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No 守成役職 資 格 ⽒ 名 会  社  名 役 職 紹 介 者 業 種 30⽂字アピール

1 代 表 正会員 ⼩林 晃 (株)晃伸 代表取締役 ⽯⽥ 早⼈ 建設業

2 副代表 正会員 荒居 良⽣ (有)アライ・サンズ 代表取締役 ⼩松 ⼀志 園芸資材販売

3 副代表 正会員 東⽥ 博典 (株)アーウィン 代表取締役 ⾕ 和憲 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ・ﾚｽﾄﾗﾝ レストラン及びブライダルプロデュース

4 世話⼈ 正会員 岩崎 浩之 (株)ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾋｭｰﾏﾝﾈｯﾄﾜｰｸ 代表取締役 林 義⾏ Webサイト制作 ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ「ぐるっと太⽥」運営。ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ無料診断します︕

5 世話⼈ 正会員 新⼭ 泰規 (株)エルシーズ 取締役 鈴⽊ 健太 ⾳楽教室 魅⼒的で最⾼な⾝体作りをサポートしております︕

6 世話⼈ 正会員 前⽥ 和良 (合)アブレイズ 代表 ⼩林 弘始 ⼈事ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・⼈材育成ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

7 世話⼈ 正会員 六本⽊ あゆみ第⼀⽣命保険(株) ﾁｰﾌﾃﾞｻﾞｲﾅｰ ⽯⽥ 早⼈ ⽣命保険 ⼀⽣涯のパートナーを⽬指してフォローをしっかりしていきます︕

8 世話⼈ 正会員 ⾼櫻 紀⼀ (有)べるバラ 代表取締役 東⽥ 博典 ⽣花

9 世話⼈ 正会員 池⽥ 鑑 (株)池⽥屋 代表取締役 東⽥ 博典 飲⾷・美容

10 世話⼈ 正会員 ⽥島 國彦 プルデンシャル⽣命保険 ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝﾅｰ 岩井 久典 ⽣保 個⼈の保障、⽼後資⾦、法⼈の事業保障、福利厚⽣等ご相談ください。

11 世話⼈ 正会員 ⻘⽊ 久実 インカローズ 代表 ⾼櫻 紀⼀ スナック 初めて来ても落ち着けるお店。ご予算に合わせたお会計で安⼼。

12 世話⼈ 正会員 五⼗⽊ 典⼦ (株)ｴﾑｽﾞｺﾐｭﾆﾃｨｰ太⽥⽀店 ⽀店⻑ ⼭下 真琴 保険代理店、イベント業

13 世話⼈ 正会員 福⽥ 由⾹⾥ ヒール・オン 代表 五⼗⽊ 典⼦ 栄養学講師 分⼦栄養学講師として企業様、病院、群⾺、都内にてセミナーを⾏っています。

14 世話⼈ 正会員 樋⼝ 勝也 (株)キレイスキー 代表 星野 雅史 清掃・清掃⽤洗剤 ⼤掃除、⼤丈夫ですか︖落ちる洗剤作ってます。掃除も⾒積無料︕

15 世話⼈ 準会員 星野 幸⼀ プラスワン・クリエイト 代表取締役 ⾼⽥
タカダ

 崇
タカシ

デザイン・コンサルティング 筆描きデザインとキャッチコピーならお任せください。

16 正会員 藤⽣
フジウ

 吉顕
ヨシアキ

(有)ふじう書店 代表取締役 荒居 良⽣ 雑誌の宅配 本の相談、何でもＯＫ︕ＫＩＢＩʼＳ ＬＩＦＥ群⾺代理店になりました。

17 準会員 橋本 正由樹 (株)エイチエルエス 代表取締役 前⽥ 和良 業務請負、⼈材派遣 ⼈材不⾜でお困りの企業様連絡下さい。よろしくお願いします。

18 正会員 ⼩澤 博光 (株)おざわ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 藤⽣ 吉顕 弁当・冷凍餃⼦販売

19 正会員 星野 雅史 太⽥市⺠葬祭 副代表 藤⽣ 吉顕 葬儀業 市営斎場で営む安⼼価格のお葬式をご提案します

20 準会員 松澤 知明 (株)松澤板⾦⼯業 代表取締役 ⼩林 晃 屋根・外壁・板⾦⼯事

21 正会員 清⽔ 浩⼆ 清⽔社会保険労務⼠法⼈ 代表 ⽥島 國彦 社会保険労務⼠ 給与計算、労働・社会保険⼿続きアウトソーシング
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22 準会員 ｼﾞｭｴﾙ ｱﾌﾞﾄﾞｳﾙ ﾊﾝﾅﾝ JCエンタープライズ(株) 代表取締役 ⼩林 晃 新中古⾃動⾞・ﾀｲﾔ・ﾎｲｰﾙ販売

23 準会員 吹上 徳美 (有)吹上商事 常務取締役 藤⽣ 吉顕 肥料・農薬・農業資材・⽶買取販売

24 準会員 鈴⽊ 郁男 (株)岡⽥製作所 代表取締役 ⼩林 晃 有機廃棄物推肥化プラント

25 準会員 根岸 敏夫 (有)ネギシシートメタル 代表取締役 藤⽣
フジウ

 吉顕
ヨシアキ

精密板⾦・設計・ﾚｰｻﾞｰ・ﾀﾚﾊﾞﾝ加⼯

26 準会員 星野 ひろみ (株)ホシケン太⽥店 店⻑ 藤⽣ 吉顕 内装資材卸

27 準会員 鵜川 詔⼋ (株)アイブレイン 代表取締役 ⾕ 和憲 警備 防犯カメラが不安を解決します。⾃宅、会社での泥棒の侵⼊など。

28 準会員 松村 理恵 Une Seule（アンスール） 代表 藤⽣ 吉顕 ビューティーサロン、エステ

29 準会員 関⼝ 由美⼦ アトリエゆず 代表 藤⽣ 吉顕 ｶﾞﾗｽﾌｭｰｼﾞﾝｸﾞ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ フラワーアピールBOX。⽤途や場⾯に合わせ、使い⽅は多種多様です︕︕

30 準会員 武藤 雅春 ビサイト(株) 代表取締役 岩崎 浩之 パソコン教室 「この案件を特許にするには」無料コンサルティングを始めました

31 準会員 ⽇⽐野 安成 (株)ホンダ 店⻑ ⾕ 和憲 家具・インテリア⼩売業 家具のホンダ

32 準会員 ⼭⽥ かおり (株)宣巧社 専務取締役 ⼩暮 信義 屋外広告物設計施⼯管理 看板全般・カーラッピング・⽴体造形など…おまかせください

33 準会員 新井 浩美 (株)新和 代表取締役 ⼭﨑 郁夫 倉庫・運送業 倉庫の御利⽤お待ちしております。運搬業務も賜ります。

34 準会員 横⼭ 修 横⼭建設(株) 代表取締役社⻑ ⽥島 國彦

35 準会員 林 真智⼦ ﾎﾟｰﾗ ｻﾞ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ太⽥南⼝店ｼｮｯﾌﾟｵｰﾅｰ 五⼗⽊ 典⼦ 化粧品販売

36 準会員 松澤 美代⼦ (株)松澤板⾦⼯業 副社⻑ 松澤 知明 屋根・外壁・板⾦⼯事

37 準会員 淵上 昌紀 ㈱淵上建設 取締役 ⼩林 晃

38 準会員 清⽔ ⿓⼤郎 司法書⼠清⽔⿓⼤郎事務所 代表 前⽥ 和良

39 準会員 根⽴
ネダチ           アツシ

 淳 (株)クラインズ 代表取締役 福⽥ 由⾹⾥ 紅茶販売

40 準会員 ⽥中
タナカ

 みどり ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ ｾｼｨｰﾙ 店⻑ 野⽥ カヅ⼦ 化粧品

41 準会員 遠藤
エンドウ   ムツヨ

 睦代 (株)エンドウ 取締役 五⼗⽊ 典⼦ 婦⼈靴の販売

42 準会員 藤井
フジイ    ユウキ

 裕樹 (株)ROCK STEADY 代表取締役 ⻘⽊ 久実 飲⾷

43 準会員 鈴⽊
スズキ    タケシ

 猛 (株)ダイシ 主任 ⼩澤 博光 選別・測定・検査
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44 準会員 ⽊村 明宣 ⽊村綜合法務事務所 代表 清⽔ 浩⼆ 法律事務所

45 準会員 ⼭﨑 久美⼦ ⼭﨑酒造(株) 専務取締役 藤⽣ 吉顕 ⼈間じゅんかつ油製造業

46 準会員 永井 弥⽣ 合同会社ZERO 代表社員 岩崎 浩之 スナック

47 準会員 ⽯原 則和 ㈱アイ・エス・プライム 代表取締役 荒居 良⽣ 「ねこ」との暮らしをステキなものに

48 準会員 ⼭⽥ 雄⼀郎 ⼭⽥管理(株) 代表取締役 樋⼝ 勝也 建物総合管理・総合リフォーム⼯事

49 準会員 酒井 伸之 電化の正和 代表 ⼩林 晃

50 準会員 菅⾕ 雄⼠ ｼｬﾃﾞｨｻﾗﾀﾞ館さくら通り店 店⻑ 荒居 良⽣

51 準会員 岡本 ⾹代⼦ スマイルサロン 代表 佐嶋 貞康

52 準会員 ⼭⽥ しのぶ beauty salon Aglaea 代表 池⽥ 鑑

53 準会員 佐藤 裕⼦ (株)Like You 代表取締役 池⽥ 鑑

54 準会員 栗原 ⽂⼦ Beauty Arika オーナー 池⽥ 鑑

55 準会員 松島 春⾹ café MiRUKA 店⻑ 六本⽊あゆみ ソフトクリーム販売 北海道の放牧で育てた⾼級⽜乳ソフトクリームのお店です

56 準会員 新井 隆浩 ｼｰｻﾞｰﾜｲﾝ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表 星野 幸⼀ ワイン専⾨店 ⾃然派ワインとビンテージ・リカーの専⾨店です

57 準会員 荒
アラカワ    カズヒト

川 ⼀仁 (株)カドヤ 代表取締役 ⼭⽥ かおり 保温保冷・プラント⼯事

58 準会員 和⽥
ワダ     アサコ

 愛沙⼦ ﾎﾟｰﾗｻﾞﾋﾞｭｰﾃｨｰｱﾋﾟﾀ⾜利店 ショップオーナー 林 真智⼦ 化粧品販売

59 準会員 ⼩
オサナイ    マユミ

⼭内 真⼸ M's café オーナー 岩崎 浩之 飲⾷ クリスマス会、⼦ども会などのオードブルや寿司ケーキ承ります。

60 準会員 ⾼村
タカムラ   テツオ

 哲夫 ⾚城養鶏牧場(有) 取締役 ⼩澤 博光 鶏卵販売

61 準会員 早川 進


