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豊嶋　興儀 株式会社　豊島建築設計事務所 社長 171-0032 東京都 豊島区雑司ヶ谷3-10-1池袋豊島ビル201 03-3988-6291 03-3987-0628 建築の設計と工事の監理，採算企画

長瀬　雄之 株式会社  大倉 代表取締役 171-0032 東京都 豊島区雑司が谷3-12-2 03-3983-7912 03-3983-7913 食品スーパーマーケット、 割烹｢大倉｣、不動産賃貸

岩崎　章 岩崎・安達・岡本法律事務所 弁護士 102-0073 東京都 千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル102 03-3234-5221 03-3234-5970 民事､刑事､企業法務

栩木　義彦 有限会社  企業ブレーン 代表取締役 353-0006 埼玉県 志木市館２－３－７－３０７ 048-474-6075 048-471-8262 中小企業診断士、経営コンサルタント、ソフト開発、キャリアコンサルタント（協）理事

石田　仁 協同組合  ＤＤＫ 専務理事 171-0031 東京都 豊島区目白2-16-22ロンアイル池袋3Ｆ 03-3980-8298 03-3980-8380 http://www.ddk.or.jp 高速道路通行料金割引・支払代行、労働保険事務組合、金融・経営相談、事務用品等各種コストダウンサービス、技能実習生制度

河原　八洋 株式会社　ローヤルエンジニアリング 代表取締役 171-0051 東京都 豊島区長崎1-11-19 03-3959-7371 03-3959-8020 http://www.loyal-eng.co.jp/ 空調設備､給排水設備､換気設備､消防設備の設計､施工､保守管理｡

渡辺　正幸 有限会社　彩経営コンサルタント事務所 代表取締役 359-1151 埼玉県 所沢市若狭3-2555-15 04-2949-8931 04-2949-8932 経営計画策定、事業再構築、企業再建診断、財務診断、賃金・人事考課制度

喜多村　洋子 喜多村税務会計事務所 所長・税理士 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-19-2ユニーブル南池袋602号 03-3981-0079 03-3981-0089 http://office-kitamura.jp/ 個人確定申告・法人決算申告・相続税・贈与税申告・創業コンサル・パソコン会計コンサル・研修会・セミナー講師

菅原　哲朗 キーストーン法律事務所 弁護士 171-0022 東京都 豊島区南池袋3-16-8近代ﾋﾞﾙ6F 03-5992-4431 03-5992-4432 http://www.keystone-law.jp/ 法律事務全般

永山　勝利 株式会社　アークホテル 代表取締役 170-0013 東京都 豊島区東池袋３－５－５ 03-3590-0111 03-3590-0224 http://tokyo.ark-hotel.co.jp/ ホテル業、宿泊、会食、宴会、会議（４０名位まで）

栗田　美和子 株式会社　クリタエイムデリカ 代表取締役社長 343-0025 埼玉県 越谷市大沢3271 048-960-5151 048-964-5720 http://www.kurita-aim-delica.co.jp 量販店、コンビニエンスを中心とした簡便性のある食品（１０°Ｃ以下）の製造販売

長島　慎 センチュリー２１パキラハウス 代表取締役 171-0031 東京都 豊島区目白2-16-23目白ナガシマビル1F 03-5396-1144 03-3986-4744 http://www.pak ira.co.jp/ 不動産の売買、賃貸の仲介及び管理、損害保険代理店

富樫　洋治 株式会社  今田工業 専務取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋２－３２－１ 03-3986-3311 03-3986-3318 ガス設備、空調、給排水工事、一般土木、舗装、住宅機器の販売、施工、宅地建物取引業

佐藤　和夫 株式会社  あさ出版 代表取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-9-9第一池袋ﾎﾜｲﾄﾋﾞﾙ6F 03-3983-3225 03-3983-3226 http://www.asa21.com 経済・経営書・自己啓発書・語学書・一般書の発行

土田　義二 土田会計事務所 所長  税理士 171-0014 東京都 豊島区池袋2-13-2金子園ビル4F 03-3981-0328 03-3981-2567 http://www.tsuchida-tax.jp 税務・会計顧問、経営計画・資金繰計画指導、相続税申告及び事前対策

志村　光正 株式会社  志村菓生堂 代表取締役 353-0002 埼玉県 志木市中宗岡1丁目5-11 048-476-1671 048-476-1673 菓子製造、菓子製造卸

松原　恒治 株式会社  リンクアップ 代表取締役 171-0043 東京都 豊島区要町２－７－１ 03-3554-1880 03-3554-1900 http://www.link-age.co.jp 事業用不動産の企画・建築設計・賃貸管理

宝田　健太郎 宝田・寿原会計事務所 税理士 102-0073 東京都 千代田区九段北4-2-1市谷東急ビル1102 03-3239-3606 03-3239-3607 http://www.tsx.co.jp 税務会計顧問・申告、リストラ対策、相続対策・申告、各種税務相談

望月　優 株式会社　アメディア 代表取締役 176-0011 東京都 練馬区豊玉上1-15-6第10秋山ﾋﾞﾙ1F 03-6915-8597 03-3994-7177 http://www.amedia.co.jp 音声読書機及び拡大読書器の開発・販売

原　和良 弁護士法人　パートナーズ法律事務所 弁護士 170-0005 東京都 豊島区南大塚3-36-7Ｔ＆Ｔビル4Ｆ 03-5911-3216 03-5911-3217 http://p-law.jp/ 民事一般、会社関係、債権回収、債務整理、破産、民事再生、労働・刑事事件、渉外、海外進出支援

藤森　修一 株式会社　藤正 代表取締役社長 392-0015 長野県 諏訪市中洲３７２－１ 0266-52-2565 0266-53-2638 海苔の流通・加工業

田谷　哉 株式会社　新コピー 341-0026 埼玉県 三郷市幸房１１８６－２ 048-952-2191 048-953-0759 http://www.scopy.co.jp コピー、出力、プリント、デザイン、オリジナルグッズ、ポスター、チラシ、パンフレット

熊谷　敦史 株式会社　テクノパルス 代表取締役 171-0044 東京都 豊島区千早4-45-7プラトウ武蔵野１１０ 03-5964-0507 03-5964-0508 電気工事業、サメ撃退装置、魚類迷入防止装置、付着生物防止装置等電気パルスを用いた生物制御技術の提供

高橋　洋平 株式会社　foojoy 代表取締役 171-0021 東京都 豊島区西池袋1-37-12　ロサ会館8階 03-5391-3776 03-5949-6115 http://www.foojoy.jp/ 飲食店の経営

曽根　聡 株式会社　新巧 代表取締役社長 279-0043 千葉県 浦安市富士見5-23-28 047-305-8841 047-305-8843 http://www.sinko-corp.com/ 建築構造物のトータルリニューアル

中澤　一嘉 司法書士　代々木翔栄事務所 司法書士 151-0053 東京都 渋谷区代々木１－１３－９ 03-5333-6953 03-5333-6954 不動産売買・相続・贈与等での不動産登記全般、会社設立・役員変更、増資、企業再編等での商業登記全般

桐生　翰 株式会社　オリンピア 代表取締役 170-0011 東京都 豊島区池袋本町1-24-10 03-3985-4129 03-3985-4160 http://www.olympiainc.co.jp 食肉、食品卸。不動産賃貸。

丸山　牧夫 有限会社　シリー 代表取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-27-15東興ビル3Ｆ 03-5950-5720 03-5950-5726 http://www.sri-consult.co.jp/ 損害保険の代理業務。リスクコンサルティング業務。生命保険の募集に関する業務。

高橋　賢一 株式会社　ケンツアーズ 代表取締役 252-1132 神奈川県 綾瀬市寺尾中4-14-13 0467-40-4752 0467-40-4759 http://www.kentours.co.jp 海外旅行、国内旅行。海外視察旅行からご家族の温泉旅行までおまかせください。

上岡　代志子 有限会社　シナリークライム 代表取締役 171-0043 東京都 豊島区要町3-12-13ｴﾄﾜｰﾙ千川2F 03-3959-7500 03-3959-7900 自然化粧品、日用品、アロマの小売、卸

齋藤　正広 税理士法人　第一経理 代表社員　税理士 171-0022 東京都 豊島区南池袋1-13-2 03-3980-9101 03-3980-9533 http://www.daiichi-keiri.co.jp/ 会社顧問、税務申告、税務調査立会、方針検討会・決算報告会開催、会社再建、事業承継、相続申告など

堂口　高次 株式会社　アリーナ・プロフェッショナル 代表取締役 171-0021 東京都 豊島区西池袋5-5-21-2902 03-5949-5341 03-5949-5347 http://www.arena-pro.co.jp コンピュータシステムに於ける、インフラ構築、ソフトウェア開発・保守、システム運用、ＩＴ教育等

小田桐　史治 小田桐司法書士事務所 所長 司法書士 170-0013 東京都 豊島区東池袋3-15-2ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ池袋701 03-6808-7988 03-3984-8448 http://www.odag iri-office.jp/ 相続、遺言、成年後見等の個人向け業務や中小企業の経営支援、経営承継支援業務に力を入れています。

津田　和紀 津田和紀司法書士事務所 所長 171-0021 東京都 豊島区西池袋３-２５-１５-５Ｆ 03-5953-5621 03-5953-5622 http://home.interlink.or.jp/~tsudakz 登記手続代理、簡裁訴訟代理、裁判事務、成年後見、債務整理、企業法務。

松村　一也 株式会社　ＩＭＳプランニング 代表取締役社長 173-0004 東京都 板橋区板橋2-28-8コーシンビル1F 03-5943-2313 03-3962-7233 http://www.imsjp.com 一般住宅の設計・施工・リフォーム。商業施設・住宅・マンション等の企画設計施工。不動産仲介・販売業務。

加藤　正三 有限会社　ゴードンコミュニケーションズ 代表 113-0033 東京都 文京区本郷2-24-1 03-3811-9851 03-3811-9862 ケータリングサービス

別府　信太郎 株式会社　Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ 代表取締役 170-0013 東京都 豊島区東池袋2-62-8BIG OFFICE PLAZA池袋11F 03-5918-8170 03-5918-8190 http://trustcooperation.co.jp 人材の採用と育成、組織活性化のコンサルティングを通した経営支援業務

中井　誠 株式会社　実務経営サービス 代表取締役 170-0013 東京都 豊島区東池袋１－３２－７　三井生命池袋ビル７Ｆ 03-5928-1945 03-5928-1946 http://jkeiei.co.jp 会計事務所の経営支援業務、全国の会計事務所を約６５０事務所ネットワークしている。企業への事務所紹介可

我妻　憲利 税理士法人　ＴＡＣ 代表社員 171-0021 東京都 豊島区西池袋3-25-15ＩＢビル10F 03-3985-1961 03-3985-1979 税理士業務

高谷　誠 日本環境科学研究所 所長 113-0033 東京都 文京区本郷５－２５－１６ 03-3813-0919 03-3813-0935 水質浄化バイオをはじめ、環境改善に役立つシステムを提案するコンサルティング業

荒川　明宏 株式会社　ラビット 代表取締役 169-0075 東京都 新宿区高田馬場１－２９－７　スカイパレス４０１ 03-5292-5644 03-5292-5645 http://www.rabbit-tokyo.co.jp 視覚障害者向けＩＴ機器の販売とサポート

山崎　道生 株式会社　サンゲインズ 代表取締役 351-0022 埼玉県 朝霞市東弁財1-3-4朝霞台駅前ビル5Ｆ 048-460-2485 048-460-2585 http://www.sungains.com データ入力を中心としたビジネスプロセシングアウトソーシング事業、人材派遣事業

渡部　真樹 有限会社　意和登 代表取締役 162-0843 東京都 新宿区市谷田町2-31-3市ヶ谷ASUKARAﾋﾞﾙB1F 03-5225-3980 03-5225-3981 http://www.himorogi.org 医療・福祉・教育サポート事業（カウンセリングルーム、高齢者向け家具の製造販売、米の生産販売、学習塾）

川端　宏幸 フェイト・アイ株式会社 代表取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-13-8ﾀｶｾ南池ﾋﾞﾙ2階 03-5985-0185 03-5985-0186 http://www.fate-i.jp パソコン向けの業務アプリケーション開発を中核としたシステム導入支援活動全般をおこなっております。

輿石　智宏 株式会社　グローバルケア 代表取締役 104-0051 東京都 中央区佃3-3-3 03-5548-2170 03-3532-5201 http://0120-4812-24.com 葬祭業・イベント企画・司会育成スクール

吉峰　文男 互恵ホーム株式会社 代表取締役 171-0043 東京都 豊島区要町1-4-12 03-3959-9073 03-3959-9076 http://www.goke ihome.co.jp 借地・底地買収、不動産仲介、アパート・マンション管理建物内外装工事

有田　邦朗 株式会社　エンファシス 代表取締役 171-0021 東京都 豊島区西池袋5-8-7深野ﾋﾞﾙ2Ｆ 03-6410-7571 03-6410-7572 http://www.emfasys.co.jp 組込系ソフトウェアの開発

片岡　勇 弁護士法人　パートナーズ法律事務所 弁護士 170-0005 東京都 豊島区南大塚3-36-7Ｔ＆Ｔﾋﾞﾙ4Ｆ 03-5911-3216 03-5911-3217 http://p-law.jp/ 一般民事（不動産、マンション、貸金）、会社法務（契約書作成）、家事（相続、離婚）、労働、破産、刑事等

芝伐　敏宏 有限会社　共楽堂 代表取締役社長 729-0328 広島県 三原市港町1-7-27 0848-62-2838 0848-62-2886 http://www.kyorakudo.co.jp 和洋菓子の製造・販売業。旬の果物を使い、その一瞬輝くお菓子を目指し、関東の百貨店を中心に展開中

尾崎　聡 森陶管株式会社 代表取締役社長 170-0002 東京都 豊島区巣鴨5-13-13 03-3918-3210 03-3915-2227 下水道管材、資材、住宅設備機器販売

水登　健介 株式会社　ローヤルエンジニアリング 常務取締役 171-0051 東京都 豊島区長崎1-11-19-2Ｆ 03-3959-7431 03-3959-7505 http://www.loyal-eng.co.jp 一般建築物における設備工事全般の新築・リニューアル工事の企画設計施工管理業務

北野　和博 株式会社　ローヤルエンジニアリング 次長 171-0051 東京都 豊島区長崎1-11-19-3Ｆ 03-3959-7371 03-3959-8020 空調設備､給排水設備､換気設備､消防設備の設計､施工､保守管理｡

石渡　美奈 ホッピービバレッジ株式会社 代表取締役社長 107-0052 東京都 港区赤坂2-15-12 03-3583-8255 03-3586-6568 http://www.hoppy-happy.com ホッピー・サワー・ビール・リキュール及び各種清涼飲料水・炭酸飲料水の製造・販売

渋谷　修 株式会社　みづほ 代表取締役 175-0082 東京都 板橋区高島平1-82-9 03-6909-7424 03-5922-3121 http://www.miduho.net 印刷業、写真アルバム作成サービス、ホームページの作成など

高島　武彦 エクセルエイド少額短期保険株式会社 代表取締役社長 162-0041 東京都 新宿区早稲田鶴巻町534　川尻ﾋﾞﾙB1 03-6233-2371 03-6233-2372 http://www.excelaid.co.jp 予備軍や１型・２型・特別原因の糖尿病の方々に特化した糖尿病保険と契約者の健康管理アドバイスのご提供

島田　光浩 株式会社　ラーニングリーダーズ 代表取締役 171-0021 東京都 豊島区西池袋2-10-3 03-6915-2184 03-6915-2184 http://www.learn-leaders.com 組織活性化、人材育成・教育に関するコンサルティング業務。経営者に対する、エグゼクティブコーチング。

荒木　勝之 有限会社　ナチュラルビレッジ 代表取締役 170-0005 東京都 豊島区南大塚3-38-3ﾚｼﾞｵﾝ大塚101 03-3981-6753 03-3981-6754 http://www.default-management.com不動産の任意売却

高井　玲 フジタカ連帯株式会社 代表取締役 354-0043 埼玉県 入間郡三芳町竹間沢352-1 049-274-1171 049-274-1277 http://www.fujitakarentai.co.jp 青果物カット野菜輸入食料品の総合卸販売。青果物納品事業。生鮮食料品の加工。

中村　弘樹 富士インキ製造株式会社 代表取締役社長 355-0812 埼玉県 比企郡滑川町大字都25-48東松山工業団地 0493-56-4101 0493-56-4100 http://www.fuji-ink.co.jp インキ製造

栗田　慶太郎 株式会社　クリタエイムデリカ 取締役兼開発部長 343-0025 埼玉県 越谷市大沢3271 048-960-5151 048-964-5720 http://www.kurita-aim-delica.co.jp 量販店、コンビニエンスを中心とした簡便性のある食品（１０°Ｃ以下）の製造販売

稲井　政氏 株式会社　琳瑯舎 代表取締役 170-0013 東京都 豊島区東池袋1-28-1-906 03-5953-5661 03-5953-5662 http://www.rinrosha.com 日本の社長を元気にする！社長の保険専門代理店

湯田　英樹 株式会社　システムコーディネイト システム購買部 部長 170-0013 東京都 豊島区東池袋4-21-1ｱｳﾙﾀﾜｰ5F 03-3971-5577 03-3971-8028 http://www.sysco.co.jp 情報サービス

菅原　淳 株式会社　LEAP 代表取締役 114-0023 東京都 北区滝野川6-76-9ｴｽﾎﾟﾜｰﾙｵﾁｱｲ201 03-5972-1782 03-5972-1782 歯科技工所

杉山　和也 鳳和虎ノ門法律事務所 弁護士 105-0001 東京都 港区虎ノ門5-2-7土井ﾋﾞﾙ4F 03-6450-1795 03-6450-1796 http://www.houwatoranomon.com/民事事件・家事事件・商事事件・刑事事件。特に、中小企業の法務、労働問題、交通事故、不動産問題など取扱。

林　邦子 株式会社　平成不動産サービス 代表取締役 170-0013 東京都 豊島区東池袋1-42-12ｽﾃｰｼｮﾝｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ1F 03-3971-4301 03-3971-7398 http://www.heisei-net.jp 不動産仲介（賃貸・売買）不動産管理

小野瀬　孝行 株式会社　太陽企画 代表取締役社長 170-0013 東京都 豊島区東池袋1-17-8ＮＢＦ池袋シティビル6F 03-3987-0981 03-3982-5537 http://www.taiyo-kikaku.com/ リクルートトップパートナー総合広告代理店

町田　明美 株式会社　右門 代表取締役 350-0837 埼玉県 川越市石田171-2 049-226-2771 049-225-6821 http://www.kawagoe.com/umon/ 川越の名産品“さつま芋”を主に、地域に根ざした菓子を製造販売致しております。

田村　優介 城北法律事務所 弁護士 171-0021 東京都 豊島区西池袋1-17-10ｴｷﾆｱ池袋6F 03-3988-4866 03-3986-9018 http://www.jyohoku-law.com/ 弁護士事務所

長崎　満 社会保険労務士法人　ＨＲｄオフィスパートナーズ 代表社員 151-0061 東京都 渋谷区初台1-19-4三森ﾋﾞﾙ202 03-6383-3035 03-6383-3038 労務・人事・経理・総務部門コンサルティング、社会保険等手続き、給与・会計業務アウトソーシング請負

多田　和樹 株式会社　ヒーリングサービス 代表取締役 001-0912 北海道 札幌市北区新琴似十二条7丁目2-6 011-398-5585 011-398-4386 http://www.heal ing-service.biz リラクゼーションサロンの運営・福利厚生としての出張リラクゼーションサービス

山本　邦明 株式会社　デュコル 代表取締役 121-0836 東京都 足立区入谷9-6-15 03-6698-2777 03-6698-2687 http://www.ducol.co.jp 環境改善設備の計画・設計・製造及び粉体製造設備販売

森　一美 キャリアコミュニケーションズ 代表 158-0094 東京都 世田谷区玉川3-29-17-403 03-3707-0601 03-3707-0601 新卒学生を中心とした就職支援、地方学生に安全・安心をして就職活動が出来る「就活サテライト」を運営。

冨田　英幸 株式会社　エレベータシステムズ 取締役副社長 171-0021 東京都 豊島区西池袋3-29-9福利ビル4-5Ｆ 03-3982-7750 03-3982-7787 http://www.elevator.co.jp 乗用, 物用,自動車用等エレベ－タの設計製造，施工，各種パ－キング装置へ販売

佐田　圭一朗 合同会社　Creator’s Studio  ADVAN 代表 117-0052 東京都 豊島区南長崎2-12-20-203 080-4355-6630 00-0000-0000 http://www.facebook.com/csAdvanFacebookのコンサル及びアプリ開発、その他Webページ・アプリの受託開発

川合　惠子 川合運輸株式会社 取締役 330-0062 埼玉県 さいたま市浦和区仲町4-1-17 701 048-838-6778 048-838-6772 http://www.kawa iunyu.co.jp 電子部品、精密部品輸送、展示会・イベント輸送、演奏会・コンクール等の楽器運搬

五日市　文雄 株式会社　スーパーオフィス 代表取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-49-7池袋パークビル1F 070-2178-9132 050-3730-1591 http://www.superoffice.jp パソコンスクール運営、ITインストラクター派遣、ホームページ制作

大胡田　誠 弁護士法人　つくし総合法律事務所　東京事務所 弁護士 160-0022 東京都 新宿区新宿1-4-13溝呂木第2ﾋﾞﾙ6F60B号室 03-6380-1088 03-6380-1087 http://tsukushilo.com/ 弁護士

山崎　泉 アウル社会保険労務士法人 代表社員 170-0013 東京都 豊島区東池袋3-1-4ﾒｿﾞﾝｻﾝｼｬｲﾝ1006 03-6915-2438 03-6915-2439 http://www.owl-mp.com 社会保険労務士

初瀬　勇輔 株式会社　ユニバーサルスタイル 代表取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋1-1-6宮城ビル201 03-6811-5657 03-6811-5658 http://universalstyle.co.jp 障害者雇用の支援事業

細田　幸弘 株式会社　アーツコンサルタント 執行役員 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-13-8ﾀｶｾ南池袋ﾋﾞﾙ2F 03-5958-5322 03-5958-5323 http://www.artscon.com 建築積算、リニューアル・コンサルタント

本領　晃 本領社会保険労務士事務所 代表 111-0036 東京都 台東区松が谷3-10-16ﾌｧﾐｰﾙﾊｲﾑ401号 03-5828-8180 03-5826-5978 人事制度構築、労働基準監督署の是正勧告対応、労務トラブルの解決、就業規則作成

小泉　博之 株式会社　システム・サイエンス 取締役　執行役員 160-0022 東京都 新宿区新宿2-19-1ﾋﾞｯｸﾞｽ新宿ﾋﾞﾙ6F 03-3341-5544 03-3352-6998 http://www.s-science.co.jp 情報サービス業

吉村　信博 エクセルエイド少額短期保険株式会社 取締役 162-0041 東京都 新宿区早稲田鶴巻町534 川尻ﾋﾞﾙB1 03-6233-2371 03-6233-2372 http://excelaid.co.jp 予備軍や1型・2型・特別原因の糖尿病の方々に特化した糖尿病保険と契約者の保険管理アドバイスのご提供

室野井　秀夫 株式会社　ベックス 代表取締役 170-0003 東京都 豊島区駒込2-3-1六興ビル503 03-5980-0822 03-5980-0877 http://www.bex.co.jp 映像、音響、ITシステム設計・施工・メンテンナンス　

佐藤　文雄 有限会社　劇団銅鑼 代表取締役 174-0064 東京都 板橋区中台1-1-4 03-3937-1101 03-3937-1103 http://www.gek idandora.com 演劇興業

富岡　勝巳 株式会社　セゾン保険サービス 代表取締役社長 170-0013 東京都 豊島区東池袋4-21-1ｱｳﾙﾀﾜｰ4階 03-3988-3207 03-3985-8237 http://www.saison-hoken.co.jp リスクマネジメントに関するコンサルティング、損害保険代理店、生命保険募集代理店

中島　由雅 中央税務会計事務所 所長補佐 338-0012 埼玉県 さいたま市中央区大戸6-30-1 048-855-4466 048-855-2288 http://www.chuotax.com 税理士業

谷口　喜美子 一般社団法人　サルピーノ 理事 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-27-15東興ﾋﾞﾙ3F㈲ｼﾘｰ内 03-5950-5730 03-5950-5726 http://www.salpino.jimdo.com/ 出版・講演・教育

齋藤　文子 齋藤文子建築設計事務所 代表 161-0032 東京都 新宿区中落合3-6-1-702 050-7566-6780 050-7566-6780 http://fumicosaito.web.fc2.com 建築設計

木元　修一 学校法人　大正大学 副学長 170-8470 東京都 豊島区西巣鴨3-20-1 03-5394-3022 03-5394-3067 http://www.tais.ac.jp 教育基本法及び学校教育法に従い、仏教精神に則って、社会に有為な人材を育成し、必要な学校教育を行う。

馬場　幹夫 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 東京統括本部　本部長 171-0013 東京都 豊島区東池袋1-44-3池袋ISPﾀﾏﾋﾞﾙ7F 03-6907-8037 03-6907-8038 http://www.roukyou.gr.jp 福祉関連事業、学童クラブ運営、就労支援事業、子育て支援事業など自治体や地域と密着した非営利公益事業。

柴田　信裕 株式会社　ローヤルエンジニアリング 工場部長 171-0051 東京都 豊島区長崎1-11-19 03-3959-7371 03-3959-8020 http://www.loyal-eng.co.jp 空調設備、給排水設備、換気設備、消防設備の設計、施工、保守管理

小野　毅 株式会社　小野システムプランニング 代表取締役 170-0005 東京都 豊島区南大塚3-13-7-2F 090-3344-2175 00-0000-0000 http://www.ospweb.net ソフト開発

地曳　光雄 株式会社　ノバックス 代表取締役 170-0013 東京都 豊島区東池袋1-27-12明治安田生命池袋ﾋﾞﾙ9F 03-5950-5412 03-5950-5413 http://www.novaks.co.jp Webを主体としたソフトウェア開発、ネットワークの構築・運用、ビジネス及びテクニカルサポート等

原　知世 はら中小企業診断士事務所 代表 351-0025 埼玉県 朝霞市三原5-2-15-909 080-3415-0217 00-0000-0000 中小企業診断士の事務所として、コンサルティング・講師をお受けしています。組織活性化の仕組み作りなど。



齋藤　嘉浩 株式会社　第一経理 経営本部長 171-0022 東京都 豊島区南池袋1-13-2 03-3980-9211 03-3980-9533 http://www.daiichi-keiri.co.jp 経営監査、人事・労務管理診断、事業継承・資産運用診断、経理・システム診断、人材派遣、人材紹介、保険コンサル

三坂　明美 株式会社　リレーション 代表取締役 171-0051 東京都 豊島区長崎4-36-8-3階 03-5988-7534 03-6659-7255 http://www.relat ion-well.jp 訪問介護、居宅介護支援、障害者自立支援

倉持　靖 巣鴨信用金庫 専務理事 170-8477 東京都 豊島区巣鴨2-10-2 03-3918-0196 03-3918-0197 http://www.sugamo.co.jp 「喜ばれる事に喜びを」をモットーに、地域のお客様とともに歩む信用金庫

福田　秀樹 有限会社　河商仮設資材 代表取締役 761-0441 香川県 高松市由良町360-1 087-848-3231 087-848-4969 建築資材の製造及び販売

髙田　敬久 髙田社会保険労務士事務所 代表 352-0011 埼玉県 新座市野火止6-18-3 080-6602-4657 048-203-0026 http://www.takadasr.com 社長満足専門コンサルタント

小林　敏之 株式会社　三楽舎プロダクション 代表取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-8-5-202 03-5957-7783 03-5957-7784 http://www.sanrakusha.jp 個人の精神世界の出版・セミナー、法人対象の経営の道、働く人を対象とした意識に関するワークショップ等

金井　太郎 泰輝印刷株式会社 代表取締役社長 174-0063 東京都 板橋区前野町2-19-1 03-3968-0225 03-3968-0487 http://www.taiki-pc.co.jp 商業印刷を中心とした、総合印刷業

上野　容子 社会福祉法人　豊芯会 理事長 170-0004 東京都 豊島区北大塚3-34-7 03-3915-9051 03-3915-9166 http://housinkai.heteml.jp 障がい者の社会的自立と参加をめざし、働く場（喫茶店の経営や作業の受注）、余暇活動や生活の場の提供等、福祉施設

大竹　啓裕 株式会社　ハッチ・ワーク 代表取締役社長 107-0062 東京都 港区南青山2-2-8ＤＦビル3階 03-5772-3621 03-5772-3622 https://hatchwork.co.jp/ 貸会議室運営、レンタルオフィス運営、ビル管理、駐車場仲介、起業支援事業

松田　浩吉 フィナンシャル設計研究所 代表 105-0001 東京都 港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館5Ｆ 03-6869-5623 050-3488-6575 経営、キャッシュフローコンサルタント業務、相続、事業承継、リスクマネジメントアドバイザー業務

進藤　敬子 株式会社　リスペクツ 代表取締役 171-0014 東京都 豊島区池袋2-51-15第3ﾊﾙﾀﾋﾞﾙ201 03-5391-3811 03-5391-3815 http://www.rspct.co.jp ソフトウェアの開発および販売

髙島　義人 ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 代表取締役社長 171-0022 東京都 豊島区南池袋3-18-34池袋ｼﾃｨﾊｲﾂ102 03-5950-6002 03-5391-6098 http://www.riteway-jp.com スポーツ用自動車及び関連パーツ＆アクセサリーの輸入卸売

磯部　たな 弁護士法人　パートナーズ法律事務所 弁護士 170-0005 東京都 豊島区南大塚3-36-7Ｔ＆Ｔﾋﾞﾙ4Ｆ 03-5911-3216 00-0000-0000 http://p-law.jp/ 民事一般、会社関係、債権回収、債務整理、破産、民事再生、労働・刑事事件、渉外、海外進出支援

内田　浩 翠商事株式会社 代表取締役 171-0022 東京都 豊島区南池袋1-20-2翠ﾋﾞﾙ5F 03-3982-1191 03-3982-7759 飲食業

植田　直行 ユニーク・アイネット株式会社 代表取締役 170-0013 東京都 豊島区東池袋1-42-15 03-3971-0188 03-3971-0188 http://www.unique-inet.co.jp システム開発

相木　明子 関東図書株式会社 336-0021 埼玉県 さいたま市南区別所3-1-10 048-862-2901 048-862-2908 http://kanto-t.jp 官公庁の広報紙をはじめ、一般図書から、会社案内、学校新聞、ポスター、リーフレットなどの制作・印刷

小松　秀人 株式会社　コマーム 専務取締役 332-0017 埼玉県 川口市栄町1-4-16 048-256-1666 048-251-0785 http://www.comaam.jp/ 保育サービス

阿部　弘明 株式会社　空間デザイン 代表取締役 170-0002 東京都 豊島区巣鴨4-13-19ﾜｲｻﾞｰ巣鴨2階 03-5980-8535 03-5980-8536 http://www.sd-arc.jp 建築設計・監理　耐震診断・改修設計・建物調査１２条定期報告など主に鉄筋コンクリート造　鉄骨造の建物を設計しています。

野平　和宏 有限会社　ヤヘイ工販 代表取締役 333-0834 埼玉県 川口市安行領根岸484-1 048-263-1860 048-269-1090 http://www.yahe ikohan.jp/ 機械工具、伝導装置、省力機器、測定工具販売

岡部　隆男 公益社団法人全国経理教育協会 理事長 170-0004 東京都 豊島区北大塚1-13-12 03-3918-6131 03-3918-6196 http://www.zenkei.or.jp/ 簿記・経理・税務の教育に関する検定試験の施行。簿記経理教育の普及向上のための研究・調査。講習会の開催。

池上　里恵 ビューティコンサルティング凛 代表取締役 171-0031 東京都 豊島区目白3-15-2 03-6908-3546 03-6908-3546 http://www.bc-rin.com 美容コンサルティング

柳田　秀剛 平和電気株式会社 代表取締役 171-0021 東京都 豊島区西池袋2-3-12近代マンション1Ｆ 03-5979-9581 03-5979-9582 http://www.heiwadk.co.jp 電気設備、電話通信設備、ネットワーク設備の施工保守、サーバ・パソコン、情報機器販売

久米　高治 久米会計事務所 所長 171-0022 東京都 豊島区南池袋2-18-2池袋南ﾋﾞﾙ2F 03-5927-9741 03-5927-9742 http://www.kume-kaikei.com 税理士業、行政書士業、保険代理店業

小野寺　隆行 株式会社　フィズー 取締役 162-0824 東京都 新宿区揚場町1-3ｸﾞﾛﾘｱﾋﾞﾙ6階 03-5227-3307 03-5227-3308 http://www.fizs.com/fizs/ システム開発（業務アプリ・Web関連開発）

北川　郁子 有限会社　七七舎 代表取締役 171-0021 東京都 豊島区西池袋5-26-15久保田ﾋﾞﾙ2F 03-5986-1777 03-5986-1776 http://nanasha.net/ 福祉関連に特化した出版・編集・セミナー企画等

五十嵐　弘志 特定非営利活動法人　マザーハウス 理事長 130-0024 東京都 墨田区菊川1-16-17-102 03-6659-5260 03-6659-5270 http://www.motherhouse-jp.org 矯正施設にいる人たちの更生改善と社会復帰支援等

石井　元 株式会社　エグゼクティブ・イニシアティブ 代表取締役社長 102-0074 東京都 千代田区九段南1-5-6りそな九段ﾋﾞﾙ5F 050-3547-1729 03-3280-3537 http://www.exec-ini.com 企業経営研修（ビジネスコミュニケーション、コーチング、リーダーシップ等）・エグゼクティブコーチング・後継者メンタリング

堀口　富美子 株式会社　サニフット 代表取締役 170-0005 東京都 豊島区南大塚2-42-6信友大塚ﾋﾞﾙ3階 03-6912-5052 03-6912-5053 http://www.sunnyfoot.com セミオーダー・メディカルシューズの製造販売

山口　幸介 株式会社　リスペクツ 営業部マネージャー 171-0014 東京都 豊島区池袋2-51-15第3ﾊﾙﾀﾋﾞﾙ201 03-5391-3811 03-5391-3815 http://www.rspct.co.jp ソフトウェアの開発および販売

白井　成佳 株式会社　白川プロ 取締役 150-0042 東京都 渋谷区宇田川町36-2ﾉｱ渋谷801 03-3476-2341 03-3477-2235 http://www.shirakawapro.co.jp テレビニュースやドキュメンタリー番組の映像編集・音響効果、及びその関連業務

塩田　健一 株式会社　柴田商店 L.A店責任者 171-0014 東京都 豊島区池袋2-42-9中川ﾋﾞﾙ1F 03-5992-2126 03-5992-2127 ラーメン店経営（2店舗　小太郎）

小島　正義 株式会社　アクセスネット 課長 101-0046 東京都 千代田区神田多町2-2-22 千代田ビル5F 03-6821-2251 03-5298-1732 http://www.access-net.co.jp コンピュータソフトウェアの開発、情報端末組込ソフトの開発、ネットワーク構築、ＩＴ教育・研修サービス。

大倉　星耶 NPO法人　高卒支援会 渉外部 160-0023 東京都 新宿区西新宿7-18-13ﾊｲﾑ大成ﾋﾞﾙ305 03-5937-0513 03-5937-0617 http://www.kousotsu.jp/ 不登校、高校中退、引きこもりを支援するための活動をしております。

黒木　伸一 株式会社　4C 代表取締役 171-0052 東京都 豊島区南長崎5-17-12黒木ﾋﾞﾙ3F 080-1014-1102 00-0000-0000 http://4c-k.com 人材育成のコンサルタント（幹部社員・管理職）がメイン。

山下　信裕 株式会社　みなみ企画 代表取締役 171-0033 東京都 豊島区高田3-5-19ﾜｺｰ高田馬場ﾏﾝｼｮﾝ105 03-5953-3166 03-3983-6903 http://www.minamix.co.jp 広告デザイン、DTP、印刷、WEB制作

斎藤　理絵 特許業務法人　ＩＰシーガル 弁理士 105-0004 東京都 港区新橋4-24-11中村ﾋﾞﾙ5F 03-3436-3940 03-3436-1041 国内や外国の特許・実用新案・意匠及び商標権取得手続きの代理。知的財産全般に関する調査やコンサルティング

橋本　恵理 株式会社　ファミーラ 代表取締役 151-0053 東京都 渋谷区代々木3-8-7 03-3356-8080 03-3356-8080 http://www.futurefrontiers.co.jp 幼保一元の保育施設、企業主導型保育所、保育関係コンサルティング、幼児教室の運営

山崎　良太 株式会社　ｆｏｏｊｏｙ 営業部マネージャー 171-0021 東京都 豊島区西池袋1-37-12　ロサ会館3階 大馬鹿地蔵 03-5391-3776 03-5949-6115 http://www.foojoy.jp/ 飲食店の経営

篠原　孝夫 ＪＢＩ社会保険労務士・行政書士事務所 代表 107-0062 東京都 港区南青山2-4-15天翔南青山ビル 03-6459-2818 03-4496-6392 http://www.jbiv.jp 社会保険労務士・行政書士業

齋藤　真喜子 サービス創造屋ｍａｋｉ－ｃｏ 代表 179-0084 東京都 練馬区氷川台3-17-9-413 090-8314-3124 00-0000-0000 サービス業ではない業種に顧客サービスなどを付加し売上をＵＰさせる仕組みを構築するコンサルティング業

三橋　美香 みつはし税理士事務所 税理士 170-0013 東京都 豊島区東池袋3-20-9宏和ﾋﾞﾙ4階 03-6812-1886 00-0000-0000 中小企業の会計税務顧問、申告業務及び経営改善支援、創業支援、個人確定申告業務

藥師寺　正典 弁護士法人　第一法律事務所東京事務所 弁護士 100-0006 東京都 千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ﾋﾞﾙ南館6階 070-3195-0424 03-5252-7021 http://daiichi-law.jp/office.html 弁護士業

山崎　宣 アウル社会保険労務士法人 マネージャー 170-0013 東京都 豊島区東池袋3-1-4ﾒｿﾞﾝｻﾝｼｬｲﾝ1006 03-6915-2438 03-6915-2439 http://www.owl-mp.com 社会保険労務士業

森　秀一 森発條株式会社 専務取締役 131-0044 東京都 墨田区文花1-1-17 03-3612-0166 03-3616-1474 主に家庭用電化製品や自動車に使われているバネを作っています。

廣川　州伸 まごころフィナンシャルサービス株式会社 顧問 103-0001 東京都 中央区日本橋小伝馬町16-8共同ﾋﾞﾙ（小伝馬町）6Ｆ 03-4546-0556 03-4546-0555 http://www.magokoro-fs.co.jp 金融商品仲介業・企業型確定拠出年金の導入支援及び投資教育事業、投資関連各種コンサルティング

片野　裕希 株式会社　Ｗｉｌｌｉｎｇ 代表取締役 170-0002 東京都 豊島区巣鴨1-29-11図南社ﾋﾞﾙ2階 03-6902-9565 03-6902-9566 http://houmonkango-willing.com/ 訪問看護ステーションの運営

西井　貴久 オーナーズ・オブ・ライフ合同会社 代表社員 134-0084 東京都 江戸川区東葛西9-5-15-501 03-3869-4235 03-3869-4235 組織人事コンサルティング事業、教育研修事業、採用コンサルティング・アウトソーシング事業

大澤　豊 大澤特許事務所 所長 170-0005 東京都 豊島区南大塚2-33-1ｽﾄｰｸ南大塚4Ｆ 03-5981-7885 03-5395-3220 http://www.ospat.net 弁理士業

新　裕子 Ｏｆｆｉｃｅ　ＡＲＡＴＡＭＡ 173-0032 東京都 板橋区大谷口上町77-6 00-0000-0000 00-0000-0000 事務代行、管理部門の構築とコンサルティング

伊藤　花恵 Ｏｈａｎａ 354-0011 埼玉県 富士見市水子4422-5-101 00-0000-0000 00-0000-0000 事務代行サービス

蛭間　勇介 有限会社　蛭間デザイン事務所 代表取締役 160-0022 東京都 新宿区新宿3-17-13ＫＢﾋﾞﾙ4階 03-6805-0710 03-6805-0711 http://hirumax.com グラフィックデザイン業

長尾　道成 株式会社　東洋ビジネスパートナーズ 取締役 102-0094 東京都 千代田区紀尾井町4-1ﾆｭｰｵｰﾀﾆﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰﾄ10階 03-3234-3431 03-3234-2603 http://www.tbpex.com 人材紹介、労務コンサルティング、特定社会保険労務士業


