
豊嶋 興儀 株式会社 豊島建築設計事務所 東京都 豊島区 建築の設計と⼯事の監理，採算企画 社⻑
岩崎 章 岩崎・安達・岡本法律事務所 東京都 千代⽥区 ⺠事､刑事､企業法務 弁護⼠
⽯⽥ 仁 協同組合  ＤＤＫ 東京都 豊島区 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 http://www.ddk.or.jp 専務理事
河原 ⼋洋 株式会社 ローヤルエンジニアリング 東京都 豊島区 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｡ http://www.loyal-eng.co.jp/ 取締役会⻑
渡辺 正幸 有限会社 彩経営コンサルタント事務所 埼⽟県 所沢市 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 代表取締役
喜多村 洋⼦ 喜多村税務会計事務所 東京都 豊島区 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 http://office-kitamura.jp/ 所⻑・税理⼠
菅原 哲朗 キーストーン法律事務所 東京都 豊島区 法律事務全般 http://www.keystone-law.jp/ 弁護⼠
栗⽥ 美和⼦ 株式会社 クリタエイムデリカ 埼⽟県 越⾕市 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 http://www.kurita-aim-delica.co.jp 代表取締役社⻑
⻑島 慎 センチュリー２１パキラハウス 東京都 豊島区 不動産の売買、賃貸の仲介及び管理、損害保険代理店 https://www.pakira.co.jp/ 代表取締役
佐藤 和夫 株式会社  あさ出版 東京都 豊島区 経済・経営書・⾃⼰啓発書・語学書・⼀般書の発⾏ http://www.asa21.com 代表取締役会⻑
⼟⽥ 義⼆ 税理⼠法⼈ シンシア 東京都 豊島区 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 http://www.tsuchida-tax.jp 代表
志村 光正 株式会社  志村菓⽣堂 埼⽟県 志⽊市 菓⼦製造、菓⼦製造卸 代表取締役
松原 恒治 株式会社  リンクアップ 東京都 豊島区 事業⽤不動産の企画・建築設計・賃貸管理 http://www.link-age.co.jp 代表取締役
佐⼟原 浩 シンバルズ株式会社 東京都 豊島区 教育⽀援事業 代表取締役
宝⽥ 健太郎 宝⽥・寿原会計事務所 東京都 千代⽥区 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 http://www.tsx.co.jp 税理⼠
望⽉ 優 株式会社 アメディア 東京都 練⾺区 ⾳声読書機及び拡⼤読書器の開発・販売 http://www.amedia.co.jp 代表取締役
原 和良 弁護⼠法⼈ パートナーズ法律事務所 東京都 豊島区 ⺠事⼀般、会社関係、債権回収、債務整理、破産、⺠事再⽣、労働・刑事事件、渉外、海外進出⽀援 http://p-law.jp/ 弁護⼠
藤森 修⼀ 株式会社 藤正 ⻑野県 諏訪市 海苔の流通・加⼯業 代表取締役社⻑
⽥⾕ 哉 株式会社 新コピー 埼⽟県 三郷市 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 http://www.scopy.co.jp
熊⾕ 敦史 株式会社 テクノパルス 東京都 豊島区 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 代表取締役
⾼橋 洋平 株式会社 foojoy 東京都 豊島区 飲⾷店の経営 http://www.foojoy.jp/ 代表取締役
中澤 ⼀嘉 司法書⼠ 代々⽊翔栄事務所 東京都 渋⾕区 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 司法書⼠
桐⽣ 翰 株式会社 オリンピア 東京都 豊島区 ⾷⾁、⾷品卸。不動産賃貸。 http://www.olympiainc.co.jp 代表取締役
丸⼭ 牧夫 有限会社 シリー 東京都 豊島区 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。 http://www.sri-consult.co.jp/ 代表取締役
上岡 代志⼦ 有限会社 シナリークライム 東京都 豊島区 ⾃然化粧品、⽇⽤品、アロマの⼩売、卸 代表取締役
齋藤 正広 税理⼠法⼈ 第⼀経理 東京都 豊島区 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 http://www.daiichi-keiri.co.jp/ 代表社員 税理⼠
堂⼝ ⾼次 株式会社 アリーナ・プロフェッショナル 東京都 豊島区 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 http://www.arena-pro.co.jp 代表取締役
⼩⽥桐 史治 ⼩⽥桐司法書⼠事務所 東京都 豊島区 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。 http://www.odagiri-office.jp/ 所⻑ 司法書⼠
津⽥ 和紀 司法書⼠法⼈ 津⽥事務所 東京都 豊島区 登記⼿続代理、簡裁訴訟代理、成年後⾒、遺⾔執⾏、財産承継 http://www.tsuda-kz.com 代表
松村 ⼀也 株式会社 ＩＭＳプランニング 東京都 板橋区 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。 http://www.imsjp.com 代表取締役社⻑
加藤 正三 有限会社 ゴードンコミュニケーションズ 東京都 ⽂京区 ケータリングサービス 代表
別府 信太郎 株式会社 Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ 東京都 豊島区 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 http://trustcooperation.co.jp 代表取締役
中井 誠 株式会社 実務経営サービス 東京都 豊島区 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 http://jkeiei.co.jp 代表取締役
我妻 憲利 税理⼠法⼈ ＴＡＣ 東京都 豊島区 税理⼠業務 代表社員
⾼⾕ 誠 ⽇本環境科学研究所 東京都 ⽂京区 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 所⻑
荒川 明宏 株式会社 ラビット 東京都 新宿区 視覚障害者向けＩＴ機器の販売とサポート http://www.rabbit-tokyo.co.jp 代表取締役
⼭崎 道⽣ 株式会社 サンゲインズ 埼⽟県 朝霞市 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 http://www.sungains.com 代表取締役
渡部 真樹 有限会社 意和登 東京都 新宿区 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） http://www.himorogi.org 代表取締役
川端 宏幸 フェイト・アイ株式会社 東京都 豊島区 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。 http://www.fate-i.jp 代表取締役
輿⽯ 智宏 株式会社 グローバルケア 東京都 中央区 葬祭業・イベント企画・司会育成スクール http://0120-4812-24.com 代表取締役
吉峰 ⽂男 互恵ホーム株式会社 東京都 豊島区 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 http://www.gokeihome.co.jp 代表取締役
有⽥ 邦朗 株式会社 エンファシス 東京都 豊島区 組込系ソフトウェアの開発 http://www.emfasys.co.jp 代表取締役
⽚岡 勇 弁護⼠法⼈ パートナーズ法律事務所 東京都 豊島区 ⼀般⺠事（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 http://p-law.jp/ 弁護⼠
⽔登 健介 株式会社 ローヤルエンジニアリング 東京都 豊島区 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 http://www.loyal-eng.co.jp 代表取締役
北野 和博 株式会社 ローヤルエンジニアリング 東京都 豊島区 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｡ 次⻑
尾崎 聡 森陶管株式会社 東京都 豊島区 下⽔道管材、資材、住宅設備機器販売 代表取締役社⻑
芝伐 敏宏 有限会社 共楽堂 広島県 三原市 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 http://www.kyorakudo.co.jp 代表取締役社⻑
荒⽊ 勝之 有限会社 ナチュラルビレッジ 東京都 豊島区 不動産の任意売却 http://www.default-management.com 代表取締役
⽯渡 美奈 ホッピービバレッジ株式会社 東京都 港区 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 http://www.hoppy-happy.com 代表取締役社⻑
⾼井 玲 フジタカ連帯株式会社 埼⽟県 ⼊間郡三芳町 ⻘果物カット野菜輸⼊⾷料品の総合卸販売。⻘果物納品事業。⽣鮮⾷料品の加⼯。 http://www.fujitakarentai.co.jp 代表取締役
中村 弘樹 富⼠インキ製造株式会社 埼⽟県 ⽐企郡滑川町 インキ製造 http://www.fuji-ink.co.jp 代表取締役社⻑
栗⽥ 慶太郎 株式会社 クリタエイムデリカ 埼⽟県 越⾕市 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 http://www.kurita-aim-delica.co.jp 代表取締役専務
稲井 政⽒ 株式会社 琳瑯舎 東京都 豊島区 ⽇本の社⻑を元気にする！社⻑の保険専⾨代理店 http://www.rinrosha.com 代表取締役
菅原 淳 株式会社 LEAP 東京都 北区 ⻭科技⼯所 代表取締役
杉⼭ 和也 鳳和⻁ノ⾨法律事務所 東京都 港区 ⺠事事件・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。 http://www.houwatoranomon.com/ 弁護⼠
林 邦⼦ 株式会社 平成不動産サービス 東京都 豊島区 不動産仲介（賃貸・売買）不動産管理 http://www.heisei-net.jp 代表取締役
⼩野瀬 孝⾏ 株式会社 太陽企画 東京都 豊島区 リクルートトップパートナー総合広告代理店 http://www.taiyo-kikaku.com/ 代表取締役社⻑
町⽥ 明美 株式会社 右⾨ 埼⽟県 川越市 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。 https://www.imokoi.com 代表取締役
⼭本 邦明 株式会社 デュコル 東京都 ⾜⽴区 環境改善設備の計画・設計・製造及び粉体製造設備販売 http://www.ducol.co.jp 代表取締役
佐⽥ 圭⼀朗 合同会社 Creatorʼs Studio  ADVAN 東京都 豊島区 Facebook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 http://www.facebook.com/csAdvan 代表
川合 惠⼦ 川合運輸株式会社 埼⽟県 さいたま市浦和区 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 http://www.kawaiunyu.co.jp 取締役
五⽇市 ⽂雄 株式会社 スーパーオフィス 東京都 豊島区 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 http://www.superoffice.jp 代表取締役
⼤胡⽥ 誠 おおごだ法律事務所 東京都 港区 弁護⼠ https://oogoda-law.jp 弁護⼠
⼭崎 泉 アウル社会保険労務⼠法⼈ 東京都 豊島区 社会保険労務⼠ http://www.owl-mp.com 代表社員
初瀬 勇輔 株式会社 ユニバーサルスタイル 東京都 渋⾕区 障害者雇⽤の⽀援事業 http://universalstyle.co.jp 代表取締役
細⽥ 幸弘 株式会社 アーツコンサルタント 東京都 豊島区 建築積算、リニューアル・コンサルタント http://www.artscon.com 執⾏役員



⼩泉 博之 株式会社 システム・サイエンス 東京都 新宿区 情報サービス業 http://www.s-science.co.jp 取締役 執⾏役員
室野井 秀夫 株式会社 ベックス 東京都 豊島区 映像、⾳響、ITシステム設計・施⼯・メンテンナンス http://www.bex.co.jp 代表取締役
富岡 勝⺒ 株式会社 セゾン保険サービス 東京都 豊島区 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 http://www.saison-hoken.co.jp 代表取締役社⻑
⾕⼝ 喜美⼦ ⼀般社団法⼈ サルピーノ 東京都 豊島区 出版・講演・教育 http://www.salpino.jimdo.com/ 理事
齋藤 ⽂⼦ 3110ARCHITECTS⼀級建築⼠事務所 東京都 板橋区 建築設計 http://www.3110architects.com 代表
⽩⼟ 健 学校法⼈ ⼤正⼤学 東京都 豊島区 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。 http://www.tais.ac.jp 就職総合⽀援センター⻑
北川 裕⼠ 特定⾮営利活動法⼈ ワーカーズコープ 東京都 豊島区 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。 http://www.roukyou.gr.jp 東京中央事業本部 事務局⻑
⼭下 マリ マイティ⾏政書⼠事務所 東京都 ⽂京区 事業⽴上げに伴う、業務負荷やクレームを低減するルール＆フロー策定から、規約や約款の作成をサポート。 代表⾏政書⼠
中島 由雅 中央税務会計事務所 埼⽟県 さいたま市中央区 税理⼠業 http://www.chuotax.com 所⻑補佐
柴⽥ 信裕 株式会社 ローヤルエンジニアリング 東京都 豊島区 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 http://www.loyal-eng.co.jp ⼯場部⻑
⼩野 毅 株式会社 ⼩野システムプランニング 東京都 豊島区 ソフト開発 http://www.ospweb.net 代表取締役
地曳 光雄 株式会社 ノバックス 東京都 豊島区 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 http://www.novaks.co.jp 会⻑
原 知世 はら中⼩企業診断⼠事務所 埼⽟県 朝霞市 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。 代表
齋藤 嘉浩 株式会社 第⼀経理 東京都 豊島区 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 http://www.daiichi-keiri.co.jp 経営本部⻑
志村 幸輝 巣鴨信⽤⾦庫 東京都 豊島区 「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 http://www.sugamo.co.jp 常勤理事
福⽥ 秀樹 有限会社 河商仮設資材 ⾹川県 ⾼松市 建築資材の製造及び販売 代表取締役
⾼⽥ 敬久 ⾼⽥式製作所 埼⽟県 新座市 社⻑満⾜専⾨Ⓡコンサルタント http://syachomanzoku.com 代表
岩崎 ⾹ 社会福祉法⼈ 豊芯会 東京都 豊島区 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 http://housinkai.heteml.jp 理事⻑
⼤⽵ 啓裕 株式会社 ハッチ・ワーク 東京都 港区 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 https://hatchwork.co.jp/ 代表取締役社⻑
松⽥ 浩吉 株式会社 ⽇本ＰＢパートナーズ 東京都 新宿区 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 http://www.pbpartners.jp 代表取締役
進藤 敬⼦ 株式会社 リスペクツ 東京都 豊島区 ソフトウェアの開発および販売 http://www.rspct.co.jp 代表取締役
⾼島 義⼈ ライトウェイプロダクツジャパン株式会社 東京都 豊島区 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 http://www.riteway-jp.com 代表取締役社⻑
磯部 たな 弁護⼠法⼈ パートナーズ法律事務所 東京都 豊島区 ⺠事⼀般、会社関係、債権回収、債務整理、破産、⺠事再⽣、労働・刑事事件、渉外、海外進出⽀援 http://p-law.jp/ 弁護⼠
内⽥ 浩 翠商事株式会社 東京都 豊島区 飲⾷業 代表取締役
植⽥ 直⾏ ユニーク・アイネット株式会社 東京都 豊島区 システム開発 http://www.unique-inet.co.jp 代表取締役
⼩松 秀⼈ 株式会社 コマーム 埼⽟県 川⼝市 保育サービス http://www.comaam.jp/ 代表取締役社⻑
阿部 弘明 株式会社 空間デザイン 東京都 豊島区 事務所ビルや商業施設の設計・監理 耐震設計・定期点検 http://www.sd-arc.jp 代表取締役
相⽊ 明⼦ 関東図書株式会社 埼⽟県 さいたま市南区 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 http://kanto-t.jp
野平 和宏 有限会社 ヤヘイ⼯販 埼⽟県 川⼝市 機械⼯具、伝導装置、省⼒機器、測定⼯具販売 http://www.yaheikohan.jp/ 代表取締役
渡辺 敏彦 公益社団法⼈ 全国経理教育協会 東京都 豊島区 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。 http://www.zenkei.or.jp/ 理事⻑
池上 ⾥恵 ビューティコンサルティング凛 東京都 豊島区 美容コンサルティング http://www.bc-rin.com 代表取締役
柳⽥ 秀剛 平和電気株式会社 東京都 豊島区 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 http://www.heiwadk.co.jp 代表取締役社⻑
森本 恒平 あゆみコンサルティング株式会社 埼⽟県 春⽇部市 中⼩企業の経営⽀援及び周辺業務 代表取締役
⼩野寺 隆⾏ 株式会社 フィズー 東京都 新宿区 システム開発（業務アプリ・Web関連開発） http://www.fizs.com/fizs/ 取締役
北川 郁⼦ 有限会社 七七舎 東京都 豊島区 福祉関連に特化した出版・編集・セミナー企画等 http://nanasha.net/ 代表取締役
五⼗嵐 弘志 特定⾮営利活動法⼈ マザーハウス 東京都 墨⽥区 矯正施設にいる⼈たちの更⽣改善と社会復帰⽀援等 http://www.motherhouse-jp.org 理事⻑
⽯井 元 株式会社 エグゼクティブ・イニシアティブ 東京都 千代⽥区 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http://www.exec-ini.com 代表取締役社⻑
堀⼝ 富美⼦ 株式会社 サニフット 東京都 豊島区 セミオーダー・メディカルシューズの製造販売 http://www.sunnyfoot.com 代表取締役
⽥村 優介 城北法律事務所 東京都 豊島区 弁護⼠事務所 http://www.jyohoku-law.com/ 弁護⼠
⽩井 成佳 株式会社 ⽩川プロ 東京都 渋⾕区 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 http://www.shirakawapro.co.jp 取締役総務部⻑
⼩島 正義 株式会社 アクセスネット 東京都 千代⽥区 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。 http://www.access-net.co.jp 部⻑
⼭下 信裕 株式会社 みなみ企画 東京都 豊島区 広告デザイン、DTP、印刷、WEB制作 http://www.minamix.co.jp 代表取締役
斎藤 理絵 斎藤知財事務所 東京都 豊島区 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 弁理⼠
橋本 恵理 株式会社 ファミーラ 東京都 渋⾕区 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 http://www.futurefrontiers.co.jp 代表取締役
⼭崎 良太 株式会社 ｆｏｏｊｏｙ 東京都 豊島区 飲⾷店の経営 http://www.foojoy.jp/ 営業部マネージャー
齋藤 真喜⼦ サービス創造屋ｍａｋｉ−ｃｏ 東京都 練⾺区 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 代表
藥師寺 正典 弁護⼠法⼈ 第⼀法律事務所東京事務所 東京都 千代⽥区 弁護⼠業 http://daiichi-law.jp/office.html 弁護⼠
⼭崎 宣 アウル社会保険労務⼠法⼈ 東京都 豊島区 社会保険労務⼠業 http://www.owl-mp.com マネージャー
廣川 州伸 まごころフィナンシャルサービス株式会社 東京都 中央区 ⾦融商品仲介業・企業型確定拠出年⾦「同友会401kプラン」代表事業主。スモールM&A及び関連コンサルティング。 http://www.magokoro-fs.co.jp 顧問
⼤澤 豊 ⼤澤特許事務所 東京都 豊島区 弁理⼠業 http://www.ospat.net 所⻑
齋藤 花恵 Ｏｈａｎａ 埼⽟県 朝霞市 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 東京都 新宿区 グラフィックデザイン業 http://hirumax.com 代表取締役
⽣島 敬⼠ ⽇本ミック株式会社 東京都 新宿区 電⼦部品機構部品等輸出⼊卸売販売 http://www.nippon-mik.co.jp 代表取締役社⻑
北野 光⼀ 有限会社 光⼯房 東京都 豊島区 建築パース・⼟⽊建設パース、イラストレーション、３Ｄグラフィックス、３次元ＣＡＤ、ＣＡＤ図⾯作成 http://www.hikari-koubou.co.jp 代表取締役
遠藤 靖 株式会社 銀座クルーズ 東京都 豊島区 ⼤型レストランの経営 http://www.ginza-cruise.co.jp 次⻑
⼩柳 憲章 株式会社 アドバンスト・ソフト 東京都 千代⽥区 ソフトウェア開発､コンピュータ機器販売、運⽤保守及び要員教育｡ http://www.advn.co.jp 専務取締役
⼤村 晶彦 ＣＯＵＸＵ株式会社 東京都 ⽂京区 海外企業が⽇本から商品を調達する際の⽀援を⾏っており、⽇本からあらゆる商品を輸出しています。 http://www.couxu.jp 代表取締役
⽮野 健太 株式会社 パンフォーユー 群⾺県 桐⽣市 冷凍パンの卸・⼩売 http://www.panforyou.jp 代表取締役
藤⽥ 貴 フェイト・アイ株式会社 東京都 豊島区 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。 http://www.fate-i.jp
古⽥ 俊洋 株式会社 美都 東京都 豊島区 不動産仲介、賃貸管理 http://www.house310.com 代表取締役
ラジェス ダス アートヒマラヤ 東京都 品川区 ネパールの美術品、⼯芸品販売と⽂化・教育活動の伝達 http://arthimalaya.ocnk.net/ 代表
丸⼭ 朋⼦ 株式会社 ソナーレ 東京都 豊島区 不動産賃貸管理業 http://www.sonare.co.jp 代表取締役
⻄村 毅 株式会社 華鳳 東京都 品川区 ケータリング 部⻑
東⽥ 淳⼀ 株式会社 ウィル 東京都 豊島区 コンピュータシステムの受託開発及び要員派遣 http://www.1will.co.jp 代表取締役
中野 貴元 公益社団法⼈ 全国経理教育協会 東京都 豊島区 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。 http://www.zenkei.or.jp/ 専務理事
関根 ゆきこ ななキッチン 東京都 豊島区 パンとお菓⼦の製造販売。パンとお菓⼦のスクール運営（ななキッチン）出張講師。パンとお菓⼦のレシピ開発。 http://nana-kitchen.com



⽊和⽥ 俊治郎 株式会社 ユニメコム 東京都 豊島区 訪問看護ステーション運営・有料職業紹介 https://www.shimofuri-kango.com 代表取締役
福⽥ 美奈 有限会社 河商仮設資材 ⾹川県 ⾼松市 建築資材の製造及び販売
⼤友 未季⼦ ＢＩＧ ＴＲＥＥ株式会社 東京都 豊島区 特定の⾦融機関からは独⽴した存在で、中⽴的な⽴場で顧客へアドバイスを⾏う⾦融の専⾨家です。 https://big-tree.co.jp/ 代表取締役社⻑
張 東勳 ＳＳ ＬＩＧＨＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 東京都 豊島区 ＬＥＤサイン・ＬＥＤモジュール販売 http://www.sslightjapan.com 代表取締役
松⽥ 直⼈ 株式会社 ジャパン通信社 東京都 中央区 膨⼤なメディアの中から必要としている情報をお届けするサービスです。業界ＮＯ1の実績を誇っています。 http://www.japan-tsushin.co.jp 代表取締役
加藤 亜紀 アリエスコンサルティング株式会社 埼⽟県 さいたま市⼤宮区 主に埼⽟県内で中⼩企業診断⼠として経営コンサルタントをしています。 代表取締役
⼩林 セムル 合同会社 ＨＵＧＯ 東京都 豊島区 飲⾷店 代表
吉村 賢哉 株式会社 モノリスワークス 埼⽟県 さいたま市⾒沼区 システム開発、セキュリティ診断、データ分析および関連するコンサルティング⼀般 https://monolithworks.co.jp/ 代表取締役
吉村 孝広 株式会社 モノリスワークス 埼⽟県 さいたま市⾒沼区 システム開発、セキュリティ診断、データ分析および関連するコンサルティング⼀般 https://monolithworks.co.jp/ 取締役
多⼭ 信彦 アーチネット株式会社 東京都 豊島区 システム開発およびインフラ構築・運⽤⽀援 https://archnet.co.jp 代表取締役社⻑
鈴⽊ 徳⼦ ブランシェ国際知的財産事務所 東京都 新宿区 知的財産権の権利取得サポート、侵害対応、ライセンス契約 http://www.branche-ip.jp/ 代表弁理⼠
関 篤⼦ 株式会社 椿宮ヒューマンアナリシスユニット 東京都 豊島区 興信所、コンサルティング、マーケティング https://tsubaki-hau.co.jp/ 代表取締役社⻑
廣川 豊美 株式会社 グリーンハート・インターナショナル ⼤阪府 吹⽥市 ⾷品卸販売、浄化システム機器販売 https://www.greenheart-intl.com/
吉⽥ 了⼆ 株式会社 スパークル 東京都 板橋区 ソフトウェア開発、各種プロダクト販売 http://www.sparkle-inc.co.jp/ 代表取締役
⽯井 太郎 株式会社 アットサイド 東京都 豊島区 コンピュータソフトウェアの開発 http://www.at-side.co.jp 代表取締役
伊藤 涼 株式会社 椿宮ヒューマンアナリシスユニット 東京都 豊島区 興信所、コンサルティング、マーケティング 取締役
近藤 譲 アクティブチェンジ 東京都 千代⽥区 企業コーチング https://activechange.jp/ 代表
⼩林 直樹 株式会社 ⾠⺒ 東京都 豊島区 都財務局、建設局及び豊島区や北区の緑地保護管理（剪定、草苅等）の業務、産業廃棄物の処分⼀般も同様 https://www.ta-tsu-mi.com 代表取締役
平本 靖夫 株式会社 Ｉ＆Ｃ・ＨｏｓＢｉｚセンター 埼⽟県 川⼝市 経営⽀援・研修・理念経営実践⽀援・DX導⼊⽀援 http://www.rinenkeieishi.net Captain
⽵内 幸⼦ 株式会社 応対品質研究所 東京都 豊島区 教育・研修事業。クレーム対応・応対⼒強化の教育全般 http://outai.co.jp 代表取締役
園部 英昭 株式会社 グローバルシンキング 東京都 豊島区 ITサービス http://www.global-thinking.com 代表取締役
神⽥ 京介 株式会社 GOOODCREW 東京都 豊島区 広告・イベント企画制作 http://gooodcrew.com 代表取締役
猿渡 裕和 株式会社 GOOODCREW 東京都 豊島区 広告・イベント企画制作 http://www.gooodcrew.com 取締役
横⼿ 寿男 有限会社 劇団銅鑼 東京都 板橋区 演劇興業 http://www.gekidandora.com 代表取締役
鍬⽵ 昌利 弁護⼠法⼈ なにわ共同法律事務所 東京都 新宿区 弁護⼠業（企業法務、破産・再⽣事件、相続・離婚等の家事事件等） http://www.naniwakyodo.com 弁護⼠
久保⽥ 修平 株式会社 アール 東京都 荒川区 衛⽣⽤品、防災⽤品の卸売販売、ピーズガードの正規代理店 代表取締役
笠井 將嗣 次世代政策デザイン研究所 東京都 豊島区 中堅・中⼩企業のための政策渉外に関するコンサルティング・実務⽀援 代表


