 渉
有限会社イメージ･ソース･ジャパン 竹内 直樹
有限会社グッドマン 斎藤 武夫
有限会社さらべつチーズ工房 野矢 譲司
有限会社サンビットシステム 佐々木 伸幸
有限会社サンフーズ 前田 裕司
有限会社テックワークス 鈴木 卓真
有限会社トヨニシファーム 小倉 豊
有限会社ファルコンジャパン 杉山 基
有限会社フジヤ書店 田中 雄一
有限会社ホテル十勝屋 後藤 健二
有限会社横山鉄工 横山 邦彦
有限会社丸吉 大野商店 大野 裕幸
有限会社釧路フィッシュ 平野 勝幸
有限会社今岡建機サービス 今岡 正裕
有限会社三愛 松尾 拓也
有限会社山田商店 山田 和範
有限会社十勝しんむら牧場 新村 浩隆
有限会社十勝スロウフード 藤田 恵
有限会社十勝リサイクル 時安 徹
有限会社十勝野フロマージュ 赤部 順哉
有限会社渋谷商店  渋谷 洋

会 社 名 氏　名
有限会社昭和熱器工業 佐藤 裕二
有限会社大熊事務所 大熊 一精
有限会社大石農産 大石 富一
有限会社谷内商店 谷内 仁
有限会社中田食品 貴戸 武利
有限会社嶋田モータース 小林 純児
有限会社風の色 山野 久治
有限会社北海道機械メンテナンス 畑山 和久
有限会社妹川塗装 妹川 達也
有限会社柳田電気 柳田 清志
有限会社林製パン工場 山本 祐輔
流氷の丘カンパニー 武内 孝行
鈴木商店 鈴木 徳枝

中林 恵一

青森県
スイーツガーデン KUDO 工藤 一弥
ノースビレッジ農園合同会社 栗谷川 柳子
ハード工業有限会社 山形 琢一
ヒロデン株式会社 松川 健二
株式会社 ABC オフィス 伊藤 朗
株式会社アイティコワーク 触澤 篤司
株式会社ファーストインターナショナル 吉田 悦子
株式会社橋文 橋本 博文
株式会社金入 金入 健雄
株式会社今与建設 今 誠康
株式会社小野寺会計事務所 小野寺 剛
株式会社味の海翁堂 槙 一郎
合同会社マルカネ 秋山 兼男
森田麹 ･味噌店 小田桐 幸子
青森設備工業株式会社 小林 俊一
田岩酒店 田島 幸子
農業生産法人四季菜にんにく株式会社 吉田 広史
八戸トーヨー住器株式会社 牛木 秀
八戸市六日町商店街振興組合 貝吹 憲子
八戸酒造株式会社 駒井 秀介
武輪水産株式会社 武輪 俊彦
北彩漁業生産組合 浜田 勇一郎
有限会社ふくや 新井山 美智子
有限会社幾久屋建材 久慈 明彦
有限会社西幸呉服店 西村 幸司
有限会社二唐刃物鍛造所 吉澤 俊寿

岩手県
Coaching Office 平野 順子
アートフラワーくろさわ 黒澤 眞理子
コワーキングスペースもりおか 川村 和之
ニッコー･ファインメック株式会社 小野寺 真澄
ハコショウ食品工業株式会社 箱崎 陽介
一般社団法人遠野ふるさと公社 菊池 美之
遠野すずらん振興協同組合 須藤 義幸
遠野交通株式会社 前川 敬子
株式会社 g'plus 伊藤 敬
株式会社エイワ 佐々木 雄大
株式会社クライン 荒井 信喜
株式会社テツニックス 古川 雄太
株式会社伊藤染工場 伊藤 純子
株式会社栄組 佐々木 栄洋
株式会社釜石電機製作所 川崎 栄
株式会社共立精工 鹿射 康弘
株式会社古舘運輸 古舘 聖人
株式会社佐々木印刷 佐々木 信雄
株式会社山岸産業 山岸 千鶴子
株式会社紫波フルーツパーク 高橋 正人
株式会社紫波フルーツパーク 池内 匠
株式会社中原商店 邉 龍雄
株式会社立石工務店 及川 貴也
鎌田水産株式会社 金 貴之
企業組合夢咲き茶屋 昆 裕子
居酒屋けん 阿部 寿
合同会社しづか亭 小林 宏治
合同会社ぶらり気仙 鍛治川 直広
菜蔵 東山 正春
坂七商店 坂本 雄偉
松葉商店 松葉 孝博
石村工業株式会社 三浦 純一
石村工業株式会社 石村 眞一
大阪屋 逢坂 雅博
大村煎餅店 大村 仁
中村スポーツ 中村 善雄
鳥屋部製菓 鳥屋部 恵児
田頭金物店 田頭 幹史
美美 堀内 茂
品川光学株式会社 白井 光一
平泉商工会 加藤 良大
民宿りんどう 三浦 芳昌
有限会社オーパーツ 及川 元一
有限会社サワ 澤村 英朗
有限会社スガイ 菅井 孝
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会 社 名 氏　名
有限会社ツクバ精密 菊池 洋二
有限会社釜石園芸 柏舘 英樹
有限会社丸庄 千葉 庄悦
有限会社丸昭 馬場 圭祐
有限会社多田自然農場 多田 克彦
有限会社沢菊 宮澤 陽一
理容きくち屋 菊池 将太郎

遠藤 一子
下坪 秀司
宮野 千栄
工藤 光栄
工藤 和人
高橋 孝子
佐藤 みつ美
佐野 史歩
三浦 秀樹
三浦 正幸
小野寺 希子
千葉 勝
嶋田 香織
藤原 健太朗

宮城県
White Rose 佐藤 真理子
アイデアプラント 石井 力重
カーボンフリーネットワーク株式会社 申谷 雄太
ゴトウデザイン 後藤 洋一
タクビー 伊藤 拓也
マルトヨ食品株式会社 清水 浩司
ワールド管財株式会社 佐々木 大介
一般社団法人MAKOTO 竹井 智宏
一般社団法人ワカツク 渡辺 一馬
遠田商工会 山形 政宏
塩釜ガス株式会社 設楽 泰久
株式会社 TOHO 早川 英雄
株式会社アジア ･ひと ･しくみ研究所 新井 健一
株式会社ヴィ･クルー 佐藤 全
株式会社オイデック 尾出 恵一
株式会社カキヤ 菊地 恒一
株式会社きちみ製麺 吉見 光宣
株式会社クレオ 佐藤 清悦
株式会社サイコー 齋藤 孝志
株式会社ティーダシステム 三浦 隆
株式会社トニー 廣谷 健二
株式会社ハーモニクスデザイン 川村 聡
株式会社ユー企画 大塚 真実
株式会社阿部亀商店 冨樫 恒
株式会社安住商会 安住 陽一
株式会社鎌田呉服店 丸 一男
株式会社水間工務店 水間 正浩
株式会社日創パートナーズ 鳥海 卯
株式会社白石タクシー 佐藤 由佳
株式会社白石モーター 鈴木 智洋
株式会社菱屋酒造店 斉藤 敦子
株式会社豊 葛西 映美
株式会社夢工房 佐藤 裕之
株式会社旅館かつらや 四竈 亜衣
株式会社髙政 高橋 正典
顔晴れ塩竈 伊藤 栄明
喜多屋 伊東 徹也
宮城ケーブルテレビ株式会社 八木 伸太郎
宮城県中小企業団体中央会 渡辺 秀己
居酒屋 大富久 伊藤 和博
合資会社最上屋 安倍 忍
山田乳業株式会社 山田 光彦
松島住宅設備株式会社 遠藤 勉
杉原功商店 杉原 崇
創造技研株式会社 吉田 由美子
創造技研株式会社 三方 雅仁
創造技研株式会社 手塚 進
大場コンサルティングオフィス 大場 宣英
天野 天野 忠正
藤沢オートサービス 佐藤 純一
日本みらい税理士法人 梅田 尚
畑中商店 畑中 大樹
法華三郎日本刀鍛錬所 法華 栄喜
堀内電気株式会社 堀内 祥弘
明石酒造株式会社 明石 秀暢
有限会社サクラテック 黒田 幸太郎
有限会社トーハイコーポレーション 及川 眞由美
有限会社森昭 森 建人
有限会社竹鶏ファーム 志村 浩幸
有限会社和食の小島 小島 邦道
齋藤園芸 齋藤 貴裕

ソウ ギョク
山下 耕平
小谷 直哉

秋田県
CARS-Crescent 佐藤 一行
Mission to hair 板垣 正徳
tomi-factory designs 富澤 稔
あかつき観光サービス株式会社 眞坂 廣男
カーハント秋田 大野 学
コンノ楽器 今野 広志
サウンドオフィスドットコム 小山 隆行
ホームテック株式会社 進藤 史明
マサオ電気 佐藤 仁
ループ株式会社 佐藤 忍
株式会社あったか五城目 土橋 文平
株式会社サイテクト 齊藤 靖之
株式会社シック関口 関口 正之
株式会社ホテルエクセルキクスイ 菊地 カツ
株式会社マシンマックス 三浦 賢
株式会社マツザワ 境屋 博司

会 社 名 氏　名
株式会社栄田 佐藤 和恵
株式会社佐藤商事 佐藤 慶太
株式会社三尺堂商店 佐々木 達治
株式会社秋田ニューバイオファーム 鈴木 幸夫
株式会社大曲油脂 仙北 直樹
株式会社池田 池田 憲亮
株式会社日誠工業 菅原 綾
株式会社友愛ビルサービス 小畑 宏介
株式会社林工務店 林 德彦
株式会社和火屋 久米川 和行
株式会社齋彌酒造店 斎藤 浩太郎
機械設計事務所プロデザイン 藤原 久良
高橋茂輝税理士事務所 高橋 茂輝
佐々木塗装店 佐々木 知剛
佐藤食品株式会社 佐藤 賢一
三浦電子株式会社 三浦 俊之
三共光学工業株式会社 萩原 俊輔
小柳商店 小柳 文子
松橋木材 松橋 良俊
東由利特産物振興会 村上 主江
有限会社ホーム電器 佐藤 作内
有限会社メロニーハウス 瓜生 望
有限会社ヤマダ商事 山田 克成
有限会社幸製作所 板垣 喜代子
有限会社佐藤自動車商会 佐藤 将
有限会社三協商事 三浦 将人
澤田石晶税理士事務所 ･行政書士事務所 澤田石 晶

山口 麗子

山形県
BRIZE engineering 鈴木 誠太郎
GRAVITY 青野 昌平
SBC 佐藤 義之
いなおいデイサービス 大瀧 成輝
キーレバー 佐藤 和人
さくらんぼ保育園 斎藤 秀和
サシムラ株式会社 指村 隼人
だんご本舗たかはし 髙橋 寛光
デザインユニット ･アサ 朝倉 孝二
マルシチ米穀株式会社 小松 康雄
もがみ北部商工会鮭川事務所 五十嵐 さとみ
もがみ北部商工会鮭川事務所 笹原 恵子
もがみ北部商工会鮭川事務所 福田 康臣
やまがた食産業クラスター協議会 鎌上 夕貴
やまがた食産業クラスター協議会 舩水 貴子
井上公認会計士事務所 井上 哲寿
永井工業 永井 歩夢
株式会社シー･アイ ･シー 渡辺 孝之
株式会社シベール 今野 彩世
株式会社ながよう 長谷川 海秀
株式会社バイパスホンダ 狩野 慎一郎
株式会社ファイン 片平 琢朗
株式会社フラップモード 高野 裕樹
株式会社茜谷 茜谷 聡
株式会社井上貞吉商店 井上 大樹
株式会社丸勘山形青果 佐田 千明
株式会社丸勘山形青果 青柳 美知
株式会社丸勘山形青果 富田 邦衛
株式会社戸田プロパン 戸田 竜馬
株式会社三奥屋 渡辺 由美
株式会社三奥屋 矢萩 松子
株式会社小野寺システムズ 小野寺 正人
株式会社尚美堂 逸見 英子
株式会社松風屋 佐々木 啓仁
株式会社大商金山牧場 小野木 覺
株式会社長栄堂 多田 寿浩
株式会社東北ハウジング 石山 敬子
株式会社日建設備 加藤 剛士
株式会社博善社 木村 篤史
株式会社鈴木製麸所 松本 浩司
行政書士庄司博之事務所 庄司 博之
三陽自動車株式会社 三沢 慶洋
山形県酒類卸株式会社 槙 光
章和ホーム株式会社 川井 秀智
相田建設株式会社 相田 晃輔
大浦工業株式会社 大浦 英樹
東の麓酒造有限会社 遠藤 孝蔵
南陽市観光協会 松木 玲子
梅津ようせい事務所 梅津 庸成
弁護士法人手塚橋本法律事務所 橋本 一馬
木村自動車板金塗装工場 木村 茂
有限会社アシスト 荒井 要雄
有限会社エビスヤ 井田 和史
有限会社カズミデンキ 小野 智輝
有限会社シバサキ商事 柴崎 稔
有限会社みちのくフーズ 鈴木 力
有限会社遠藤ボデー 遠藤 秀紀
有限会社柿崎建具店 柿崎 淳
有限会社叶内冷菓 叶内 慎一郎
有限会社恭栄 横尾 尚志
有限会社不二 池田 香
有限会社六味庵 菅野 秀昭
鈴正 鈴木 啓子

佐竹 秀文
中西 正浩
富樫 錦矢

福島県
ECC ジュニア 西ノ内 ･東大枝教室 大内 はるか
かーちゃんの力 ･プロジェクト協議会 渡邊 とみ子
ササオ社会保険労務士事務所 笹生 裕康
ひばり法律事務所 西山 健司
フタバ鶏卵株式会社 平子 健司
フットケアサロン アイル 矢代 純子
まがら洋菓子研究所有限会社 眞柄 正洋

会 社 名 氏　名
医療人ネットワーク合同会社 阿部 眞一郎
栄町商店街振興組合 片山 高明
海嶺知財経営コンサルタント事務所 鈴木 賢一
株式会社 Lino Company 加藤 徹
株式会社 YANAI 総合研究所 箭内 武
株式会社アポロガス 篠木 雄司
株式会社えこでん 和也 久我
株式会社こいと旅館 小井戸 文恵
株式会社シンテック 阿部 隆
株式会社シンテック 岡田 郁枝
株式会社シンテック 石川 仁二
株式会社シンテック 赤津 京子
株式会社シンテック 赤津 和三
株式会社シンテック 馬上 恵
株式会社ノジリ 野尻 直之
株式会社ロンデン 齋藤 浩一郎
株式会社伊達丸コーポレーション 菅野 譲
株式会社松井自動車整備工場 松井 康博
株式会社新栄製作所 菅野 壮一郎
株式会社青木工機 青木 誠
株式会社白亜館 佐原 智恵
株式会社磐城高箸 高橋 正行
株式会社樋口屋商店 樋口 卓弥
株式会社福島インフォメーションリ
サーチ&マネジメント

橘 あすか

丸又蒲鉾製造有限会社 高木 京子
合資会社江井鋳造所 江井 敬彦
合同会社かわうち屋 渡辺 正
根本通商株式会社 根本 克頼
小名浜名店街協同組合 馬上 忠一郎
信夫木材通商株式会社 今野 陽介
清水事務所 清水 彰一
猪狩自動制御設計株式会社 猪狩 正明
東洋システム株式会社 庄司 秀樹
有限会社M.D. とみやま 冨山 強
有限会社とまとランドいわき 元木 寛
有限会社西坂製作所 西坂 早苗
有限会社相馬ブレード 藤田 マリアク

リスティーヌ
有限会社相馬ブレード 藤田 修
有限会社大石ガラス店 大石 洋介
林精器製造株式会社 林 明博
箏回想療法学会 渡部 佳奈子

茨城県
アルモファクトリー株式会社 阿内 利之
エコアンドセキュリティオフィス 雨谷 元洋
エスティコンサルティング株式会社 宇留野 秀一
おざわ冷機 小澤 孝志
ティーズサイン 森戸 輝幸
テクノ&マネジメント研究所合同会社 橋本 琢磨
トキワ工芸 綿引 卓也
ヒロセ社会保険労務士事務所 廣瀬 智克
ヤマト精機株式会社 萩原 晃
りらく整体院 小松崎 悟
安心ネット株式会社 大畑 文夫
岡田鈑金株式会社 増田 武夫
割烹川広 川和 哲也
株式会社 PIC 平山 晋太郎
株式会社イエロードクタ 吉村 千鶴子
株式会社エムテック 松木 徹
株式会社シニア村 今美 利隆
株式会社ジョイプロデュース 守谷 寿一
株式会社ネットクロス 森澤 吉大
株式会社マネジメントシステム 鴫原 育子
株式会社奥広 小椋 直樹
株式会社外山長兵衛商店 外山 崇行
株式会社関プレス 関 正克
株式会社関川畳商店 関川 恵一
株式会社元工務店 長野 元樹
株式会社三栄製作所 南雲 京子
株式会社三橋電機 三橋 真人
株式会社山関工務店 山関 重人
株式会社小池洋服店 小池 明弘
株式会社小野写真館 小野 哲人
株式会社生体分子計測研究所 岡田 孝夫
株式会社対崎工業 對﨑 寛
株式会社飯塚造園 飯塚 康弘
株式会社宝島ジャパン 小園江 和博
久保田機械店 久保田 泰隆
山崎商会 山崎 敏夫
七会きのこセンター 川俣 寛明
社労士事務所スリーアイランド 塚原 祐輔
小林品証コンサル 小林 悟
常総警備保障株式会社 國府田 康裕
森島酒造株式会社 森嶋 正一郎
赤津木材工業株式会社 赤津 伸介
増山会計事務所 増山 英和
大蔵生コンクリート株式会社 鄭 豊之
大和電気工事店 鈴木 史人
中島塗装工業 中島 泰則
日立綜合防災株式会社 瀬谷 雄一
堀種苗店 堀 和友
有限会社 GREEN 工房 河原井 大介
有限会社アメニティプランニング 田辺 博一
有限会社アルヴィス 照屋 孝明
有限会社クリエイティブ サンエイ 檜山 正樹
有限会社鹿島自動車ガラス 佐久間 義雄
有限会社森永洋品店 ･レクラン店 森永 宏幸
有限会社大畠農産 大畠 克彦
有限会社木村製作所 木村 宣之
里海邸 金波楼本邸 石井 盛志

下村 美雪
成田 賢一

会 社 名 氏　名

栃木県
IBS コンサルティング株式会社 正田 裕之
カンタツ株式会社 阿久津 肇寿
フォーライフエステートウェルス株
式会社

今井 貴之

ふくとみ経営研究所 内山 貢悦
ムラカミインテリア 田中 展恵
ワイズティーネットワーク株式会社 根本 泰昌
阿部産業株式会社 阿部 大記
株式会社UI 志援コンサルティング 伊藤 一嘉
株式会社オートスナック 三品 浩文
株式会社キクヤ 小瀧 隆義
株式会社サンハロー 栗田 幸智
株式会社ロココ 渋江 恵一朗
株式会社古賀 古賀 文雄
株式会社大高商事 石井 隆志
株式会社中村製作所 中村 彰太郎
株式会社中島塗装 中島 一晴
丸昌産業株式会社 遠藤 悟
丸昌産業株式会社 小久保 和浩
協栄産業株式会社 古澤 栄一
錦正工業株式会社 永森 久之
晃南印刷株式会社 阿部 真一
社会福祉法人南都会 角田 充由
宗教法人清泉寺 山田 修嗣
早川食品株式会社 早川 隆
大野畳店 君島 祐一
宅老所はいこんちょ 小林 敏志
美容室ブレス 山本 里美
北斗管工株式会社 朝田 尚宏
有限会社 BAng･Bang 若松 伴睦
有限会社ウィンウィン 笠井 隆行
有限会社ジュントオル 谷田貝 孝一
有限会社スタジオオオハシ 大橋 健志
有限会社堺屋商店  長島 俊夫

橋本 統

群馬県
Jewel Crepe （ジュエルクレープ） 正田 京子
PRIMARY SOLUTION KO 
OLINA､ INC.

大橋 基史

TIN'z BURGER MARKET 大内 嵩志
エフピー実業株式会社 関 和明
エフピー実業株式会社 李 春峰
さらのて鍼灸院 藤澤 智恵
ファッションハウスすずまん 鈴木 浩和
みんなの株式会社 吉田 創
縁 日下部 早美
株式会社 C&T 瀧澤 清美
株式会社 idea 松村 弘章
株式会社オギノ電子工業 荻野 勝美
株式会社シミズプレス 清水 智子
株式会社タイガーカワシマ 川島 昭光
株式会社プレジール 木榑 浩之
株式会社ヤマキ 佐藤 憲一
株式会社笠盛 笠原 康利
株式会社叶屋食品 狩野 桂一
株式会社原田 原田 義人
株式会社市川工業所 市川 和久
株式会社小野木商店 深澤 広孝
株式会社宝川温泉 汪泉閣 小野 与志雄
岸経営管理事務所 岸 宏一
気ママ屋 佐々木 玲子
芹の湯 柳澤 文理
光工芸有限会社 高橋 和朗
行政書士コヤマ事務所 小山 範之
小井土ラジオ商会 小井土 健一
小須田総合保険事務所 小須田 肇
小林会計事務所 小林 英伸
上原建設株式会社 上原 英男
相模屋食料株式会社 鳥越 淳司
増田会計事務所 増田 孝志
長沼石材店 長沼 功一
津久井晴美一級建築士事務所 津久井 晴美
白山製材株式会社 佐藤 文夫
有限会社さんすい森のリゾート 山田 直彦
有限会社タキザワ 瀧澤 章光
有限会社モリタ 森田 茂
有限会社阿部商店   田村 拓宏
有限会社岡野製材所 岡野 弘
有限会社下仁田温泉清流荘 清水 雅人
有限会社原田設備 原田 尚信
有限会社今井鉄建設備 今井 勝則
有限会社小沢新聞店 小沢 明
有限会社尚美堂印刷所 黒澤 尚範
有限会社浅間高原麦酒 黒岩 修
有限会社大宮製材所 佐藤 健司
有限会社大塚建設 大塚 幸之助
有限会社鍋屋 広瀬 英男
有限会社有美 有澤 節夫
有限会社鈴木運輸 鈴木 勉

茂木 三枝

埼玉県
happiness 飯塚 美和
JAM日本自動車管理株式会社 三原 龍太
KS 経営 岩田 宏文
momizo（モミゾウ） 大竹 友美
NM Floword 吉田 奈央
OAコーディネーターズ 赤嵜 隆治
アーネスト法務経営事務所 中舘 達司
アールエフエムスエヒロ株式会社 上島 祝雄
アイショウコンサルティング合同会社 村田 成巳
アドヴァンス行政書士 ･社会保険労
務士事務所

高松 隆
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会 社 名 氏　名
アルファミュージック 倉崎 勉
エム ･ソーラーシステム株式会社 長澤 和男
カネパッケージ株式会社 金坂 良一
カラークリエ 坂本 八重子
カワバタ IT マネジメント 河端 三千男
キャリアデザイン研究所 江上 範博
グローバル  ビジョン  テクノロジー川越 水出 直子
クロフネ行政書士事務所 深沢 文敏
コーワ株式会社 中林 隆俊
コスト経営研究所 工藤 工
コミー株式会社 小宮山 栄
コラボ ･コンサルト 町田 浩一
そば処 更科 東川 勲
ティ･ジェイ コンサルティング 東條 寮
テイシン電機株式会社 頭川 和彦
デザイン工房まある まるやま いずみ
ホームサポート 稲葉 諭史
まちの助産婦 横井 聖美
マル井経営企画 井内 堅太郎
ムームーレインボー 菅谷 東子
メンズサロンあらい 荒井 貴弘
もしもん株式会社 栗原 志功
もものえ舎 物江 弘子
一般社団法人アドバンシャル ･サポート 小宮 清子
一般社団法人地域公益推進機構 小倉 順子
株式会社D.I.U. 千葉 はつみ
株式会社 industria 高橋 一彰
株式会社 JRP 野口 敬正
株式会社 PLAS 藏田 和孝
株式会社 TMC 竹田 昭信
株式会社アイ ･ケイ ･シー 石井 和人
株式会社アクア ･テクノス 森 宏高
株式会社エイチ ･エーエル 伊藤 武司
株式会社ケンウィルコミュニケー
ションズ

樋口 兼一

株式会社コスミック エム イー 五十嵐 亮 レオ
ナルド

株式会社コミュニティコム 星野 邦敏
株式会社サンワ 三和 仁
株式会社どばし 土橋 克美
株式会社ドリマックス 波田野 勇治
株式会社ネゴシエーター 岸 義広
株式会社はじめ工業 太田 美奈
株式会社パワーウーマンスタイル 伊藤 香織
株式会社パワーウーマンプラス 北方 真起
株式会社ビー･アンド ･プラス 久保田 祐司
株式会社ビー･アンド ･プラス 深澤 仁志
株式会社ビーアイシー 岩間 文雄
株式会社メガネマーケット 久賀 清江
株式会社ゆうせいざ 棚澤 浩一
株式会社ユーパーツ 清水 信夫
株式会社ユニパック 松江 昭彦
株式会社ラフィネット総合企画 水井 澄人
株式会社リンクス ･ホリ 堀 政孝
株式会社レボル 橋口 禎友
株式会社レボル 中村 文男
株式会社井口一世 井口 一世
株式会社井口一世 鹿毛 文康
株式会社英語ソムリエアカデミー 横溝 美由紀
株式会社丸山製作所 丸山 善之
株式会社岩崎食品工業 岩崎 一隆
株式会社魚庄  飯野 健三
株式会社埼玉互助センター 巣瀬 和明
株式会社舟渡印刷紙工 堀田 和男
株式会社十川  十川 英男
株式会社潤製作所 小野 良一郎
株式会社大和 塚目 博之
株式会社日興電機製作所 福島 茂
株式会社日本メンタリング ･マネジ
メント協会

鈴木 秀一

株式会社富士運輸倉庫 渋谷 篤史
株式会社武駒産業 篠田 浩司
株式会社豊平 大久保 義海
貫井正税理士事務所 貫井 正
丸屋酒店
吉見町商工会 新井 和利
公益財団法人さいたま市産業創造財団 山縣 秀司
公益財団法人埼玉県産業振興公社 萩 豊
合同会社 Yサポート 山元 証
合同会社オフィス ･イーユーシー 池本 伸治
災害リスク評価研究所 松島 康生
三橋合名会社 髙田 清蔵
三州製菓株式会社 斉之平 伸一
山田食品産業株式会社 荻原 徹
山田食品産業株式会社 梅木 重則
山田食品産業株式会社 髙橋 清和
賛光精機株式会社 高橋 直也
賛光精機株式会社 松崎 雅雄
賛光精機株式会社 新井 厚史
賛光精機株式会社 森本 真之介
賛光精機株式会社 清水 崇司
賛光精機株式会社 清水 洋
賛光精機株式会社 平山 裕原
賛光精機株式会社 野村 俊幸
市川商事株式会社 市川 弘道
篠田おひさま人事オフィス 篠田 恭子
社労士浜事務所 浜 浩子
秋葉経営コンサルティング 秋葉 亮爾
小山企業株式会社 小山 嘉一郎
小山税理士法人 小山 修平
松永智子税理士事務所 松永 智子
松崎哲也税理士事務所 松崎 哲也
清田国際法務行政書士事務所 清田 巳喜男
税理士法人コスモ総合会計事務所 冨永 昭雄
税理士法人税制経営研究所 荒川 俊之

会 社 名 氏　名
税理士法人倉持会計 倉持 佳
川口松陰塾 江口 清
泰清倉庫株式会社 小山 展弘
大沢税理士事務所 大沢 育郎
大谷美装株式会社 大谷 新
瀧田倉庫産業株式会社 瀧田 貴夫
中央ビジネス研究所株式会社 小沢 智樹
中小企業診断士坂上成人事務所 坂上 成人
中島 FP事務所 中島 智美
長谷川経営労務管理事務所 長谷川 祐司
田中産業株式会社 田中 裕
東洋大学 村山 裕比古
特定非営利活動法人 RE機構 清野 眞里惠
南畑幼稚園 佐藤 明日子
日型工業株式会社 渡辺 隆範
日東皮革株式会社 宮本 宗武
日本ソナテスト株式会社 森谷 茂樹
粕谷小夜子 粕谷 小夜子
飯能信用金庫 小野 正
片貝システム研究所 片貝 孝夫
牧田経営労務事務所 牧田 昌己
名学館ライフガーデン東松山 島 秀史
木下裕美中小企業診断士事務所 木下 裕美
友貴総合法務事務所 樋泉 公貴
有限会社エスフィールド 篠原 勲
有限会社おづつみ園 尾堤 宏
有限会社ごかばし 黒澤 克久
有限会社デイ葬儀社 出井 計多
有限会社ナトーライフコンサルタント 森田 俊和
有限会社マルゼン 佐藤 昌伸
有限会社吉田製作所 吉田 茂
有限会社久保井塗装工業所 窪井 要
有限会社後藤衛生コンサルタント 後藤 素彦
有限会社所沢経営センター 伊早坂 昭夫
有限会社小島板金工業 小嶋 章寛
有限会社新星倉庫 星野 淳一
有限会社西武エースプランニング 西川 和人
有限会社村田商会 村田 敬吾
有限会社渡辺モデルメーカース 渡辺 竜幸
有限会社比企オプティクス 栁瀬 満邦
有限会社福祉ネットワークさくら 横山 由紀子
利根川ピアノ教室
鮨処 梅田 梅田 正行
髙木経営相談所 髙木 伸治

岩瀬 泰夫
江田 元之
杉崎 明夫
池田 麻里
萩野 久子

千葉県
Katana オフィス船橋 蛸 俊佑
RF プランニング株式会社 秋谷 憲夫
Skyward International.LLC 石川 直哉
アウェイク事務所 菅原 齋
アローフィールド 矢野 博
アロマ&ハーバルライフMajorana 黒沼 美保
イングリッシュツリー 徳重 智加
エバーグッド ･コンサルティング 首藤 愼一
おにざわ IT 経営支援オフィス 鬼澤 健八
オルク ･コンサルティング 黒田 弘
カストマーズアイ 中村 俊雄
サンアイルス 三嶋 修一
ソメイヤッコ（薬壺）研究所 染井 正徳
テッドアラカワ株式会社 荒川 一郎
ナインソーツコンサルティング株式会社 野村 忠史
ナレッジゲームズ 上田 一輝
パーチ経営コンサルタント 鈴木 達
ぴりか施術院 小泉 きみこ
フジ産業株式会社 藤井 愉三
ホームショップ SEKI 関 迪彦
みゆ己薬局 長岡 美裕紀
ワタベ塗工株式会社 花島 和宏
ワンツーワン個別学院佐倉校 長岡 嘉雄
医療法人福住会 斎藤労災病院 大橋 謙史
一般社団法人コレカラ ･サポート 千葉 晃一
一般社団法人千葉 IT 経営センター 野村 真実
株式会社 Buil-net フロンティア 熊森 克己
株式会社 G&G 龍 芳乃
株式会社カネコ 金子 雅一
株式会社サンプラン 神崎 利昭
株式会社サンライズジャパン 篠崎 順一郎
株式会社せいよう 田中 洋成
株式会社セレブ 三須 榮光
株式会社テクノプローブ 大井 雅俊
株式会社デジタルワン 熊倉 真之
株式会社ナカムラ 中村 浩之
株式会社ナレッジ ･ネットワークス 中島 孝治
株式会社ハマトミ食品 林 真吾
株式会社フクシン 金沢 剛純
株式会社フライトテックサービス 伊藤 勝則
株式会社伊藤エージェンシー 伊藤 肇
株式会社一心助け 鈴木 英雄
株式会社関東ホーム 清宮 貴弘
株式会社坂巻商店 坂巻 栄一
株式会社千葉工業所 長島 勝敏
株式会社村中電設 村中 鉄也
行政書士大楽事務所 大楽 大輔
社会福祉法人藤和会 後藤 敏宏
秋元技術士事務所 秋元 英郎
松田総合研究所 松田 博文
森 zouWORKSHOP 村田 寿美礼
神吉マネジメントコンサルティング 神吉 耕二
神長労務管理事務所 神長 久
税理士中野寛也事務所 中野 寛也

会 社 名 氏　名
石毛利和税理士事務所 石毛 利和
赤星工業株式会社 赤星 健二
千葉エコ ･エネルギー株式会社 馬上 丈司
千葉オイレッシュ株式会社 野村 進一
泉台経営コンサルタント事務所 小田原 清
中倉ビジネスコンサルティング 中倉 誠二
東京湾岸法律事務所 西島 克也
東商ゴム工業株式会社 末永 大介
東和商事株式会社 竹内 石
白鳥製薬株式会社 幡野 清己
福田コンサルティング 福田 敏博
本田土木工業株式会社 高山 貴子
妙中鉱業株式会社 佐野 真也
矢野林材株式会社 矢野 昌秀
有限会社MASUKO 増子 慶久
有限会社ケイワン 柳田 公市
有限会社ソーゴー電化 田中 宏文
有限会社ハートランド 町田 好昭
有限会社亀山温泉ホテル 鴇田 英将
有限会社秋山総合コンサルタンツ 秋山 則行
有限会社村松商店 村松 勝
有限会社福一 池田 尚史
有限会社文殊コンサルティング 岩見 周介

児玉 拓也
住田 章
石毛 健

東京都
“PONO” ハワイアンキルト 加藤 智子
Advance K&B Farms Corporation 高田 容冶
AGカウンセリングオフィス 新海 善行
AIM（志）&コンサルティング研究所 朝倉 久男
AKI CONSULTING 山田 晃裕
antymark 松波 直秀
ASIA-NET 吉村 章
BLD 株式会社 髙杢 康成
CARAMEL  CRUNCH 池田 まり子
coffee house 雅
COUXU株式会社 高橋 悠介
Cut House GiG
DANSHAKU&TK 片瀬 浩司
E.J.Spence Company Limited 伊藤 勇太
E.J.Spence Company Limited 惣可 伊麻夫
EーZーON株式会社 野末 岳宏
Erg Design 二階堂 美子
eri どうぶつ病院～小動物と小鳥の病院～ 柴田 絵里
Fish/Not Fished 小倉 利幸
Forte 経営事務所 魚谷 康行
GMOチャイナコンシェルジュ株式会社 大西 正也
HAIR LUCKY
HANAHASU HONG KONG 小池 須美子
HELP 英語学校 茶谷 武志
High Technology Explore 株式会社 藤城 稔久
HKコンサルティング 鎌田 浩一
il Ciccione 楠 剛志
I-Labo 石川 知穂
IPO テクノ株式会社 加瀬 滋
ISB マーケティング株式会社 牧 祥子
K&I consulting 伊藤 孝一
KANAE アソシエイツ株式会社 阪部 哲也
KAN経営企画 漢那 宗丈
KAORI FUCHI Tax and Consulting 渕 香織
KCGコンサルティング株式会社 柳 義久
KIYO ラーニング株式会社 綾部 貴淑
KOLOHE'S 石井 雅也
LE COUPLE Hh Ltd. 樋口 浩子
Lin MC Group 株式会社 納口 直子
MC･HIRO 広井 やすよ
METABIRDS Shimaya 

Naoyoshi
nodoca 古屋 千里
Odo スクエア ･ジャパン 糸井 保
Office CPSR 日本唯一の臨床心理士 ･
社会保険労務士

植田 健太

Office Mental Assisting 中林 康子
office switch on  河島 靖
OKマネジメントサービス 小黒 光司
PE&HR株式会社 山本 亮二郎
Piaciuto 大田 功
Prism Japan, LLC Yuuki 

Yonekura
punoa 岩崎 香保里
ri-zu コンサルティング 金 順玉
rt785 岩崎 千歳
Sano Minami Design Office 佐野 みなみ
SAP ジャパン株式会社 久保 良太
SEO株式会社 西村 太郎
SGフィルダー株式会社 福田 武士
SHABEROO 鈴木 悠人
Share0,inc 中川 亮
SHARL Inc. 小坂 太郎
Star Twinkle 荒井 星利奈
Sweets Factory 富田 美千代
SWOT有限会社 満木 大
TanTonTan 遠藤 えり
Tech-core 国際特許事務所 野上 晃
TI 行政書士 ･FP 事務所 矢野 孝治
TMI 高島 利尚
Visso 株式会社 木島 功介
White Ship,Inc. 長谷部 貴美
WINVOL 菅間 文宏
YS コンサルティング 杉野 喜久
アートアルファ
アールシーソリューション株式会社 荻本 悠樹
アールシーソリューション株式会社 栗山 章

会 社 名 氏　名
アールシーソリューション株式会社 大沢 龍平
アールシーソリューション株式会社 池端 健太郎
アールシーソリューション株式会社 中䑓 香里
アールシーソリューション株式会社 長縄 博美
アールシーソリューション株式会社 齊藤 恭平
アイティーサポートジャパン株式会社 川畑 喜成
アイディーリペア 松澤 雄一
アイディールブレーン株式会社 佐藤 孝典
アイディールブレーン株式会社 大河原 明弘
アイビーコンサルタント 小高 正芳
アイフォーコム ･スマートエコロ
ジー株式会社

広川 正和

アクシア行政書士事務所 星野 誠
アクタスマネジメントサービス株式会社  加藤 幸人
アクトシール株式会社 青木 陽一
アスールヘアー 吉里 正明
アタゴ空調設備株式会社 野田 みや子
アトセンス株式会社 細渕 信子
アプト株式会社 岡山 峰伸
アルウェットテクノロジー株式会社 能美 仁
アルケア株式会社 鈴木 輝重
アルストロメリア 髙橋 翔
アルパーコンサルティング株式会社 古川 忠彦
アルピノ 高松 広美
アルファテクノロジー株式会社 松本 健
イーロジット株式会社 角井 亮一
いっしょに会計事務所 上田 智雄
いろいろ好房 小滝 静子
インクグロウ株式会社 野田 万起子
インターナショナル ･バリューマネ
ジメント協会

木村 耕一

インテリジェンス ･パートナーズ 玉利 崇
うさぎの絵本 河崎 えつ子
うなぎの双川 瀬川 寿子
えがおの株式会社 太田 祥平
エッセンス株式会社 米田 瑛紀
オー･エヌ ･アイ ･インベストメンツ 上原 満里子
おがわ税務会計事務所 小川 武人
オトコム 大上 仁彦
オフィス ワドキ 橋本 佳代子
オフィス ･エヌティ 中山 隆文
オフィス ･キモト 木元 広之
オフィス ･グローバル ･マインド 大高 直美
オフィス ･けむ 関 龍彦
オプティマルビー株式会社 宮地 祥子
オレンジトーキョー株式会社 小高 集
お多幸
お茶の専門店 一露園 梅原 壮一
カジュアルショップ フロンティア 臼田 武志
かのう行政書士事務所 加納 千恵子
カフェ コイズミ 小泉
カフェ･ユーズ 古市 敦
かめや履物店 春日 冨美子
カリカチュア ･ジャパン株式会社 内藤 孝俊
キットバイオリン教室 中井 里
ギフトショップ弟子丸 弟子丸 佳子
ギャラリーカメイ 亀井 哲郎
キャリア ･デベロプメント ･アソシ
エイツ株式会社

アニャ ケーテ
ナー

キャリア ･デベロプメント ･アソシ
エイツ株式会社

篠田 匡暢

キャリア ･デベロプメント ･アソシ
エイツ株式会社

内川 誠

グッドタイム出版 武津 文雄
グランドポント株式会社 大橋 宏
クリーニング ヤマムラ 山村 俊雄
クレープの店ピエロ 辰野 信英
クロスワンコンサルティング株式会社 宇野 俊郎
ケイ ･アイビジョン有限会社 カン ウジョ
ケイエルプラント株式会社 野澤 学
ケィディケィ株式会社 佐藤 武志
こぬまデンキ 小沼 祐一
コマデ理容舗 駒出 定男
こめパン処 米魂 富室 毅
コラボ ･ワン 渡辺 哲男
コルディアル 清水 亜美
コルディアル 大津 くるみ
コンサルティングオフィス共創 庭野 勉
サイジニア株式会社 福岡 裕高
サクセス リーディング アシスト 倉前 誠二郎
サポタント株式会社 床 美幸
サンカイコンサルティング中小企業
診断士事務所

三海 泰良

サンハイド ･ジョーズ修理  高橋 秀樹
ジー･イー･シー株式会社 小野田 精爾
ジーニアス国際特許商標事務所 山元 真人
シールテック株式会社 國澤 龍太
シェイプウィン株式会社 神村 優介
ジェイリース株式会社 中島 土
しなのや洋服店 清水 博司
しばた会計 柴田 立夫
ジャズー株式会社 宮園 耕二
シャルキュトゥリー･モエ 中川 萌
シューズ パロス ムライ 村井 万里子
ジュエリー佐々木 佐々木 正子
シロクマカフェ 阿部 将寿
スカイダイエット 林田 玲子
すぐ使える株式会社 井上 みやび子
スタートレードインターナショナル
株式会社

粕谷 健夫

スマイルリンク株式会社 大林 万利子
ゼータトレーディング株式会社 原田 大作
セルフ ･ディフェンス ･エデュケー
ションズ株式会社

小長谷 雅史

ゼロスタート 竹村 直明
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会 社 名 氏　名
ソナーリズム株式会社 福田 啓介
ソナーリズム株式会社 峯岸 宇佐馬
そば処 鶴子 秋保 秀雄
ソルバーネットワーク株式会社 安達 哲男
ダイヤ精機株式会社 諏訪 貴子
タオソフトウェア株式会社 谷口 岳
たかはし経営支援オフィス 髙橋 徹
たじまや 田島 愛美
たばこショップわたなべ 岩原 節子
タメコ株式会社 ジョナ ･オー
チーム EGG株式会社 曽川 義英
ツバサ電気商会 栗岩 隆嗣
つぼい経営企画 坪井 公夫
ツミタ板金 積田 英男
ディー･ドリームクラフト 佐土原 福利
デミオジャパン株式会社 車 鳳錫
デロスジャパン株式会社 海江田 幸史
トーコーアドサービス株式会社 河内 美由紀
トーリ ･ハン株式会社 宮森 正美
とごしぎんざのだんご屋 中村 聡一
トコヤ ･サロン ToMo 平良 智也
トモエヤ靴店 西尾 幸太郎
トラスト ･ソフトウェア ･デザイン 金杉 好広
トラストブレーン株式会社 岩村 修
とりみんぐすたじお ぽけっと 田原 咲織
ナレッジネットワーク株式会社 森戸 裕一
ニッセイエブロ株式会社 井上 良介
ネクサス進学会 岡田 秀龍
のうて 櫻井 理香
ハイオプラン株式会社 大野 正雄
ぱそこん服務 浅井 泉
ぱっくん
ハネダ洋服店 羽根田 成徳
バリュークリエーション株式会社 小川 壮史
バリューフォース合同会社 大橋 康彦
バンズシティ株式会社
ピエゾパーツ株式会社 神長 洋一
ピクスタ株式会社 呂 俊輝
ピクトプラント株式会社 木村 晋也
ビジネスフードファン 岩本 留里子
ビズーン株式会社 鈴木 隆彰
ビセラル株式会社 秋山 茂
ひつじや 渋谷 弘子
ヒューマンサポート協会 下村 源寿
ヒューマントレジャーサポートオフィス 山岡 洋秋
ひらさか中小企業診断 平阪 靖規
ファースト ･ステムセル ･ジャパン
株式会社

大星 茂樹

フジサンケイ ビジネスアイ（イノ
ベーションズアイ事務局）

伊藤 悠

フジサンケイ ビジネスアイ（イノ
ベーションズアイ事務局）

工藤 茂雄

フューテックス株式会社 福田 康成
ブラックダイヤモンド 高橋 知也
プラモデル マスダヤ 増田 浩二
フラワーショップハナテル 鈴木 信裕
フラワーバー ガーデナ 小野寺 千絵
ブリッジ ･リサ一チ&コンサルティ
ング合同会社

阿部 満

プルーヴ株式会社 清王 尊成
ブルームーン ･マーケティング株式会社 野田 彩子
ふるさとテレビ 佐藤 富士郎
プロデュースサロン 片山 久美子
ベーカリーピッコロ 清水 悦子
ベストインプレ ･コンサルティング
株式会社

松本 喜久

マイリンクコンサルティング 福島 美穂
マツイマネジメントオフィス 松井 正明
ミシンショップ マツモト 松本 進
みずほブランド 榎本 和己
みづき食堂 入江 平治
みつはし社会保険労務士事務所 三橋 由和
みんなの統計教室 ｢和｣ 堀口 智之
むらかみ生花店 村上 英右
メガネサロン国領 岩田 邦彦
モチベーション&コミュニケーショ
ンスクール

桐生 稔

ものづくり系女子 神田 沙織
モバック株式会社 髙橋 正人
ユナイテッド ･アドバイザーズ株式会社 西内 孝文
ユニバーサルスタンダード株式会社 原 顯寛
ヨリミチ カフェ 片岡 身江
ラーニングエッジ株式会社 清水 康一朗
ライフロボティクス株式会社 前田 あみ
リサイクルショップ ザック 田島 桂介
リスキーファーム 日向野 寛
リックス 金石 成俊
リップラップ美容室 安田 佳也
リブ株式会社 工藤 博樹
リンク ･パワー株式会社 木庭 稔雄
リンクトラスト株式会社 林 挺然
リンレイテープ株式会社 鈴木 將介
れでぃすぱぁらぁ
ロックトップス  岩崎 哲二
ロティーズ東京 土井 詩織
亜細亜大学 池島 政広
旭畜産商事株式会社 垣内 利彦
安全サポート株式会社 有坂 錬成
伊勢屋 菊入 和之
伊藤俊一税理士事務所 伊藤 俊一
井溝社会保険労務士事務所 井溝 俊彦
一掌堂治療院 藤井 徳治
一般社団法人首都圏産業活性化協会 ジュリアス ･

ウィット
一般社団法人首都圏産業活性化協会 岡崎 英人

会 社 名 氏　名
一般社団法人首都圏産業活性化協会 森 淳
一般社団法人首都圏産業活性化協会 青木 伸明
一般社団法人首都圏産業活性化協会 木下 綾子
一般社団法人多摩経営工房 徳久 日出一
一般社団法人東京都中小企業診断士協会 池田 安弘
営業創造株式会社 伊藤 一彦
英倫&パートナーズ株式会社 堀尾 倫子
益田税理士事務所 益田 あゆみ
越後屋精米店 小山 哲司
遠藤マネジメントオフィス 遠藤 光司
下町人情 ･キラキラ橘商店街 大和 和道
下北沢 フラット 時繁 由有
河合税務会計事務所 河合 伸泰
花市場 渡辺 政樹
花朋 田中 実
街の元気づくりコーディネーター 久保 里砂子
学校法人東京国際学園 木村 雅之
笠原武税理士事務所 笠原 武
株式会社 Asia Plus 黒川 賢吾
株式会社 audience 和田 壮司
株式会社 BOA 武市 海里
株式会社 Brillia 高柳 さおり
株式会社 BSS 牛 尓迅
株式会社 by ZOO 大山 俊輔
株式会社 Clarus Global Partners 萩谷 祐里子
株式会社 CRJ 椎木 明
株式会社D&M 羽田野 洋
株式会社DOG 王月 絵美
株式会社 enmono 三木 康司
株式会社 EPLGA 吉川 由紀
株式会社 Global Business Meeting 辻 雄介
株式会社 Global Walker Romash Bhatt
株式会社 Global Walker 芦沢 健太郎
株式会社HITOMINA（ヒトミナ） 杉山 直子
株式会社HONEST 櫻井 武志
株式会社 IECs 舟生 侑未
株式会社 IIJ グローバルソリュー
ションズ

橘 純造

株式会社 iQubiq 松尾 誠
株式会社 JALUX 金子 鉄兵
株式会社 KARAFURU 黒田 幸
株式会社 KS International Strategies 島田 久仁彦
株式会社 LiB 松本 洋介
株式会社 LumiNas 松山 久美子
株式会社M&Kカンパニー 斎 浩介
株式会社 Resorz 菅井 俊行
株式会社 Resorz 兒嶋 裕貴
株式会社 RTS ジャパン 李 梅芳
株式会社 TANDEN 平潤 一郎
株式会社 VACS International ハイ ワンナー
株式会社 YCC情報システム 鈴木 佳津志
株式会社 ZEN風土 増田 剛
株式会社アーキモール 金丸 典弘
株式会社アースメディア 川田 邦夫
株式会社アーツエイハン 飯塚 吉純
株式会社アール ･ハープ 武藤 弘樹
株式会社アイ ･ファイン 鈴木 久美子
株式会社アイシーエム企画 飯村 博
株式会社アイディエス 夏目 和典
株式会社アイナース 八木 京子
株式会社アイピービー 柿本 謙二
株式会社アウトバウンド 伍香 秀真
株式会社あきない総合研究所 吉田 雅紀
株式会社アクアクリエイティブラボ 岡田 秀樹
株式会社アグリウエノ 上野 勝
株式会社アスペクト 井口 晋太郎
株式会社アセットパートナーズ 安藤 ゆかり
株式会社アセンブル 門前 聖康
株式会社アップレート 板垣 毅史
株式会社アプリクス 根本 恒一郎
株式会社アプリケーションプラネット 備前 直樹
株式会社アポロ ･サンズHD 三浦 眞澄
株式会社アポロ製作所 白井 健一
株式会社アリーナ ･エ 秋山 浩幸
株式会社アリエル 桐岡 勝正
株式会社アルファージール 小林 大晃
株式会社アルファインターナショナル 石川 良則
株式会社アレックスソリューションズ 大野 雅宏
株式会社アンビシャス 小川 猛志
株式会社イーメックス 熱田 典彦
株式会社イーワイトレーディング 山下 英子
株式会社いしだ屋 石川 慎司
株式会社インクルージョン 杉村 寿重
株式会社ヴィーヴ 大石 弥生
株式会社ウイル 奥山 睦
株式会社ウェアラブルデバイス総合研究所 久田 智之
株式会社ウエダ 植田 康嗣
株式会社ウェルネスライフサポート研究 加倉井 さおり
株式会社エー･クラン 里園 成義
株式会社エーアンドエーシステム 小野 一成
株式会社エーアンドエーシステム 鈴木 靖志
株式会社エクスウィルパートナーズ 五十嵐 和也
株式会社エコミナミ 佐藤 央
株式会社エバーグリーン ･セキュリ
ティーズ

井筒 雅博

株式会社エフェクト 石井 住枝
株式会社エフピーワンコンサルティング 竹内 一信
株式会社エリオニクス 岡林 徹行
株式会社エリオニクス 本目 精吾
株式会社エル ･シーアプライアンス 木村 一司
株式会社オータマ 奥村 哲也
株式会社オノフ 安宅 正晴
株式会社オノフ 山口 祐子
株式会社オフィスたはら 田原 洋樹
株式会社オフィスバスターズ 天野 太郎

会 社 名 氏　名
株式会社オフビート 北田 勝久
株式会社オリタニ 折谷 征晴
株式会社オンリーストーリー 平野 哲也
株式会社ガイアシンフォニー 生野 康裕
株式会社カイジョー 吉野 由紀夫
株式会社カブト 行木 隆
株式会社カムプランニング 橋本 美弥子
株式会社ガルーダラボ 高柳 昭宏
株式会社きくや 大塚 智弘
株式会社キシフォート 畑 洋一
株式会社キャスト 柏村 洋一
株式会社キャラバン 渕 真臣
株式会社キャリア ･マム 井筒 祥子
株式会社キャリア ･マム 村田 直美
株式会社キャリア ･マム 堤 香苗
株式会社キャンプフラワー 中石 和彦
株式会社キンレイ 飯田 祥幸
株式会社クチトテ 小出 麻子
株式会社クラウドワークス 柿崎 俊輔
株式会社クラウドワークス 笠森 友美
株式会社クラウドワークス 紀見 岳雄
株式会社クラウドワークス 吉田 浩一郎
株式会社クラウドワークス 九岡 佑介
株式会社クラウドワークス 原 由子
株式会社クラウドワークス 向井 博
株式会社クラウドワークス 降旗 太一
株式会社クラウドワークス 高田 英明
株式会社クラウドワークス 高林 努
株式会社クラウドワークス 佐々木 翔平
株式会社クラウドワークス 佐藤 伸哉
株式会社クラウドワークス 種村 美和子
株式会社クラウドワークス 小阪 勇汰
株式会社クラウドワークス 小山 藍
株式会社クラウドワークス 上田 和真
株式会社クラウドワークス 成田 修造
株式会社クラウドワークス 西山 雄大
株式会社クラウドワークス 倉島 駿
株式会社クラウドワークス 村田 拓
株式会社クラウドワークス 大場 光一郎
株式会社クラウドワークス 池田 剛
株式会社クラウドワークス 長野 俊祐
株式会社クラウドワークス 塚本 鋭
株式会社クラウドワークス 田中 優子
株式会社クラウドワークス 田中 洋喜
株式会社クラウドワークス 平山 和樹
株式会社クラウドワークス 野村 真一
株式会社クリエイティブハウスコー
ポレーション

太田 真二

株式会社クレバ 小川 芳範
株式会社グローバルイニシアティブ 北出 裕
株式会社グローバルブレインスクエア 岩本 謙一郎
株式会社グローブワークス 大野 智也
株式会社コーチ&パートナーズ 河合 由紀
株式会社コートー 清水 隆彦
株式会社コートー 足達 義弘
株式会社コンサルトネット 角澤 明
株式会社サードウェーブテクノロジーズ 片野 勇次
株式会社サウンド ･バイ ･エス 佐藤 健治
株式会社サカエ 松本 弘一
株式会社ザッピーリンク 浅井 裕喜
株式会社サニースタイル 澤井 あづさ
株式会社サンパティック 堀家 金吾
株式会社サンパティック 堀家 拓夫
株式会社シー･エス ･キャピタル 中村 敏男
株式会社ジーシーストーリー 西坂 勇人
株式会社ジーベックテクノロ 住吉 慶彦
株式会社ジェイワークス 吉田 裕美子
株式会社システムリング 田尻 佐和子
株式会社シナジー･マネージメント 高橋 愛子
株式会社しまや出版 小早川 真樹
株式会社ジムービー 谷國 大輔
株式会社シャクティー 藤田 敦
株式会社ジャムハウス 小室 圭三
株式会社シンカ 江尻 高宏
株式会社ス ･ミズーラ 青木 順
株式会社スギヤス 平井 昭二
株式会社スクープドットコム 堀江之 隆
株式会社ステージ ･ドア 小野 陽子
株式会社スポーツマリオ 割下 裕司
株式会社スマップス 辻 朋子
株式会社セキコーポレーション 山下 昭義
株式会社ソラスタイルズ 安東 聡
株式会社ダイフクコーポレーション 磯川 行男
株式会社ダイワバッグ 荒木 哲也
株式会社ただいま 佐藤 翼
株式会社ダブルオー 大堀 陽子
株式会社ディーシーグロサリー 篠原 誠
株式会社テイクツーコーポレーション 阿部 悠太
株式会社デイツ 上西 智子
株式会社デイテク 小林 俊夫
株式会社テクノエイジ 菅谷 直樹
株式会社テクノエイジ 清水 智子
株式会社テクノエイジ 増田 紀雄
株式会社テクノメイト 芦田 春幸
株式会社テクノメイト 芦田 春子
株式会社デジタルキッス 畑迫 ツトム
株式会社テンクー 西村 邦裕
株式会社トータルインテリアヤマダ 山田 隆夫
株式会社トネ製作所 利根 祐樹
株式会社ナック 中村 智也
株式会社ナックイメージテクノロジー 中島 聖司
株式会社ネクステージ 西森 英行
株式会社ねこじゃらし 真崎 紘平
株式会社ネバーランドインターナ
ショナル

宮崎 雅代

会 社 名 氏　名
株式会社ノーズフー 加藤 俊之
株式会社のらねこ 三宅 貴文
株式会社パーク ･コーポレーション 中山 哲治
株式会社ハートビーツ 藤崎 正範
株式会社ハーモニーレジデンス 福井 真紀子
株式会社パウダーパフ 与儀 育子
株式会社ハシバモールド 岡田 真
株式会社バズセッション 小川 洋一郎
株式会社パズル 増田 憲二
株式会社パンプキンコーチ ･エンタ
テイメント

佐々木 カオル

株式会社ピーバンドットコム 田坂 正樹
株式会社ビジネスガイド社 藤波 信義
株式会社ビジネスクロス 宮崎 博孝
株式会社ビストロパパ 滝村 雅晴
株式会社ビックボイス 佐々木 治郎
株式会社ヒューマンバリュー研究所 高橋 基樹
株式会社ヒューマンブレイン いとう 伸
株式会社フィックス . ジャパン 石原 裕司
株式会社フィナンシャル •インス
ティテュート

国生 隆

株式会社フォーカスクリエイション 小石 祐司
株式会社フォーバル 長澤 博之
株式会社フジ ･アート 藤原 美江
株式会社ぶなざわ 南 靖之
株式会社フナボリ 宇田川 政則
株式会社フュージョンアイ 畑山 義久
株式会社プラウドコンサルティング 千種 伸彰
株式会社フラッグシップ 遠藤 淳
株式会社フリーセンター 坂本 成彦
株式会社プルータス･コンサルティング 岡田 広
株式会社ブレイクスルー･ネットワーク 佐藤 貴之
株式会社ブレークスルー 馬場 美州
株式会社プロデューサー･ハウス 藤城 徹
株式会社プロデューサー･ハウス 堀切 研一
株式会社ベリタスインターナショナル 佐保田 芳昭
株式会社ベルサポ 松下 正宏
株式会社ボーディングパス 宮崎 亨
株式会社マイクロボード･テクノロジー 松野 光男
株式会社マイノリ 平林 義行
株式会社マダムトモコ 武石 麗子
株式会社マネーデザイン 中村 伸一
株式会社マリーチ 道須 利一
株式会社マルサ斉藤ゴム 斉藤 靖之
株式会社マングローブ 今野 誠一
株式会社ミエーレ ･ジャパン 小泉 光義
株式会社ミドリ 永井 憲二
株式会社ミラック光学 村松 洋明
株式会社ムービングオフィス 大极 勝
株式会社ムジカ ･チェレステ 佐藤 智恵
株式会社メディエイド 杉山 博幸
株式会社メトロール 松橋 卓司
株式会社メトロール 津曲 萌美
株式会社メルティンMMI 石井 利明
株式会社ユーカ 品川 和宏
株式会社ユーザベース 伊野 紗紀
株式会社ユーザベース 岩澤 脩
株式会社ユーテクノロジー 玉国 尚志
株式会社ユーテクノロジー 窪田 勉
株式会社ユーテクノロジー 三浦 一朗
株式会社ユメタス 服部 光雄
株式会社ヨシナカ･エヌ･ビー･エフ 長和 浩哉
株式会社ライブリッツコンサルティング 小野 史人
株式会社ラビア 永木 泉
株式会社ラポール KAIZEN 青樹 道弘
株式会社ランドクラフト 徳山 義孝
株式会社リトル ･ママ 森 光太郎
株式会社ルート 西村 和則
株式会社レスカ 岩澤 光洋
株式会社レックス 堀田 太一
株式会社ローザ特殊化粧料 角屋 由華
株式会社ロータスジャパン 金原 巧治
株式会社ワイズ ･インフィニティ 山下 奈々子
株式会社ワカール 更科 潤二
株式会社一清電気 高橋 元和
株式会社一冨士 佐伯 千春
株式会社羽村金型 池羽 幸夫
株式会社横浜ソーシャル 牧野 泰也
株式会社会社業務研究所 松浦 なつひ
株式会社学びラボ 杉浦 治
株式会社管理工学研究所 村林 弘之
株式会社亀屋 牧野 太郎
株式会社菊田商店 菊田 昇宏
株式会社経営財務支援協会 杉田 利雄
株式会社建設データバンク 佐竹 祐一郎
株式会社御幸印刷 高山 慎太郎
株式会社光信 村上 右次
株式会社効率化研究所 野澤 陽介
株式会社弘久社 平野 芳久
株式会社弘和電材社 山下 善弘
株式会社高幡まんじゅう松盛堂 中島 マキノ
株式会社三井製作所 三井 康弘
株式会社三共製作所 小川 廣海
株式会社三多摩土地建物 近藤 勝義
株式会社三鷹精工 山下 弘洋
株式会社山根製作所 高野 明彦
株式会社山城屋 金子 昌樹
株式会社産業タイムズ社 中浜 祐一
株式会社資産評価研究所 江口 徳治郎
株式会社実践クラウド 久光 英太
株式会社社会起業家パートナーズ 中村 大作
株式会社寿美屋 岸 忠史
株式会社渋谷西村總本店 菅野 匡洋
株式会社小林労務 小林 幸雄
株式会社小林労務 上村 美由紀
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会 社 名 氏　名
株式会社小林労務 野中 彰志
株式会社昇栄産業 岩崎 聡
株式会社信興テクノミスト 河合 啓介
株式会社森のエネルギー研究所 大場 龍夫
株式会社西村&パートナーズ総合会
計事務所

西村 道浩

株式会社青木万年堂 青木 正明
株式会社折井電装 折井 政仁
株式会社戦略経営研究所 土橋 留美子
株式会社全国商店街支援センター 谷口 陽一
株式会社相馬光学 浦 信夫
株式会社太常 川北 操
株式会社大多摩ハム小林商会 川内 惠太郎
株式会社大津屋 林 英彦
株式会社大野開発 大野 芳裕
株式会社中央グループ 小俣 徹
株式会社中川総合事務所 中川 淳一郎
株式会社町田トレーディング 町田 信介
株式会社鶴 今井 達也
株式会社東京アーキテクツアンドア
ソシエイツ

伊原 慶

株式会社東京ギャムインターナショナル 中里 咲子
株式会社東京中央人事 伊藤 泰人
株式会社東邦製作所 高山 進好
株式会社藤本ニューライフ研究所 古林 摩耶
株式会社同友館 吉岡 宏
株式会社同友館 佐藤 文彦
株式会社栃木屋 要海 成之
株式会社日藤商事 加藤 建娟
株式会社日比谷花壇 伊藤 美紗子
株式会社日本オーエー研究所 奥山 宏昭
株式会社日本電子音響 米澤 正
株式会社梅家 岡村 百子
株式会社萩原製作所 萩原 茂
株式会社八洋 小泉 信賢
株式会社福田総合研究所 福田 徹
株式会社福島屋 福島 徹
株式会社文研ビズ 野見山 肇
株式会社米山製作所 米山 堅持
株式会社豊隆機器サービス 岸田 耕司
株式会社万世 高瀬 正規
株式会社未来設計 奥山 高弘
株式会社未来総合研究所 若尾 裕之
株式会社夢道 s 石田 光
株式会社無重力 林 賢太郎
株式会社優美 森 優子
株式会社陽光 大澤 公子
株式会社流機エンジニアリング 西村 司
株式會社ゑの木 榎本 憶人
干場不動産鑑定
関東合成工業株式会社 犬飼 功一
丸成商事株式会社 森田 恭弘
岩本敏彦税理士事務所 岩本 敏彦
企業再建･承継コンサルタント協同組合 真部 敏巳
吉田商行合同会社 吉田 広明
喫茶ハレの日 髙橋 健二
橘弥 車谷 誠一
宮医堂鍼灸整骨院 崔 舜翔
宮内社会保険労務士事務所 宮内 信光
魚和 岡本 和久
京うどん 葵 森 健介
京西テクノス株式会社 臼井 努
協奏会計 田浦 俊栄
玉屋時計眼鏡店 鈴木 文茂
玉川食品株式会社 関根 康弘
近藤コンサルティングオフィス 近藤 有希子
金田園 金田 藤正
金鈴精工株式会社 鈴木 隆介
銀座いちご倶楽部 鈴木 洋充
銀座ルミナス歯科 村上 陽一
銀座税理士法人 小場 貴之
携帯システム研究所 山口 諄也
経営コンサルアライアンス SOAR 折笠 勉
経営サポート総研 韮沢 靖彦
建通エンジニアリング株式会社 五十嵐 晃一
古川商事株式会社 古川 和良
公益財団法人大田区産業振興協会 野田 隆
公益財団法人東京都中小企業振興公社 東郷 俊一
公益財団法人東京都中小企業振興公社 芳賀 啓一
溝口マネジメント事務所 溝口 晃子
行政書士ブラン法務事務所 下田 朋子
行政書士事務所アプリコット 森灘 康之
行政書士浅井事務所 浅井 順
香港貿易発展局 室田 彩
合資会社サエグサ商店 三枝 節夫
合資会社川邊三男商店 川邊 三男
合同会社 crew 北岡 シンジ
合同会社M&Oコンサルティング 小畑 満芳
合同会社NC2Lab NAGISA 

MASHIRO
合同会社グッドフーズコンサルティング 井上 敬裕
合同会社ステラ ･マリス ･インス
ティテュート

石川 由美子

合同会社ツクル 三宅 創太
合同会社ドリーム IT 研究所 木村 礼壮
合同会社ワンダーラボアジア 山田 浩
合同会社空まめシステム 笈川 伸郎
合同会社五穀豊穣 西居 豊
合同酒精株式会社 中村 真幸
合名会社山﨑 製作所 山﨑 次夫
国立大学法人電気通信大学 中嶋 信生
今井精機株式会社 今井 聡詞
佐川印刷株式会社 石井 良治
佐倉堂 吉田 利夫
佐藤経営事務所 佐藤 一彦

会 社 名 氏　名
佐藤公認会計士事務所 佐藤 祐作
細木税理士事務所 細木 宏和
坂井桂之介税理士事務所 坂井 桂之介
坂本剛税理士事務所 坂本 剛
三共理化工業株式会社 本山 逸郎
三信電機株式会社 中尾 博
三嶋電子株式会社 壇浦 逸克
山下明宏税理士事務所 山下 明宏
山口行政書士事務所  山口 真二郎
山口電材株式会社 社員一同
山根技術士事務所 山根 幹大
山城製作所 山城 裕路
山百合会 鶴子ふれあい市 伊藤 嘉子
山利商事株式会社 吉野 恵太
司法書士佐野貴之事務所 ･佐野行政
書士事務所

佐野 貴之

志村経営研究所 志村 佳夫
事業承継コンサルティング株式会社 岸田 康雄
事業承継センター株式会社 内藤 博
柴崎行政書士事務所 柴崎 角人
芝浦工業大学 古瀬 利博
社会保険労務士法人エルクエスト 奥村 一光
社会保険労務士法人オーバルブレイン 深田 康弘
社団法人国際ヨガ連合 亀井 佐千雄
社団法人日本キャラ弁協会 中江 寿英
首都大学東京 奥村 次徳
春日基礎株式会社 齋藤 貢司
小原清助商店
小室経営事務所 小室 洋樹
小出絹恵税理士事務所 小出 絹恵
小松商会
小島工芸株式会社 小島 勝利
小林英生税理士事務所 小林 英生
庄助
職業適性相談所 森松 信夫
伸フルーツ 加藤 伸市
新設法人支援協会 中島 真一
森井会計事務所 森井 じゅん
森川健康堂株式会社 利田 宙
真栄株式会社 横山 敬
仁科忠二郎税理士事務所 仁科 忠二郎
水戸聖子税理士事務所 水戸 聖子
水野文男税理士事務所 水野 文男
星野経営会計事務所 星野 徳孝
西山優税理士事務所 西山 優
西東京商工会 白石 徹
西武信用金庫 落合 寛司
青山プロジェクト ･YKA 株式会社 青栁 恵美子
青木経営パートナーオフィス 青木 哲郎
税理士 ･社会保険労務士 ･行政書士 
萩原事務所

萩原 広行

税理士岡野哲史事務所 岡野 哲史
税理士法人 ISY パートナーズ 五十嵐 哲
税理士法人ハガックス 芳賀 保則
税理士法人わかば 中野 雅仁
税理士法人西川会計 西川 豪康
税理士法人税制経営研究所 進藤 雄三
税理士法人総和 益本 正藏
税理士法人田口パートナーズ会計 田口 操
石川金網株式会社 石川 幸男
赤坂シティ法律事務所 町田 裕紀
千葉金属株式会社 平野 慎治
戦略人材育成オフィス 中崎 博明
全国ふる里ふれあいショップ とれたて村 矢野 紀子
全国中小企業団体中央会 及川 勝
早稲田リバイタルパートナーズ株式会社 豊泉 光男
相澤法律事務所 相澤 愛
村﨑人事労務制度設計事務所 村﨑 敬
多摩信用金庫 根津 高博
泰平堂 太田 泰之
台日産業連携推進オフィス 海老原 信義
大久保園 大久保 勝盛
大橋写真事務所 大橋 宏明
大成プラス株式会社 鐘ヶ江 隆行
大曽ストア 野口 英一
大島康司税理士事務所 大島 康司
地方独立行政法人東京都立産業技術
研究センター

原田 晃

池田ビジネスコンサルティング 池田 輝之
茶駿河株式会社 進藤 一浩
中ノ郷信用組合
中小企業診断士 ･税理士 ･行政書士 
小山武仁事務所

小山 武仁

中村太郎税理士事務所 中村 太郎
中村忠商店 中村 文好
中沢商店 中澤 文男
中島祥貴税理士事務所 中島 祥貴
中野倉庫運輸株式会社 大瀬 久司
中野倉庫運輸株式会社 中野 晋一
町田ペイント株式会社 川嶌 國雄
長谷部社会保険労務士事務所 長谷部 篤
鳥山商店 鳥山 正作
塚田法律事務所 塚田 耕太郎
土谷税理士事務所 土谷 正剛
島司法書士事務所 島 貴広
東京リフレス株式会社 松本 良順
東京レンダリング協同組合 德田 昌彦
東京レンダリング協同組合 德田 勇平
東京芝浦臓器株式会社 藤田 仁
東京中小企業投資育成株式会社 安井 晋典
東京中小企業投資育成株式会社 井出 一生
東京中小企業投資育成株式会社 宇野 充良
東京中小企業投資育成株式会社 会田 孝広
東京中小企業投資育成株式会社 宮林 竜也
東京中小企業投資育成株式会社 江場 教智

会 社 名 氏　名
東京中小企業投資育成株式会社 根深 恒
東京中小企業投資育成株式会社 庄川 和宏
東京中小企業投資育成株式会社 松本 晃
東京中小企業投資育成株式会社 瀬口 敬三
東京中小企業投資育成株式会社 池田 幸彦
東京中小企業投資育成株式会社 竹本 雅則
東京中小企業投資育成株式会社 渡邊 剛
東京中小企業投資育成株式会社 飯田 越史
東京中小企業投資育成株式会社 平形 忠博
東京中小企業投資育成株式会社 木下 和典
東京中小企業投資育成株式会社 野口 孝
東京中小企業投資育成株式会社 鈴木 崚
東京富士大学 須川 一幸
東京靖和綜合法律事務所 田中 克幸
東京輪業有限会社 亀井 儀隆
東山工業株式会社 東山 晃
東洋システム株式会社 早田 大作
東洋システム株式会社 飯田 哲郎
東洋労働保険協会 武居 弘泰
藤岡会計事務所 藤岡 俊和
鴇沢会計事務所 鴇沢 裕
特産品のセレクトショップ よーがや 昆 正太
特殊電装株式会社 津屋 和夫
特定非営利活動法人 tnc 中小企業支
援センター

西條 貞信

特定非営利活動法人ドットジェイピー 佐藤 大吾
特定非営利活動法人映像産業振興機構 市井 三衛
特定非営利活動法人元気な日本をつ
くる会

須田 憲和

独立行政法人中小企業基盤整備機構 細谷 敬弘
独立行政法人中小企業基盤整備機構 中島 康明
独立行政法人日本貿易振興機構 梅木 壮一
肉の小島 小島 英治
日本 ･オーストリア文化交流会 クラ
イネ ･クローネ

クローネ マキコ

日本インフルエンサーズ機構 高野 聖
日本キスコ株式会社 鬼塚 正信
日本ビジュアルサイエンス株式会社 滝 克彦
日本プロジェクトソリューションズ
株式会社

伊藤 大輔

日本ベース株式会社 駒澤 辰弥
日本ユネックスインターナショナル
株式会社

長谷川 正典

日本酒コーディネーター（高岡酒販） 高岡 町江
日本出版貿易株式会社 吉澤 和宏
日本出版貿易株式会社 龍里 宗一
日本知財サービス 藤田 貴男
日本分析工業株式会社 大栗 直毅
梅菓匠 にしむら 西村 拓也
白庄司税理士事務所 白庄司 英明
八楽株式会社 松本 泰拓
八楽株式会社 瀧澤 直也
飯塚税理士 ･御製書士事務所 飯塚 正裕
比留間製麺有限会社 比留間 千春
尾上千晶税理士事務所 尾上 千晶
富士マネジメント株式会社 八ツ波 泰二
福井税務会計事務所 福井 紀之
福生昌宏税理士事務所 福生 昌宏
平成出版株式会社 須田 早
平野 FP事務所 平野 敦之
平和テクニカ株式会社 小池 達夫
平澤元章税理士事務所 平澤 元章
弁護士法人 LEC 野口 真有美
弁護士法人クレア法律事務所 古田 利雄
弁護士法人広尾総合法律事務所 桐生 貴央
保坂えみ税理士事務所 保坂 えみ
歩楽里 鍛治川 直広
法政大学大学院イノベーション ･マ
ネジメント研究家

藤田 尚美

本井総合法律事務所 本井 克樹
毎日新聞社 上田 守英
末廣屋 喜一郎 笠岡 展子
湊総合法律事務所 湊 信明
明星大学 田沼 伸久
木村精米店 木村 隆寛
木島 T&Bコンサルティングオフィス 木島 研二
有限会社 YAO-Q 関口 弘志
有限会社いくた食品 生田 弥珠
有限会社イデア ･クリエイション 遠藤 洋
有限会社エーエムコンサルタンツ 和田 政雄
有限会社エス ･ネット 杉山 健二
有限会社エフエムオフィス 山田 正喜
有限会社カーテックキヨノ 清野 史郎
有限会社ガーデンシティ･プランニング 藤木 俊明
有限会社グロウアップ 大槻 英樹
有限会社コタニ海藻店 小谷 進一
有限会社サイバーホット 浦田 道貴
有限会社シンカ 森下 真一
有限会社たつの洋装店 辰野 栄治
有限会社ナルセ商店 成瀬 雄一
有限会社ベスト 太田 剛彦
有限会社ベスト 鈴木 康晴
有限会社ホットスパイス ノガタ ヒデ
有限会社マネジメントスタッフ 尾崎 竜彦
有限会社マルニ靴店 藁科 豊
有限会社マルミ 高橋 秀樹
有限会社ワークショップ 川口 佐和子
有限会社安久工機 田中 隆
有限会社伊勢元 井村 渓子
有限会社一番商店 塚原 進
有限会社雲野商店 雲野 正義
有限会社永澤屋足袋店 永森 功一
有限会社加藤紙器製作所 小嶋 恵美子
有限会社海老原製作所 海老原 清
有限会社玉井屋 木村 豊

会 社 名 氏　名
有限会社戸越銀座の洗たく屋 堤 健二
有限会社後藤蒲鉾店 後藤 学
有限会社三井茶店 三ツ井 修
有限会社山中電気 山中 浩司
有限会社新井精肉店 新井 みつ
有限会社菅谷食品 関本 政英
有限会社大山園 小原 宣義
有限会社大石製麺店 大石 崇子
有限会社谷治新太郎商店 谷治 大典
有限会社竹屋文房具店 岡田 正文
有限会社竹内不動産 竹内 厚志
有限会社中央バフ製作所 倉澤 諒
有限会社朝倉技研 朝倉 博
有限会社鳥益 榑林 準
有限会社白井米店 白井 貞男
有限会社白樺書院 大輪 秀紀
有限会社米仙堂 加計 るい子
有限会社餅甚 福本 義一
有限会社林ビジネスコンサルタント 林 明弘
有限会社枡田屋 北島 憲二
有限会社枡田屋 北島 宏晃
有限会社眞峰電気商会 小谷野 敬子
洋装 カントー 橋本 恵司
李総合会計事務所 李 顕史
林中小企業診断士事務所 林 啓史
和テンション株式会社 荻 亨
和菓子司 戸越銀座 青柳 杉嵜 美明
和耕経営コンサルタント 山川 茂宏
和味
淺見昭子税理士事務所 淺見 昭子
珈琲店 ガロ 斉藤 祥平
袁暁娟税理士事務所 袁 暁娟
瀨尾商店 横地 真理子

安藤 正之
稲葉 克哉
佐々木 亮
三好 隆盛
山中 令士
山辺 俊夫
持田 隆明
小泉 達則
前田 真男
相樂 守
村上 章
福薗 一子
片山 秀
茂木 君之
鈴木 隆男

神奈川県
ANA テック株式会社 安藤 準一
and STORY 原 りゅうこ
AP総合税務会計事務所 青松 伸幸
designlabo 深沢 光
DOGGYDOLLY shop 野坂 弘子
HIGUCHI 企画 株式会社 樋口 秀一
InQuest 関 博法
KAERU ファクトリー 佐藤 洋行
office tanaka 田中 正浩
SOSEI Tech 株式会社 秋谷 貞男
STUDIO M2 鈴木 実
Studio Mellow B. 江原 理津子
TMCシステム株式会社 久保田 洋彰
U&I コミュニケーション 錦織 幹雄
Y AND F ASSOCIATES LLC 吉野 隆
アーバンマネージメント&アーバン
ロジスティクス研究所

小谷 泰三

アセンダス日本代表事務所 相川 洋子
アトムコンサルティング 野田 和生
イスゞ電機株式会社 遠藤 直人
いぬたまサービス株式会社 岩原 晋子
ウーマンネットアカデミー&コンサ
ルティング

丸山 恵子

エム･アイ･エステクノロジー株式会社 翠川 一郎
オフィス ハーブ ･ラボ 鳥谷 英二
カウンセリングチームMAKANA 野村 式栄
カバードブリッジコンサルティング
合同会社

廣瀬 一郎

カフェ マイム 萩 三千代
キクデンインターナショナル株式会社 鈴木 克幸
クリエイション ･ミマセ 小川 巳佐子
けんこう総研 タニカワ 久美子
コンサルティングオフィス U&K 上野 可南子
コンサルティングオフィス AI 中峰 博史
シーメット株式会社 多田 美希
シンクランド株式会社 宮地 邦男
ステイ電子機器株式会社 三田村 耕太郎
スマイル ･マルシェ 仲居 恵美
ゼロフォー株式会社 石田 浩太郎
タイオー株式会社 柳下 茂
ティーアンドティー会計事務所 土屋 崇之
テキスタイルデザイナー 久米 のぞみ
デザインオフィス ･エム 又野 進一
テューラ ･ジャパン株式会社 田山 径夫
トゥー･ザ ･ネクステージ 森島 佐登志
トータルリビング ユウキ 小原 貴文
ニイガタ株式会社 牧野 秀介
パル ･ライフサポート株式会社 奥田 彰夫
ビジネス ･ソリューション研究所 鳥海 孝
ファブラボ鎌倉 渡辺 ゆうか
ブランジェリー･ポルトボヌール 小川 雅弘
ブランドロジスティクス有限会社 小出 正三
ぷろえんじにあ 粕谷 茂
ヘアーサロンマツノ 松野 良明
ポラリス経営コンサルティング事務所 佐々木 浩子
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会 社 名 氏　名
マインド ･リノベーション株式会社 吉本 悟史
マホロー･フーヅ株式会社 松本 力
ラ ･テイエール 小濱 康三
ラ ･バニラ 伊藤 めぐみ
ライフ株式会社 市川 豊
ランチェスター経営横浜 川辺 房男
ロリアン洋菓子店 小島 有加里
医療法人社団藤栄会 原 征
永峰康次税理士事務所 永峰 康次
横浜 桜酒亭 磯野 カオリ
横浜税理士法人 服部 久男
加藤牛肉店 加藤 敦
花上社会保険労務士事務所 花上 一雄
株式会社HAPPY COMPANY 内田 こづえ
株式会社 IRYNA Corporation 乙部 泰宏
株式会社 JMC 佐脇 名那子
株式会社 LoiLo 杉山 浩二
株式会社MDK翻訳 木下 マリアン
株式会社 Y- プロデュース 野竿 達彦
株式会社アイプラザ 岡片 功
株式会社アイプラザ 潮田 俊明
株式会社アグリ王 橋本 早織
株式会社アグリ王 石田 建治
株式会社アニモ 服部 一郎
株式会社アメニティ･テクノロジー 永安 克志
株式会社イータウン 齋藤 保
株式会社イーバンク 得丸 武治
株式会社ウイングビルド 若林 均
株式会社ウイングベース 福本 塁
株式会社エスジーエム 長岡 利和
株式会社エスジーエム 鳥屋 和弘
株式会社エヌ ･エヌ ･エル 原田 公夫
株式会社エムエスパートナーズ 伊藤 昌良
株式会社エムリンク 岡島 聡
株式会社エンタープライズサービス 藤原 久子
株式会社オースズ 鈴木 瑞貴
株式会社オギノパン 山口 佳祐
株式会社キッズドリーム 川邊 孝
株式会社グリーンフーズ 下山 正志
株式会社ケーエスティ 坂口 剛彦
株式会社コイワイ 小岩井 もれあ
株式会社コスモ ･サイエンス 松尾 光洋
株式会社コンサラート 岩岡 博徳
株式会社サンテック 清水 睦視
株式会社シー･ユニオン 土山 拓男
株式会社スーパーキッズ 大塚 治之
株式会社スパイラル ･プレゼンス 尾上 義之
株式会社スリーハイ 男澤 誠
株式会社テイ . エス . エス 中村 美恵
株式会社ティー･アール ･シー 国枝 一鉄
株式会社トルコン機器 嶋津 信也
株式会社ナチュレ 大曽根 一成
株式会社ナノエッグ 山口 葉子
株式会社ネオス 大塚 紀政
株式会社ハートオブキング 大黒 誠司
株式会社バイオクロマト 木下 一真
株式会社ビルシステム 東野 一生
株式会社フォーステックエンジニアリング 久保田 邦男
株式会社プリアップ 井上 貴子
株式会社ブリフェス 福本 崇城
株式会社ホロンクリエイト 高橋 克実
株式会社マザーライク 木村 淳
株式会社マルトシフロアーコーポレーション 網野 通
株式会社ラーニング ･ロード 宍戸 芳雄
株式会社ライコム 富田 義浩
株式会社ラピス 永岩 浩樹
株式会社リスニ 小笠原 利江
株式会社リンショー 林 晃一
株式会社ワコー電子 八木 徹
株式会社栄文舎印刷所 関戸 昌邦
株式会社横浜ベイサイドネット 吉川 かおり
株式会社佳雅 遠藤 至彦
株式会社丸越 大箭 剛久
株式会社丸紀 川口 尚紀
株式会社共立 上野 賢美
株式会社古賀電子 古賀 富仁男
株式会社後藤製作所 柳下 治郎
株式会社光和電機 守屋 昭宏
株式会社高梨農園 髙梨 尚子
株式会社高梨農園 髙梨 道代
株式会社寿ハム 小峯 淳二
株式会社湘南総合物流 寺西 一平
株式会社湘南総合物流 渡邊 剛
株式会社新廣 鈴木 大輔
株式会社神奈川フッ素 星 浩朗
株式会社星川金物 星川 誠
株式会社静科 高橋 俊二
株式会社相模学習社 石井 洋子
株式会社茶加藤 加藤 宗兵衛
株式会社中央炊飯横浜 岩原 綾子
株式会社中央炊飯横浜 藤田 昌士
株式会社中央炊飯横浜 堀江 潤一
株式会社中村書店 中村 太郎
株式会社天然素材探索研究所 青山 美子
株式会社日本食品 横山 繁
株式会社飯野 冨樫 道子
株式会社美濃屋あられ製造本舗 小森 健太郎
株式会社富士紙器印刷 近藤 哲史
株式会社片桐エンジニアリング 大友 寿行
株式会社保証防水工業所 市川 謙三
株式会社流通研究所 松谷 宏之
株式会社流通研究所 有山 公崇
株式会社流通研究所 釼持 雅幸
株式会社萬珍樓 林 泰成
鎌倉ダディ 金井 祐子

会 社 名 氏　名
鎌倉ダディ 小尾 寿子
橋本電気 橋本 婦美子
敬愛技術士事務所 森田 敬愛
権田金属工業株式会社 山本 周平
絹の柳屋 柳川 洋範
公益社団法人日本技術士会 川口 賢良
公認会計士 ･税理士山口学事務所 山口 学
広瀬工業株式会社 広瀬 信子
行政書士かえで合同事務所 岩崎 裕子
合同会社 belive wing 上田 倫生
合同会社フロントビジョンコンサル
ティング

黒川 貴弘

合同会社まぁはす かわさき あつこ
合同会社ミライテラス 水野 慎也
三和技研株式会社 呉 元
若林経営コンサルタント事務所 若林 富雄
集客請負人 ごみ まさみ
小園工務店 小園 利生
小沢工業株式会社 小幡 晃久
小田原紙器工業株式会社 杉山 茂樹
小野寺中小企業診断士事務所 小野寺 義明
松尾ワクワク元気支援ラボ 松尾 靖男
松菱電器株式会社 北澤 光
湘南技術開発株式会社 吉田 史郎
城北工業株式会社 鈴木 克之
心理カウンセラーやぐちくみこ 矢口 久美子
石橋文税理士事務所
石武 経塚 武身
先進経営研究所 小野 浩
大原政人税理士事務所 大原 政人
大西なつこ税理士事務所 大西 なつこ
池上装飾 池上 ふみ子
中村電設株式会社 中村 美好
天然素材蔵 岡田 絵梨香
天然素材蔵 杉山 京子
東洋クリーニング 柳町 房子
特定非営利活動法人Mammas 
gomstalle

松浦 さゆり

特定非営利活動法人総合プロデュー
ス協会

久保田 弘

日伸株式会社 山田 和彦
日本ハウスメンテナンス協会 平沼 芳子
尾崎達彦経営事務所 尾崎 達彦
富士倉庫株式会社 羽賀 繁男
福井一准税理士事務所 福井 一准
宝養生資材株式会社 吉村 政城
宝養生資材株式会社 吉村 千恵子
本間税理士 ･FP 事務所 本間 るり子
木のおもちゃ ｢トナカイ｣ 林 信克
木宮国際特許事務所 木宮 直樹
有限会社アダチマネジメントコンサ
ルティング

足立 秀夫

有限会社アバンテック 高橋 明弘
有限会社うお時 渡邊 清高
有限会社エフティ 露木 ミネ子
有限会社おかむら
有限会社オカモトガレージ 岡本 光枝
有限会社オフィス柏木 柏木 京子
有限会社かもめ設備 橋本 広治
有限会社シブヤ 渋谷 勲
有限会社タマヰ 玉井 俊行
有限会社テイクスペース 竹林 晋
有限会社トゥルースワン 飯島 眞一
有限会社とろわるれーる 横瀬 妙子
有限会社マイヤー 加藤 友康
有限会社マルイ産業  磯崎 和子
有限会社ミナト商会 猿橋 健司
有限会社ロッキー化成 鎌田 和明
有限会社永楽家 栁 新一郎
有限会社亀川石材店 亀川 洋
有限会社吉田製作所 吉田 貞夫
有限会社高城電気製作所 高城 善久
有限会社佐藤測量設計 佐藤 稔
有限会社笹生農園 笹生 新
有限会社山口商事 山口 貴弘
有限会社杉本モーターサイクル 杉本 勝子
有限会社杉本自動車整備工場 杉本 卓也
有限会社杉本商店 杉本 直宏
有限会社星ビジネスサポート 星 公夫
有限会社製菓キヨ 二見 一正
有限会社大原 大原 幸弘
有限会社浜雄 福田 雄次
有限会社由季家 大原 良明
有田商事株式会社 前田 奈央子

鵜澤 周矢
加藤 未央
金子 敦彦
駒野 美智
桑原 秀司
山本 倫寛
寺野 仁
植西 雄司
竹内 利明
藤永 滋
牧村 博一
柳原 瑛里子
林原 敏夫

新潟県
LET'S 栗田デンキ 栗田 俊一
RS プロモーション 樋口 圭治
アイビス技建株式会社 善宝 晋場
イシガキヒロシ ･ドットコム 石垣 比呂志
ヴァンガード経営研究所 板東 秀行
ウォーターセル株式会社 長井 啓友

会 社 名 氏　名
かじや 宮崎 文徳
カナイ建築 金井 正喜
カネコ総業株式会社 金子 昇
さわやかタクシー 星 朋秀
タキゲン製造株式会社 小野 泰男
ナカガワ時計店 中川 正晴
ナシモト工業株式会社 梨本 正實
ナレッジメントデザイン 加藤 誠
パートナーズプロジェクト税理士法人 藤井 英雄
ふじの井酒造株式会社 小林 政輝
みどりや商店 田中 成子
メガネ時計のはっとり 服部 公平
リラク整体ハートローズ 渡部 明未
伊藤金属株式会社 伊藤 賢介
燕三条税理士法人燕事務所 真島 一誠
岡部組合資会社 岡部 義彦
割烹ときや旅館 佐藤 稔
株式会社アイエスエフネットライフ新潟 水留 一八
株式会社アイオス 宮下 敏
株式会社エイチ . ケイコネクション 小林 弘樹
株式会社かいふ発酵 中村 正
株式会社コーチエンタープライズ 諸橋 奈々
株式会社このみ 相浦 孝行
株式会社シーアイシー 白川 洋樹
株式会社ジェー･シー･エス コン
ピュータ ･サービス

廣瀬 圭一

株式会社トーダイ 小越 清貴
株式会社ナカシマ 中嶋 千代子
株式会社ナノテム 髙田 篤
株式会社パートナーズプロジェクト 髙野 裕
株式会社パルメソ 松原 亨
株式会社江口佐五七商店 江口 健太郎
株式会社三元化工機工業所 佐藤 元春
株式会社三商 若田部 誠
株式会社新潟総合経営 内山 幹彦
株式会社新耕農産 板垣 栄一
株式会社新日興業 金子 正勝
株式会社真砂電機製作所 山田 卓矢
株式会社石地水産 吉野茶屋 本間 晃
株式会社大石組 大石 慶太郎
株式会社大沢組 大澤 泰史
株式会社長岡歯車製作所 加納 孝樹
株式会社飯塚鉄工所 品田 雅人
株式会社樋口電機 樋口 美和
株式会社布川産業 布川 正男
株式会社北越銀行 井上 芳
株式会社木島組 木島 一
株式会社和泉屋旅館 小野塚 賢
釜田屋商店 荒木 裕子
岩瀬の清水そば 羽賀 博人
岩﨑塗装 岩﨑 光義
宮下獣医科医院 宮下 正一
興和電子工業株式会社 東 壮平
桐沢精肉店 桐沢 茂
金子菓子店 金子 芙美男
恵比須屋商店 本間 秀樹
県央つばさコンサルティング 野水 敏勝
合資会社山本製材所 山﨑 昭夫
合資会社山利 渡辺 利秀
合資会社十一屋商店 福原 基裕
合資会社小松屋商店 本間 雅博
今井商店 若林 奈穂子
三島建築 三島 幸雄
小松工芸 小松 春彦
上村酒店 上村 美佐子
新井呉服店 新井 正博
新潟県醤油協業組合 佐田 直人
新和メッキ工業株式会社 瀧見 直晃
清水文晴税理士事務所 清水 文晴
相場産業株式会社 相場 健一郎
相川中川宅配サービス 中川 甲一
相馬建設 相馬 正明
第一ニットマーケティング株式会社 山崎 秀一
中間食品 中間 栄司
中小企業診断士中村公哉事務所 中村 公哉
長谷川社会保険労務士事務所 長谷川 克一
田辺運輸株式会社 渡辺 和紀
島屋食料品店 江口 正子
奈良橋醸造株式会社 奈良橋 常久
内山診断士 ･アナリスト事務所&
パートナーズ

内山 晴夫

穂菜味亭 田中 正人
味里株式会社 林 真琴
民宿ほほえみ荘 佐藤 健一
有限会社しんち屋 荻谷 孝行
有限会社ディライト 平山 昭治
有限会社ネオ昭和 村山 好明
有限会社横尾木工所 横尾 和弘
有限会社間藤高圧 間藤 陽一
有限会社荒井測量設計 荒井 義幸
有限会社高千物産 根岸 建次
有限会社住吉屋 齋藤 時芳
有限会社小暮 小暮 大輔
有限会社小野農機 小野 篤
有限会社信越通信建設 大島 豊
有限会社青海ガス水道公社 平野 拓二
有限会社石﨑剣山製作所 石﨑 勝海
有限会社村恭 村山 信吉
有限会社長谷川呉服店 長谷川 和昭
有限会社肉のこやま 小山 公康
有限会社福住館 村山 和典
有限会社宝巌堂 星 智子
有限会社末武工務店 末武 栄子

会 社 名 氏　名

富山県
I･CREAT 株式会社 川原 弘朗
アイシン株式会社 安川 護
あおぞら経営株式会社 稲垣 紀之
アシステム税理士法人 西尾 淳
ヴェレックス 水野 恵子
ウラヤマ考業 浦山 茂美
ウラヤマ考業 浦山 龍也
お宿 いけがみ 池上 あすか
サン保険企画株式会社 岡部 務
セント ･ジオ ･メモリアル 北川 秀一
たいこう経営 布目 大剛
ティ･エス ･ケイ株式会社 森内 美智子
テクノーラ､ エム 水林 正男
とやまキトキトマネジメントオフィス 中野 英一郎
パドルアンドチャート 佐山 光能
パドルアンドチャート 大谷 学
ふくだ保険事務所 福田 隆子
ボディーショップ芳田 芳田 浩二
ミナトセラミック有限会社 湊 泰樹
ワキモト石油店 脇本 恭成
一般社団法人富山県繊維協会 川端 亀三郎
株式会社 ACS 保険 藤﨑 康行
株式会社 C-Pers 金平 健二
株式会社DQSOLUTION 山崎 勇人
株式会社アイ ･エム ･シー 樊 栄剛
株式会社アイル 米田 博
株式会社アキ 影近 千恵
株式会社アップロード 崎山 強
株式会社エクシーズ 青山 和也
株式会社エムダイヤ 森 弘吉
株式会社オールトシステム 若﨑 昌義
株式会社オヤマ自動車 尾山 裕和
株式会社サンコー 稲波 良孝
株式会社サンプラス 渡辺 拓実
株式会社ジェックコミュニケーション 小澤 友美
株式会社ジェック経営コンサルタント 原井 紗友里
株式会社ジェック経営コンサルタント 山瀬 孝
株式会社ジェック経営コンサルタント 杉坂 瑠利
株式会社ジオインフォシステム 湯浅 剛
株式会社スズニット 川邉 清志
株式会社タカオカメガ 十二 慎一郎
株式会社タニハタ 谷端 信夫
株式会社ツルミ印舗 鶴見 昌平
株式会社テラミナミ 寺南 慶範
株式会社ドットコム 内田 琢深
株式会社ハナガタ 花方 淳
株式会社フジキン 齊藤 翔
株式会社フジタ 梶川 貴子
株式会社ボンリブラン 松井 薫子
株式会社マツバラ 増子 愛
株式会社ミガキ 前田 哲宏
株式会社モービルハウス 松山 健一
株式会社モビリティマネジメント 長谷川 泰彦
株式会社ユーコム 関 文徳
株式会社ラックス 斉藤 寛
株式会社完誠プランニング 小幡 完治
株式会社魚津製鋼所 追分 孝洋
株式会社魚津製鋼所 田中 宏治
株式会社橋本テクニカル工業 橋本 直幸
株式会社銀豊堂 吉川 浩二
株式会社犬島商会 犬島 克
株式会社高田屋 高田 勤朗
株式会社高田製作所 高田 晃一
株式会社山秀木材 山田 由理枝
株式会社石澤商事 石澤 義文
株式会社大井仙樹園 古永 崇
株式会社大観峯 伊東 幸一
株式会社中田工務店 渡辺 克己
株式会社電陽社 野口 幸夫
株式会社能作 能作 克治
株式会社富山環境興研 桑島 かおり
株式会社北陸エンジニアプラスチック 出来田 隆行
株式会社北陸エンジニアプラスチック 水越 博之
株式会社流通産業 森井 一郎
宮岸株式会社 宮岸 哲也
宮窪建設株式会社 宮窪 大作
呉東カーセンター 山田 睦子
高岡漆器株式会社 國本 耕太郎
沼田製粉株式会社 砂田 幸信
杉林行政書士事務所 杉林 政一
相互企画印刷株式会社 水田 早紀
相互企画印刷株式会社 北山 哲
中田 IT 経営研究所 中田 和裕
渡辺徹行政書士事務所 渡辺 徹
東洋精密工業株式会社 山田 雄一朗
藤井経営コンサルタント 藤井 忠良
特定非営利活動法人学校外教育支援協会 福本 秀樹
福野タウンホテル ア ･ ミュー 上田 玲子
覆面記者クラブ 佐伯 里佳
北陸車研工業株式会社 西田 憲
満丸株式会社 土谷 恵美子
無線パーツ株式会社 吉田 大介
癒しのお香 香華楽 長澤 華奈
有限会社 industria 黒磯 哲雄
有限会社アークデザイニング 若﨑 昌義
有限会社すまいる 山口 勉
有限会社トチタニ 栃谷 清志
有限会社マキタ保険事務所 青木 三郎
有限会社新生保険サービス 林 昭克
有限会社美研 若林 信夫
有限会社立野機工商会 立野 政幸
髙井事務所 髙井 俊博

佐野 公子
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会 社 名 氏　名
畠山 重明

石川県
BREST 株式会社 宮 秀一
EIZO 株式会社 山中 正樹
KAKUMA NO HIROBA 仁志出 憲聖
Lide｢リーデ｣ 道海 勉
TOWAKOメディカルコスメティッ
ク株式会社

牧 義雄

アロマ香房焚屋 三宅 琢也
アンタック株式会社 角谷 勇人
イセロ社会保険労務士事務所 伊勢呂 洋一
オカダ合金株式会社 岡田 英樹
オトマル 乙丸屋 久兵衛
オリエンタルチエン工業株式会社 米澤 良史
カレーハウス ･ターバン 岡田 明
クリパリンク 竹田 太志
ケイエイチアイコンサルティング 林 潔
サンディーネットワーク 細川 隆
ステンレス株式会社 瓦田 行男
なおみや薬局 直田 弥丈
ネオウェーブ 不破 守康
のだ行政書士事務所 能田 真由美
のと共栄信用金庫 開化 信幸
のと共栄信用金庫 萩 克典
ホクショー株式会社 北村 宜大
ホクショー商事株式会社 村田 麿基
マゼラン ･リゾーツ ･アンド ･トラ
スト株式会社

朽木 浩志

マンディーネ 松蔵 高子
ライオンパワー株式会社  高瀬 敬士朗
リュバーンインターナショナル 岡田 康路
井田鋼材株式会社 井田 壮紀
奥田染色株式会社 奥田 和子
岡野鉄工所 岡野 光雄
沖製あん株式会社 沖 直人
加賀発条株式会社 吉田 瑛亮
会宝産業株式会社 鶫 謙一
株式会社 Ante 中巳出 理
株式会社 COM-ONE 米田 稔
株式会社アイコック 上田 雅大
株式会社アイサス 池上 伴湖
株式会社アイサス 百成 公鋭
株式会社アイデン 唐島 直樹
株式会社アイビーラボ 山本 寛修
株式会社アットワーク 川越 博徳
株式会社アドバンテージ･ファイクトリー 気谷 源嗣
株式会社あめの俵屋 俵 秀樹
株式会社イーグル技術研究所 岩下 信正
株式会社ウインズジャパン 片岡 匡史
株式会社ウーマンスタイル 成田 由里
株式会社ウラヤマ機工 浦山 外明
株式会社オオハラ 大原 幸江
株式会社オノモリ 小野森 守
株式会社オフィスシステムキタノ 北野 秀和
株式会社オンワード技研 川畠 丈志
株式会社キシテック 岸 竜也
株式会社キュービクス 丹野 博
株式会社コスモサミット 笠嶋 優
株式会社コスモビジネス 河村 俊夫
株式会社ジーアンドエス 萩原 扶未子
株式会社シーピーユー 松本 佳奈
株式会社ジェスクホリウチ 小島 匠人
株式会社シグ ･ワークショップ 吉田 茂雄
株式会社ダイセー 大久保 賢司
株式会社テック ･ヤスダ 安田 嘉和
株式会社テック ･ヤスダ 野畠 幸三
株式会社トゥ･コネクト 藤井 雅英
株式会社ドモドモコーポレーション 遠田 幹雄
株式会社ナカシマ鉄工所 中嶋 潤
株式会社ニシムラジグ 西村 明広
株式会社ビルドス 福田 隆二
株式会社ヒロ 大沼 洋美
株式会社ブイオーシーダイレクト 砂原 康治
株式会社ぶどうの木 本 昌康
株式会社ホリカワ工業 堀川 昇一
株式会社マイクロエミッション 山本 保
株式会社マツカワキカイ 松川 雅宣
株式会社ミマキエンジニアリング 吉見 健太郎
株式会社ミヤデラ断熱 斉藤 恵二
株式会社みやもり 宮森 恒成
株式会社メタルエンジニア 小村 周平
株式会社ヤスヨシ 安田 芳嗣
株式会社ヤニスアートジャパン 香川 寿幸
株式会社ルバンシュ 千田 和弘
株式会社一期大福 福岡 明夫
株式会社永島製作所 鎌田 洋美
株式会社横山商会 古川 光
株式会社横山商会 西田 圭佑
株式会社丸藤 藤弥 昌宏
株式会社久世酒造店 久世 嘉宏
株式会社宮本酒造店 宮本 周司
株式会社金沢エンジニアリングシステムズ 宮上 喜裕
株式会社金沢シール 小杉 淳文
株式会社経田鉄工 経田 悟士
株式会社御祓川 森山 奈美
株式会社高林製作所 豊岡 顕
株式会社今井金箔 今井 圭一
株式会社三洋製機 彦野 宏和
株式会社山﨑組 山﨑 貴文
株式会社小林製作所 中島 夏輝
株式会社森山鉄工 森山 清次
株式会社清水造船建設 清水 真一路
株式会社西野製作所 西野 十治
株式会社石川コンピュータ･センター 福野 幸以知

会 社 名 氏　名
株式会社石川製作所 中 達也
株式会社石野製作所 石野 晴紀
株式会社大和印刷社 富田 隆一
株式会社竹田栄鉄工 竹田 栄悟郎
株式会社中川鉄工所 古市 和也
株式会社中部ジェイ ･シィ 安田 史朗
株式会社朝日電機製作所 砂崎 友宏
株式会社鏑木 鏑木 啓右
株式会社田中建設 田中 均
株式会社渡辺経営研究所 渡辺 憲之
株式会社二水 笹田 輝
株式会社能作 岡 能之
株式会社白山機工 穐田 健次
株式会社芳野経営プロジェクト 芳野 欽之他役

職員一同
株式会社北陸リビング社 北出 秀樹
株式会社本螺子製作所 本 裕一
株式会社万喜 小泉 円
株式会社林鍛造所 北 昌秀
株式会社和泉工業 吉田 祐太郎
株式会社麝香重機建設 小林 敏和
岩本工業株式会社 西村 学
寄せ植え教室 Fairy 福塚 理恵
吉田司株式会社 和澤 正幸
宮岸株式会社 宮岸 誠
宮川建設株式会社 宮川 輝之
共和産業株式会社 森田 文彦
共和産業株式会社 大西 康正
共和電機工業株式会社 伴田 彰一
玉田工業株式会社 滝原 敏之
金沢機工株式会社 井上 英一郎
九谷焼 百華園 酒井 徹
公益財団法人石川県産業創出支援機構 平崎 直純
公立能登総合病院 吉村 大樹
高山リード株式会社 高畠 請也
高山リード株式会社 上岸 麻耶
高山リード株式会社 藤田 稔
合同会社リビングデザイン 林 日出夫
根上工業株式会社 菅野 俊司
坂井会計事務所 坂井 昭寿
寺井レース有限会社 井波 秀俊
寺岡畜産株式会社 寺岡 一彦
宗教法人本浄寺 中畠 慶一
小松商店街鐵道 工房 ｢つく～る｣ 村中 雅彦
小松製瓦株式会社 西野 隆志
小松電子株式会社 大國 萌
松本機械工業株式会社 松本 要
松本機械工業株式会社 浜野 康樹
情報流通経済研究所 金平 勲
新日本有限責任監査法人 加藤 哲朗
深田熱処理工業株式会社 深田 健
是則北陸運輸株式会社 東 学
石川技研工業株式会社 黒坂 豪士
石川技研工業株式会社 野口 猛司
石川県商工会連合会 ジャマネー･

グリーン
石川県情報化支援協会 原 保
石川中央魚市株式会社 田丸 達之
川下建機工業株式会社 川下 五継
曽々木定置漁業株式会社 刀祢 利雄
太陽キャスト株式会社 塩見 敏正
太陽テクノリサーチ株 大門 忠司
泰和ゴム興業株式会社 山本 潤
大幸建設株式会社 大西 隆章
谷田合金株式会社 谷田 恒平
端保社会保険労務士事務所 端保 宏郷
地藤会計 出村 貴昭
池水公認会計士事務所 池水 龍一
中村酒造株式会社 中村 太郎
中村留精密工業株式会社 小西 憲治
中部経営 ･辻 ･本郷税理士法人 奥村 悠基
津田駒工業株式会社 中田 明彦
天狗中田産業株式会社 金森 康幸
天池合繊株式会社 天池 源受
東京計器株式会社 富山 篤
藤井雅英税理士事務所 藤井雅英
特定社会保険労務士 端保 宏郷
内灘海水館 源 大介
南熔工業株式会社 南 太郎
日高機械 日高 明広
日本料理 銭屋 髙木 慎一朗
能登印刷株式会社 村本 睦戸
農業生産法人ベジュール合同会社 足袋抜 豪
八木税務会計事務所 八木 俊徳
肥田電器株式会社 高山 義則
疋田産業株式会社 洲崎 哲久
百万石特許事務所 海野 徹
米沢電気工事株式会社 古川 貴之
芳野欽之税理士事務所 芳野 欽之他職

員一同 
北国インテックサービス株式会社 長橋 敬臣
北陸ケーティシーツール株式会社 浜野 満
北陸製菓株式会社 前橋 均
北陸有機工業株式会社 松本 充夫
明和工業株式会社 松下 弘治
野田屋茶店 野田 和美
柳田食産株式会社 宮前 博人
友禅空間 工房久恒 久恒 俊治
有限会社アミューズファクトリー 森山 知明
有限会社エフ ･エム ･シー 長田 昭夫
有限会社カトウ企画 加藤 忠
有限会社かよう亭 上口 昌徳
有限会社ワンダーキッチン 周田 重孝
有限会社美楽 市川 吉勝
藏大介法律事務所 木村 基之

会 社 名 氏　名

福井県
UP WITH FOOD CREATIVE JAPAN FARM 村上 美由紀
タカヤ GROUP 高谷 直樹
タキナミ製畳 滝波 幸宏
ナック ･ケイ ･エス株式会社 西端 雅人
ハヤカワ商事株式会社 森口 倫啓
株式会社アオキプラスチック 青木 貴志
株式会社エーデン 武永 憲泰
株式会社オーケン 大刀 あゆ未
株式会社ボストンクラブ 小松原 一身
株式会社みすず写真 宮守 裕正
株式会社安田電気工業 安田 昌史
株式会社観光ホテル 高橋 広多
株式会社江守ソリューションズ 清水 昭彦
株式会社松浦機械製作所 辻本 道秀
株式会社赤鹿 赤鹿 秀之
株式会社田井屋 小橋 浩也
株式会社福井新聞今立南販売店 井上 朝之
久野印刷株式会社 久野 好輝
公益財団法人ふくい産業支援センター 室田 友一
公益財団法人ふくい産業支援センター 藤田 昌則
佐々木建築 佐々木 文章
坂北瓦 坂北 雄一
山口理容 山口 克一
山田クリーニング 山田 和彦
上水メンテナンス株式会社 上坂 崇之
真下建築 真下 崇秀
税理士法人新和会計 鈴木 徹
庭小僧 白崎 鷹司
徳長農園 徳長 正則
日新工業株式会社 木村 光孝
兵助株式会社 村松 弘康
北國観光株式会社 岩井 国商
有限会社うるし工芸 藤 加藤 松一郎
有限会社エムエー電機 赤尾 政治
有限会社エリオス機械設計事務所 関 秀親
有限会社オートサービス上野 上野 芳慶
有限会社サービスクリエイト 金石 昌
有限会社ヒガシノ造園 東野 哲也
有限会社フジワラ写真館 吉岡 多佳子
有限会社丸木電工 丸木 豪
有限会社吉田由兵衛商店 吉田 進一
有限会社松田水産 松田 晃一
有限会社西野自動車 西野 仁貴
有限会社石川木材 石川 敏英
有限会社大谷商店 大谷 恭之
有限会社谷本木材 谷本 佑斗
有限会社中嶋造園 中嶋 正光
有限会社田中産業 田中 利幸
有限会社田島プラスチック 田島 清孝
有限会社浜田美装社 濱田 洋子
有限会社矢納自動車 矢納 孝充
有限会社廣瀬八ッ橋屋 廣瀬 光博

山梨県
yuki 行政書士事務所 川手 透光
あめ家 依田 正則
いなか家 石原 悦夫
とんとん飯店 向山 美智子
ナガセキトーヨー住器株式会社 永関 英文
ニューあずま 白倉 伸太郎
ファインプラン株式会社 一瀬 浩三
ファインプラン株式会社 一瀬 美波
フィトンチッド 小澤 弘司
マミーショップ小山 小山 勝代
みずがき山リーゼンヒュッテ 有井 透
みよし食堂 市川 友子
井筒屋醤油株式会社 山寺 英一郎
一味家 五味 美津子
果王園 田中 義朗
割烹かさい 笠井 忠明
株式会社アイティードゥ 太田 和彦
株式会社インフィニバリュー 玉川 眞奈美
株式会社ニシムラ 西村 俊彦
株式会社桑郷 楠 三貴
株式会社産業革新研究所 熊坂 治
株式会社峰岸商会 峰岸 一郎
丸岩総建 岩間 智之
亀鶴企画 一瀬 勝一
菊原工業 菊原 幸夫
魚善 村上 善雄
協立電気工業 望月 忠芳
甲州屋そば店 広瀬 幸治
山中屋製造麺 高村 隆仁
篠原自動車鈑金塗装工場 篠原 広樹
篠原貿易株式会社 篠原 義明
若林硝子店 若林 良一
松司軒仏具店 小池 晃司
食事処ふじみ 前嶋 孝士
石窯パン  ド ･ ドウ 野田 敬一
村松物産店 村松 亮平
大藤工業株式会社 佐藤 良太
竹井農機具店 竹井 健一
竹野司法書士･土地家屋調査士事務所 竹野 幹男
中央ドライクリーニング 佐野 敏史
中村自動車興業 中村 岳仁
津金楼 津金 胤司
東八防災株式会社 宮本 雄一
藤精機株式会社 社員一同 
望月農園 望月 秀紀
麻屋葡萄酒株式会社 雨宮 一樹
民宿山光荘 水越 勉
木内モータース 木内 吉英
木内左官 木内 利明

会 社 名 氏　名
有限会社 CreamLandagent 河西 真
有限会社 YEC 米倉電気 米倉 裕司
有限会社アサカ自動車 麻川 仁
有限会社コンチェルト三枝  三枝 修
有限会社ハートフル保険企画
有限会社河野貴金属製作所 河野 裕治
有限会社観光ホテル金泉閣  小沢 孝太
有限会社山下染物工場  山下 隆
有限会社石倉興業  石倉 利貴
有限会社前島園芸 前島 郁夫
有限会社相川工務店  相川 健次
有限会社内田運送  内田 やすえ
有限会社矢崎住宅設備  矢崎 千代子
里の駅 いちのみや 山口 隆司
林電気 米倉 裕司

長野県
HAIR LOUNGE Avallo 上原 芳明
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 伊藤 英敏
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 関 芳博
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 宮崎 吉信
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 荒井 誠司
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 小坂 和夫
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 中道 忠弘
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 田中 弘隆
NPO諏訪圏ものづくり推進機構 米山 太知夫
Ricca 渡辺 拓也
アズサイエンス株式会社 酒井 佑造
アルティメイトプロジェクト株式会社 松崎 洋
アルル 佐宗 りえ
インダストリーネットワーク株式会社 伊藤 要
インフォレストシステムズ 佐々木 浩康
オリオン機械株式会社 太田 哲郎
カレーの大原屋 尾沢 あきら
シニア野菜ソムリエ クボジュン 久保田 淳子
スワテック建設株式会社 岩波 寿亮
ちえてらすコンサルティング 中村 剣
とおみね技術士事務所 遠峰 徹
なかむら歯科 中村 雅英
ハウスクリーニング美創 山原 広高
株式会社アサマダンボール 由井 朋晃
株式会社アドライズ 牛山 直樹
株式会社アルプスツール 綱島 武寛
株式会社エスエヌディ 両角 広樹
株式会社エスケー精工 山田 夏江
株式会社キガサワ 気賀澤 洋司
株式会社グラフィシア 二村 尚
株式会社コックス 小平 雅志
株式会社サワイ 澤井 孝幸
株式会社ダイヤ精機製作所 小口 裕司
株式会社ダイロク精工金型 六川 秀幸
株式会社デリカ 戸田 竹廣
株式会社トーワ 荒井 利夫
株式会社フル里農産加工 岡田 浩史
株式会社プロテックジャパン 塩沢 広志
株式会社ミスズ工業 山崎 壯一
株式会社もりたサポートオフィス 森田 舞
株式会社ユニオンプレート 鮎澤 直樹
株式会社ランバーテック 南山 和也
株式会社リョウワ 久保川 敬司
株式会社リョウワ 両角 健司
株式会社横山製作所 横山 博志
株式会社丸信製作所 高橋 優一
株式会社共進 五味 武嗣
株式会社協和精工 澤柳 修一
株式会社軽井沢 IT 経営センター 高見 康昭
株式会社桜井製作所 桜井 雅史
株式会社渋谷文泉閣 山岸 隆美
株式会社星野組 星野 仁
株式会社石原産業 石原 信之
株式会社中九紙店 土屋 泰則
株式会社中部水工 小林 健二
株式会社東陽 吉江 慎太郎
株式会社白田組
株式会社平出精密 平出 琢磨
吉田工業株式会社 吉田 寧裕
宮島商店 宮島 美恵子
桑原経営コンサルタント事務所 桑原 仁
公益財団法人長野県テクノ財団 今井 敏夫
公益財団法人長野県テクノ財団 小林 高弘
荒井セメント製品工業株式会社 荒井 聡
高橋産業株式会社 高橋 淳
高島産業株式会社 遠藤 千昭
合資会社和泉屋商店 阿部 博隆
山口会計事務所 山口 正太郎
若屋商店 若林 安美
春日井アルマイト工業有限会社 堀内 哲
小松工業株式会社 小松 正彦
小木曽製作所 小木曽 公人
小林弘幸税理士事務所 小林 弘幸
松橋博正税理士事務所 松橋 博正
信州消毒株式会社 吉沢 信也
森川産業株式会社 森川 潤一
諏訪商工会議所 宮坂 淳
諏訪信用金庫 花岡 柾好
諏訪信用金庫 矢島 義夫
諏訪東京理科大学 細川 久
諏訪東京理科大学 平尾 毅
世界一 島田 市夫
整体療術院みどりの丘 中村 憲二
西田技研工業株式会社 西田 拓生
税理士法人柳澤会計 両角 美智代
浅野法律事務所 浅野 元宏
第一企画株式会社 小林 隆
滝澤建築 滝澤 勝一
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会 社 名 氏　名
中外印刷株式会社 倉田 英彦
東洋精機工業株式会社 小川 毅
特許業務法人綿貫国際特許･商標事務所 岡村 隆志
内田中小企業診断士事務所 内田 英明
日本ミクロン株式会社 鮎沢 健二
八十二銀行 松田 好功
富士印刷株式会社 倉田 浩
武石流通株式会社 下城 聖一郎
野村ユニソン株式会社 野村 稔
有限会社エフアンドエム 関 昌昭
有限会社かどの三河屋 小林 直樹
有限会社キタザワ 北澤 七郎
有限会社シー･ピー･ワイ 矢﨑 昭和
有限会社スワニー 橋爪 良博
有限会社ホテルさかえや 湯本 晴彦
有限会社井上建具 井上 勝
有限会社丸二商会 田村 嘉邦
有限会社高山タイヤ商会 髙山 博至
有限会社酒井製麺 酒井 博正
有限会社大西製粉 大西 響
有限会社長崎電機商会 長崎 政信
有限会社塚田商店 塚田 和彦
有限会社牟礼自動車整備工場 松村 尚
有限会社明月堂 藤縄 直美
要電工 齋藤 道廣
老舗の作るおたぐり本舗 北原 英之

唐木 一夫

岐阜県
ActiveSet 株式会社 酒井 康吉
Catch コーポレーション株式会社 小島 新吾
CROWD AUTO 片山 高志
Girlsbar ZERO. 佐々木 千景
G-PROJECT 牧田 靖也
Image Craft 株式会社 山田 史郎
run together 山口 純平
Sempre 臼井 毅子
いかけん工房 遠藤 範子
オートガレージ岩井 岩井 秀之
オフィスインサイドアウト 水野 輝彦
カトウ総建株式会社 柴田 博英
こころ調剤薬局 郡上八幡店 中嶋 純江
コパン各務原 小坂 雄二
ジェイピーエス株式会社 三輪 博一
シダックス ･コミュニティー株式会
社 各務原鵜沼クラブ

亀井 伸行

ジンエイジェント株式会社 金武 利幸
スタジオきらら 恩田 莉津子
スペインバル アスセーナ 足立 拓紀
セールスブレイン 渡辺 誠司
ツキオカフィルム製薬株式会社 月岡 忠夫
ティーズ ･プランニング 横山 智彦
テクナード株式会社 原 真澄
トーヨ株式会社  大竹 大輔
ニホン美術印刷株式会社 奥田 知一
ノアハウス株式会社 杉山 宗憲
のみくいどころ おんがえし 山口 誠
ハートライフ株式会社 松原 満
ファインズ株式会社 山口 亮
ふとん工房 わたこ 桐井 孝裕
ふるさと行政書士事務所 玉置 啓昭
ホラタ工業株式会社 洞田 修
まえじまクリーニング 前島 斉
まこと EG株式会社 新美 基
まこと工業株式会社 各務 嘉恭
まこと工業株式会社 渡辺 幸彦
マルアイ商事株式会社 棚橋 剛大
マルト後藤建設株式会社 松久 茂彦
ミラクルマジック 香田 佳江
ミリオン電工株式会社 板藤 和彦
もみじ接骨院 恵 康冶郎
ワカムラ電機株式会社 若村 浩昭
ワコールショップ グー 細江 秀子
ワンズライフ 東條 貴紀
旭金属工業株式会社 高木 陽一
安田金属工業株式会社 安田 博志
医療法人社団恒仁会 田中 暢之
一二三興業株式会社 桒原 正治
加藤建設株式会社 加藤 市朗
河合会計事務所 河合 伸治
河合石灰工業株式会社 河合 進一
河合石灰工業株式会社 河合 刀記夫
河合石灰工業株式会社 国枝 武彦
花勝 可児 信治
雅事務所 田中 雅人
株式会社 a-tech 貝田 厚
株式会社Dream少年 不破 大輔
株式会社 GHクリエイション 辻川 真也
株式会社 infinity  深尾 正之
株式会社 KCD 中谷 寿
株式会社 KEI 近藤 啓継
株式会社 KJS 平林 吉信
株式会社U- セラミック 林 博志
株式会社アクア      末武 勤
株式会社アンジェ･ド ･ボーテ 杉山 英嗣
株式会社イナバ印刷社 井奈波 智之
株式会社イマオコーポレーション 今尾 任城
株式会社エイエムディ自動機 井本 一男
株式会社エフ ･アイ ･ティ 古田 貴士
株式会社オールマン 辰巳 善信
株式会社オンダ製作所 恩田 秀比良
株式会社オンダ製作所 亀谷 徹
株式会社グリーンスマイル 大西 可人
株式会社ケーイーシー 加納 一志
株式会社サンワ 堀尾 鎭章

会 社 名 氏　名
株式会社スクラム 堀 広明
株式会社スクラム 堀江 諭
株式会社せんがプランニング 花川 和久
株式会社そらん 余語 秋男
株式会社タナック 棚橋 一将
株式会社ディーライト 岸 大介
株式会社テクノシステム 宮部 敏之
株式会社テクノ共栄 森田 吉久
株式会社ときわや 豊田 貴之
株式会社トライアゲイン 堀 広明
株式会社パナホーム愛岐 可児展示場 山口 雄三
株式会社ビー･アイ ･テック 板東 舜一
株式会社ミノグループ 川井 昭司
株式会社ミノグループ 池戸 裕明
株式会社メトーカケフ 岩戸 翔
株式会社ワークスペース 岡田 匡
株式会社横建 横山 浩之
株式会社岩永商店 岩永 輝明
株式会社岐阜多田精機 山本 啓悟
株式会社岐阜多田精機 竹本 千晶
株式会社岐阜多田精機 國江 祐也
株式会社久田見製作所 岡田 稔
株式会社桐山 桐山 敏実
株式会社古川建材工業 古川 善博
株式会社山共 田口 房国
株式会社松栄産業 市岡 幸一
株式会社松福 栗本 森義
株式会社杉山 大野 文雄
株式会社成栄建設 波多野 大輔
株式会社西条精機 西条 継之
株式会社扇屋 河野 春男
株式会社大光テクニカル 古市 清隆
株式会社中日ホーム 岩井 真
株式会社庭遊館 尾関 准一
株式会社天翔苑  田中 祐貴
株式会社田中金属製作所 田中 和広
株式会社渡辺組 渡辺 充英
株式会社東海スプリング製作所 紅谷 秀一
株式会社東海スプリング製作所 山内 健洋
株式会社東海スプリング製作所 小久保 真
株式会社東海スプリング製作所 早川 秀夫
株式会社東海スプリング製作所 渡辺 浩
株式会社東海スプリング製作所 渡辺 勝彦
株式会社東海スプリング製作所 樋口 義之
株式会社日本一ソフトウェア  世古 哲久
株式会社樋口製作所 樋口 徳室
株式会社美装モリタ商会 森岡 誠悟
株式会社平成グリーン ガーデンストアHRG 今尾 英治
株式会社明林建設 後藤 健介
株式会社鳴海組 鳴海 宏樹
丸重製紙企業組合 辻 将之
丸重製紙企業組合 辻 晃一
岐阜県商工会連合会 西濃支援室 山田 秀之
魚久満 熊澤 宏泰
玉田建設株式会社 玉田 弘毅
後藤工事株式会社 後藤 至正
広葉テント 小島 洋
弘倫水道 中島 弘紀
今井航空機器工業株式会社 今井 哲夫
嵯峨乃や 大森 将人
左髙電気商会 佐髙 洋
裁建築 裁建築設計事務所 裁 昭人
三進社印刷所 篠田 裕仁
山田 IT コンサルティングオフィス 山田 和久
山田木管工業所 山田 等
司法書士みやど事務所 御宿 朋宏
社会保険労務士法人総合労務事務所 山戸 博幸
宗教法人八坂神社 清水 猛
秋田鉄工株式会社 秋田 耕治
小牧金属株式会社 木村 匡志
小野工業所株式会社 小野 彰
昭和技研株式会社 田中 禎一
松原保険 松原 巧
新幸ホーム株式会社 赤尾 鋭和
税理士法人青葉会 あおば事務所 林 千代子
税理士法人荒井会計総合事務所 荒井 寿美子
川嶋工業株式会社 川嶋 紹市
浅野雅大税理士事務所 浅野 雅大
然の膳 川嶋 涼子
草の根事務所 横井 岳志
多治見ききょう法律事務所 木下 貴子
大垣不動産株式会社 末永 義典
大東亜窯業株式会社 小貝 馨
中嶋興業 中嶋 彩斗
長谷川弘幸税理士事務所 長谷川 弘幸
長谷川刃物株式会社 長谷川 尚彦
鉄板居酒屋どくだみ草 笠江 武史
天龍エアロコンポーネント株式会社 福西 誠
天龍コンポジット株式会社 大竹 正泰
渡辺製作所 渡辺 正彦
渡辺設備 渡辺 昇
東海ダイカスト工業株式会社 下村 祐介
桃太郎製菓株式会社 岩井 亮吾
藤井建設株式会社 藤井 剛和
道家経営 ･法律事務所 道家 睦明
楢谷税理士事務所 楢谷 清美
日本セキソー株式会社 安藤 雅典
日本セキソー株式会社 安藤 秀和
備長やきとり 緑屋 長尾 英司
美濃工業株式会社 杉本 崇
福岳産業株式会社 小川 直樹
平井精密工業株式会社 花谷 大輔
平井精密工業株式会社 前川 吉孝
平井精密工業株式会社 村林 頼一
平井精密工業株式会社 藤本 正弘

会 社 名 氏　名
豊栄興業株式会社 春田 健
無限大 森田 隆一
野々村建設株式会社 野々村 太樹
有限会社花よし 小林 祐樹
有限会社クレオ 篠田 寛子
有限会社サワムラ産業 澤村 武伺
有限会社サンフレッシュ海津 髙木 健一
有限会社シバ金型 芝 世志造
有限会社シバ金型 芝 泰吉
有限会社タイセイ 伊藤 泰次
有限会社ピュアパルス 桂川 正人
有限会社フジワテック 伊藤 明範
有限会社マジ本舗 渡邉 康之
有限会社旭写真館 足立 日出男
有限会社安積 安積 保
有限会社塩甚モータース 佐野 大介
有限会社加藤硝子店 加藤 英和
有限会社吉村業務店 吉村 知浩
有限会社共栄電光 磯谷 和徳
有限会社敬南電設 日比野 幸康
有限会社志津野 志津野 茜
有限会社西窪空調サービス 西窪 喬
有限会社中小野工業 小池 民郎
有限会社藤井工業 藤井 隆弘
有限会社美山土地 藤原 邦彦
有限会社明星保険事務所 石川 充宏
林工業株式会社 林 裕人

直井 圭祐

静岡県
Angel Smile 萩原 市朗
EIP 牛田 剛
ILS マネジメント株式会社 大原 秀友
Office パートナー 渡辺 良勝
SPT 酒井 利行
Ty's 総合サービス 山口 哲平
アツミ工業株式会社 渥美 友茂
あとりえはーもてぃ 有坂 静香
イーストエムズ 伊東 光吉
うなぎの仲右衛門 疋田 大一郎
エステ&メイク ピュアレディ早出店 渥美 麻美
おにぎり山 山口 佳紀
コンサルティングオフィス ･ナカダ 仲田 剛
サカイ産業株式会社 天野 順弘
シナジーオプトシステムズ株式会社 安川 学
シナジーオプトシステムズ株式会社 飯塚 孝
すんぷ経営辻本社会保険労務士事務所 辻本 元彦
セイリン株式会社 田中 正宏
そういち土木 山本 功
ノコヤウェブコンサルティング 鳥居 宏一
ハマダ設備 濱田 博之
ビューティーハウス ペピーノ 山下 雅史
ベクトル株式会社 甲斐 博
ラ ･カンティーナ 後藤 正哉
ライフショップあさひ 疋田 喜紀
リラクゼーション Eternal 永田 久佳
伊豆冷暖房工業株式会社 森田 浩史
一般社団法人静岡創業支援センター 安川 徹
稲葉タイル  稲葉 修一郎
遠州信用金庫 西山 義高
岡村家具店 岡村 幸治
加和太建設株式会社 河田 亮一
河俣会計事務所 河俣 貴之
海産物処ふじ田 藤田 嘉士
株式会社 CAI メディア 福地 三則
株式会社 FJ コンポジット 津島 栄樹
株式会社 ISK 池田 龍郎
株式会社アイティエス 河原 健光
株式会社アオキカラー 青木 洋一
株式会社アサヒ ピー. エム 浅倉 直樹
株式会社アマノ 天野 哲夫
株式会社ありがとう 櫻井 渉
株式会社エステック 鈴木 誠一
株式会社エヌ ･ビー中根屋 増田 真司
株式会社エヌエー 浅川 卓司
株式会社エヌシー精工 鈴木 広道
株式会社エンブレス 佐藤 正欣
株式会社オリオン工具製作所 大澄 信行
株式会社カタナコーポレーション 藤田 信夫
株式会社キムラシートメタル 木村 新次
株式会社シーセット 指野 俊浩
株式会社シーポイント 野澤 浩樹
株式会社シダヤデンキ 佐藤 雅弘
株式会社ジャパンエコテック 近藤 貴康
株式会社セイキ工業 三田 聡
株式会社ソミックエンジニアリング 池田 正次
株式会社トマル水産 大石 智之
株式会社フードランド 中村 健二
株式会社メーワテック 五十川 真知
株式会社ユーシン 金子 公昭
株式会社ロジック 桑原 正之
株式会社ロジパック 柴田 恭孝
株式会社稲取マリンスポーツセンター 樋口 純一
株式会社稲村建設 稲村 明子
株式会社屋根の多米 多米 潤人
株式会社吉和田浜松 半場 徹
株式会社佐藤工業所 佐藤 鐘允
株式会社小出製作所 小出 悟
株式会社小楠金属工業 小楠 倫嗣
株式会社植松 植松 孝康
株式会社森ラボ 鈴木 礼
株式会社西部ニチラス 森 隆紀
株式会社飛騨 園田 勝
株式会社浜松人事コンサルタント 村松 貴通
瓦工事ナツメ 夏目 洋

会 社 名 氏　名
丸一物産株式会社 古橋 利雄
企業組合であい村 青森 千枝美
橋本螺子株式会社 橋本 秀比呂
橋本労務管理事務所 橋本 安弘
串特急 稲取店 吉田 実
栗田工業株式会社 栗田 鉄也
国本工業株式会社 須田 晃次
坂口公認会計士事務所 坂口 美穂
三遠南信クラスター推進会議 吉田 勝治
三遠南信クラスター推進会議 松島 克幸
三遠南信クラスター推進会議 鈴木 秀治
三基精工株式会社 山崎 和彦
三鈴建設株式会社 鈴木 宏之
小杉経営研究所 小杉 俊雄
松見屋菓子店 杉山 和生
照屋モータース株式会社 照屋 真二
笑の家 西塚 康仁
静岡技研工業株式会社 石井 朋春
静岡県中小企業団体中央会 住川 守雄
静寿工業株式会社 喜多嶋 俊岳
税理士法人トップ 齋藤 保幸
石原精肉店 石原 徹
増田哲士税理士事務所 増田 哲士
大久保一之税理士事務所 大久保 一之
大久保電気工事 大久保 靖彦
第一工業株式会社 羽生 卓矢
沢根スプリング株式会社 沢根 孝佳
池田佳通税理士事務所 池田 佳通
長谷川清太税理士事務所 長谷川 清太
鳥居食品株式会社 鳥居 大資
天方産業株式会社 松本 好司
梅林電器 梅林 雄大
八幡屋山東店 和久田 誉
浜口ウレタン株式会社 幸田 直樹
浜松商工会議所 伊達 克彦
浜松商工会議所 長山 訓大
浜松商工会議所 長澤 秀幸
浜松商工会議所 杢屋 英夫
浜松商工会議所 立石 哲康
浜松信用金庫 辻村 昌樹
不二軽窓販売株式会社 前島 章則
富士市産業支援センターf-Biz 小出 宗昭
木村治司税理士事務所 木村 治司
野添鉄夫土地家屋調査士 野添 正義
有限会社アクセス ユープラン 中溝 一仁
有限会社アトラクティブ 村松 淳哉
有限会社いさごや 中神 としなり
有限会社イナセツ 渡邊 康平
有限会社うなぎの井口 井口 恵丞
有限会社かねか徳田商店 徳田 嘉彦
有限会社タカスイ 渡邉 和成
有限会社ヒキダ塗装 疋田 高将
有限会社ムラキ塗装 村木 洋一
有限会社花のあがた 縣 慶一
有限会社海外事業部 高柳 和弘
有限会社関川商会 関川 清明
有限会社栗田産業 栗田 英幸
有限会社山本スポーツ新居店 八木 孝洋
有限会社常盤木羊羹店 前澤 龍也
有限会社西島木工所 西島 則雄
有限会社石田茶店 石田 宏之
有限会社雪山シボリ 雪山 浩司
有限会社川上瓦斯  川上 高宏
有限会社大石ビジネスコンサルティング 大石 育三
有限会社東伊豆清掃社 鈴木 心
有限会社藤川電化サービス 藤川 秀幸
有限会社飯田店 飯田 達也
有限会社米澤製作所 米澤 保
鈴木規之税理士事務所 鈴木 規之

愛知県
5S 経営研究所株式会社 山名 敏文
BTT 株式会社 青木 渉
CSS 株式会社 小門 千恵子
ISK INTERNATIONAL 原 麻由美
jibun beauty 川本 眞見
J-MACS 税理士法人 三林 新栄
KAGURA- 木工指南塾 - 木村 創
KAGYOU MANAGEMENT 木下 敬造
SeaGreen 神谷 貴子
SGOカジワラ 梶原 進
SP デザイン株式会社 宇田 光宏
Taro'sBar 本間 太郎
UME経営オフィス 梅村 薫
UMIDAS WEB 石井 良樹
アートステージ不動産 木村 惠子
あずきプランニング 石井 克成
イイダ産業株式会社 児玉 基晴
いその株式会社 磯野 正幸
イニシエイト株式会社 辻野 勝幸
インテリア丸信 小島 宜文
ウインズソフト株式会社 勝野 通
ウェブコンサルティングタテマツ 立松 直文
エイベックス株式会社 加藤 明彦
エルシード株式会社 森 みどり
エンプロ株式会社 野崎 晃
オアシス行政書士事務所 雑賀 昭
オークマ株式会社 則久 孝志
オーム電機株式会社 小関 茂
オンイット株式会社 永井 明彦
かがやき税理士 稲垣 靖
カギレスキュー24 山本 直樹
カネトク小塚青果株式会社 小塚 麻由美
カフェ&ダイニングバーPOPCORN 早川 佳孝
キーマン加藤 加藤 寿康
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会 社 名 氏　名
キキ株式会社 林 なつ子
ギター教室パイプライン 苗代澤 伸一
キングラン中部株式会社 桑原 格寿
くらしの衣料大沢屋 沢井 文男
グランドギャラリー 髙田 努
クロスクローバ株式会社 奥村 典弘
クロダイト工業株式会社 磯村 仁志
クロダイト工業株式会社 黒田 英嗣
コーヒーパーラー ミハル 伊藤 邦一
コオメイ工業株式会社 松永 忠嗣
ココノエフーズ株式会社 山本 晃司
コンドー産業株式会社 近藤 厚司
サシヨシ工業株式会社 加藤 智也
シバタテクノテキス株式会社 柴田 和明
シューカドー 渡邉 鉅基
シンセイ建設株式会社 深谷 啓治
シンテック株式会社 浦田 歩
スギ製菓株式会社 杉浦 三代枝
セブン企画 馬場 規子
ソニービジネスソリューション株式会社 渡辺 浩彰
タウン EV株式会社 杉本 祥郎
タスクール 渡邉 智浩
タツミ化成株式会社 山崎 伊佐雄
タツミ産業株式会社 山崎 宏文
トータルインテリアタケムラ 竹本 初美
トリイ株式会社 鳥居 宏臣
ナーリング発條株式会社 永井 啓浩
ナーリング発條株式会社 浅井 隆浩
なおきヘアー 高橋 直樹
パイミート株式会社 沓名 悟
はきものの野田仙 高木 麻里
ハッピーネット株式会社 黒川 裕司
びいず社労士 FP事務所 佐藤 文子
ひいらぎ社労士事務所 河野 多智子
ファイン･バイオメディカル 有限会社 池田 誠一
プリズム 小池 英樹
フルタ電機株式会社 古田 成広
ブレイントラストコンサルティング株式会社 高原 浩之
ベジ ･ビーオ 野口 亜希子
ホリアキ株式会社 石田 太郎
マーベリック･ウェブ･ワークス株式会社 阿部 和生
マツイ ･マネジメント ･オフィス 松井 督卓
マルイチ洋服 杉山 直人
マルワ株式会社 加納 正貴
マルワ株式会社 工藤 秀幸
マルワ株式会社 山田 慎介
マルワ株式会社 山田 崇雄
マルワ株式会社 若井 朋宏
マルワ株式会社 松岡 恭弘
マルワ株式会社 石井 浩
マルワ株式会社 石井 里永子
マルワ株式会社 川本 和宏
マルワ株式会社 増井 富枝代
マルワ株式会社 長谷川 潔
マルワ株式会社 長島 克男
マルワ株式会社 鳥原 久資
マルワ株式会社 土屋 新次
マルワ株式会社 藤田 あかね
マルワ株式会社 忍 幸洋
マルワ株式会社 浜本 弘二
マルワ株式会社 服部 勝之
マルワ株式会社 纐纈 伸太郎
みうら屋 三浦 秀夫
みのや 北村酒店 北村 茂彦
ミユキ通信工業株式会社 鳥居 広明
モンベール 豊島 直人
ヤマキ電器株式会社 伊藤 昌洋
ユアーチョイス～名古屋の学び舎～ 森 美香
レストラン音楽のように 堀 隆志
ロックスミス ･サイファ 水越 久弥
愛知県商店街振興組合連合会 安藤 元二
愛知発条株式会社 伊藤 慎也
旭屋衣料店 野田 和照
旭中部資材株式会社 酒井 美奈
安田電業株式会社 安田 一生
安藤技術安全コンサルタント 安藤 雅彦
一般財団法人日本最先端技術研究所 羽根田 晃
一般社団法人アスバシ教育基金 毛受 芳高
一般社団法人起業家支援機構 柴原 由佳
一般社団法人日本収納デザイン協会 杉田 明子
稲沢商工会議所 久納 昇辰
於大通り商店街振興組合 松崎 稔
横井経営技術研究所 横井 圭一
横山興業株式会社 横山 栄介
音羽電子システム株式会社 伊藤 尚弥
加藤宏税理士事務所 加藤 浩道
加藤式三郎商店株式会社 加藤 真理子
河﨑発條株式会社 河﨑 裕
株式会社 AK総研 後藤 健太郎
株式会社 ARU 水口 和美
株式会社 ASAKURA PRODUCE 淺倉 隆志
株式会社 CNP 新井 一平
株式会社DDR 安藤 竜二
株式会社DJK 名古屋ラボ 立道 和久
株式会社 Edge Creators 坂本 匡志
株式会社 FLYING 加藤 剛
株式会社 JAT 羽根田 晃
株式会社 LAS コーポレーション 高田 幸枝
株式会社 PEACE 伊藤 孝広
株式会社 TEKNIA 高橋 弘茂
株式会社 TEKNIA 松崎 成正
株式会社UTA 正門 律子
株式会社アイヴィーズ 田中 敬之
株式会社アイガ 坂井 徹
株式会社アイキューブテクノロジ 今井 嘉之

会 社 名 氏　名
株式会社アイコン 加藤 春視
株式会社あいち補聴器センター 天野 慎介
株式会社アイン 竹田 光一
株式会社アキズファイブ 岩田 明子
株式会社アクションパワー 大津 たまみ
株式会社アドホック 藤井 則次
株式会社アバイル 大森 貴宏
株式会社アンスコ 安藤 秀文
株式会社アンレット 横井 隆志
株式会社イナック 安藤 健也
株式会社イナック 重松 一郎
株式会社ヴィレッジクリエイト 大村 聖二
株式会社ウェイストボックス 鈴木 修一郎
株式会社エイエイエス東海 田中 博道
株式会社エープランナー 菅沼 之雄
株式会社エコ ･テクノロジー 加藤 政春
株式会社エコス 多和田 博
株式会社エニシードコンサルティング 萩須 清司
株式会社エムジー 森瀬 仁
株式会社エルシティ 酒井 信彰
株式会社オフィスナビ 小林 典史
株式会社カネミヤ 間瀬 隆夫
株式会社カネヨシ 鈴木 克尚
株式会社カラフルコンテナ 冨岡 万輝
株式会社かわばた 川端 安利
株式会社キクヤ花店 櫛田 政人
株式会社クイックス 近藤 恭輔
株式会社クリエイト ･プロ 粟野 政德
株式会社クリエイト ･プロ 奥村 美弥子
株式会社クリエイト ･プロ 後藤 礼宗
株式会社クリエイト ･プロ 山内 規弘
株式会社クリエイト ･プロ 徐 佳
株式会社クリエイト ･プロ 神尾 弘哉
株式会社クリエイト ･プロ 田中 利樹
株式会社クリエイト ･プロ 保坂 絵美
株式会社クリエイト ･プロ 櫻木 勇介
株式会社グルメストーリー 鈴木 信輝
株式会社コーセイ 伊木 利充
株式会社コーリツ 野島 義行
株式会社さくら 大西 文明
株式会社サポート ･チーム 渋谷 敏治
株式会社サンテック 青木 義彦
株式会社サンリンク 山田 雄也
株式会社ジェービーエム 鹿取 稔
株式会社システムクリエイト 稲垣 孝一
株式会社シンクスデザイニンングプロ 佐波 敬司
株式会社シンワ 中嶌 克桂
株式会社スカイ ･トラベル 小野木 尊正
株式会社スタジオドッグラン 高木 義昭
株式会社ゼットネット 井上 巧
株式会社セプラス 日々野 雄弥
株式会社セブングロース 中條 貴久
株式会社セラノスティック研究所 横田 充弘
株式会社タカハラコーポレーション 池田 みと子
株式会社ツアー･ステーション 加藤 広明
株式会社ツアー･ステーション 加藤 裕子
株式会社ツアー･ステーション 松見 美砂
株式会社ツアー･ステーション 西田 有美香
株式会社ティー･エス ･シー 小笠原 徹之
株式会社ディレクターズ 仙石 至
株式会社テクノソリューションズ 宮田 達也
株式会社トヨテック 小野 喜明
株式会社トライアーティスト 竹内 鉄平
株式会社トライアングルトラスト 安田 真浪
株式会社トライアングルトラスト 桒田 里絵
株式会社ニュー･サンワ 安達 洋平
株式会社ニワ商店 丹羽 一夫
株式会社ネオテック 岡田 功二
株式会社パイオニア風力機 川口 進
株式会社ハマダ工商 野上 敏治
株式会社ハモコ ･ジャパン 巴山 忠男
株式会社ハラタ 森田 訓志
株式会社ピース 伊藤 孝広
株式会社フジワラ 松島 敏博
株式会社フタバ化学 山本 優太郎
株式会社フタバ化学 志水 大輔
株式会社フタバ化学 畠 真一郎
株式会社ブランディング 信岡 徹也
株式会社ベルグリーンワイズ 野嵜 健
株式会社ヘルスケアシステムズ 瀧本 陽介
株式会社ホワイトインパクト 田内 英樹
株式会社マイセック 石井 裕
株式会社マクシス ･シントー 水野 敬三
株式会社マルダイスプリング 木村 好裕
株式会社ミムス 板倉 聖典
株式会社メイキコウ 渡邊 暁雄
株式会社メタルヒート 原 敏城
株式会社メディアトラスト 鬼頭 宏彰
株式会社ユニメック 飯田 和則
株式会社ライフク 伊木 崇了
株式会社ランド 川嶌 文夫
株式会社リバース 筧 一己
株式会社リンダイ 大矢 拓
株式会社ワコウ 藤田 和人
株式会社ゑびすや 冨田 博行
株式会社愛工機器製作所 川島 進
株式会社愛知リバイタル 鵜飼 康史
株式会社愛知リバイタル 坂部 力
株式会社愛知リバイタル 浅沼 貴紀
株式会社愛知リバイタル 田篠 秀行
株式会社愛和産業 今井 信昭
株式会社伊藤設計 榎戸 升成
株式会社磯村製作所 磯村 元威
株式会社稲沢機械製作所 栗本 貢
株式会社羽根田商会 佐藤 祐一

会 社 名 氏　名
株式会社永井水道設備 永井 伸治
株式会社遠州屋 長瀬 廣幸
株式会社岡田ガラス 岡田 実
株式会社加藤設計 加藤 昌之
株式会社河和 中村 守朗
株式会社蒲スプリング製作所 伊藤 晃輔
株式会社蒲スプリング製作所 井上 雄士
株式会社刈谷サンワ電化センター 稲葉 峯雄
株式会社丸昇 横井 忠
株式会社鬼頭精器製作所 安田 竜之介
株式会社鬼頭精器製作所 加藤 公司
株式会社鬼頭精器製作所 鬼頭 明孝
株式会社鬼頭精器製作所 吉村 洋恵
株式会社鬼頭精器製作所 三浦 孝文
株式会社鬼頭精器製作所 上田 裕太
株式会社鬼頭精器製作所 成瀬 将
株式会社鬼頭精器製作所 石田 健
株式会社鬼頭精器製作所 大原 裕也
株式会社鬼頭精器製作所 藤井 昇
株式会社吉浜人形 神谷 毅
株式会社居東屋 伊藤 巧
株式会社共栄発条 松永 芳明
株式会社共和熱処理 冨田 正徳
株式会社近藤機械製作所 近藤 信夫
株式会社金トビ志賀 志賀 重介
株式会社金原カッター 金原 好宏
株式会社五合 小川 宏二
株式会社光設備 西川 義章
株式会社高瀬金型 高瀬 喜照
株式会社三恵社 木全 俊輔
株式会社三光製作所 奥村 清志
株式会社三和 古澤 浩司
株式会社三琇ファインツール 鈴木 政幸
株式会社山彦 山田 博比古
株式会社小坂鉄工所 小坂 廣隆
株式会社小菅製作所 小菅 茂
株式会社小野鉄工所 小野 芳敬
株式会社昭和企画 榎本 和男
株式会社松栄電子研究所 王 焱
株式会社松山農産 後藤 恵美
株式会社松本糸舗 松本 一義
株式会社新星鋼業 下形 泰寛
株式会社新電力 ･ナビ 高須 宏樹
株式会社森田経営 森田 勝己
株式会社瑞木製作所 河原﨑 智章
株式会社瑞木製作所 河合 武史
株式会社瑞木製作所 内間 寛二
株式会社生方製作所 村田 至紀
株式会社大屋電子工業 大屋 福松
株式会社大篠建設 篠田 正洋
株式会社沢田工業 澤田 智行
株式会社知多半島ナビ 榊原 裕高
株式会社池戸製作所 池戸 賢治
株式会社池山メディカルジャパン 池山 紀之
株式会社中村自動車 中村 大輔
株式会社鳥越樹脂工業 森美 景
株式会社鳥居発条製作所 鳥居 浩
株式会社塚本印刷 塚本 胤男
株式会社坪井花苑 坪井 明治
株式会社渡辺 渡辺 広志
株式会社東栄超硬 坂井 真一
株式会社東郷製作所 宮原 聡
株式会社東郷製作所 石川 雅史
株式会社内職市場 石井 厚志
株式会社日新 田島 淑雄
株式会社日本電炉工業 今川 知也
株式会社八幡ねじ 鈴木 浩久
株式会社半谷製作所 半谷 眞一郎
株式会社富士ワールド 安藤 友一
株式会社富士機工 青山 慎一
株式会社服部商店 中山 芳和
株式会社平和電機 佐々木 正高
株式会社平和電機 野崎 要
株式会社宝竹 伊藤 秀哲
株式会社蜂須賀手袋 蜂須賀 隆之
株式会社北村製作所 品田 純男
株式会社堀田萬蔵商店 堀田 良夫
株式会社娘娘 関谷 裕治
株式会社名古屋コンサル 21 髙間 正俊
株式会社名古屋精密金型 渡邊 幸男
株式会社名光精機 水野 竜三
株式会社髙木化学研究所 高木 啓至
丸安ニット株式会社 伊藤 安則
丸河建築有限会社 河合 秀人
岩田佳久税理士事務所 岩田 佳久
岩本製菓株式会社 森 清次
輝創株式会社 前田 知宏
吉見顕税理士事務所 吉見 顕
共栄食品株式会社 小森 昌平
共和産業株式会社 森下 勇夫
協栄産業株式会社 大島 良和
協発工業株式会社 柿本 浩
協和工業株式会社 鬼頭 佑治
協和工業株式会社 久野 高嗣
興和精密工業株式会社 森田 哲夫
玉重 永田 和隆
玉野化成株式会社 鬼頭 和裕
金印株式会社 小林 一光
金山化成株式会社 一柳 典行
金物と工具のショップハーツカネショウ 近藤 一磨
建装工業株式会社 浦田 匡真
原田車両設計株式会社 原田 久光
広小路商店街振興組合 宇佐見 泰弘
江南発條株式会社 服部 俊彦
行政書士小嶌俊志事務所 小嶌 俊志

会 社 名 氏　名
香ノ木住建 香ノ木 政博
高千穂産業株式会社 中尾 俊彦
高田商事株式会社 高田 正男
高浜工業株式会社 鈴木 雅基
高浜市商工会 稲吉 德雄
高浜電工株式会社 高桑 雄司
合資会社岩野建築設計事務所 國立 豊次
合資会社不二商会 都築 孝雄
佐藤孝也税理士事務所 佐藤 孝也
佐野経営研究所 佐野 敏幸
菜食健美美卯 宮本 美都子
阪野測量登記事務所 阪野 照定
三浦恒税理士事務所 三浦 恒
三鷹製版株式会社 鷹巣 太地
三陽株式会社 今井田 尚久
三和株式会社 朝日 和夫
三和株式会社 鈴村 清
山竹合資会社 竹内 幹二
山本機料株式会社 杉山 修一
司法書士 ･行政書士 ･土地家屋調査
士 川崎事務所

川崎 晃

市川博久税理士事務所 市川 博久
市田屋 杉浦 正義
寺尾省介税理士事務所 寺尾 省介
寿金属工業株式会社 久保 忠継
寿金属工業株式会社 鳥居 慶輔
住田電気株式会社 住田 鉄男
勝友香梨行政書士事務所 勝 友香梨
昌和工業株式会社 風岡 明憲
松栄印刷株式会社 伊藤 政美
松嘉商店 松本 敬一郎
松清本店合資会社 林 茂夫
松本産業株式会社 松本 章
新光産業株式会社 中條 新輔
深津紡績合資会社 深津 尚宏
杉浦味淋株式会社 杉浦 嘉信
精進料理 手打ちそば 瀧本店 瀧 千秋
税理士法人青葉会 加藤会計事務所 加藤 徹朗
税理士法人 Bricks&UK 梶浦 潮
税理士法人マイスター 河野 富彦
石川税理士事務所 蓬田 陽子
石嶽石工業有限会社 楠名 百合子
赤坂屋食堂 馬場 勇
千代田電子工業株式会社 村田 哲康
川上産業株式会社 杉山 彩香
川端建設株式会社 川端 清嗣
曽田寛貴税理士事務所 曽田 寛貴
早川仁税理士事務所 早川 仁
相羽ばね工業株式会社 相羽 克俊
村田マネジメント 村田 芳信
太美工芸株式会社 野田 哲也
大須観音通商店街振興組合 杉原 正晃
大須商店街連盟 今井 富雄
大須商店街連盟 中野 浩幸
大須新天地通商店街振興組合 前田 勝夫
大須仁王門通商店街振興組合 伊与田 裕久
大成公務株式会社 渡辺 大祐
大津鉄工株式会社 大津 尚彦
大嶋経営提案事務所 大嶋 浩敬
大同ばね株式会社 小粥 光倫
大日コンクリート工業株式会社 鈴木 忠明
大有コンクリート工業株式会社 川中 洋太郎
大和エネルフ株式会社 井上 明彦
大和エネルフ株式会社 下別府 正樹
大和エネルフ株式会社 河路 貴哉
大和エネルフ株式会社 笠本 広幸
大和エネルフ株式会社 宮地 晶義
大和エネルフ株式会社 山野 久志
大和エネルフ株式会社 上田 範彦
大和エネルフ株式会社 神谷 勉
大和エネルフ株式会社 大村 実法
大和エネルフ株式会社 長谷川 甲子男
大和エネルフ株式会社 峠 貴斗
大和工業株式会社 遠藤 定道
知多牛 月ノ宴 大沢 正博
知立機工株式会社 豊田 弘
地域産業政策研究所 冨永 和良
池原敏郎中小企業診断士事務所 池原 敏郎
茶久染色株式会社 今枝 憲彦
中央交通株式会社 大和 直樹
中央工機株式会社 山田 信行
中京会計伊藤圭太税理士事務所 伊藤 圭太
中国飯店 武澤 秀隆
中津川包装工業株式会社 大辻 誠
中島特殊鋼株式会社 中島 利一
中日精工株式会社 森久 宏
中部復建株式会社 森田 高尚
中庸スプリング株式会社 遠藤 俊幸
中庸スプリング株式会社 沓名 篤史
中庸スプリング株式会社 川隅 久貴
中庸スプリング株式会社 本間 直人
中庸スプリング株式会社 林 俊行
長江紙器株式会社 長江 晃
長瀬電気工業株式会社 屬 ゆみ子
東海ストラテジックマネジメント 大谷 武史
東海金属工業株式会社 青木 照護
東洋電機株式会社 清水 純一
東洋電機株式会社 傍嶋 里佳
東洋電機株式会社 髙橋 義人
東洋発条株式会社 小笠原 政則
藤ヶ丘中央商店街振興組合 山田 直之
藤市酒造株式会社 加藤 陸郎
特定非営利活動法人障害者支援わっ 久永 美規
内外物産株式会社 伊藤 晴敏
日高計量士事務所 日高 鉄也
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会 社 名 氏　名
日商ビニール株式会社 鬼頭 和男
日進医療器株式会社 綾口 義徳
日進医療器株式会社 亀野 敏志
日進医療器株式会社 森永 浩規
日進医療器株式会社 服部 一希
日進医療器株式会社 鈴木 康太
日之出株式会社 松本 百合子
日本アドバンストリーダーズソフト
ウェア株式会社

柴田 隆昌

日本ウエス株式会社 内田 知宏
日本ミクニヤ株式会社 野中 温子
日本街路灯製造株式会社 後藤 潤一郎
熱田神宮前商店街振興組合 金田 忠久
白井琢也公認会計士事務所 白井 琢也
八王子商店街 昭和支部 前田 るり
八十島プロシード株式会社 大谷 基
尾頭橋商店街振興組合 林 立男
美吉建設株式会社 吉川 貴祥
服部工業株式会社 服部 孝紀
米津晋次税理士事務所 米津 晋次
碧香堂 加藤 美千代
豊橋糧食工業株式会社 伴野 乙彦
豊橋糧食工業株式会社 伴野 公彦
豊田まちづくり株式会社 杉浦 容子
豊明市商工会
北川ダイヤモンド工業株式会社 北川 大輔
磨理書房 片桐 栄子
万松寺通商店街振興組合 堀田 聖司
名興発條株式会社 刈谷 国男
名興発條株式会社 恒川 弘通
名古屋フィルター販売株式会社 金子 由典
名古屋市西区押切町商店街振興組合 鈴置 鑛市
名東産業株式会社 東郷 元伸
麺屋久兵衛 長屋 優一
木下精密工業株式会社 木下 治彦
木曽興業株式会社 権田 泰之
友澤木工株式会社 加藤 弘枝
有限会社MGJ 松尾 篤
有限会社エスティ 佐野 雅紀
有限会社オーディーエー 小田 盛治朗
有限会社オーパ ･クラフト 福庭 正宏
有限会社キットカッター 山崎 真嗣
有限会社キットカッター 山本 由美子
有限会社キットカッター 富田 直美
有限会社サン樹脂加工 磯村 太郎
有限会社トヨタ農産 山田 洋介
有限会社ピコデバイス 津田 孝雄
有限会社ユニオーク 大野 勝藏
有限会社ワンクリックアイティー 大嶋 宣人
有限会社起業経営研究所 小坂 英雄
有限会社金原商店 金原 正芳
有限会社高棚テクニカル 細川 ゆうこ
有限会社坂本商会 坂本 英起
有限会社山水園 岡嶋 伸夫
有限会社小金屋商店 金子 和男
有限会社小川屋米穀店 小川 潤
有限会社松屋商店こめ蔵パトス 近藤 三奈
有限会社松屋商店こめ蔵パトス 近藤 正章
有限会社村田商店 村田 芳信
有限会社胎児生命科学センター 鈴森 薫
有限会社八百正住宅機器 鈴木 真一
有限会社服部庭園 服部 勝之
有限会社豊田調剤薬局 黒土 大介
有限会社鈴木反毛工場 鈴木 優介
余合ホーム&モビリティ株式会社 毛受 寛貴
理容むらかみ 村上 三雄
理容室コウダ 香田 正良
鈴木健哲税理士事務所 鈴木 健哲
六番町商店街振興組合 杉浦 茂
國光スプリング工業株式会社 磯部 敦

奥谷 弘和
横江 光代
速田 義博

三重県
R&C 経営戦略研究所 渡邊 憲一
YUKI ビジネスサポート 前野 優紀
エステートケミカル株式会社 篠原 真吾
おおしま家大工店株式会社 大嶋 健吾
オキツモ株式会社 木村 直史
おぼろタオル株式会社 加藤 勘次
グライドデザインラボラトリーズ 後藤 新太郎
合資会社オフィスエムツー 籾山 征也
コーワ工業株式会社 髙北 和司
サロン ･ド ･チカ 中西 千佳子
しぼりや 伊藤 峰子
しんまち鍼灸接骨院 阿比留 幸栄
フジ建材株式会社 伊藤 貴範
ふとんの橋本 橋本 京子
フリーダムバリュークリエイション 井上 裕喜
ミナミ産業株式会社 南川 勤
旭鍍金株式会社 藤川 勝彦
株式会社 BEE TRUST 伊達 百合香
株式会社いなべサポート 伊藤 伸司
株式会社エース設備 国吉 修司
株式会社シリックス 竹ノ内 健二
株式会社セキナンメタルワーク 服部 智之
株式会社タートルエデュケーション 臼田 五月
株式会社タケカワダイヤツール 竹川 博子
株式会社ディーグリーン 東 城
株式会社みつわポンプ製作所 小林 三郎
株式会社みのや 白木 正志
株式会社伊藤製作所 伊藤 澄夫
株式会社加藤機械 加藤 剛
株式会社三重木型製作所 森 大介

会 社 名 氏　名
株式会社松阪マルシェ 廣地 正行
株式会社青山製作所 青山 啓一
株式会社川合鉄工所 川合 弘士
株式会社浅井農園 浅井 雄一郎
株式会社大安製作所 藤田 和也
株式会社大戸 大戸 純夫
株式会社東亜機工 水谷 俊晶
桑名精工株式会社 竹内 敏夫
後藤越郎税理士事務所 後藤 越郎
鴻鵠電気工業 柴田 聖
合資会社オフィスエムツー 籾山 征也
松井機工有限会社 森 里恵
森寺工機株式会社 森寺 浩一
水谷総合事務所 水谷 公孝
西岡公認会計士事務所 西岡 朋晃
中部産商株式会社 井上 幸次
朝日土木株式会社 南 哲生
東邦エンジニアリング株式会社 鈴木 辰俊
特定非営利活動法人 a trio 山口 友美
北勇人税理士事務所 北 勇人
万協製薬株式会社 松浦 信男
有限会社イトーファーマシー 伊藤 美知
有限会社久政 橋爪 政吉
有限会社三輪鉱油 阪口 昌孝
有限会社藤総製陶所 藤井 健司

水野 克則

滋賀県
ミャクアートスタジオ 勝井 寛昭
ヤマジックス株式会社 世羅 武志
株式会社エフレボ 藤野 智幸
株式会社カネク 久保田 九
株式会社クレメンツァ 畑 信好
株式会社グローレ 中村 奈穂子
株式会社ナカサク 中作 佳正
株式会社ネオス 平沢 守
株式会社創 村上 肇
株式会社大生産業 梅村 忠生
株式会社日吉 Palani 

Sundaram
株式会社日吉 河村 紀衣
株式会社日吉 西野 優
株式会社日吉 石浦 安澄香
株式会社日吉 米須 勇貴
株式会社日吉 片岡 亮輔
株式会社日吉 北野 友紀
株式会社日吉 堀江 怜平
株式会社日吉 立野 誠子
株式会社豊彩苑 山本 浩治
丸三工業株式会社 丸 直樹
企業組合 STEP-21 川嶋 眞生
山科精器株式会社 大日 常男
滋賀県よろず支援拠点 北村 省一
川重株式会社 川瀬 重雄
田中嘉明税理士事務所 田中 嘉明
日光精器株式会社 上村 明
日本テクノマネジメント 土山 嘉雄
能勢鋼材株式会社 清水 励
平安製作所 高橋 鉄次
有限会社マルサ 川島 学
有限会社案浦製作所 案浦 英行
有限会社第一観光サービス 田中 尚仁

京都府
+Café 岡田 京
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 可知 直芳
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 春山 佳亮
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 小林 一成
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 森本 三紗
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 斉藤 昇
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 川西 秀樹
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 塚本 絢子
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 塚本 壽
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 的場 智彦
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 渡辺 良夫
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 片岡 浩子
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 本庄 知亜紀
CONNEXX SYSTEMS 株式会社 本田 春華
ROCA 株式会社 四方田 優子
ROCA 株式会社 人羅 俊実
アイ ' エムセップ株式会社 伊藤 靖彦
アイ ' エムセップ株式会社 稲本 知弘
アイ ' エムセップ株式会社 錦織 徳二郎
アイ ' エムセップ株式会社 国広 卓生
アイ ' エムセップ株式会社 大畠 誠司
アイ ' エムセップ株式会社 辻村 浩行
アクアフェアリー株式会社 相沢 幹雄
ウェルコ株式会社 白山 智香
エイキット株式会社 小西 大
エイキット株式会社 内藤 淳子
オーファスプランニング 21 岩木 康太朗
オフィス KIBOU 柿原 泰宏
カメラの大川 大川 眞
クリエイション ･コア京都御車 山戸 俊幸
ジールアークス株式会社 川合 俊哉
セムテックエンジニアリング株式会社 加藤 隆三
セムテックエンジニアリング株式会社 河崎 知嗣
テクノロジーシードインキュベー
ション株式会社

徃西 裕之

ナカムラポートリー株式会社 中村 五六
ハムス株式会社 宮地 康次
パン工房 風いろ小麦 向井 一仁
ミクロ精工 岡崎 隆
モッソ合同会社 牧野 真也
界面反応成長研究所 大鉢 忠

会 社 名 氏　名
株式会社DIY STYLE 森本 隆
株式会社 Eテックス 武智 淳一
株式会社 FUKUDA 福田 喜之
株式会社OPMラボラトリー 廣田 敦司
株式会社 SOBA プロジェクト 乾 和志
株式会社 TIKUSON 竹村 一鷹
株式会社アーダ 田中 尚
株式会社アウルコーポレーション 沖田 康彦
株式会社イージー 岸本 栄司
株式会社エーディーディー 木成 宏文
株式会社エスエヌジー 宮本 利一
株式会社エスエヌジー 白鴻 志
株式会社カシフジ 樫藤 達郎
株式会社カスタネット 植木 力
株式会社クレバー 山本 潤三
株式会社クロスエフェクト 王森 平
株式会社コーシン 恩田 健帥
株式会社コスモテック 佐土 剛
株式会社ジェイ ･ビー･シー 中西 元章
株式会社ジェイシーエム 篠原 寛
株式会社シミウス 今崎 貴弘
株式会社チェンジ ･アップ 荒尾 千春
株式会社トクショウ工業 德田 洋典
株式会社トクナガ 德永 佑介
株式会社ナールスコーポレーション 吉岡 龍藏
株式会社ナールスコーポレーション 松本 和男
株式会社ナールスコーポレーション 多胡 潤
株式会社ナールスコーポレーション 多胡 彰郎
株式会社ナールスコーポレーション 中川 賢一
株式会社ナガラ 西村 進
株式会社ナンゴー 蓬田 青路
株式会社ファーマサイエンス 高橋 なしか
株式会社ファーマサイエンス 山根 修一
株式会社ファーマサイエンス 植田 康浩
株式会社ファーマサイエンス 田子森 聰
株式会社ファーマサイエンス 𠮷山諒
株式会社ファミリープリン 太田 成人
株式会社マルテツ 原田 正大
株式会社ムラタ瓦 村田 良智
株式会社ヤマシナ 古川 泰司
株式会社ワーキングショップ三徳 藤熊 正則
株式会社井筒八ッ橋本舗 津田 陽輔
株式会社宇治吉田運送 吉田 實子
株式会社岡野組 岡野 真之
株式会社花駒 上野 雄一郎
株式会社魁半導体 土田 智史
株式会社丸嘉 小畑 隆正
株式会社京都マテリアルズ 山下 正人
株式会社今長 齊藤 寬之
株式会社坂製作所 坂 栄孝
株式会社坂製作所 坂 和孝
株式会社森モータース 森 進治
株式会社西川紙業 西川 佐織
株式会社西嶋製作所 西嶋 亜紀彦
株式会社西嶋製作所 石原 直人
株式会社浅田可鍛鋳鉄所 浅田 康史
株式会社丹波豆福堂 森澤 俊彦
株式会社丹波豆福堂 森澤 伸一
株式会社長濱製作所 立入 一晃
京久御山 文禄庵 葭谷 武洋
京都飲料株式会社 藤本 守
個紋株式会社 寺本 哲子
五明金箔工芸 五明 久
公正産業株式会社 衣川 浩二
三善工芸株式会社 小林 重之
三和タオル製織株式会社 藤田 文昭
市原会計エスエムエス株式会社 市原 洋晴
社会保険労務士たちばな事務所 橘 雅恵
洲崎鋳工株式会社 洲崎 章弘
秀和株式会社 奥 敏郎
小野甚味噌醤油醸造株式会社 小野 恵理子
小野甚味噌醤油醸造株式会社 小野 甚一
森末企画 森末 祐二
清水仁公認会計士事務所 清水 仁
税理士法人みゆき 川原 正男
泉工業株式会社 福永 均
早蕨山荘 赤政 福永 隆至
大東寝具工業株式会社 大東 利幸
谷税理士法人 谷 明憲
天の酒喰 食房 松田 光正
天の酒喰 食房 竹山 昌弘
東洋ライト株式会社 畑秋 宏
藤本製作所 藤本 伸治
二九精密機械工業株式会社 松本 光彦
日邦プレシジョン株式会社 藤井 高志
入口純子税理士事務所 入口 純子
富宏染工株式会社 藤井 友子
物種会計事務所 物種 健吾
未利用資源事業化研究会 河野 武平
有限会社エイチ ･アイ ･テクノス 浜野 孝平
有限会社クオリス 篠崎 有紀
有限会社ケーアイエスコミュニケー
ションズ

小笠原 正樹

有限会社ブランドファクトリー 立石 剛
有限会社太田商店 太田 幸典
有限会社大和塗装 辻本 学
有限会社塚口鉄工所 塚口 晃夫
有限会社藤岡工務店 藤岡 裕英
有限会社日双工業 村上 智広
萬鳥料理 雉祥 中村 哲

大阪府
A&P サイクルシステム株式会社 渡部 浩二
AIC 株式会社 金崎 定男
APATERO 長田 航

会 社 名 氏　名
ash-argent DESIGN STUDIO 田村 志帆
ato design Office 横山 智子
Bar ヨコワケテリー 今津 秀一
C3マーケティング株式会社 山下 健一
CCS サポート株式会社 冨田 かおり
CUCINA Kasai 笠井 宏之
Dacha Concept Co.､ Ltd. 北川 ワタル
DONUT DEPT 中尾 紀子
EV大阪 上杉 恭一
FMBコンサルタンツ株式会社 上地 弘恭
FMP社会保険労務士事務所 近藤 小百合
FP Office Tomorrow 下村 啓介
FP デザインラボ 長尾 公二
FP 事務所熊家 大熊 信行
HAPPY LEAF 藤井 円
Heartful 伊藤 幸子
ICat Corporation Managing 西願 雅也
IS 司法書士事務所 脇田 直之
ITY 株式会社 岩城 達夫
Just Consulting 前田 節
KENKO 小嶋 康太
life color 田中 まさこ
MBA Cafe & DiningBar 山上 忠彦
Mixstyle Inc. 清水 克敏
Ms.corporation 中野 栄
N.T. トータルケア株式会社 高橋 太朗
Office Heart Rock（オフィス ハート
ロック）

野間 信行

OFFICE 山本 山本 忍
OHSHIN Co.､ Ltd 藤田 剛
SAZPlanning 有限会社 佐藤 浩和
smat 工研 金岡 昭治
SST 設計開発センター株式会社 村田 和彦
STARS 松原 尚行
Study Partner 八木 政勝
Takahashi 株式会社 髙田 拓
Tetu&Sun 近藤 みさよ
Tetu&Sun 近藤 紘正
Tetu&Sun 夫津木 千秋
T's ☆ Diner 寺川 裕之
アースオート 玉岡 日出樹
アートディスプレイ株式会社 安藤 邦昭
アーバン不動産投資 安田 成弘
アイエスセブン法務事務所 中道 一成
あきら製菓 金岡 晃
アクティブ行政書士法人 村上 学
アクテック株式会社 松本 高人
アズマ労務管理研究所 東 繁
あずみ 金丸 三郎
アチーブ人財育成 諌山 敏明
アットプリント 芝田 裕子
アティックフェイス 顯谷 敏也
アボカド屋 山内 直人
アミリス合同会社 中根 由美子
アミリス合同会社 萩野 和良
アラム株式会社  福井 淳也
アルカディア知財事務所 垣木 晴彦
アンドール株式会社 青木 悠祐
イーシーテクノ株式会社 森下 修二
イチイ有限会社 市位 政嗣
イトマン株式会社 赤木 友香
ウェルトーン株式会社 小河 守
ウツミリサイクルシステムズ株式会社 内海 正顕
エーラック 林 光佐子
エーラック 林 正典
エクスポート ･ジャパン株式会社 高岡 謙二
エコソリューション株式会社 田中 竜蔵
エタニティラボ 岡崎 永実子
エン ･プランニング 井上 典幸
エンゼルキャピタル株式会社 細川 直正
エンゼルキャピタル株式会社 小橋 純人
エンゼルキャピタル株式会社 難波 武史
おいでや 丸目 秀樹
オートマチックトレード株式会社 松村 博史
かごめ商会 日高 昭二郎
カタシモワインフード株式会社 高井 利洋
株式会社女ゴコロマーケティング研究所 木田 理恵
カルム建築工房 黒石 あゆみ
ガレージ ･カラベル 桑水流 智泰
カワソーテクセル株式会社 中道 有紀
キックオフ関西 空 智浩
キャラクタースタイル研究所 甲木 有紀
ぎょうざ工房 ひげ 清水 一弘
クラレリビング株式会社 松原 秀樹
クレアネット 谷 美輝
クレインベーカリー 松本 さよ子
クレインベーカリー 松本 夏子
クレインベーカリー 松本 治己
クレハエラストマー株式会社 伊藤 隆道
グンジ株式会社 郡司 つぶら
グンジ株式会社 郡司 直緒美
ケイ ･エイチ工業株式会社 平野 祥之
ケミセル株式会社 森 千歳
ゴールデンダンス株式会社 真崎 瑛
コタニ化学工業株式会社 小谷 孟
コバヤシ産業株式会社 山根 治夫
コヒラ保険事務所 小平 賢一
コラボレックス株式会社 岸野 浩通
ザイシ工業株式会社 爰川 正紀
サイモ技研株式会社 齊藤 裕久
シンク株式会社 新川 高広
スキルインフォメーションズ株式会社 杉本 浩
すこやかキッチン合同会社 下山 能一
すこやかキッチン合同会社 泉 安生

CW6_A5148D92.indd   768 2014/07/24   10:58:50



2014 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan

表
紙
掲
載
者
一
覧

769中小企業白書 2014

会 社 名 氏　名
ストラテジック ･コンサルティング
合同会社

松本 孝徳

ストレックス株式会社 真下 良平
スマートユニット一級建築士事務所 永井 清高
スリーステップ 苅谷 由佳
せりざわ精機株式会社 芹澤 正博
せんしん経営コンサルティング 桑山 吉嗣
セントウェル印刷株式会社 中井 利夫
ダイサン株式会社 竹田 哲之助
タツタジャム 立田 委久子
タツタジャム 立田 有紀子
チプレッソ 南野 利夫
チャットワークアカデミー株式会社 加藤 利彦
ちりちりばんばん 中井 青
つながり合同会社 斉藤 晃
テクノグリーン株式会社 古座谷 隆史
デザイン&プロモーション Lapis 新田 昌恵
ナカエマ自転車店 仲栄真 盛和
ナックス株式会社 草加 俊幸
なにわ法律事務所 大西 隆司
ニッケン建物管理株式会社 木村 政典
ニッコー電機株式会社 遊佐 肇
ニ一ゴ - 株式会社 アグス

ナー ウィーラ
ハマトシャ
ギール

ハシヅメアーキテック 橋爪 瑞貴
ハシヤ機工株式会社 橋屋 孝一
パティスリーワイスタイル 横山 由樹
パナソニックソリューションテクノ
ロジー株式会社

岡本 直樹

パナソニックソリューションテクノ
ロジー株式会社

津野 盛和

バ一ストウザファンズ株式会社 安藤 栄一
ビープラスシステムズ株式会社 石井 桂子
ビジネスウイン株式会社 桝田 隆史
ひじや法律事務所 土屋 裕道
ビストロ ･リッペ 中尾 匡宏
ひまわり法務 FP事務所 中野 庸起子
ピュアフラワー株式会社 塩田 潤一郎
ピュアフラワー株式会社 塩田 明美
ファインフーズ株式会社 西村 正彦
フェザー株式会社 浅野 正司
フェローシップ 御手洗 賢秀
ブランケネーゼ株式会社 東 忠男
ブレファ 角谷 重典
フローラル花美 松浦
フロレスタ阪急茨木店 岡村 志保里
フロレスタ阪急茨木店 内海 清亘
ホーム株式会社 大薮 孝志
ポッシュデコ有限会社 田中 彰
マグテック株式会社 植村 浩
マジカ株式会社 山中 晋
マツダ株式会社 高祖 琢二
マツダ紙工業株式会社 前西 隆男
マリラニ ファクトリー 島崎 ま里
マルイチエクソム株式会社 大黒 勇気
メイホウ株式会社 立華 千容子
メンタルキャリアデザイン開発協会 瀬川 菜月
モノプラス株式会社 大音 和豊
もりもと特許事務所 森本 なおゆき
モンオール 福井 博子
モンオール 福井 麻美
ユーテック株式会社 波多野 繁
リープブリッジ VJ 中小企業診断士
事務所

杉浦 直樹

リンクエイジ株式会社 藤田 俊
れいあうと ･にっしん株式会社 名倉 信一
ワイズコンサルティングオフィス 山下 晶
ワイスタイル 森岡 映莉子
ワイスタイル 平川 由麻
安田コンサルティング 安田 勝也
安田国際特許事務所 安田 久
井上鋲螺工業株式会社 井上 峰二
一斤屋 小島 美沙
一般社団法人ヒューマニティシェア 信本 一樹
一般社団法人ヒュ一リツトMF 石井 幸雄
一般社団法人関西中小企業運営支援
協議会

前田 收

一般社団法人軍師アカデミー 大島 康義
一般社団法人日本電気協会新聞部 内藤 隆文
因幡電機産業株式会社 岡﨑 好宏
飲食店向上委員会 いがた つよし
益岡産業株式会社 益岡 義啓
榎本善夫税理士事務所  榎本 善夫
王様のスプーン 橋本 篤子
岡田装飾金物株式会社 川久保 祐貴
恩地食品株式会社 奥村 雅彦
科学機器サポート 杉村 康夫
科学機器サポート 杉村 洋子
河合税理士事務所 河合 由紀子
河新株式会社 河井 雅史
花岡茂税理士事務所 花岡 茂
介護住宅設備株式会社 泉谷 隆士
角南会計労務事務所 角南 則幸
株式会コムラ製作所 村松 元樹
株式会社 COMFORT LAB 椋本 満
株式会社 Cultivo 油良 雅仁
株式会社 G'Style 増田 雄市
株式会社 JAPAN STAR 池田 博毅
株式会社 J-Collection 菅沼 美樹
株式会社 JP コーポレーション 野島 浩正
株式会社MIS 石原 教章
株式会社MKオフィス 川原田 雅俊
株式会社MK翻訳事務所 梶木 正紀

会 社 名 氏　名
株式会社OfficeM 本田 麻里
株式会社 R&P 北村 勇希
株式会社 S･S･M 上野 公嗣
株式会社 Shuka Berry 前川 あゆ
株式会社アークス不動産コンサル
ティング

深澤 俊男

株式会社アーテック ･ジャパン 阿部 哲也
株式会社アイキャット 十河 基文
株式会社アサノ建設 浅野 エツヤ
株式会社アスカカンパニー 石垣 巌
株式会社アソポリ 新井 和寿
株式会社アム 三瀬 秋男
株式会社アンテナ 吉井 雅俊
株式会社イグアス 山西 亮太
株式会社インターフォワードシステムズ 中本 久美
株式会社ウィレンス 島ノ内 英久
株式会社ヴェック 曽利 光裕
株式会社ウェブシャーク 木村 誠司
株式会社ウェルキャット 谷口 勧
株式会社うの屋 宇野 弘明
株式会社エイコー食品 佐藤 勝彦
株式会社エーアイシステム 衛藤 俊廣
株式会社エービーエス 川本 哲也
株式会社エービーエル 鬼辻 麻衣
株式会社エービーエル 西村 朱加
株式会社エクス 久保 公一
株式会社エコインターナショナル 半田 貴子
株式会社エス ･エッチ ･ティ 吉森 平
株式会社エビス製袋所 三原 敬二郎
株式会社エピット 大森 一弘
株式会社エムジェイテック  田頭 良拓
株式会社エムズメンテ 平井 清隆
株式会社オカダ 岡田 和夫
株式会社おけや 吉田 篤
株式会社オネスティ 照屋 優
株式会社カサバージャパン 立岡 武
株式会社カルチャーエクスプレス 池田 英彦
株式会社カワキタ 河北 一朗
株式会社カントー 和泉 定広
株式会社キャピタルワークス 福井 けんと
株式会社グッドシング 大谷 一哉
株式会社グリーンプラス 青木 真吾
株式会社グリッド技研 平田 徹
株式会社クロア ･ドール 奥田 英二
株式会社クロフーディング 永田 敦哉
株式会社クロフーディング 下曽山 若菜
株式会社クロフーディング 亀井 仁
株式会社クロフーディング 高橋 希
株式会社クロフーディング 高橋 美帆
株式会社クロフーディング 黒岩 功
株式会社クロフーディング 三宅 裕也
株式会社クロフーディング 松本 大
株式会社クロフーディング 常次 健太
株式会社クロフーディング 西野 和也
株式会社クロフーディング 長友 香織
株式会社クロフーディング 田口 碧
株式会社クロフーディング 藤野 香織
株式会社クロフーディング 武田 由香
株式会社クロフーディング 平井 孝宜
株式会社ことば研究所 和田 利之
株式会社コンゴー 清水 淳史
株式会社サカタ 坂田 茂雄
株式会社サクラクレパス 西村 彦四郎
株式会社サンテック 新森 博
株式会社サンフォレスト 林 謙一
株式会社シアル 大竹 基之
株式会社シートデバイス開発 嶺川 敦彦
株式会社シーマ ･ネット 正木 亮介
株式会社システムクリエイト 塚原 康晴
株式会社ジュピターテレコム 樽見 泰輔
株式会社シントニア 山邉 恵三
株式会社スニップ 清水 幸樹
株式会社スミレ工作所 萩原 高明
株式会社スリーエフ技研 加藤 敏男
株式会社セイプロダクション 片山 光祐
株式会社セカンドセレクション 井村 喜洋
株式会社ゼック ･エンタープライズ 長尾 朋成
株式会社ソフト99コーポレーション 谷本 工
株式会社ソリッドツール 船越 雅人
株式会社デイリー社 丸居 慶子
株式会社デイリー社 佐伯 麻里
株式会社デイリー社 松井 一広
株式会社デイリー社 領家 一輝
株式会社デジック 上野 雅弘
株式会社ナイスマックス 棘 宗彦
株式会社ナクト 長尾 英知
株式会社ニッサチェイン 岡本 光正
株式会社ニッセイシーエスティー 阿部 孝男
株式会社ニテコ図研 田中 龍志
株式会社ネクストサイエンス 桑原 健
株式会社ネクストフェイズ 東川 仁
株式会社ネットテン 井上 智子
株式会社バーテック 末松 仁彦
株式会社ハナテックコンピュータシステム 花木 慎二
株式会社ピアトゥピア 中村 元義
株式会社ビジネスアシスト 大谷 誠司
株式会社ファィン ･サポート 宮﨑 進
株式会社ファィン ･サポート 高塚 耕三
株式会社プールアヴェニール 振津 美沙
株式会社プールアヴェニール 西岡 いづみ
株式会社フジキン 町井 省文
株式会社プラスハート 山本 修二
株式会社フリート 小林 博
株式会社プロアシスト 生駒 京子
株式会社フロントクロス 渡辺 晃仁

会 社 名 氏　名
株式会社フロントクロス 木下 久義
株式会社フロント研究所 𠮷川彰一
株式会社フロント研究所 𠮷川進一
株式会社ベンチャーコンサルタント 寺田 勝紀
株式会社ボーン ･クラブ おかきた まり
株式会社マーズ ･シックスティーン 北山 友之
株式会社マイベルコンサルティング 小柴 学司
株式会社マシン三洋 堤中 徹
株式会社マスパック 増田 昭雄
株式会社マックシュプール 林 麻夕美
株式会社マネジメント ･ラ一二ング 久保田 康司
株式会社マルカン 松本 幸彦
株式会社ミチバタ 道端 俊彦
株式会社ミッションラーニング 上田 真士
株式会社メディノベーションラボ 石井 健一
株式会社もぐら 新井 俊一
株式会社ユーズテクノ 折内 寛志
株式会社ユニオンシンク 大東 昌央
株式会社ユニックス 苗村 昭夫
株式会社ユニティ 山下 優之
株式会社ライフコーポレーション 佐藤 研
株式会社ライフコーポレーション 小林 昭太
株式会社レイ ･クリエーション 長野 仁志
株式会社レイ ･クルーズ 三木 正孝
株式会社ロイスエンタテインメント 孫 郁清
株式会社ロダン 21 横田 久美子
株式会社ロダン 21 品川 隆幸
株式会社ワイ ･ドライブ 中本 幹也
株式会社ワイズテック 山下 裕司
株式会社医療福祉プランニング 一ノ瀬 孝
株式会社永田製作所 永田 弘
株式会社園田製作所 園田 隆博
株式会社加島 加島 裕次
株式会社加納 上村 明
株式会社関西石油製品販売 川南 幹雄
株式会社菊川モータース 菊川 昇
株式会社吉武工務店 吉田 丈彦
株式会社宮市商店 宮崎 真典
株式会社共伸技研 加藤 克典
株式会社共同 生田 博幸
株式会社共立ヒートテクノ 山川 功
株式会社共和商会 志賀 盛孝
株式会社極東ブレイン 斉藤 敏雄
株式会社九飛勢螺 新城 公生
株式会社古川工業 古川 久美
株式会社幸蔵 岩田 貴代
株式会社幸蔵 福井 裕介
株式会社綱専 田中 美枝子
株式会社細川製作所 荻原 吉展
株式会社阪井金属製作所 阪井 博史
株式会社三栄金属製作所 山下 裕司
株式会社三村工作所 三村 純一
株式会社山元紙包装社 山元 久良
株式会社山崎 山崎 攻
株式会社山田製作所 吉岡 来
株式会社山田製作所 山田 茂
株式会社寺地実業 寺地 豪
株式会社小西金型工学 小西 修史
株式会社松利 松田 健二
株式会社松利 KIGARUNET 松田 健二
株式会社醸界タイムス社 鶴田 雅史
株式会社新日本テック 中嶋 章二
株式会社新日本テック 和泉 康夫
株式会社森本組 山口 慎一
株式会社神明工業 本田 栄潮
株式会社水谷製作所 小笠原 勇
株式会社瑞光 稲見 俊二
株式会社成商会 成ヶ澤 紀彦
株式会社清明エンジニアリング 川上 巧
株式会社生駒 山下 泰由
株式会社千代田 芝田 拓也
株式会社前田良商店 上田 忠典
株式会社創造社 川田 尚扶
株式会社相互技研 内山 幹夫
株式会社村上衝器製作所 金治 昌昭
株式会社村田商会 深本 強
株式会社大阪ケイオス 篠原 洋平
株式会社大阪パブリックゴルフ場 樋口 光平
株式会社大阪西川 西川 雅子
株式会社大阪西川 西川 道雄
株式会社大成工作所 岩倉 律雄
株式会社大築 榎本 雅一
株式会社大日電子 工藤 愛美
株式会社樽井鉄工所 金子 健太郎
株式会社中央電機計器製作所 畑野 吉雄
株式会社電研社 今井 えみり
株式会社電子技販 丸川 真人
株式会社電子技販 北山 寛樹
株式会社東興社 渡辺 吉唯
株式会社東和機器 中井 晴栄
株式会社堂島麦酒醸造所 井上 辰一郎
株式会社南紀熊野ウエフサービス 中家 啓文
株式会社日清精工 右田 和代
株式会社日豊社 宮城 裕美
株式会社日本シーアール 北之間 敬太
株式会社八田製作所 上原 恭佑
株式会社美販 田井 順一
株式会社富士商会 東 博
株式会社富士美術 小栁 富士夫
株式会社舞昆のこうはら 鴻原 森蔵
株式会社福市 高津 玉枝
株式会社箕面ビール 高橋 享平
株式会社木幡計器製作所 木幡 巌
株式会社鈴木製作所 村田 憲昭
居酒屋ゆいまぁる 上里 栄作

会 社 名 氏　名
共栄ダイカスト株式会社 金崎 竜三
協和興業株式会社 丸谷 龍一
橋本玲子行政書士事務所 橋本 玲子
金剛ダイス工業株式会社 廣尾 敬雄
経営革新株式会社 井戸 光彦
個別指導 Axis 今里校 金城 勇
顧客応援隊 山本 誠一
広栄工業株式会社 田所 英和
江川浩司事務所 江川 浩司
甲賀高分子株式会社 辻 幹雄
行政書士川添国際法務事務所 川添 賢史
行政書士大阪中央法務事務所 首藤 麻由子
行政書士田中法務事務所 田中 健太
香叶創 エンスカーサソル 米田 佳代
高槻市歯科医師会 三輪 昌義
合同会社UESEI 植田 崇靖
合同会社低炭素ライフサービス 小林 一三
合同食品株式会社 和田 友宏
斎藤税理士事務所 黒田 光力
三喜鋲螺株式会社 勝亦 良彰
三京化成株式会社 尾﨑 寛三
三元ラセン管工業株式会社 高嶋 博
三輪厚二税理士事務所 三輪 厚二
山本貴金属地金株式会社 山本 樹育
司法書士伊達合同事務所 伊達 文彦
司法書士伊達合同事務所 川島 敦弘
司法書士伊達合同事務所 日衞嶋 一陽
市山経営税理士事務所 市山 優
寺西大弐税理士事務所
鹿島化学金属株式会社 鹿島 祐二
社会福祉法人さつき福祉会 グーチョ
キパン屋さん

安達 宏和

社会福祉法人さつき福祉会 グーチョ
キパン屋さん

弓削 恵

社会福祉法人さつき福祉会 グーチョ
キパン屋さん

大江 晴樹

社団法人小規模企業経営支援協会 立石 裕明
守家税理士事務所 守家 隆
守口門真総合法律事務所 村上 和也
趣佳 岩金 弥恵子
春日電機株式会社 橋田 輝明
小川電機株式会社 小川 雄大
小林酒店 小林 則之
昭和加工株式会社 宮崎 修
昭和加工株式会社 中屋 省三
昭和加工株式会社 馬 海青
昭和加工株式会社 蔡 梨雅
昭和電機株式会社 栗山 隆史
松本機械販売株式会社 松本 知華
焼鳥居酒屋 初代鳥倖 田中 祐司
植田中小企業診断士事務所 植田 悦伍
森本精密シャフト株式会社 福島 将
森末総合事務所 森末 清成
水谷 IT 支援事務所 水谷 哲也
清水佳子税理士事務所 清水 佳子
税理士法人エム ･アンド ･アイ 土谷 元信
税理士法人テイタス 西本 正人
税理士法人マスエージェント 田口 敦
税理士法人合同経営会計事務所 横田 輝男
川本工業株式会社 川口 守
川本工業株式会社 中野 幹生
浅野人事労務コンサルタント事務所 浅野 友晴
曽田研磨 曽田 徳
双葉塗装株式会社 深江 裕宋
倉矢税理士事務所 倉矢 勇
太成二葉産業株式会社 矢野 文仁
太盛工業株式会社 渡邉 勇佑
太陽パーツ株式会社 渡辺 邦夫
大久保経営事務所 大久保 元永
大原会計事務所 大原 利之
大阪バネ工業株式会社 熨斗 隆盛
大阪フォーミング株式会社 西村 実咲
大阪南港臓器株式会社 山口 葵
大阪南港臓器株式会社 櫻本 行利
大同塗料株式会社 蔵合 惟
大洋製器工業株式会社 岡室 俊之
大和合成株式会社 安田 望
大和歯車製作株式会社 津井 克巳
辰巳屋金属株式会社 吉岡 孝
辰野元祥税理士事務所 辰野 元祥
谷崎 ･木村合同事務所 木村 貴裕
谷川勝信税理士事務所 谷川 勝信
知能技術株式会社 大津 良司
池田金属工業株式会社 石戸 達也
中原雄一税理士事務所 中原 雄一
中島勤税理士事務所 大志万 泰範
辻和建設株式会社 辻 美知子
伝統医療研究所 畠中 恵美
田代珈琲株式会社 田代 和弘
田中経営コンサル 田中 利秋
都島行政書士事務所 山田 和宏
東亜無線電機株式会社 中野 秀之
藤キムチ 藤山 和吉
藤川税務会計事務所 藤川 昇一
藤塚精密金型株式会社 藤塚 孝征
動画総研株式会社 森 康裕
堂島実業株式会社 尾久土 治
特定非営利活動法人木霊の杜 中野 一星
二科山荘 渡辺 鏡二
日垣水道設備株式会社 日垣 喜広
日新化成工業株式会社 笹原 達矢
日新税理士事務所 桐元 久佳
日東化成工業株式会社 篠﨑 敬三
日本システム技術株式会社 林 一成
日本省力機械株式会社 志太 美穂
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会 社 名 氏　名
日本精機株式会社 齋藤 康幸
日本電熱株式会社 宮島 健二
能勢鋼材株式会社 能㔟 孝一
能勢鋼材株式会社 能㔟 善男
梅田電機株式会社 西田 文彦
八光電子工業株式会社 西川 正樹
八田工業株式会社 隅谷 賢三
範多機械株式会社 大月 由高
美容室 Jardan 森田 大介
不二熱学サービス株式会社 梅田 祐介
富士製ぱん工場 藤原 秀器
福地金属株式会社 福地 守
弁護士法人 TLEO虎ノ門法律経済事
務所

中尾 武史

弁護士法人飛翔法律事務所 濱永 健太
弁護士法人冨田綜合法律事務所 冨田 典良
北川茂実税理士事務所 北川 茂実
北浜法律事務所 本岡 佳小里
枚岡合金工具株式会社 古芝 義福
枚岡合金工具株式会社 古芝 保治
木村酒類販売株式会社 木村 茂
薮内産業株式会社 薮内 大祐
有限会社 PAOプラス 栗原 隆一
有限会社アイディング 佐々木 智子
有限会社アクティア 松村 敦子
有限会社イズミコミュニケーションズ 泉 知志
有限会社オフィスウエダ 上田 実千代
有限会社クリーム 小林 伸泰
有限会社スタジオ ･ナチュレーザ 竹内 一人
有限会社デジタル ･マイスター 藤川 昌浩
有限会社ナリッシュ･カンパニー 佐々木 俊明
有限会社パワーエンハンスメント 三根 早苗
有限会社ビーシー･エス ･アイ 北谷 俊貴
有限会社ひかり化成 中村 喜文
有限会社ファーストシーン 日夏 昌彦
有限会社ファインテック 川端 健一
有限会社プラスワン 中山 省三
有限会社プリンスキー 山口 智朗
有限会社フロント ･アイ 山中 新一
有限会社マシン ･メンテナンス ･
サービス

岡本 和幸

有限会社マシン ･メンテナンス ･
サービス

石原 祥光

有限会社マルヨシ酒店 松下 浩二
有限会社マルヨシ酒店 松下 智恵子
有限会社ミヤタ工作所 宮田 和広
有限会社リリーフ 勝元 一仁
有限会社ル ･クロ 吉川 未希子
有限会社ル ･クロ 金光 保弘
有限会社ル ･クロ 山口 幸也
有限会社ル ･クロ 山口 清彦
有限会社ル ･クロ 時松 稔
有限会社ル ･クロ 村上 裕一
有限会社ワールドブリッヂ 立見 祐樹
有限会社英華堂 伊藤 真希
有限会社英華堂 石上 しのぶ
有限会社英華堂 鈴木 英美
有限会社亀田商事 亀田 大輔
有限会社吉則工業 金増 健次
有限会社後藤商会 後藤 勝彦
有限会社薩喜庵 丸野 裕志
有限会社薩喜庵 丸野 和子
有限会社三英舎 久木原 豊
有限会社三喜製作所 三宅 喜夫
有限会社事業計画ナビ 勝元 一仁
有限会社新栄 水沼 博
有限会社川上製作所 川上 巧
有限会社藤熊食品 藤田 雅史
有限会社藤川樹脂 藤川 勝也
有限会社平正繊維工業 出口 正平
有限会社野田技研 松村 朋
有限会社林印刷所 林 伸明
有限会社和泉産業 石川 将之
有限会社脇田 浅川 拓郎
有限会社脇田 多田 健司
有限責任事業組合まもる 鈴木 健二郎
由良産商株式会社 由良 豊一
要薬品株式会社 嶋田 誠
理光フロートテクノロジー株式会社 松本 洋
浪速産業株式会社 横山 貴子
浪速産業株式会社 小西 和裕
浪速産業株式会社 小谷 準二郎
浪速産業株式会社 中野 雅司
浪速産業株式会社 中野 秀子
浪速産業株式会社 藤山 修子
浪速産業株式会社 百済 義純
浪速鉄工株式会社 浜里 雅治
和光金属工業株式会社 安藤 秀人
壽酒造株式会社 岩田 有弘
淺津中小企業診断士 ･社労士事務所 淺津 光孝
澤村株式会社 井上 英樹

安田 敏浩
細川 雅行
松原 清恵
西上 卓哉
大浦 真嗣
南 昭徳

兵庫県
314labs. 北出 倫章
BE-FOREST 大森 謙太
La piro 小坂田 裕美
NIP エンジニアリング株式会社 吉田 耕太郎
NIP エンジニアリング株式会社 新 賀之
NIP エンジニアリング株式会社 森川 昭久

会 社 名 氏　名
VegeMerry（ベジメリー） 小西 かおり
アエラス 松原 茂仁
アサヒ産業株式会社 中谷 安伸
アスカカンパニー株式会社 板倉 直一郎
アズ神戸 大西 俊和
アトラス株式会社 谷田 部弘
アニバーサリーボイス 東 大悟
アビット 武津 心平
ウイングス ･コンサルティング 岩井 宗徳
ウェリタス法律事務所 武本 夕香子
キサクリエーションズ株式会社 莵原 妃佐
ケーキ工房 ワタナベ 渡辺 潤美
コウユウ行政書士事務所 あしや遺言
･相続サービス

赤沼 有季

コバヤシ商事有限会社 小林 丈志
コムネット株式会社 中野 彰信
たなかピアノ 田中 亨
たまサポートサービス 柴橋 学
のはら整骨院 野原 正直
バイタルベイ 入江 要
バイブンシャ 前田 昌宏
パンドアー 田中 梓
びーんず株式会社 高畑 俊一
ひばり広告株式会社 山本 慶一
ひょうご税理士法人 妹尾 芳郎
フルノライフベスト株式会社 八木 秀樹
ホームページテック 香西 正士
ボーライン ヒューマン アンド テクノロジ 中井 一人
マルチ株式会社 榎原 浩平
ユカクッキングスタジオ 本美 佑佳
ワクワクおうち Lab 岡村 守
岡田フィナンシャルコンサルティン
グ合同会社

岡田 能竜

音羽電機工業株式会社 瓜生 周平
音羽電機工業株式会社 吉田 厚
音羽電機工業株式会社 栗田 真千子
音羽電機工業株式会社 今井 恒平
音羽電機工業株式会社 山本 剛
音羽電機工業株式会社 松山 紗也加
音羽電機工業株式会社 清水 裕介
音羽電機工業株式会社 谷垣 昌志
家庭料理 みもざ 金井 良子
家庭料理 みもざ 田村 光
海外取引サポート BEYOND 板垣 律子
学校法人阪神専修学園 ヘアラルト阪
神理容美容専門学校

半田 まゆみ

学校法人大前学園 大前 春代
学校法人大前学園 大前 繁明
株式会社 Be love company 西 洋子
株式会社OGA 小笠原 由晃
株式会社 relation 井上 亮
株式会社アアク設計 灰谷 隅夫
株式会社アアク設計 橋本 福見
株式会社アアク設計 山元 孝郎
株式会社アアク設計 松本 昇
株式会社アアク設計 畑 淳一
株式会社アイビーテック 小川 円
株式会社アイビーテック 竹川 賀子
株式会社アイビーテック 摩庭 雅之
株式会社アクアウェスト 森島 敏浩
株式会社イーエスプランニング 藤岡 義己
株式会社ウインブルヤマグチ 山口 義隆
株式会社エイワ 前中 勝彦
株式会社オーセンアライアンス 大坂 太郎
株式会社オオナガ 大長 勝
株式会社オーラルファッション 筒井 ひとみ
株式会社オーラルファッション 髙木 滋樹
株式会社オカモト ･コンストラク
ション ･システム

岡本 征夫

株式会社オクノ 奥野 弘子
株式会社オフィス 89 久芳 巧
株式会社カフェバランタイン 鳥居 志朗
株式会社グートン 出口 雅昭
株式会社クリエイション 今村 敦剛
株式会社グローバルエンジニアリング 後藤 陽
株式会社グローバルエンジニアリング 山岸 智佳
株式会社コーナン ･メディカル 池上 哲治
株式会社ココモ 唐土 誠
株式会社サージ ･コア 脇田 拓実
株式会社サワダ製作所 澤田 浩一
株式会社じゃこばんざい 中尾 彰良
株式会社ダイイチ 宮永 英孝
株式会社ダイセキ 中川 尚人
株式会社ダイフクエステート 川尾 祐士
株式会社テクノスジャパン 大西 秀憲
株式会社ドアズ 戸田 克己
株式会社ニプロン 今井 雄一郎
株式会社ニプロン 酒井 節雄
株式会社ニプロン 小谷 真依
株式会社ニプロン 森﨑 優花
株式会社ニプロン 前田 千絵
株式会社ニプロン 長 暉子
株式会社バンブー経営学院 松下 欣史
株式会社ビオスタ 嚴原 美穂
株式会社ビルティ 尾ノ上 直子
株式会社ヒロオカ 堂東 貢祐
株式会社ファルマクリエ神戸 谷口 泰造
株式会社フィナンシャルサポート 澤井 昭寛
株式会社ホーユーウエルディング 豊枡 裕二
株式会社まいぷれwithYOU 稲垣 治
株式会社まいぷれwithYOU 加藤 淳
株式会社まいぷれwithYOU 高野 准幸
株式会社みつば電気 岡本 光代
株式会社みつば電気 岡本 純一
株式会社みつば電気 岡本 和子

会 社 名 氏　名
株式会社みつば電気 花島 久子
株式会社みつば電気 高橋 卓也
株式会社みつば電気 黒瀬 敬彦
株式会社みつば電気 酒井 義夫
株式会社みつば電気 川端 利彦
株式会社ヤマシタワークス 山下 健治
株式会社ヤマシタワークス 春里 めぐみ
株式会社ヤマシタワークス 小林 喜代
株式会社ヤマシタワークス 前田 勝哉
株式会社ヤマシタワークス 畠中 いく子
株式会社ユアサ 湯浅 悦治
株式会社ランドビルド 別府 建一
株式会社リヴァックス 赤澤 健一
株式会社レック 海瀬 沙知
株式会社レック 久米 円
株式会社レック 久保山 宏平
株式会社レック 橋本 瞳
株式会社レック 佐古 恵
株式会社レック 山田 彩加
株式会社レック 寺田 弥生
株式会社レック 手塚 優
株式会社レック 小峰 優希
株式会社レック 上田 啓太
株式会社レック 上野 麻衣
株式会社レック 赤井 友美
株式会社レック 椿井 貴裕
株式会社レック 野村 紗希
株式会社ワイ ･ジー･ケー 中西 滋
株式会社ワイドハーバー 廣津 義憲
株式会社岸本製凾所 岸本 一司
株式会社岸本製凾所 岸本 幸三
株式会社吉田不動産 吉田 昌一
株式会社宮本工務設計事務所HD 宮本 博司
株式会社宮本工務設計事務所HD 瀬尾 武夫
株式会社宮本工務設計事務所HD 長谷川 高之
株式会社宮本工務設計事務所HD 渡辺 壽
株式会社宮本工務設計事務所HD 入江 芳久
株式会社宮本工務設計事務所HD 有田 斉
株式会社宮本工務設計事務所HD 籔下 晃
株式会社協同病理 小川 隆文
株式会社経営人事教育システム 下山 学
株式会社月城商運 月城 昌吉
株式会社兼重製鋼所 兼重 清香
株式会社伍魚福 山中 勧
株式会社攻房 清水 雅夫
株式会社室住設計 室住 孝一
株式会社昭和商工 金田 教子
株式会社松田組 尾崎 友彦
株式会社上野商店 上野 隆弘
株式会社新宮運送 木南 岩男
株式会社仁部工務店 仁部 徹
株式会社青山産業研究所 青山 佳司
株式会社総研 安井 春彦
株式会社速水葬祭 速水 英城
株式会社谷坂鉄工所  谷坂 彰彦
株式会社土田化学 土田 光一
株式会社日興商会 安倍 理紗
株式会社日興商会 山本 友里恵
株式会社日興商会 庄田 美紀
株式会社日興商会 大塚 なつみ
株式会社日興商会 藤縄 健一
株式会社日本セメント防水剤製造所 森上 恒
株式会社播野 播野 晋介
株式会社繁栄 池田 伸吾
株式会社富永自動車 富永 和慶
株式会社明城製作所 香山 英樹
株式会社髙橋 高橋 秀仁
関西広告工芸株式会社 吉中 仁志
宮崎建設株式会社 宮﨑 健一
協同組合和田山ショッピングセンター 浅田 郁雄
金田運輸株式会社 野村 めぐみ
公認会計士オフィス ITN共同 糸島 貴裕
公認会計士オフィス ITN共同 新居 孝弘
行政書士ココモ法務事務所 唐土 誠
行政書士霞末浩二事務所 霞末 浩二
行政書士田中事務所 田中 保子
香川会計事務所 香川 晋平
香川会計事務所 山本 正
香川会計事務所 定本 学
香川会計事務所 田口 千里
高畑電機産業株式会社 高畑 俊一
合同会社不動産コンサル神戸 石田 正敏
今西建設株式会社 今西 恭晟
佐原税理士事務所 佐原 三枝子
佐野登記測量事務所 佐野 一彰
三和テクノ株式会社 芝川 又慈
三和鋼業株式会社 板垣 真輝恵
山田建設興業 寺本 達也
室之園会計事務所 室之園 康雄
若槻ともこ税理士事務所 若槻 とも子
住商特殊鋼株式会社 野坂 一貴
駿河行政書士事務所 増田 宗隆
小泉製麻株式会社 藤田 勇
昭和精機株式会社 山本 晋也
松下欣史税理士事務所 松下 欣史
神戸オークション株式会社 蓑代 雄一
神戸バイオメディクス株式会社 高橋 道朗
神戸バイオメディクス株式会社 山崎 久美子
神戸バイオメディクス株式会社 里 和也
神戸美顔エステ《美ゅうてぃさろん 
撫子》

清水 真咲

水野税理士 ･不動産鑑定事務所 水野 雅一
正木総合コンサル事務所 正木 博夫
西浦税理士事務所 西浦 文彦
西部造園土木株式会社 武井 彰

会 社 名 氏　名
川岸司法書士事務所 川岸 邦充
川重車両協同組合 竹内 宣行
前實製革所 前田 貴代
前實製革所 前田 大志
前實製革所 前田 大伸
倉敷レーザー株式会社 福田 一
巣山社会保険労務士事務所 巣山 道雄
足立醸造株式会社 足立 達明
足立戦略経営研究所 足立 和彦
多木化学株式会社 西川 修
大興化成株式会社 原田 賢治
大阪富士工業株式会社 神村 秀和
大阪富士工業株式会社 大島 時彦
大阪富士工業株式会社 中田 剛志
大阪富士工業株式会社 樋口 美智恵
大阪富士工業株式会社 木下 兼作
大阪油脂工業株式会社 小島 一城
大阪油脂工業株式会社 小島 成介
大阪油脂工業株式会社 斉藤 陽子
大阪油脂工業株式会社 石津 早苗
大阪油脂工業株式会社 足立 敏也
大阪油脂工業株式会社 田中 祐子
大阪油脂工業株式会社 兵頭 宏
大阪油脂工業株式会社 木村 承恵
大阪油脂工業株式会社 有澤 昌彦
大和建工材株式会社 武田 敏治
淡路製麺株式会社 出雲 勉
中玉利行政書士事務所 中玉利 寛
長谷川電機工業株式会社 下元 直美
長谷川電機工業株式会社 吉田 洋二郎
長谷川電機工業株式会社 出村 武嗣
長谷川電機工業株式会社 松岡 樹生
長谷川電機工業株式会社 中川 弘貴
長谷川電機工業株式会社 野村 秋子
津山銘木有馬店 芦田 俊一
辻野税理士事務所 辻野 貴子
東亜通信工材株式会社 野口 文男
東洋鋼業株式会社 磯貝 正徳
東洋鋼業株式会社 細見 周司
東洋鋼業株式会社 坂本 将紫
東洋鋼業株式会社 山根 基嗣
東洋鋼業株式会社 神田 信二
藤井設備工業株式会社 藤井 一博
藤本行政書士事務所 藤本 征典
道刃物工業株式会社 田中 悟
特定非営利活動法人創泉舎 坂本 新子
日東紙工株式会社 大西 浩二
日本テクノロジーソリューション株式会社 岡田 耕治
日本テクノロジーソリューション株式会社 岡田 能婦子
日本テクノロジーソリューション株式会社 吉田 生美
日本テクノロジーソリューション株式会社 西 和輝
日本テクノロジーソリューション株式会社 大野 圭子
日本テクノロジーソリューション株式会社 中村 淳也
日本テクノロジーソリューション株式会社 中野 希美
日本テクノロジーソリューション株式会社 疋田 敦子
日本テクノロジーソリューション株式会社 福井 悟志
日本テクノロジーソリューション株式会社 明珍 早代
日本テクノロジーソリューション株式会社 木原 奈穂子
入江金属工業株式会社 芦田 友徳
入江金属工業株式会社 中畑 伸一
入江金属工業株式会社 田中 成夫
入江金属工業株式会社 入江 惠資
入江金属工業株式会社 福崎 靖之
入江金属工業株式会社 北島 明和
入江金属工業株式会社 德中 めぐみ
尾藤法律事務所 尾藤 寛
副田公認会計士事務所 副田 正之
福伸電機株式会社 大島 伸介
兵庫県自転車軽自動車商業組合 妹尾 積
兵庫県中小企業組合士協会 高井 史郎
平田建築設計株式会社 平田 裕之
北斗電子工業株式会社 杉山 一也
明石プラスチック工業株式会社 田代 正春
有限会社 GyoLightHouse 笠原 曉
有限会社アイエス技術研究所 宮﨑 忠男
有限会社アキテック 川村 明子
有限会社アクトコンサルタント 大森 啓司
有限会社きりしま産業 小野田 りえ
有限会社きりしま産業 本多 由佳
有限会社ケイ ･エヌ 官浪 伸次
有限会社コサージュ 大小島 龍
有限会社スギテック 杉野 正一
有限会社トーヨータイヤ西宮サービス 井田 佳宏
有限会社ドス ･ティグレス 小山 陽子
有限会社マイチック 長谷川 克之
有限会社甲子園給食 野武 哲也
有限会社縄升 岡村 守
鈴木司法書士事務所 鈴木 浩巳
廣川電機株式会社 廣川 雅英

三矢 彰
山根 好博
蛯沢 渉

奈良県
1031 ビジネスコンサルティング 石本 和治
Cafe WAKAKUSA 中西 弘之
cafe そらみる 谷矢 友香子
ありがとう株式会社 寺田 佳正
イメージマーケット 岡本 善彦
オーケーディー株式会社 岡田 博之
クツワ工業株式会社 大野 誠
クリオス 野尻 徹
スミレ写真館 島田 健太郎
マミーズハート 棚橋 美枝子
ユーテック株式会社 善治 雅幸
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会 社 名 氏　名
井谷石油株式会社 井谷 量規
加藤中小企業診断士事務所 加藤 慎祐
家系図株式会社 山崎 博之
梶井造園ベストガーデナー 梶井 光
株式会社アルファー 八尾 陽平
株式会社ウエムラ 植村 信行
株式会社エスケイケイ 村田 敏彦
株式会社オリーブ 堀部 玄
株式会社ききょう 岩本 悠佑
株式会社グリーンワーム 21 柏木 英俊
株式会社サロンドオリーブ 磯貝 有紀
株式会社セント ･ローレ 小倉 末廣
株式会社デネブ 植村 和宣
株式会社トーマ 河合 裕一
株式会社らくじ会 森山 憲克
株式会社リングスター 山口 聖司
株式会社ワカクサ 安本 昌広
株式会社一歩 山名 勉
株式会社戸田精機 戸田 征秀
株式会社三ツ星産業  塚本 勝孝
株式会社若草食品 土本 壮剛
株式会社森田スプリング製作所 森田 壽志
株式会社西本電器製作所 松岡 資宗
株式会社大西工作所 川崎 哲男
株式会社池田出版印刷社 池田 義久
株式会社伴化成工業所 伴 吉晴
吉野塗装株式会社 伊藤 政夫
錦城護謨株式会社 太田 泰造
君岡鉄工株式会社 君岡 鉄兵
経営労務総合研究所 靱 隆幸
広陵化学工業株式会社 東 洋一
行政書士奈良ひかる法務事務所 長森 和奈
今西酒造株式会社 今西 将之
佐藤商店 佐藤 健太
阪奈産業株式会社 松井 克明
三岡商事株式会社 三岡 祥之
社会福祉法人愛和会 朝和保育園 森 章浩
宗教法人融福寺 熊木 一生
新生薬品工業株式会社 梶谷 順久
森建設株式会社 森 隆士
森本工業株式会社 森本 勝也
真秀堂 本田 秀継
泉田会計事務所 泉田 裕史
足高メリヤス株式会社 足髙 善德
孫七瓦工業株式会社 清水 幹夫
竹茗堂 左文 久保 昌城
仲本会計事務所 仲本 昌之
辻本プラスチック工業株式会社 森原 徹
天美学園 片岡台幼稚園 浦野 昌彦
天龍化学工業株式会社 服部 大
奈良ライフラインサービス有限会社 四方 充
奈良県中小企業団体中央会 橋本 博
奈良県中小企業団体中央会 出口 武男
斑鳩産業株式会社 井上 雅仁
有限会社コミカ 西里 哲史
有限会社ディー･ベース 品山 耕一

和歌山県
BUZZ STYLE 樫山 豊
アイエムティー株式会社 井口 靖仁
お好み焼き大川 大川 博之
お茶の八百香園 三橋 広士
カナセ工業株式会社 金谷 清道
コバヤシメタル工業 小林 英樹
サトムラ 里村 伸治
タカシ建具 石方 京太郎
バイクランドモリユキ 松下 修也
ハヤシ園芸 林 哲郎
ふたばの梅干 二葉 久弥
フックロード中瀬古 中瀬古 大
ベジフルテック 辻本 善博
もりとよ商店 森 武志
ユメージング 川島 英治
ワコン株式会社 西田 耕平
宇恵畳製作所 宇恵 信雄
永島竜貴税理士事務所 永島 竜貴
菓匠 錦花堂 花岡 孝司
株式会社 FINE TRADING JAPAN 鳴海 禎造
株式会社アイスティサイエンス 佐々野 僚一
株式会社おかい商店 岡井 良樹
株式会社クリエート匠 松浦 宏喜
株式会社クリエート匠 土井 正勝
株式会社たがみ 田上 雅人
株式会社ヒオキ食品 日置 公万
株式会社みちうえ 道上 喜紀
株式会社ヤマトクリエーション和歌山 古川 義高
株式会社岡会計センター 岡 京子
株式会社岡畑農園 石黒 裕次郎
株式会社果無 泉 辰徳
株式会社環境テクノス 和田 久
株式会社佐津通商 佐津 弘晃
株式会社三晃精密 南 智夫
株式会社小松保険事務所 小松 一也
株式会社西組 西 義朗
株式会社東家 岩崎 好幸
株式会社那智黒総本舗 坂野 雄紀
株式会社那智黒総本舗 濱中 昭寿
株式会社不動農園 不動 麻衣子
株式会社濱辰商店 嶋 敦子
株式会社濱辰商店 嶋 侑規子
萱野建設 萱野 元紀
丸一製材所 中兀 征紀
紀州きのこ産業 松尾 弘哲
紀州技研工業株式会社 釜中 甫干
菊池林業 鳥羽山 誠一

会 社 名 氏　名
久保印刷デザインルーム 久保 丈二
宮原ファイナンシャルオフィス 宮原 雅也
協同組合ラテスト 中川 和城
橋本浩行建築設計室 橋本 浩行
原建築 原 隆博
御菓子処 那智ねぼけ堂 上原 善夫
坂本接骨院 坂本 大和
山本水道 山本 健太郎
山﨑建設 山﨑 誠
寿司一品料理 福重 橋本 重之
小滝弘法堂 小滝 基永
小谷サービス 小谷 佳大
小椋リビングクリーン株式会社 小椋 孝也
彰美印刷 丸山 琢矢
新福寺 原田 覚
杉の子 原田 安富
西建設 西 良宏
太田養鶏場 太田 有紀
太洋工業株式会社 田中 清孝
大塔設備 岩本 和彦
大和杉造園 大和杉 新
谷本万寿堂 谷本 寛之
池浦建築鈑金工作所 池浦 靖雄
中長渡船 中野 和憲
朝日テント商会 原見 輝彦
壷田石材店 壷田 健司
東村司建築デザイン事務所 東村 司
東本慎司司法書士事務所 東本 慎司
湯浅町商工会 竹林 康輔
南部カーサービスステーション 東 邦展
日置川開発株式会社 森田 清郎
菱岡工業株式会社 岡田 亜紀
平岡商店 平岡 宏規
北山村じゃばら村センター 和泉 又兵衞
味路鮨 井口 英治
有限会社 ARBL 堀口 寛司
有限会社 ARBL KGD project 森本 亙
有限会社シーエスピー 千畑 博信
有限会社セレネ 岡本 泰宏
有限会社タイム 石垣 嘉崇
有限会社たつのや  勘代 兼司
有限会社ハンドシステム 森本 好美
有限会社フィールドハウス 原山 享大
有限会社レストランあんちん 石倉 大裕
有限会社安村組 安村 泰治
有限会社儀平菓舗 丸山 正雄
有限会社山根商店 山根 博信
有限会社山名製作所 山名 弘泰
有限会社昭和自動車整備工場 中原 啓晶
有限会社上松モータース 上松 資弘
有限会社深見梅店 深見 優
有限会社西山産業 西山 孝三
有限会社谷地商店 谷地 昭則
有限会社南紀ダクト 樫木 正和
有限会社農協自動車 宮本 政幸
理容クボ 久保 直也
鈴木商店 鈴木 健

鳥取県
D-MAGIC 吉田 慎吾
エス ･プランニング 妹尾 祐司
株式会社 chromocenter 松岡 隆之
株式会社ニシウラ 西浦 伸忠
株式会社桑本総合設計 長谷川 武司
三国工業株式会社 里村 和敏
写真館 相沢スタジオ 相澤 涼太
宗教法人宇倍神社 金田 祐季
赤碕ダイハツ有限会社 上田 啓悟
太陽商事株式会社 山根 康穂
有限会社 P.I.C 高井 清貴
有限会社セイク設計 小谷 真一
有限会社丸高百貨店 髙地 沢弥
有限会社亀甲や 坂野 経三郎
有限会社山本おたふく堂 山本 浩一
有限会社山本おたふく堂 山本 里美

島根県
カナツ技建工業株式会社 金津 任紀
ヒカワ精工株式会社 錦織 勝久
株式会社オネスト 石𥔎 修二
株式会社コスモ建設コンサルタント 高島 俊司
株式会社システム工房エム 持田 朝子
株式会社タカハシ包装センター 高橋 将史
株式会社沼田米穀店 沼田 誠司
株式会社大社木工 尾添 大祐
産直市みずほ企業組合 上田 郁生
須山木材株式会社 須山 政樹
中浦食品株式会社 鷦鷯 香
島根電工株式会社 陶山 秀樹
樋野電機工業有限会社 松坂 好孝
木村建築 木村 孝司
矢尾井税理士事務所 矢尾井 敏廣
有限会社ベニヤ模型 堀江 美樹
有限会社寿山商店 寿山 誠司
有限会社制電工業 原 秋路
有限会社天野板金工作所 天野 正道

岡山県
aroma room ひなな 網本 美奈子
Growth Hacker Inc. 菅野 敦也
IT プラン株式会社 太田 文男
SGクリエイト株式会社 岡本 大輔
STS 平松 諭史
T.A.D architect office 団迫 亮紀
アイネットシステム株式会社 丹生谷 徹
ウェブティ株式会社 中西 充

会 社 名 氏　名
オーエム産業株式会社 難波 圭太郎
オーニット株式会社 仁戸田 昌典
ソーダ興業株式会社 宗田 行弘
ダイヤ工業株式会社 林 大樹
タカヤ株式会社 畠山 祥三
つくぼ商工会 原地 慶充
トラベルシリウス 池田 博昭
ネッツトヨタ岡山株式会社 石井 清裕
ネットリンクス株式会社 前田 洋一
ノブエ鋼業株式会社 延江 義明
フジックス 藤井 健造
モリモトガス住設株式会社 森本 雄也
ヤスダ茶香園株式会社 保田 行広
ユニバーサルシステムズ株式会社 藤井 慶太郎
よくろぼふくみ家 江田 忠昭
リユースギャラリー清雅 雄龍 清志
ワールドトレーディングサービスア
ンドシーオー

勝地 拓之

医療法人社団井口会 総合病院 落合病院 石井 政充
医療法人將斗会 樋口歯科医院 樋口 將
井原商工会議所 伊達 一海
井倉運輸株式会社 林田 昌吾
稲荷神社 内田 正之
岡山トヨタ自動車株式会社 梶谷 俊介
岡山県商工会連合会 井上 夕加
岡山県商工会連合会 栢菅 彰吾
岡山県商工会連合会 江崎 壽夫
岡山県商工会連合会 佐藤 敏幸
岡山県商工会連合会 三宅 康弘
岡山県商工会連合会 杉本 敬三
岡山県商工会連合会 藤本 久美子
岡山商工会議所 小山 恵子
岡山流通株式会社 赤田 啓介
牡蠣の家 しおかぜ 野﨑 厚子
海澤塗装工業 海澤 秀晴
海澤塗装工業 海澤 晴美
笠原特許商標事務所 笠原 英俊
株式会社アース産業 三寺 健司
株式会社アドステージ 松下 真也
株式会社アルマ経営研究所 岡本 幸男
株式会社ウイル 山口 陵子
株式会社クリエ ･ココ 中嶋 政和
株式会社コニック 木内 直
株式会社サンエイド 西本 和馬
株式会社すえ木工 須江 健治
株式会社すえ木工 須江 庸司
株式会社セキュリティハウス 小野 真人
株式会社ダイシン機工 岡田 輝夫
株式会社タカヒロ開発 渡辺 高宏
株式会社タナベ 田邊 久人
株式会社ツキモト 月本 晴造
株式会社デンショク 野田 好信
株式会社トミヤコーポレーション 古市 大蔵
株式会社トラスト  関 純一
株式会社ナショナル発条 藤井 秀和
株式会社ニッカリ 杉本 宏
株式会社ニューロードセフティ 浅原 幸裕
株式会社ハート ･プランニング 木村 健悟
株式会社ピアノファクトリー 横田 摂矢
株式会社ビザビ 吉田 大助
株式会社ひゅーまん 榊原 浩太朗
株式会社フジワラテクノアート 藤原 恵子
株式会社ブックス 黒田 季之
株式会社ベティスミス 大島 康弘
株式会社まつばら 松原 竜太郎
株式会社みゆきやフジモト 藤本 博雄
株式会社みよしや 中川 大祐
株式会社みよしや 中川 和洋
株式会社リアライズ
株式会社リンクス 原田 将行
株式会社稲荷自動車教習所 安川 奨
株式会社屋敷建設 三宅 健司
株式会社梶岡設備 梶 英正
株式会社岸本鉄工所 岸本 陽平
株式会社宮原製作所 宮原 一也
株式会社暁建築設計事務所 山田 暁
株式会社玉島ナンバ 難波 福男
株式会社光岡製作所 光岡 宏文
株式会社光工房 中桐 大介
株式会社佐田建美 佐田 幸夫
株式会社佐野組 佐野 泰一
株式会社佐野組 山本 剛央
株式会社三松 清水 男
株式会社小林写真館 小林 諭卓
株式会社菅田 菅田 拓平
株式会社聖蓮工業 中山 聖人
株式会社石井工業 石井 浩二
株式会社川﨑工務店 川﨑 雅樹
株式会社創心會 二神 雅一
株式会社太陽 久我 久徳
株式会社長崎鉄工所 長崎 信行
株式会社天法堂 吉川 正洋
株式会社内田物流 内田 規義
株式会社箱福紙器 髙田 衛次
株式会社備前文具 武元 心
株式会社菱川グリーン  菱川 清
株式会社木村建築設計 高田 聖次
環山堂株式会社 木谷 圭吾
共和電器株式会社 髙杉 隆之
玉島商工会議所 国富 尚司
玉野商工会議所 宮地 祥一
近藤発電機株式会社 近藤 真弘
駒牧大工 駒牧 哲夫
結（ゆいまーる） 山田 洋一
香川産業株式会社 香川 渉

会 社 名 氏　名
高田織物株式会社 高田 幸雄
坂本産業株式会社 坂本 修三
三国工業株式会社 三宅 照正
三乗工業株式会社 眞田 達也
三宅建設株式会社 三宅 博雄
社会保険労務士 ･行政書士義若智康
事務所

義若 智康

宗教法人西南院 磯島 慈海
小堀建設株式会社 小堀 響
小林電工株式会社 小林 佑輔
植田タンス店 植田 和明
森田酒造株式会社 秋山 洋祐
瀬戸内クルージング 藤井 瑠夏
西原工業有限会社 西原 学
税理士法人エイコー 安原 正剛
税理士法人タックスシェルパ 中村 好江
総美総業有限会社 川上 智嗣
大紀産業株式会社 川島 孝寿
島自動車有限会社 島 一郎
日本綿布株式会社 川井 眞治
備前商工会議所 内田 敏喬
美 ･食健康サロン 輝き 森本 輝美
本多綿業株式会社 本多 英治
蜜蜂アパート 高橋 宏文
鳴本石材株式会社 鳴本 哲矢
友愛行政法務事務所 下村 幸喜
有限会社Hi-company 岩﨑 博司
有限会社アクティ 石井 香里
有限会社あけぼの設備 小林 弘明
有限会社アップタウンネット 西山 久敬
有限会社イワノ産業 岩野 友彦
有限会社トリゴエ 鳥越 俊之
有限会社ナカイチ 中山 一将
有限会社まつ屋 西 秀明
有限会社レックデザイン 流郷 知寛
有限会社岡田保険事務所 岡田 光弘
有限会社高松タクシー 多田 伸行
有限会社細川建材 細川 昌章
有限会社山本製菓 山本 高広
有限会社寺本葬儀社 寺本 健志
有限会社大三宅自動車サービス工場 三宅 大樹
有限会社中塚銘木店
有限会社米 ･酒センター 平松 平松 一郎
有限会社万楽園 小銭 正三朗
和研ハーディ株式会社 三宅 崇之

広島県
Ange メディカルエステサロン 箱崎 千鶴
CMC事務所 大本 誠一
Coco Lead 白方 恵子
ISM株式会社 藤井 孝幸
MPofficeSATO 佐藤 精悟
うつみ法務行政書士事務所 内海 祐一郎
エコテクノ株式会社 砂原 正則
カラフルブリック株式会社 島原 智子
サンゲン株式会社 安藤 徹哉
ダイヤ石油株式会社 松本 壮一郎
つだ総合衣料 津田 宏
ひこばえの杜 堀 暢貴
ひろしま市民法律事務所 楾 大樹
ヒロボー株式会社 松坂 晃太郎
フクダ石油株式会社 佐伯 拓将
ポエック株式会社 来山 哲二
マテリアル駅家 日野 博文
ユーセイ建設株式会社 佐藤 大地
下永木材 下永 速
株式会社 A&C 滝口 義明
株式会社 EVENTOS 川中 英章
株式会社 SANKYO 宮迫 雄平
株式会社アイグラン 重道 泰造
株式会社アイテラサポート 鈴木  章
株式会社アイムサプライ 伊豆田 功
株式会社あきつ商事 藤田 博之
株式会社あららぎ 田中 秀治
株式会社ウエカド 上角 善之
株式会社エコリューション 塩梅 泰弘
株式会社エルカエル 柴田 勝実
株式会社オーザック 岡崎 瑞穂
株式会社オゴウ 小河 政彦
株式会社カワムラ機工 河村 直孝
株式会社クライムONE 大勢登 正
株式会社クリスタルプロセス 杉原 裕樹
株式会社サトウシステム 佐藤 清子
株式会社サンレコ 藤永 忍
株式会社タウンズホーム 上野 雅之
株式会社タテイシ広美社 立石 克昭
株式会社デイ ･リンク 川口 護
株式会社トータル 石田 佳夫
株式会社パイオニア電子計算センター 村上 進
株式会社ハゼヤマ 広島支店 西岡 直彦
株式会社マエダコーポレーションデ
イホームてご家

前田 信代

株式会社マツシマ電器 松島 洋一
株式会社やっさ石油 宗永 肇
株式会社リピカ 月橋 寿文
株式会社安西事務機 西原 州康
株式会社熊高組 熊高 洋一
株式会社熊高組 熊高 一雄
株式会社呉匠 角 秀司
株式会社広島ビルクリーナー 佐々木 由紀
株式会社広島ビルクリーナー 坂本 昇
株式会社広島ビルクリーナー 大下 逸郎
株式会社広島ビルクリーナー 大下 達士
株式会社広島ビルクリーナー 大下 優子
株式会社広島精機 柳原 邦典
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会 社 名 氏　名
株式会社荒谷建設コンサルタント 荒谷 悦嗣
株式会社三共冷熱 宮本 崇
株式会社三宅臣 三宅 眞一郎
株式会社山平組 山平 正登
株式会社松浦造船所 松浦 明治
株式会社大迫本社 大迫 良蔵
株式会社大野石油店 大野 徹
株式会社田村建設 田村 司
株式会社藤井事務所 藤井 好宏
株式会社日野折箱店 日野 貴文
株式会社浜田樹苗園 山中 駿
株式会社浜田樹苗園 道田 貴仁
株式会社浜田樹苗園 堀江 英行
株式会社不動産本舗 葛城 正臣
株式会社豊国 新田 満
株式会社豊国 田野 雅己
株式会社豊国 廣瀬 宣幸
株式会社豊田工業所 豊田 克浩
株式会社豊國 山路 惠司
株式会社明和工作所 菊田 晴中
株式会社廣本鉄工所 廣本 祐三
関西エックス線株式会社 加納 美由紀
関西エックス線株式会社 外輪 純久
関西エックス線株式会社 桑迫 憲治
関西エックス線株式会社 小久保 香
関西エックス線株式会社 小松 斉
関西エックス線株式会社 小谷 貴
関西エックス線株式会社 松本 勝
関西エックス線株式会社 常本 奈菜子
関西エックス線株式会社 池田 純一
関西エックス線株式会社 竹内 ゆき
関西エックス線株式会社 田島 信孝
関西エックス線株式会社 徳田 和彦
関西エックス線株式会社 番本 由美
関西エックス線株式会社 服部 美樹子
関西エックス線株式会社 平本 裕子
関西エックス線株式会社 本田 州治
丸善中国株式会社 松本 亮
丸和石油株式会社 中内 啓二
喜田流大島能楽堂 大島 衣恵
菊池孝太郎税理士事務所 菊池 孝太郎
橋口司法書士事務所 橋口 貴志
行政書士法人アッパーリンク 山本 重吉
今五設備有限会社 向井 敏亨
紺谷興産有限会社 髙田 義典
佐伯税理士事務所 佐伯 健司
佐伯税理士事務所 佐伯 純生
坂本デニム株式会社 坂本 量一
三協化成株式会社 安芸津事業所 榎 真一郎
三幸化学工業株式会社 安森 友和
三泰産業株式会社 福永 芳顕
三谷建材株式会社 三谷 伸司
三木会計事務所 三木 武彦
山下水産株式会社 山下 勇治
山口公認会計士 ･税理士事務所 山口 洋充
山本鉄工所 山本 峰雄
司法書士法人 SOLY 藤原 快行
七塚石油販売株式会社 山添 俊明
社会保険労務士法人たんぽぽ会 山東 春美
社会保険労務士法人たんぽぽ会 瀬川 徳子
酒井文一税理士事務所 酒井 文一
宗盛電気サービス株式会社 宗盛 文幸
松本被服 松本 耕三
松葉製作所 松葉 寛和
新日本船舶工業株式会社 森数 光男
森本事務所 森本 耕太郎
深江特殊鋼株式会社 木村 雅昭
深川運送有限会社 大下 秀明
進吾株式会社 内海 和男
水兼勇人税理士事務所 水兼 勇人
税理士法人イースト会計事務所 西村 勇
税理士法人安部事務所 安部 知格
石山社労士事務所 石山 洋平
村尾昌文堂 村尾 征之
太洋電機産業株式会社 片岡 栄一郎
大栄産業株式会社 山本 清
大成石油株式会社 玉木 昌士
中国ビーエフ株式会社 原田 省三
中国工業株式会社 山﨑 寛太郎
田中建設工業株式会社 田中 大介
田中聖昭税理士事務所 田中 聖昭
田中倉庫運輸株式会社 山田 徹雄
土居石油株式会社 門田 節男
湯来土地開発株式会社 木原 信児
二上木材 二上 隆敏
二葉印刷有限会社 佐藤 大悟
日本デリバリーサービス株式会社 二畠 直敏
日本運搬機械株式会社 重政 吉男
日本料理 魚池 池田 将訓
日野組塗装株式会社 多田 明夫
日鐵鋼業株式会社 能登 伸一
農家レストラン西野 西野 弘美
富士企業株式会社 大森 雄嗣
富野機工株式会社 野口 一郎
福興商事株式会社 東 忠昭
福山アルミ建材株式会社 河村 和國
福山製菓機械株式会社 宇梶 顕造
訪問美容サービスぽけっと 丸山 武司
木村哲也建築デザインオフィス 木村 哲也
柳原税理士事務所 柳原 芳樹
友鉄工業株式会社 楢崎 耕二
有限会社アサヒフィルタサービス 宮﨑 基
有限会社アサ産業 大石 康朗
有限会社オーエヌ総合教育センター 奥内 博之
有限会社おか半 岡崎 磊造

会 社 名 氏　名
有限会社オフィスささき 佐々木 宏憲
有限会社キッド 木戸 経康
有限会社コート ･ダジュール 原本 正巳
有限会社こだま石油 児玉 研
有限会社ゴリュー陶工 太刀掛 隆輔
有限会社シーピーシー 原田 修治
有限会社スウィート 菅田 一郎
有限会社つるかめ屋 仁井 孝尚
有限会社トライアングル 竹添 憲治
有限会社ミーナ 隠居 緑
有限会社メタルワーク福山 大植  栄
有限会社亀山工業 亀山 博司
有限会社金川モータース 金川 豊久
有限会社栗栖建設 森田 隆司
有限会社児玉クリーニング 平岡 克敏
有限会社松田不動産 松田 宜久
有限会社瑞穂 丸山 長宏
有限会社赤道石油店 赤道 洋文
有限会社川本 川本 宣彦
有限会社竹中電機 竹中 鉱一郎
有限会社中国住設機器 大田 泩
有限会社中川油業
有限会社中野水産 中野 良広
有限会社畠田石油店 畠田 章二
有限会社有原鉄工所 有原 保夫
有限会社和意 水野 和子
有重勝晴商店 有重 勝博

千葉 時博

山口県
アイエヌグループ株式会社 林 勲
サムライ経営診断引受所 井上 静夫
サンライト株式会社 山下 日出夫
加藤会計事務所 加藤 一生
笠原養蜂場 笠原 隆史
株式会社クリーンアシスト 中村 宣之
株式会社ハートフーズ 21 松尾 耕司
株式会社フジマ 藤麻 一三
株式会社安原設備工業 安原 隆浩
株式会社岩国魚市場 米重 尊雅
株式会社経営情報センター 杉本 佳則
株式会社向陽 大矢 雅之
株式会社村上アロエースサービス 村上 浩一
魚彩一心 奥野 千代子
国際空手道連盟極真会館 河岡道場 河岡 博實
三田尻化学工業株式会社 峯岡 雄太
瑞穂総合コンサルタント 高橋 紀之
長栄工業株式会社 澤藤 芳昭
藤本ひろみファイナンシャルオフィス 藤本 博美
防府通運株式会社 高山 忠浩
有限会社アド水質分析センター 松浦 聖寿
有限会社サンエイ興業 坂本 睦海
有限会社ネオ山口 河本 眞一
有限会社ワンツウワン 末河 聡
有限会社村谷商店 村谷 正孝
有限会社大和屋 伊豆田 正利
有限会社中川不動産 中川 信広

徳島県
DanRan 小西 弘樹
office 空と海 平井 吉信
イベント企画 LINE 中川 洋平
さくら テクノアシスト 林 義晴
ダイアナ エチア 横井 千尋
ヤマシロ時計店 山城 啓孝
株式会社 PLUS.a 有田 和重
株式会社アクト 尾北 俊博
株式会社スペック 敏鎌 栄祐
株式会社でんき屋みい 三居 誠
株式会社ワイヤーオレンジ 原田 剛
株式会社井内 井内 高志
株式会社敬工務店 松永 敬
株式会社大林 大林 忠夫
株式会社竹原 竹原 俊二
株式会社柚りっ子 三澤 澄江
阪東食品 阪東 高英
西精工株式会社 西 泰宏
祖谷渓温泉観光株式会社 馬場 美雪
大幸工業 佐野 孝佳
田村商事株式会社 田村 栄一郎
田島テクニカ株式会社 岩山 陽子
有限会社サンビ堂 濱永 博之
有限会社佐藤金物店 佐藤 英雄
偕楽園観光株式会社 徳島グランドホ
テル偕楽園

住友 武秀

香川県
coaching&facilitation Office123 谷 益美
IT Design Raccoon 新居 拓磨
LONG men's hair 今川 昌伸
あなぶきホーム株式会社 三野 正登
アフラック募集代理店 小河 雄磨
エミーライフ株式会社 山本 美枝
くもん建築環境計画 公文 敏則
スミレヤ化粧品店 川上 康夫
ダイキンHVAC ソリューション中四
国株式会社

馬渡 謙

タケウチ商店 竹内 肇
ホシザキ四国株式会社 竹内 智洋
マコーズファクトリー株式会社 吉野 正晃
マンタニ印刷有限会社 萬谷 彰
みどり合同税理士法人グループ 三栖 祥児
むさしや商事有限会社 宮本 幸貞
モンビジュ SEIKODO 平木 克典
ヨークス株式会社 吉田 勤
ワイビー株式会社 野田 勝利

会 社 名 氏　名
一光電機株式会社 池田 晃
岡屋商店 岡田 宣明
株式会社 B･M･C 立川 敦史
株式会社カガワミール 夏目 保則
株式会社カガワミール 大山 和伸
株式会社カワイ 河合 政弘
株式会社カンケン 福山 裕史
株式会社グランテスト 若松 誠
株式会社コヤマ ･システム 小山 敏則
株式会社ササハラ 笹原 勝彦
株式会社ササハラ 笹原 由里奈
株式会社サンクラッド さくらや本店 馬場 加奈子
株式会社トラスト ･ジャパン 松浦 達也
株式会社パワーネット 谷渕 陽子
株式会社フタガワフーズ 二川 志都香
株式会社フタガワフーズ 二川 直樹
株式会社ホテル福屋 土居 邦壽
株式会社みどり合同ホールディングス 竹本 正憲
株式会社みどり未来パートナーズ 小池 道子
株式会社ユーミック 上村 幸司
株式会社ロジック 山崎 直樹
株式会社ワイジーテック 山口 益生
株式会社加藤技研 加藤 誠史
株式会社丸新果物商店 野澤 道雄
株式会社喜田建材 喜田 貴伸
株式会社吉村建設 吉村 卓朗
株式会社琴参閣 河田 芳孝
株式会社古山洋服店 古山 和典
株式会社公益社 永野 公隆
株式会社香西工務店 香西 幸夫
株式会社香川経済レポート社 中西 透
株式会社香川冷機センター 上佐 壽男
株式会社山崎総合研究所 山崎 純一
株式会社宗家くつわ堂 田村 日出男
株式会社小泉自動車工業 小泉 直也
株式会社新樺川新樺川観光ホテル 田岡 久美子
株式会社森山商店 森山 慎也
株式会社森造園 森 茂
株式会社瀬戸よ志 城上 哲文
株式会社創裕 川北 哲
株式会社中央プロパン 三好 忠廣
株式会社日本総険 本木 康仁
株式会社味匠 榊 久雪
丸亀被服株式会社 西川 平二
丸善工業株式会社 川原 信介
岩井設備株式会社 岩井 孝博
広瀬醤油株式会社 広瀬 善規
高砂設計事務所 高砂 清一
高松シティホテル 冨永 博道
合資会社野田屋電機 古川 康造
堺屋醤油株式会社 田中 久勝
三村鉄工株式会社 三村 勇雄
三宅産業株式会社 三宅 昭二
四国フェリー株式会社 日下 卓則
小豆島総合開発株式会社 河西 亜紀
森の経営コンサルタント 森 昭博
森岡精肉店 森岡 義教
紳士服めいわ 泉保 恒美
青木 ･東山合同事務所 東山 直樹
斉藤建設設計事務所 斉藤 孝
税理士法人ビジネスソリューションズ 田窪 滋記
税理士法人多田羅会計事務所 竹中 昭宏
泉建設株式会社 泉 清文
泉鋼業株式会社 富家 孝明
村尾経営労務研究所 村尾 義顕
谷口建設興業株式会社 谷口 雄紀
池田靴店 池田 誠治
中山正文税理士事務所 中山 正文
長尾環境設備株式会社 長尾 錬治
土地家屋調査士森平太郎事務所 森 平太郎
東讃交通株式会社 川畑 憲太郎
東新電機株式会社 東 秀憲
徳武産業株式会社 十河 孝男
徳武産業株式会社 渡邉 昌和
日新タクシー株式会社 古竹 孝一
日涉塗料株式会社 二川 晃一
梅澤中小企業診断士事務所 梅澤 秀樹
尾原慎也税理士事務所 尾原 慎也
平尾政嗣税理士事務所 平尾 政嗣
明石建設株式会社 明石 光喜
矢野団扇株式会社 矢野 俊郎
柳田プランニング事務所 柳田 陽子
有限会社 KAZU空調 木村 和宏
有限会社アトムビジネスコンサルタント 香川 雅俊
有限会社えびすや 宇川 平一
有限会社たなか 田中 達也
有限会社トビカンパニー 倉橋 直嗣
有限会社ひつじや 杉尾 英美
有限会社ヨシイ 好井 豊人
有限会社京宝亭 川原 英治
有限会社原田写真事務所 原田 慎一
有限会社三友堂 大内 泰雄
有限会社山根商店 山根 照雄
有限会社鹿島荘 森 浩將
有限会社漆原石材商 漆原 憲和
有限会社松井自動車板金工場 松井 辰憲
有限会社新建設工業 新谷 孝幸
有限会社石井水道 石井 隆裕
有限会社川福本店 竹川 いつ子
有限会社多田羅会計事務所 丸山 浩三
有限会社池田モータース 池田 香織
有限会社中村節朗石材 中村 卓史
有限会社中庭情報サービス 中庭 正人
有限会社渡辺エンタープライズ 渡辺 修
有限会社都島興業 眞部 達也

会 社 名 氏　名
有限会社藤重電機 藤重 直紀
有限会社徳永会計事務所 大木 健司
有限会社藍色工房 坂東 未来
有限会社壽屋 川田 龍
籠池法律事務所 籠池 信宏
髙﨑酒店 髙﨑 守正

愛媛県
HANSUI 藤田 茂俊
KIDNAP.f  竹田 啓造
MAD MAX  長戸 友哉
MGアクティブラーニング 白城 真也
アマノ印刷有限会社 天野 眞作
サヨリ商店街株式会社 千葉 小織
タニイワ商事株式会社 石川 一志
はるき観光 束村 温輝
ビズニック株式会社 岩本 恭和
メガネの田中チェーン株式会社 宮村 学
ヨシダファッションギャラリー 吉田 元昭
愛媛自動車学校 増田 大典
株式会社アオノメガネ 青野 泰介
株式会社ヴィンテージアイモク 井上 幸一
株式会社エンカレッジ 玉野 聖子
株式会社タガ 多賀 一晃
株式会社トーヨ 渡邊 茂義
株式会社ビケン 黒田 尚樹
株式会社ひめ美じん 松島 陽子
株式会社ファースト  日野 二郎
株式会社フジカ 金子 恭大
株式会社ホテル椿館 宮野 弘
株式会社りーべる 藤岡 恵美子
株式会社愛媛 CATV ぎんこい市場 向井 京子
株式会社五十崎社中 齋藤 宏之
株式会社工房織座 武田 正利
株式会社三好自動車整備工場 三好 桂
株式会社四国ライト 村上 洋
株式会社西村商事 西村 直樹
株式会社西日本イー･アンド ･エス 橋田 祥二
株式会社曽我部鐵工所 曽我部 謙一
株式会社田窪工業所 笠原 邦彦
株式会社八木サッシ製作所 八木 成弥
株式会社福の山印 安部 和也
株式会社別子飴本舗 越智 秀司
株式会社有高扇山堂 有高 秀三
協和汽船株式会社 村上 友則
合資会社オオノ 大野 基信
今治コミュニティ放送株式会社 黒田 周子
山の手リゾート株式会社 帽子 大輔
松山容器株式会社 今城 靖浩
上岡軒 上岡 大樹
上野軒
盛運汽船株式会社 山本 太一
盛川心輔行政書士事務所 盛川 心輔
赤星寛社会保険労務士事務所 赤星 寛
大島博法律事務所 大島 博雅
大富士製紙株式会社 服部 正
第一印刷株式会社 西原 透
嶋村税理士事務所 山之内 真司
東昇技研株式会社 小椋 誠
道後プリンスホテル 王 欣
有限会社おかもと 岡本 朋子
有限会社スワモンショウ 諏訪 文久
有限会社塩崎製作所 塩崎 卓
有限会社久梨芙  田村 有加
有限会社森建金物店 森岡 健三
有限会社大西呉服店 大西 啓介

高知県
CRA WASH KTEX 小松 昌裕
HRM 濱口 涼子
カラーオフィス PERSONAL 大倉 美知子
ブティック Kei 有光 美代子
フルーツの大橋屋 鍋島 勇雄
ミタニ建設工業株式会社 三谷 剛平
むらい衣料店 村井 清
井本海産物店 井本 一
株式会社グラッツェミーレ 森澤 錠二
株式会社コアテック 水田 拓也
株式会社コア電子 岡田 稔彦
株式会社スカイ電子 中内 一範
株式会社ダイドウ 宮尻 千恵子
株式会社永野蒲鉾店 西田 知子
株式会社垣内 野中 隆
株式会社広末金物店 広末 幸彦
株式会社松田果実 松田 正人
株式会社早川企業 神崎 隆太
株式会社太陽 澤田 実
株式会社池川茶園 山中 由貴
株式会社土佐テック 中川 雄二
株式会社土佐龍馬の里 鍵山 武男
株式会社楠長 德廣 卓
株式会社鳩家 安藤 浩二
株式会社本池澤 小笠原 晃男
吉松酒店 吉松 司
公益財団法人高知県産業振興センター 大利 賀臣
高原建設有限会社 浜田 敦夫
四万十うなぎ株式会社 大前 美和
松岡蒲鉾店 猪野 文雄
西川建設株式会社 谷 朝雄
西川建設株式会社 藤原 一富
石元米穀店 石元 剛
草や 和田 典也
竹下青果店 竹下 隆博
土佐御苑 横山 光寿
日本バイオエナジー株式会社 月岡 翔
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会 社 名 氏　名
有限会社アフロディア 西川 きよ
有限会社ブティック三しど 政光 幸子
有限会社ヤマサキ 山﨑 操
有限会社泉利昆布海産 泉谷 節子
有限会社大橋通の丸久 武井 慶子
有限会社中央食料品店 近澤 四三男
有限会社中村鮮魚店 中村 弘子
有限会社中納言 有澤 久美
有限会社二番街 岡本 祐二
有限会社澤工作所 澤 龍司

福岡県
ASK 株式会社 西村 安弘
I･WA･MI 株式会社 三輪 公平
K's テクノサポート 林田 一樹
La CUCINA 金髙 愛
MM企画 松永 良一
saffron 長菅 由美子
SS 経営研究所 佐藤 俊一
twin rose 山下 正子
Viper Room 萩森 和彦
WebFactory  田中 克之
WORK九州 原賀 さちこ
ZUMI CORPORATION 株式会社 山角 斉
アーム産業株式会社 津曲 輝行
アール ･シー･アイ株式会社 松藤 嘉美
アイ ･プルーナ株式会社 三浦 織江
アクティブメディア株式会社 大塚 智也
アドバンテッジ ･リンク 大串 明子
アムスター交易株式会社 津曲 輝行
アルク農業サービス 永井 洋介
イカリ消毒株式会社 小森 光紗
インターナショナルエクスプレス株
式会社

原 学

うちの靴店 内野 恵美子
エイケン株式会社 橋本 富喜子
エコアス株式会社 大澤 清和
えふネット福岡 蓼原 典明
オーム乳業株式会社 大屋 由雄
オーム乳業株式会社 中田 啓之
オーム乳業株式会社 農 新介
オフィスヒラオ 平尾 康則
オフィス加藤株式会社 加藤 直純
カラダカンキョウソウ 柴田 英俊
カレー&ハンバーグの店 バークレー 高取 勇三
キャリアパス株式会社 向井 徹
キュウーハン株式会社 青柳 幸治
キューハイテック株式会社 日高 美治
キレイ堂株式会社 香川 裕子
クイック･ロック･ジャパン株式会社 梶山 一彦
グローバルブレインズ株式会社 森 俊英
クロスポイント 森本 隆司
さくら経営 新飼 賢郎
ジェイ ･コスモ株式会社 大島 修治
ジオ ･アーキテクツ株式会社 大神 真一
ショッピングセンターM's 山下 三四子
セイワパーク株式会社 清家 政彦
セピア商事株式会社 齋藤 智也
タカハタプレシジョン九州株式会社 田邉 隆二
タカ食品工業株式会社 堀口 貴広
タケモト電器 竹本 勝
タナカデンキ 田中 圭介
チル ･ジャパン株式会社 張 惟 
テノ . コーポレション 池内 比呂子
でんき館むらぐち 村口 立巳
トポスデザイン工房 東 徹太郎
ナカシマ電機 中島 広一
なかむらデンキ 中村 知嗣
ニシヤマ電機 西山 日出喜
ネットワンシステムズ株式会社 谷口 賢哉
ネットワンシステムズ株式会社 内藤 隆裕
パナランドふくだ 福田 哲郎
パナランドレインボー 山浦 徳雄
はまゆうワークセンター大野城 上田 大地
ファブインスツルメンツ株式会社 玉木 裕介
ファルーカモデルズ 坂田 陽子
フォントワークス株式会社 福島 里江
フォントワークス株式会社 牟田 恵利子
フジクリーンサービス福岡 ･糸島 ･
唐津 ･八幡

藤原 英雄

フロウシンク 米倉 博彦
まさき 正木 成信
まなべ呉服店 眞鍋 儀平
マミー･スマイル 雁瀬 暁子
ミラクルグリーン株式会社 三宅 恵子
むなかた経営企画研究所 狭間 流
ムライケミカルパック株式会社 村井 正隆
ムライケミカルパック株式会社 津田 業
メンズハウス 一番館 帆足 直之
モード ･ヤマモト 山本 泰宏
モリンダジャパン 辻 実り
ライフプラザ ･オダ 小田 千代政
リーフ株式会社 中村 友紀
レスクテック株式会社 高原 広文
ワイズ ･サポート 工藤 芳純
葦技術経営工房 吉村 義廣
安部中小企業診断士事務所 安部 欽也
伊藤建設設計事務所 伊藤 裕一
位登産業株式会社 稲葉 政人
磯部社会保険労務士事務所 磯部 光隆
一般財団法人九州産業技術センター 村上 英治
一般財団法人九州産業技術センター 野田 彰
一般財団法人食品環境検査協会 石田 浩平
一般社団法人 SINKa 河内 さゆり
一般社団法人九州経済連合会 加來 英彦

会 社 名 氏　名
一般社団法人九州経済連合会 古谷 郁男
一般社団法人九州経済連合会 小田 保
一般社団法人九州電気管理技術者協会 工藤 久
一般社団法人博多港振興協会 中村 治
一般社団法人福岡中小企業経営者協会 坪井 祥子
園田税務会計事務所 園田 嘉生
横井デンキ 横井 和雄
佳子の父ちゃん Dining Café&Gallery 二宮 教
加賀屋 原 公志
椛島電化サービス 椛島 豊弘
株MIKI ファニット 太刀山 美樹
株式会社 CECIL 伊規須 牧子
株式会社 cocotama 佐々木 寿生
株式会社 cocotama 梅田 大悟
株式会社Duo 川原 津多江
株式会社 F3 藤田 克仁
株式会社 Green prop 川添 克子
株式会社 JIMOS 伊島 裕貴
株式会社 JOY･ プラス 立山 由味枝
株式会社OZ Company 小津 智一
株式会社 SCホールディングス 山崎 寿志
株式会社 Skyward 梅本 洋平
株式会社 SS テクノ 小山 賢秀
株式会社 TMエンタープライズ 杉本 尚丈
株式会社 TSS 市丸 皓士
株式会社Windhope 小早川 敬義
株式会社Words 大野 将寛
株式会社アーバンワークス 関 雅美
株式会社アイル 樋口 康治
株式会社アウルズ 木下 彰子
株式会社アズ 竹下 久美
株式会社アユム 古賀 和文
株式会社イー･ファイブソリュー
ションズ

高山 幸嗣

株式会社イックス 矢幡 卓美
株式会社インターコスモス 髙山 伸太郎
株式会社ヴィサージュ 竹内 康順
株式会社ウイッシュ･ボーン 吉田 誠
株式会社エヌエフティ 原 弘之
株式会社えみの和 加藤 伸一
株式会社オヌキ 杉本 猪一郎
株式会社オリジナルメディアサービス 大谷 鮎子
株式会社カナエ 仲西 淳治
株式会社カナエ 峯 吉宏
株式会社カマタテクナス 鎌田 崇裕
株式会社キュータネ 武内 照臣
株式会社ギンザ屋洋服店 瀑布川 巖
株式会社グッド ･サポート 中島 克海
株式会社コミプラ 時枝 寛
株式会社コムズ 佐藤 吉幸
株式会社サイム 土田 保雄
株式会社さかい経営センター 田原 公生
株式会社サンキュウ ･トランスポー
ト ･九州

河村 守

株式会社システムニシツウ 松井 昌二
株式会社シティアスコム 福嶋 正道
株式会社シティーライン 田浦 通
株式会社シンクフリー 藤原 正典
株式会社すこやか工房 光本 智恵子
株式会社ゼックフィールド 漆間 直
株式会社ゼックフィールド 其田 桂子
株式会社セフリ 春山 慶彦
株式会社セルブ 小嶋 寿見子
株式会社ソーラー･エコー 重信 好文
株式会社ダイキ ･ジャパン 坂田 春男
株式会社ちくぎん地域経済研究所 八﨑 光彦
株式会社ちょい貸しスペース 高橋 憲一郎
株式会社つじ 辻 一昭
株式会社ティーケーピー 重 伸仁
株式会社ティーケーピー 川崎 広美
株式会社ティーケーピー 池田 歩未
株式会社ディスカバリージャパン 石井 康裕
株式会社データ ･マックス 柚木 聡美
株式会社テクノスマイル 野々山 直樹
株式会社ドーガン 森 大介
株式会社ナダヨシ 植木 次義
株式会社ナテック 建井 徹
株式会社ニュートン･グラフィックス九州 安藤 浩二
株式会社ハナブサ 衞藤 憲太郎
株式会社ピーエムティー 西井 健雄
株式会社ヒューマンライフ 中山 英敬
株式会社ファイン  岩崎 輝志
株式会社ファインテック 本木 敏彦
株式会社フクデン 廣岡 正儀
株式会社プランニング松元 中山 真一郎
株式会社ベストプラン 中川 甚広
株式会社ホットプロシード 湯前 裕介
株式会社マイサ 加藤 美香
株式会社マックスワールド 坂田 春男
株式会社ミッション ･ベクトル ･
パートナーズ

藤 孝太郎

株式会社みどりや仏壇店 吉川 和毅
株式会社ミリオネット 橋野 浩一
株式会社メリーグラシス 中村 美賀子
株式会社モットラート 柴田 剛
株式会社モットラート 福川 真由美
株式会社モリサワ 鐘江 邦彦
株式会社モリサワ 前原 泰洋
株式会社モリタエコノス 吉住 洋昌
株式会社ユニティ 高谷 幸一
株式会社ライジングアドバンス 佐治 浩一郎
株式会社ルネサンス ･プロジェクト 古賀 薫
株式会社ルネサンス ･プロジェクト 山田 裕紀子
株式会社ルネサンス ･プロジェクト 中村 智子
株式会社ルネサンス ･プロジェクト 中村 鉄哉

会 社 名 氏　名
株式会社ロジカルプロダクト 辻 卓則
株式会社ワールドシステムソリュー
ションズ

伊規須 重之

株式会社ワイエスピー 新開 節夫
株式会社ワイコム ･パブリッシング
システムズ

田上 恭由

株式会社井形 井形 善徳
株式会社栄心 田島 順一
株式会社花田設備 花田 博道
株式会社丸十 船戸 康雄
株式会社丸信 家永 圭市
株式会社機能性食研 冨永 堅志
株式会社紀之国屋 中村 高明
株式会社吉井栄商店 吉井 須美子
株式会社吉良紙工 馬場 亮次
株式会社久菱 荒巻 敬一郎
株式会社久留米リサーチ ･パーク 清水 宏昭
株式会社久留米リサーチ ･パーク 藤田 和博
株式会社久留米リサーチ ･パーク 平田 敬一郎
株式会社久留米リサーチ ･パーク 北里 健二
株式会社共立砕石所 加藤 直樹
株式会社九州シグマ 宿谷 豊史
株式会社九州食品流通科学研究所 小林 修
株式会社九州電化 山田 亮
株式会社古賀歯車製作所 重冨 恭介
株式会社荒木帽子店 荒木 弘
株式会社香椎造園 永松 拓睦
株式会社国光産業 田中 茂徳
株式会社坂口建設産業 坂口 壱義
株式会社咲ら化粧品 森 咲子
株式会社三松 田名部 徹朗
株式会社三森屋 緒方 敏之
株式会社三森屋 籾井 益美
株式会社紙資源 山内 春樹
株式会社紙資源 増田 英二
株式会社紙資源 本田 猛嗣
株式会社時創学舎 祐恒 竜也
株式会社秀友 井上 秀樹
株式会社勝田製作所 早瀬 健恭
株式会社商工組合中央金庫 福岡支店 森 弘樹
株式会社松村機械産業 村門 和彦
株式会社松木工務店 松木 祥也
株式会社鐘川製作所 鐘川 喜久治
株式会社上津役製作所 小林 正広
株式会社新出光 青山 百合
株式会社新出光 谷口 知栄子
株式会社紳士服のタケハラ 竹ヶ原 政徳
株式会社晴天  伊原 ルリ子
株式会社西定技研 岸 幹夫
株式会社西田 西田 正記
株式会社西日本ビル代行 藤 眞臣
株式会社西日本電機器製作所 中野 尚徳
株式会社西日本日中旅行社 橋口 康祐
株式会社石橋製作所 五島 慎二
株式会社石橋製作所 石橋 弘嗣
株式会社石原ステンレス 石橋 康徳
株式会社浅島龍文堂 浅島 一雄
株式会社太平環境科学センター 坂本 雅俊
株式会社大建 松尾 憲親
株式会社大川鉄工 三砂 誠一
株式会社大明物産 朱
株式会社談 濱田 恵
株式会社地域マーケティング研究所 吉田 潔
株式会社筑紫工業 新内 一秋
株式会社朝日化成 岩下 耕治
株式会社椎野電器 椎野 次夫
株式会社日本コンピュータ･アソシエーツ 佐藤 隆
株式会社日立製作所 伊豆野 信明
株式会社樋口金十郎商店 大塚 達也
株式会社樋口金十郎商店 都田 光平
株式会社樋口金十郎商店 樋口 昇
株式会社福岡リロケーション 中野 正志
株式会社福住 河野 孝雄
株式会社別府土建 別府 近
株式会社麻生 井桁 洋貴
株式会社麻生 稗島 武
株式会社明月堂 秋丸 卓也
株式会社力の源カンパニー 清宮 俊之
株式会社林商店 河津 修
環境特定非営利活動法人エコ･テクル 梅田 佳暉
看公税理士法人 黒岩 延時
吉松電気管理事務所 吉松 進
吉川工業株式会社 森 俊雄
吉川工業株式会社 大串 文貴
宮川建設株式会社 宮川 土成
宮川建設株式会社 甲斐 幸子
橋口ビル株式会社 明石 光史
橋口ビル株式会社 明石 恒敏
橋本食品株式会社 橋本 和宏
金子電器商会 金子 雄一
金納興業株式会社 飯原 愼一
九州昭和産業株式会社 吉田 幸弘
九州製紙株式会社 田北 洋一
九州製氷株式会社 藤林 秀基
九州大学 stc 鐘ヶ江 隆行
熊谷印房 熊谷 久明
計測検査株式会社 坂本 敏弘
月島食品工業株式会社 鈴木 勝
健康ごはん｡ ローフードマイスター
認定 福岡六本松校

舛谷 暢子

古賀マネジメント総研株式会社 古賀 光雄
光明幼稚園 阿部 良寛
公益財団法人九州先端科学技術研究所 有田 大作
公益財団法人飯塚研究開発機構 仲 孝幸
甲斐浩二税理士事務所 甲斐 浩二

会 社 名 氏　名
合資会社若竹屋酒造場 林田 浩暢
合資会社齊藤建材店 齊藤 昭英
合同会社 JEXPO Yann Monniot
合同会社 JEXPO 堺 武志
佐藤食品株式会社 佐藤 政治
彩樺 松田 佐和子
才田砕石工業株式会社 才田 善之
坂本写真館 坂本 昭広
雑煮のせき亭 関 健太郎
三喜屋酒店 吉村 勝利
三協株式会社 原田 孝明
山崎酒店 山崎 利繁
山本電化サービス 山本 精一郎
子供服 jay's 渡辺 淳一郎
糸島のめぐみ事業協同組合 加茂 正彦
糸島のめぐみ事業協同組合 有田 俊彰
社会保険労務士おおぎ事務所 大城 悦德
社会保険労務士法人 COMMITMENT 北原 勉
若宮商工会 福永 政子
酒房 ･おでん 白杉 阿部 宏枝
宗像貨物運送有限会社 伊規須 清貞
住まいのインテリア ひら井 平井 亮典
春日市商工会 長野 和枝
小郡市商工会 緒方 龍
小松電気商会 細村 和弘
松永電器 松永 人司
瑞穂菊酒造株式会社 小野山 洋平
西田電器 西田 剛直
西日本イシダ株式会社 築島 浩敏
西日本シティ銀行 日隈 正人
西日本プラント工業株式会社 小倉 徳三
西福製茶株式会社 西 宏史
西邦化学産業株式会社 西冨 健司
石井リスク管理研究所 石井 喜代已
石橋工業株式会社 平山 さゆり
川原孝行税理士事務所 川原 孝行
泉舘技術士事務所 泉舘 昭雄
総合メディカル株式会社 中島 敏樹
太宰府市商工会 渡邊 真記子
太田総合経営研究所 太田 能史
太陽インダストリー株式会社 戸畑工場 船田 剛
太陽セランド株式会社 黒田 康照
大硝産業株式会社 甲斐田 義弘
大西化成株式会社 松岡 昴佑
大西化成株式会社 大西 政景
大坪 GSI 株式会社 大坪 隆治
大刀洗町商工会 石橋 梨絵
大野城市商工会 山下 英介
築上町商工会 進 理子
筑紫野市商工会 山下 康仁
筑紫野市商工会 山田 和人
筑紫野市商工会 重岡 秀明
筑邦銀行 龍 憲一
中山茶舗 中山 雄介
中野電器 中野 浩
電 'S みやけ電器 三宅 義典
電 'S よねくら 米倉 武人
電 'S 江藤 江藤 孝太郎
電気のハタエ 波多江 磯和
電気化学工業株式会社 田中 愼二
都市企画開発システム 濱崎 洸煌
東建工業株式会社 古賀 新也
東芝テック株式会社 船橋 伸一郎
東洋ステンレス研磨工業株式会社 門谷 誠
道の駅 ｢おおむた｣ 高岡 尚代
独立行政法人産業技術総合研究所 成瀬 徹
日本ゼオライト株式会社 佐藤 隆
日本食品株式会社 末田 金次
日本農業情報システム協会 中島 隆子
農業生産法人大木しめじセンター 井手 正宏
農業生産法人宝珠山きのこ生産組合 川村 倫子
農事組合法人福栄組合 中垣 誠
博多港ふ頭株式会社 江頭 和彦
白木原商店 白木原 宝三
樋田電機店 樋田 功
百笑屋 松崎 治久
福岡マッサージマムスタジオ 王城 佑佳里
福岡県 SOHO事業協同組合 田中 由紀
福岡県商工会連合会 横田 健一
福岡県中小企業団体中央会 杉本 崇明
福岡県中小企業団体中央会 堀田 晋平
福岡商工会議所 西岡 潤史
福岡中央銀行 岩佐 真治
福智町商工会 陶山 賢二
福八木株式会社 松藤 隆之
平井精密工業株式会社 濱水 聖貴
平野コンサルタント 平野 嘉一
北九州銀行 市川 善教
牟田鉄工有限会社 牟田 淳一
名港海運株式会社 早川 明良
茂村巨利デザイン事務所 茂村 巨利
野口食品株式会社 西島 賢一
有限会社 abc 機会社 玉井 輝大
有限会社 TRIART 渡辺 淳
有限会社アジアビジネスコンサルタント 古森 政基
有限会社エイト工業 塚本 節哉
有限会社エムケイブレーン 槇本 典之
有限会社コスモライフ 渡木 繁
有限会社システム ユー ル ･ パン ･ 
リュストー

今村 安里

有限会社タイセイ 笠置 重子
有限会社タカラ電化 堤 信宏
有限会社デンキのむつ 児玉 忠義
有限会社ひらかわ 平川 直行
有限会社フォーラム 吉田 博行
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会 社 名 氏　名
有限会社フローラ美工 渡邉 裕一朗
有限会社ミヤコ電器 横林 敏夫
有限会社みやもと電器 宮本 和夫
有限会社リヴィングオフィス 大塚 正造
有限会社薗田経営リスク研究所 薗田 恭久
有限会社宮崎木材店 北村 和江
有限会社熊川電機商会 熊川 博基
有限会社玄海環境サービス 中村 好成
有限会社高木しろあり工務店 高木 優吉
有限会社三電 清水 勝
有限会社三木屋家電 三木 勝美
有限会社松田ネーム刺繍店 松田 清人
有限会社職彩工房たくみ 尾崎 正利
有限会社真和堂  天野 延康
有限会社進藤神具店 進藤 廣二
有限会社石橋屋 石橋 渉
有限会社川端帽子店 浦山 季範
有限会社大阪屋洋服店 岡本 信一
有限会社長﨑屋紙店 長﨑 玉江
有限会社辻水産 辻 壽也
有限会社鶴得介商店 重松 智恵
有限会社鶴得介商店 鶴 邦弘
有限会社貞苅産業 貞苅 幸広
有限会社田中凸版 田中 潤一郎
有限会社日研 末竹 哲
有限会社博多鉄砲店 内藤 博文
有限会社白川精機 樋口 正博
有限会社粕屋 白木 正史郎
有限会社堀内工務店 堀内 智孝
有限会社柳川商事 椛島 勝巳
有田電器情報システム株式会社 有田 栄公
龍宮株式会社 梯 恒三
林電機株式会社 林 雅広
和新工業株式会社 森 茂博
和奏美 井上 智子
廣松組 廣松 佑治
澁谷工業株式会社 吉田 匡一
濱田設備 濱田 満広
螢光電化 柳瀬 信雄
髙橋音響電機商会 髙橋 岩三郎

加藤 圭示
山田 昭雄
藤本 勝誠
槇本 健次

佐賀県
G-step 梅崎 修
HANAデザイン事務所 北島 久美子
Rejouir 緒方
Tempel Trae 矢田
アーユルヴェーダサロン VAMTRL 福盛 信美
あいであ工房 細川 秀行
オフィスきゃぶ 中村 圭一
くま電気商会 坂本 義仁
サイショ写真館 最所 清貴
ジャパン ･コスメティックセンター 萩原 啓陽
シューズバッグさとう 佐藤 信
セレクトショップ GARO 藤井
トーホー商事 藤川 匡孝
ビオラコーポレーション 福井 一史
ひだまりOKKO堂 矢野 億子
ユキヒラ ･モノデザイン事務所 長尾 行平
ユタカ自動車 渡邉 豊
株式会社エフ ･アイ ･サービス 平 義高
株式会社エムズクリーンサービス 米田 守
株式会社オギハラ 小城原 進
株式会社オフィス ･タカハシ 高橋 勝則
株式会社プレースホーム 福田 勝馬
株式会社まんてん 高尾 秀樹
株式会社ミズホメディー 今村 正
株式会社井上 井上 秋史
株式会社錦右エ門陶苑 山口 幸一郎
株式会社九州パール紙工 田久保 博丈
株式会社坂田鉄工所 坂田 健一
株式会社山中建設 山中 敏
株式会社松下デンキ 松下 義孝
株式会社賞美堂本店 野中
株式会社神羅カンパニー 中井 健太
株式会社西有田土木 松尾 文則
株式会社大慶 森 義久
株式会社大神 吉村 正
株式会社大村屋 北川 健太
株式会社炭化 入江 康雄
株式会社中村 中村 光予子
株式会社弟子丸建設 弟子丸 靖宏
株式会社田清窯 田中
株式会社陶悦窯 奥山
株式会社陶悦窯 今村
株式会社陶悦窯 山下
株式会社陶悦窯 山口
株式会社陶悦窯 松尾
株式会社徳幸窯 徳永 弘幸
株式会社馬場製作所 馬場 友幸
株式会社飛鳥工房 廣松 利彦
株式会社北島 香月 道生
吉田刃物株式会社 吉田 浩樹
協立産業株式会社 北風 正春
近藤生花店 近藤
原口製麺 原口 澄雄
古田商店 古田
江北町商工会 隅山 幸治
江北町商工会 山下 芳樹
江北町商工会 前田 真希
江北町商工会 中島 淳子
江北町商工会 野田 由美子

会 社 名 氏　名
浩平司法書士事務所 福田 浩平
香蘭社
合同会社佐賀市漁村女性の会 古川 由紀子
佐賀新聞千代田販売店 平峯 貴洋
佐賀冷凍食品株式会社 辻 涼輔
佐藤酒店 佐藤 信義
佐野税理士事務所 佐野 康隆
山浦義行税理士事務所 山浦 義行
山口印刷 山口
篠英陶磁器株式会社 篠原 照比古
昭平窯 野中 克彦
植田機械株式会社 田中 寿男
森機工 森
森源商店 森 貴子
森源商店 森 和馬
森商店 森 猛美
森清 森 伸一郎
深海三龍堂 深海
親和伯父山 岩永
親和伯父山 川内
陣内サッシ店 陣内 巧
水田建設 水田 敦史
西部木材工業 福田 健一
川内電機 川内 文昭
増田建設 増田 大輔
大坪石材株式会社 大坪 久芳
池尾電気 池尾 文徳
中園建左 ･中園茶舗 中園 善満
鳥飼建設株式会社 鳥飼 善治
田口電機工業株式会社 田口 英信
田代電気 田代 真吾
田中茶舗 田中 伸一郎
田島興産株式会社 田島 広一
藤永建設株式会社 田口 國夫
藤瀬商店 藤瀬
風トゥール 福島
福岡建設株式会社 福岡 敬貢
保名 西山
有限会社イシマル電器 石丸 利汪
有限会社エガシラ 江頭 鷹文
有限会社きし川陶磁器店 岸川 慎太郎
有限会社井上製麺 井上 義博
有限会社環境整備事業センター 中島 親
有限会社丸田錦峰堂 小川 浩
有限会社久保田豆腐店 久保田 誠
有限会社魚喜 永原 則昭
有限会社金照堂 金子 真次
有限会社古賀製麺 古賀 義宏
有限会社古賀製麺 古賀 義治
有限会社三根自働車 大石 秀一
有限会社真栄土木開発 吉浦 剛
有限会社成富たたみ店 成富 信幸
有限会社石丸工業 石丸 孝洋
有限会社前田建設 前田 利満
有限会社塚原旗商会 塚原 裕一
有限会社伝平窯 池田
有限会社電化センターキハラ 木原 伸一
有限会社筒井商事 筒井 盛太
有限会社日高建設 日高 大将
有限会社福泉窯 下村 耕司
有限会社文翔窯   森田
有限会社李荘窯業所 寺内 信二
有田 TRAP 久保田
有田ケーブルネットワーク 斉藤
有田ケーブルネットワーク 草場
有田ケーブルネットワーク 畠田
有田観光協会 旗島
有田観光協会 有井
藍土 田澤
李参平窯 金ケ江 美里
饂飩屋 佐藤 健一郎

長崎県
Key&Ko 琴岡 賢彦
shoelink 永田 正徳
アステイク 西島 史朗
アプルス 佐藤 尚一
イサハヤ電子株式会社 栗木 実
イサハヤ電子株式会社 松岡 宏則
いちのせともこ音楽教室 一ノ瀬 朋子
エビスマリン株式会社 寺井 良治
ソイオ 川村 清一
タゾエ電器 田副 靖夫
ミサキフーズ有限会社 頼田 彰久
ワクワクおうち Lab 三浦 峰子
旭砕石株式会社 西畑 伸造
医療法人祥仁会 西諌早病院 栗原 陽太郎
壱岐の島せんぺい本舗 山内 豊
株式会社アージョ 平井 数冨実
株式会社アクセレートデバイス 中嶋 史雄
株式会社アドミン 木場 皓紀
株式会社イネックス 小田 陽一
株式会社ウエディング石川 石川 嘉則
株式会社ウエハラ 上原 正行
株式会社コミュニティメディア 米田 利己
株式会社ナイシス 光永 秀一
株式会社マツヤ 松尾 豊昭
株式会社マユミ 山口 博昭
株式会社ユースフル 鎌田 慎一
株式会社りぼん 大原 万里亜
株式会社亜細亜商店 吉田 浩平
株式会社昭和堂 永江 嘉國
株式会社昭和堂 岩永 敏隆
株式会社昭和堂 山田 希枝
株式会社杉永蒲鉾 杉永 清悟

会 社 名 氏　名
株式会社太平環境センター 木下 淳也
株式会社中嶋屋本店 中嶋 毅
株式会社長崎の路地裏 café 藤原 里奈
株式会社鍋順 山崎 春雄
株式会社梅月堂 本田 時夫
株式会社美泉 井上 孝輔
株式会社福義丸 側島 福一
協和機電工業株式会社 竹市 浩
近藤商店 近藤 鷹秀
九一庵食品協業組合 松本 克己
九一庵食品協業組合 島﨑 貴裕
原口電気株式会社 原口 誠
原田建材店 原田 信幸
四季行政書士事務所 木下 賢一
出口工業株式会社 出口 雄一郎
小浜マリン株式会社 宅島 壽雄
松永建設有限会社 松永 雅司
深江商店 深江 海人
真弓精肉店 真弓 貴治
整骨院プライド 長田 大樹
西岡屋 西岡 克之
西海砕石株式会社 上山 巖
税理士法人中央総合会計事務所 山田 哲嗣
石部経営研究所 石部 和彦
中島建設株式会社 中嶋 一也
田尾米穀店 田尾 政幸
特定非営利活動法人地域循環研究所 末吉 沙織
特定非営利活動法人長崎海洋産業ク
ラスター形成推進協議会

松尾 博志

尼忠平店 尼崎 準二
日の出電気商会 境 芳浩
粕谷製網株式会社 高木 真治
美島産業株式会社 浦田 一朗
片山商店 片山 輝雄
有限会社オーミヤハウス 大宮 武義
有限会社かねや 栁澤 護
有限会社シーズコンサルティングオフィス 前田 慎一郎
有限会社タテイシ 立石 光德
有限会社デジタルメディア企画 小松 喜房
有限会社一ノ瀬商事 一ノ瀬 恵介
有限会社岩永石油 岩永 信俊
有限会社紀文 木下 健悟
有限会社坂口石油店 坂口 松一
有限会社山崎マーク 山崎 善仁
有限会社前川木材 前川 俊二
有限会社長崎クリエーション 林田 照代
有限会社迫野石材彫刻店 迫野 廣征
有限会社法本胡麻豆腐店 法本 憲一郎
炉ばた大和 林田 元博

石川 靖之

熊本県
Biz Assist 森田 欣典
JNC 開発株式会社 渕上 学
Voice 福田 京花
イケダ食品株式会社 春木 慎次
いまきん食堂 今村 聡
エフ ･シー株式会社 藤本 祐介
オオヤブデイリーファーム 大薮 裕介
タッド株式会社 杉田 将章
ドルフィンワークス 西田 ミワ
ピースコネクト 平田 和子
阿蘇はなびし 宮本 博史
株式会社 ABC 丸山 晃範
株式会社くまもと健康支援研究所 松尾 洋
株式会社スリーダイン 上村 幸由
株式会社スリーダイン 西嶋 哲史
株式会社スリーダイン 積 京平
株式会社ハタノ 田苗 繁
株式会社ファクトリー･クリーンシステム 廣 健太郎
株式会社貝島商店 貝嶋 慶治
株式会社蒲公英 大杉 裕之
株式会社丸勢 森 茂遠
株式会社九州みらい研究所 福田 博
株式会社緒方エッグファーム 緒方 幸代
株式会社緒方エッグファーム 緒方 克也
株式会社松島木材センター 鍬本 篤史
株式会社杉本建設 杉本 泰一
株式会社星山商店 星山 一憲
株式会社西日本建設工業 古賀 克美
株式会社長崎書店 長﨑 健一
株式会社同仁グローカル 蒲野 尚道
株式会社同仁化学研究所 志賀 匡宣
株式会社馬場電機商会 馬場 淑之
株式会社尾上建設 尾上 哲哉
株式会社富士千 藤井 俊博
株式会社和創 釜賀 太規
株式会社櫻井組 櫻井 謙臣
丸成産業株式会社 下田 信美
共栄精密熊本株式会社 下田 政寿
九州ベジパウダー株式会社 池田 透
靴と健康の山口カサヤ 山口 孝政
熊本空港ビルディング株式会社 伊藤 芳昌
熊本空港ビルディング株式会社 西井 さよ
熊本製粉株式会社 宮本 貫治
公益財団法人くまもと産業支援財団 井手 方史
公益財団法人くまもと産業支援財団 横尾 崇
公益財団法人くまもと産業支援財団 鹿子木 康
公益財団法人くまもと産業支援財団 森下 惟一
公益財団法人くまもと産業支援財団 川口 克洋
公益財団法人くまもと産業支援財団 川上 力也
公益財団法人くまもと産業支援財団 村上 大輔
幸の国木材工業株式会社 古川 勇
合同会社シー･アンド･ピー創造研究所 杉山 直樹
三重津田電器産業株式会社 坂井 邦雄

会 社 名 氏　名
三和リース株式会社 中園 知己
三和リース株式会社 髙口 慎一
山の洋食屋フレール 米村 幸洋
志津の宿 日野 ヒサ子
樹木の子 大島 寿一
人吉アサノ電機株式会社 黒木 亮佑
人吉アサノ電機株式会社 土肥 大希
西日本イシダ株式会社 中山 圭介
西邦電気工事株式会社 上田 勝徳
青紫蘇農場株式会社 吉川 幸人
大谷行政書士事務所 大谷 豪
中小企業診断士 ･社会保険労務士み
のだ事務所

蓑田 聡

白浜自動車山口工場 山口 元成
美緑こふれ株式会社 小松丸 昌子
味岡建設株式会社 味岡 正章
有限会社いわした太鼓堂 岩下 勝也
有限会社ヴイワン西本 西本 修一
有限会社オーシャンズゲート 西﨑 浩史
有限会社ギヤエム電気設備 本田 祐一
有限会社グレース大橋 大橋 聡司
有限会社ナガイエ食品 佐方 真理子
有限会社はなまる社 豊永 正三
有限会社ラブラブグローバル菊池 木村 友穂
有限会社宮崎電設 宮崎 雅己
有限会社熊宮自動車 熊宮 敏宏
有限会社原田食品製造所 原田 英司
有限会社工藤商店 工藤 浩保
有限会社坂本石灰工業所 坂本 恵美子
有限会社堺建設 堺 優一
有限会社真 三鶴 安子
有限会社西山技装社 西山 元気
有限会社青木葬儀社 宮崎 靖大
有限会社太平不動産 伊東 昭正
有限会社大野商店 大野 睦子
有限会社中尾自動車 中尾 義光
有限会社電気プラザ カメヤ 本田 敬喜
鈴木伸一税理士事務所 鈴木 伸一

大分県
NM研究所 荒江 進
UNITED SHARE 酒井 英俊
アイオンプランニングセンター株式会社 宮本 英一
エネフォレスト株式会社 木原 倫文
オフィスカンタループ 渕野 浩士
ココロプランニング 栗本 さとみ
さいきりーふ 高橋 まや
愛宕自動車工業株式会社 岡田 雄一
愛宕自動車工業株式会社 恒成 哲郎
株式会社イーコンセプト 松山 進
株式会社カートピアキクチ 菊池 徹
株式会社カスガ水産 三木 繁
株式会社くしふるの大地 阿河 秀紀
株式会社クリエイティブ･プロジェクト 吉田 晃人
株式会社クリエイティブ･プロジェクト 小野 太貴
株式会社デンケン 日浦 昭二
株式会社デンケン 林田 辰徳
株式会社ほうねん 朝久野 徹
株式会社みらい蔵 山村 惠美子
株式会社ムクノ 向野 秀定
株式会社宇佐ランタン 谷川 忠洋
株式会社上野丘商会 後藤 不三夫
株式会社大和電業社 後藤 強
株式会社大和電業社 笹田 寿
株式会社鳥繁産業 髙橋 英則
株式会社日本生物 . 科学研究所 小笠原 和也
溝部経営コンサル事務所
高橋水月堂 高橋 幹雄
合名会社まるはら 原 次郎左衛門
山国どぶろく製造所 野村 彰
山忠商店株式会社 横井 孝俊
是永診断士事務所 是永 逸郎
西日本土木株式会社 隈田 英樹
大分ベンチャーキャピタル株式会社 阿知波 孝典
大分県信用組合 佐藤 由起子
大分電子工業株式会社 藤田 忠熙
別府竹製品協同組合 岩尾 一郎
野田電機工業株式会社 野田 栄治
弥生石材株式会社 管 博久
有限会社オーハタパール 大畠 美津子
有限会社ゑびす屋旅館 本田 麻也
有限会社丸二水産 橋本 千春
有限会社近江屋 小林 裕二
有限会社大倉菓機 大倉 崇史
有限会社渡辺電器商会 渡辺 勝雄
有限会社東栄工業所 児島 靖正
鮨 ･仕出し ･割烹 おおくぼ 大久保 利美

宮崎県
CHACHABO 原田 樹里
IS グループ株式会社 鎌田 健一
minimal 北野 道代
アトリエ cafe banbanhey 長尾 陽子
さいきりーふ 野田 将希
スピードハウス野口 野口 俊和
旭化成テクノシステム株式会社 金子 政二
一般社団法人宮崎県農業法人経営者協会 長友 宏諭
宴会処志都 杉田 憲司
株式会社Heart Best 河野 靖美
株式会社アイロード 福永 栄子
株式会社アイロード 有田 知永
株式会社アクロス不動産 谷岩 啓康
株式会社ウェルネス 鳥丸 政彦
株式会社サニー･シーリング 久野 康之
株式会社スタッフメイト南九州 田中 祥歩
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会 社 名 氏　名
株式会社だいきち 川越 道貴
株式会社ダンロップゴルフクラブ 地上 清隆
株式会社ニチワ 橋本 佳隆
株式会社ボラーレ宮崎 寺田 光德
株式会社みつこ 船上 美津子
株式会社宮崎環境開発センター 月岡 秀一
株式会社宮崎環境保全公社 坂元 喜一郎
株式会社鶏愛 川野 雅人
株式会社黒木本店 金子 玲子
株式会社黒木本店 甲斐 由香
株式会社写真のアートカラー 伊勢木 俊親
株式会社松澤組 松澤 衛
株式会社石原工業 石原 道雄
株式会社創循ホールディングス 福川 武夫
株式会社増田工務店 増田 祐介
株式会社日高時計本店 日高 晃一
株式会社博栄建設 木脇 伸博
株式会社友和産業開発 長友 剛
喫茶フレンド 藤本 道男
宮崎センコー運輸整備株式会社 中池 孝幸
宮崎センコー運輸設備株式会社 出水 孝典
建設ネット有限会社 佐々木 健作
行政書士うわとこ法務事務所 上床 紀貴
合資会社三輪商店 三輪 修嗣
碕山鉄工建設株式会社 碕山 智久
児玉旅館 児玉 邦子
村田株式会社 前田 博文
中華菜館日の出 阪本 進
中原自動車整備工場 中原 和久
長友電設 長友 敏文
田舎屋みかど 原田 大輔
南国興産株式会社 岡本 輝雄
南国興産株式会社 弓削 昭男
日向庵 川村 義幸
畑中自動車整備工場 畑中 太志
福森技研 福森 幹雄
野崎漬物株式会社 野崎 偉世
矢野産業株式会社 矢野 久也
有限会社ビルド 井上 政貴
有限会社旭ケミカル 内田 麻紀子
有限会社一平 村岡 浩司
有限会社王生工業 中原 伸博
有限会社吉行産業 吉行 道三
有限会社宮尾電技商会 宮尾 吉明
有限会社新福青果 新福 秀秋
有限会社新福青果 新福 朗
有限会社石井石油 長倉 努
有限会社大島家電サービス 黒田 浩嗣
有限会社第一防虫センター 川崎 益央
有限会社藤村製材 藤村 講平

甲斐 仁美

鹿児島県
Comfort（コムフォート） 濱山 博道
La Fonte 泉 裕次郎
アテランバー 岩本 美穂子
オフィスメイキッシュ 岩城 茉美子
お茶の不二園 藤井 愛一郎
サンキョーミート株式会社 八重尾 伸治
スーパー太平 太山 太介
タートルベイ醸造 徳田 公一
テイクサービス合同会社 竹内 信二
テイクワイズ 松屋 裕子
ドリーミィ大和株式会社 原口 和彦
パッションガーデンなかはら 中原 洋秋
ヘアーサロンふく 福 秀樹
ホームショップ丸万 四元 昇
みのり整骨院 稲留 明
ラド観光九州株式会社 松元 笑美
ラリーモーター小林 小林 壮一郎
安田農園株式会社 安田 弘毅
伊佐リサイクルセンター轟市場 小田原 宏
遠矢石油店 遠矢 政嗣
下茂建設株式会社 下茂 健作
株式会社Mでんき住設 山元 和久
株式会社 ts グループ 吉松 良平
株式会社アイ ･シー･ケイ 宮田 孔
株式会社アミノ 中島 昭彦
株式会社アンカー 丸山 正子
株式会社アンカー 岩河 哲也
株式会社アンカー 森 一昂
株式会社アンカー 丁 雪輝
株式会社アンカー 田上 龍二
株式会社アンカー 日髙 清博
株式会社アンカー 迫田 政広
株式会社アンカー 末廣 明美
株式会社アンカー 壽福 悟
株式会社インターウェーブ 倉橋 利一
株式会社ガイアテック 橋口 享児
株式会社カクイックスウイング 岩元 文雄
株式会社かごしまんま 山下 理恵
株式会社キミドリ 川野 博志
株式会社コレクトプラン 神薗 俊一
株式会社さかうえ 坂上 隆
株式会社さかや 川井田 守
株式会社シートック 濵田 義光
株式会社しか屋 宮之原 綾乃
株式会社タカシ巧芸社 岩元 剛
株式会社ドゥーイット 本部 映利香
株式会社ドリームワン カゴシマ 五百路 裕之
株式会社ビルメン鹿児島 野元 一臣
株式会社ヨスミ建設 四角 公一
株式会社レルシル 牧之角 五美
株式会社益田製麺 阿邊山 真吾
株式会社屋久島白川茶園 白川 満秀

会 社 名 氏　名
株式会社九飛勢螺 鹿児島工場 仮屋 裕樹
株式会社山水 角 貴幸
株式会社住まいず 有村 健弘
株式会社新協 福山 大洋
株式会社森建設 森 義久
株式会社西岡水産 西岡 華代
株式会社西組 西 純一郎
株式会社地域彩生 櫨山 義久
株式会社竹之内組 竹之内 信一
株式会社中馬 中馬 浩
株式会社田川組 近藤 慶太郎
株式会社田代建設 小梅枝 祐二
株式会社東郷 東 成生
株式会社浜崎コンクリート工業 実島 勲章
株式会社有明ガラス建材 原 友一
吉永酒造株式会社 川畑 慶介
共同フェリー運輸株式会社 里村 明紀
近藤タタミ店 近藤 孝二
合同会社グリーントレード 宇都宮 和志
山元石油店 山元 慎也
司法書士しげの巨樹事務所 重野 巨樹
鹿児島県中小企業団体中央会 小正 芳史
鹿児島大学 産学官連携推進センター 福島 誠治
出水運輸センター株式会社 本蔵 浩二
純黒糖窯 喜界島工房 杉俣 絃二朗
小田農園有限会社 小田 博満
新栄青果 柳谷 昌臣
神酒造株式会社 神 孝輔
西山ファミリー農園 西山 英一
千代田砕石株式会社 萩原 眞澄
洗車工房隼人店 大久保 優一
前田総研 前田 大成
霜出モータース 霜出 智寛
蔵王産業株式会社 若松 直
村商株式会社 新村 順一郎
太陽ガス株式会社 小平 昇平
田中ガラス 田中 貴規
南国警備株式会社 大渕𦚰 正太
南国警備株式会社 渡 康嘉
南西糖業株式会社 町 彰雄
日本有機株式会社 野口 愛子
八作 小川 幸二
富士エネルギー株式会社 亘 大樹
冨永石材 冨永 猛
福永写真館 福永 隆志
福元自動車整備工場 福元 雄二
弁天堂 谷口 尚也
保池建設株式会社 保池 穂好
有限会社 LIFE FACTORY 小牧 正英
有限会社アンズ 冨川 正博
有限会社エール 倉本 哲
有限会社オリタ電設 折田 和久
有限会社カワバタ電設 川畑 耕一郎
有限会社キタカタ 北方 輝洋
有限会社ひらかわ自動車商会 平川 政和
有限会社ふるいち電機住設 古市 隼人
有限会社ヤマゲン 山元 博之
有限会社リトルフォレスト 山下 栄一
有限会社ル ･プレジール 黒江 雄大
有限会社永松産業 永松 忠洋
有限会社奥村農機商会 奥村 誠
有限会社屋久島薬草販売 内田 直喜
有限会社下鶴自動車 下鶴 隆央
有限会社花の店 ナガサキ屋 桑畑 祐也
有限会社輝広 野崎 輝久
有限会社吉永醸造店 吉永 広記
有限会社久保石油 久保 匡志
有限会社橋口木材加工センター 橋口 猛
有限会社渓谷苑 上山 義和
有限会社江口商事 江口 正胤
有限会社山野興業 山野 猛
有限会社鹿児島開発土木 栗野 勝識
有限会社集景堂 俣野 公宏
有限会社昭和テント 岩元 剛
有限会社松島屋 犬伏 浩幸
有限会社植山かまぼこ屋 植山 吉将
有限会社神脇自動車 神脇 慎治
有限会社正留産業 正留 英一
有限会社清木場果樹園 清木場 真一
有限会社西田塗装 西田 憲智
有限会社船川石油店 長田 英治
有限会社船津ソーイング 畠中 政伸
有限会社太陽冷熱 中村 信吾
有限会社大迫自動車 大迫 直人
有限会社池田住宅設備 大浦坂 耕二
有限会社鳥越工業 寺本 雅樹
有限会社藤井ピアノサービス 藤井 幸光
有限会社内山石油 松元 淳二
有限会社内野製材所 内野 智洋
有限会社南日本新聞伊集院北販売所 神野 智宣
有限会社南日本新聞東串良販売センター 田上 光洋
有限会社南日本新聞東市来西部販売所  木通 謙介
有限会社入佐産業 下入佐 裕司
有限会社白男川薬局 白男川 賢治
有限会社福電 福留 正智
有限会社宝珠産業 藤山 通孝
有限会社霧島高原ロイヤルポーク 平 邦範
有限会社野村電設 野村 憲作
理容いしどう 石堂 芳弘
濵田酒造株式会社 原 健二郎
濵田酒造株式会社 樋之口 大作

岩屋 佐智雄

沖縄県
CC&C 今井 俊二

会 社 名 氏　名
CreativeTeam情熱集団 玉城 勝也
Diver's cafe サマースノー 鈴木 英之
FROMO 石渡 みち代
ILU098 嘉数 光
INDEX･ASIA 株式会社 加藤 和紀
MTリフォーム 渡久地 真生
PAS 経営研究所 下地 栄
Powerful Management 廣瀬 孝一
Shimura マーケティング 志村 幸司
イカリ消毒沖縄株式会社 仲本 明
インテリア竹内 内間 裕士
ウェブデザインリーフ 大城 功
エース運送 新川 将吾
カウンセリング&コンサルティング
EXAPIEKO

平良 仁剋

キムタカ税理士法人 大濱 真三朗
キューカンパニー株式会社 駒木根 澄子
グラスアート藍 寿 紗代
コーケンモータース 花城 由行
コーラルインターナショナル株式会社 山川 朝源
サンネット株式会社 上地 明彦
サン電通エンジニアリング株式会社 仲宗根 盛和
スポーツショップ ギノザ 仲栄眞 大輔
タイヤランド沖縄 高里 健作
ダスキンかいほう 瀬長 正
でいご法律事務所 田村 ゆかり
ドライブインレストランハワイ 岸本 恵樹
トラストコミュニケーション株式会社 松田 穣
ドリームプロダクション沖縄 比嘉 豊太
ニューシーコーポレート 橋本 顕彰
ネクストステージ 金城 恵子
パーラーゆず 上原 勝
ハッピーブレス 神 ひろみ
はぴねすマネジメント工房 谷津 和徳
ハワイアングロット 加藤 雪子
ファーストボディ ミヤザト 宮里 宏和
みなみ印刷 下地 義人
ユーマーク株式会社 大城 保
りんごの木託児所 照屋 真也
安里順一司法書士事務所 安里 純弥
一般社団法人日本ソルトコーディ
ネーター協会

青山 志穂

浦添商工会議所 島袋 作哉
沖縄コンピュータ販売株式会社 波平 恵太
沖縄ツーリスト株式会社 東 良和
沖縄ツーリスト株式会社 比嘉 祐堅
沖縄トヨペット株式会社 堀川 剛
沖縄ペプシビバレッジ株式会社 伊佐 慎二
沖縄県商工会連合会 親川 進
沖縄県中小企業診断士協会 仲宗根 稔
沖縄子育て良品株式会社 野添 かおり
沖縄商工会議所 具志堅 拓也
沖縄商工会議所 平田 嗣森
株式会社 Caloria 宇栄原 千春
株式会社OMACエンターテイメント 森山 紹作
株式会社オーシャンハウジング 池味 樹
株式会社オキセイ産業 瀬長 司
株式会社オキネシア 杉浦 貴志
株式会社クックソニア 芳野 幸雄
株式会社さうすウェーブ 前田 憲
株式会社ストローク 宜保 安孝
株式会社なんくる農場 我喜屋 宗昭
株式会社ニットプラン 曽木 康弘
株式会社ネクストシステム ･コンサ
ルティング

銘苅 康弘

株式会社フジタカクリエイション 高里 豊吉
株式会社ぷらど 池田 尚美
株式会社ポイントピュール 大道 敦
株式会社マキ屋フーズ 金城 正直
株式会社メディアフラッグ沖縄 福井 康夫
株式会社ユービックシステム 米須 友昭
株式会社リージョン 屋宜 宣寿
株式会社ルーツ 高橋 百合香
株式会社沖坤 宮城 勝
株式会社沖縄教育出版 荘司 正樹
株式会社沖縄計測 玉城 幸人
株式会社沖縄工芸村 仲村 大輔
株式会社沖縄債権回収サービス 平良 孝夫
株式会社企業サポート沖縄 仲地 要
株式会社技建 嘉数 良太
株式会社照正組 照屋 義実
株式会社上原ミート 上原 勇治
株式会社新垣通商 新垣 旬子
株式会社誠もち店 比嘉 誠
株式会社仲間組 仲間 政樹
株式会社日光建設 大城 大輔
株式会社比謝川電気 儀間 真之介
株式会社与那国石油商会 金城 信秀
株式会社里伸開発 親里 慎之介
株式会社旅行透析 池間 真吾
丸光重機 當間 浩次
機織工房 しよん 長池 朋子
久米島みそ食品 松堂 辰也
宮城中小企業診断士事務所 宮城 重徳
合同会社ハトコラボ 有谷 元子
砂川恵喜税理士事務所 金城 守賞
座間味プロパン 座間味 綱佳
崎山酒造廠 崎山 和章
糸満市地域雇用創造推進協議会 池原 研一
上間鋼材株式会社 上間 雅之
上原紙店 上原 裕司
前兼久売店 山城 陽二
全株式会社 中尾 芳広
総合包装株式会社 川上 好永
総合木工工事業 三和木工所 仲田 光

会 社 名 氏　名
蔵マネジメント 仲嶺 真美
多幸山株式会社 上地 栄一
大嶺中小企業診断士事務所 大嶺 眞
地域活性化プロモーションうるま 久高 史也
地域活性化プロモーションうるま 仲尾 多恵美
地域活性化プロモーションうるま 眞榮里 良人
東江運送 東江 祐太
東武サービス 東 武人
特定非営利活動法人沖縄県工芸産業
協働センター

小橋川 順市

鳶工業 琉金（喫茶 SHIMAYA） 島尻 英明
那覇なかむらそば 新地 幸輝
日本貿易振興機構 石田 達也
比謝川ガス株式会社 渡口 昭彦
保田盛法律事務所 保田盛 清士
豊見城冷房設備 知念 茂之
北部建機 仲尾 圭司
北部港運株式会社 山川 要
北龍丸 名嘉 広一
民宿まるや ･まんてん 山城 大輔
有限会社アグリット久米島 山里 いずみ
有限会社アンテナ 石原 地江
有限会社うらわ印刷 村田 平
有限会社エム ･シー不動産 知念 政共
有限会社ガリバー旅行企画 照喜名 圭
有限会社キャプテンリゾート 近藤 哲司
有限会社グリーンフィールド 高良 友理
有限会社サンユウ設備 大城 隆
有限会社スケアクロウ 玉田 るみ子
有限会社トモ •プランニング 前田 智奈
有限会社ワールドアカデミー沖縄 上原 嵩
有限会社愛地モータース 城間 誠
有限会社育陶園 高江洲 若菜
有限会社宇根自動車 宇根 真一
有限会社沖縄化製工業 國吉 俊秀
有限会社桜物産 中島 千鶴子
有限会社糸満自動車学校 玉城 卓
有限会社首里琉染 大城 裕美
有限会社宗幸建設 浜比嘉 俊
有限会社上原マンゴー園 上原 祐希
有限会社大城廣四郎織物工房 大城 拓也
有限会社南風原ドライブイン 大城 聡
有限会社名浦企画 崎山 喜文
有限会社琉匠（中村米販売） 仲村 太志
有限責任事業組合クリーン与那国 與那覇 博貴
琉球ステムセル株式会社 宮城 重哲
琉球びんがた事業協同組合 屋冨祖 幸子
琉球大学 平敷 徹男
琉球銘菓 三矢本舗 前泊 彰

比嘉 亮太

所在都道府県不明
H&H Wellness Co., Ltd. 常盤 ゆかり
IDC 諸田 健一
Sa:Su Network GmbH Satomi Suzuki
Tree Islands Singapore Pte Ltd 木島 洋嗣
ル ･クール 竹田 紀代子
株式会社バランスワン 吉富 一郎
株式会社経営道場 田中 徹
株式会社産直あぐり

永石 修一
岡森 久倫
岡本 勝幸
宮 直史
金築 佳奈江
黒木 桂櫻
若新 雄純
菅 務
清水 流美
西澤 佳男
青木 かおり
中川 高一
長嶺 千里
服部 久美子
堀 八州夫
野口 まみ
柳橋 ミーナ

CW6_A5148D92.indd   775 2014/07/24   10:58:54




