
企業名 証券コード 代表者氏名 URL 会員種別

Art Technologies株式会社 居松 篤彦 https://www.art-technologies.co.jp/ GL

R＆C株式会社 足立 哲真 https//www.randcins.jp/ GL

株式会社IR Robotics 金 成柱 https://ir-robotics.co.jp/ https://next-ipo-club.jp/ GL

株式会社アイエー住宅販売 新沼 夏美 https://aia-naha.jp/ GL

株式会社I-ne 東証グロース4933 大西 洋平 https://i-ne.co.jp/ GL

株式会社アイケイ 中島 靖隆 https://www.ai-kei.co.jp/ik GL

株式会社アイ・コーリング 洲﨑 智広 http://i-calling.net/ GL

株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ 中條 喜一郎 http://www.ibis-cap.com/ GL

アイリス綜合行政書士事務所 田中 真作 GL

株式会社アキューキア 竹田 拓 http://accukia.com/ GL

株式会社アジアホールディングス 新沼 光 http://www.asia-group.jp/ GL

株式会社Asian Bridge 小西 広恭 https://asianbridge.co.jp GL

AscentBusinessConsulting株式会社 北村 貴明 https://ascent-biz.com/ GL

株式会社アッドバリュー 冨永 恵一郎 http://www.add-v.co.jp GL

Adore株式会社 中村 雪香 GL

アドバンサー株式会社 藤田 純 https://advancer.co.jp/ GL

株式会社アドバンス 加藤 英次 http://www.ab-advance.co.jp GL

アトムサポート株式会社 秋山 秀樹 http://www.atom-paint.co.jp GL

アパホテル株式会社 元谷 芙美子 http://www.apahotel.com/ GL

株式会社Alice 山本 一輝 https://alice-holdings-ai.tech/ GL

株式会社アンテナ 古川 エドワード 英太郎 www.antenna-marketing.com GL

イノベーション・エンジン株式会社 佐野 睦典 http://www.innovation-engine.co.jp GL

インターネットビジネスサービス株式会社 古寺 真浄 https://ibs-corp.jp/company GL

株式会社インターパーク 舩越 裕勝 http://www.interpark.co.jp GL

インテリジェンス株式会社 渡邊 直樹 https://intelligenceinc.jp/ GL

インパクトホールディングス株式会社 東証グロース6067 福井 康夫 https://impact-h.co.jp/ GL

株式会社インベストメントブリッジ 廣島 武 http://www.bridge-salon.jp GL

インベストメントLab株式会社 渡邊 秀晴 https://www.investmentlab.co.jp GL

株式会社ウェブフロンティア 村上 健太 http://www.webfrontier.co.jp/ GL

WASHハウス株式会社 東証グロース6537 児玉 康孝 http://www.wash-house.jp GL

株式会社エアールームテクノロジーズ 大薮 雅徳 https://company.air-room.jp/ GL

永山株式会社 張 永軾 http://www.eisan.jp GL

エースシステム株式会社 佐古 圭弘 https://www.acesystem.co.jp GL

株式会社ABI 御守 由人 http://www.abi-inc.co.jp GL

SRC 夏川 礼子 GL

株式会社SDWホールディングス 三輪 眞豊 GL

ESSPRIDE 361 HOLDINGS株式会社 西川 世一 https://esspride.com/ GL

株式会社M&Aクラウド 及川 厚博 https://macloud.jp/ GL

株式会社LDX 石原 一樹 GL

株式会社エンタープライズサポート 佐藤 光一 http://www.ep-support.com GL

株式会社オーダースーツSADA 佐田 展隆 http://www.ordersuit.info/ GL

株式会社オービットヘルスケア 平井 崇久 GL

株式会社オールドギア 分部 光治 https://www.oldgear.jp/ GL

株式会社オフィスエム 田上 睦深 http://www.officem.jp GL

株式会社オフィスバンク 森村 泰明 https://www.obg.co.jp/ GL

香川証券株式会社 中條 博之 http://www.kagawa-sc.co.jp GL

株式会社empheal 西口 孝広 https://empheal.co.jp/ GL

株式会社かりふぉるにあ商事 福山 葉子 http://www.californiashoji.wine/ GL

貴凛庁株式会社 三井 紀代子 http://kirintyou.co.jp GL

株式会社金太郎 Cells Power Gladkov Alexei http://kintarocellspower.co.jp./ GL

株式会社グラシアス 松本 崇 http://geacias-2013.com GL

グランサーズ株式会社 筧 智家至 https://grancers-group.com/ GL

株式会社クレアンスメアード 菊池 一夫 http://www.creansmaerd.co.jp/ GL

グレートアジアキャピタル&コンサルティング合同会社 細窪 政 http://gacc2017.com/ GL

株式会社クレスト 永井 俊輔 https://www.crestnet.jp/ GL

株式会社クレドインターナショナル 白井 浩一 cred-in.com GL

株式会社グローバルゲイツ 梅村 真行 http://g-gates.com/ GL

株式会社グローバルトラストネットワークス 後藤 裕幸 http://www.gtn.co.jp/ GL

小泉製麻株式会社 小泉 康史 https://www.koizumiseima.co.jp/ GL

株式会社興栄建設 正木 崇殖興 https://www.kouei-sapporo.com/ GL

公智法律事務所 黒澤 基弘 http://www.kurosawa-law.jp GL

社会福祉法人光和会 宜野座 治男 http://www.kinakebonokai.com/ GL



コーユーイノテックス株式会社 梅木 孝治 https://www.koyou-innotex.co.jp/ GL

株式会社小島洋酒店 小島 長五郎 http://www.kojima-y.co.jp/outline.html GL

GOSSO株式会社 藤田 建 http://www.gosso.co.jp GL

サイトキャッチャー株式会社 横山 良雄 https://sitecatcher.net/ GL

株式会社サプリレ 茅島 直 https://suprelay.com/ GL

株式会社サンスターライン 高 海正 http：//panstar.jp GL

株式会社ＳＡＮＳＥＩ 山田 政仁 http://www.sansei.biz/ GL

株式会社サンポール 山根 以久子 http://www.sunpole.co.jp GL

GSR株式会社 鈴木 廣政 http://www.gsr-jp.com/ GL

GMOリサーチ株式会社 東証グロース3695 細川 慎一 https://gmo-research.jp/ GL

株式会社ジークラフト 本村 将博 https://www.g-craft.ne.jp/ GL

株式会社シード 池田 智之 http://www.seedinc.jp GL

ＣＰAエクセレントパートナーズ株式会社 国見 健介 https://cpa-net.jp/ GL

JK.LINK株式会社 金 英子 GL

Jトラストグローバル証券株式会社 小林 昇太郎 http://www.hs-sec.co.jp/ GL

Gemini Career株式会社 山田 実希憲 http://gemini-strategy.com/ GL

株式会社シェルパインベストメント 川本 昌弘 GL

GENNE株式会社 久泉 陽 https://genne.jp/ GL

シエンプレ株式会社 佐々木 寿郎 https://www.siemple.co.jp GL

シティコンピュータ株式会社 川原  雅友 https://cck.co.jp/ GL

株式会社柴田工業 柴田 薫 http://www.s1bata.co.jp/ GL

株式会社しんか 久田 友彦 https://sinca.co.jp/ GL

株式会社シンフィールド 谷口 晋也 https://shinfield.co.jp/ GL

株式会社SPinno 松原 秀樹 http://www.spinno.co.jp/ GL

株式会社スリーイーホールディングス 北中 彰 https://www.3ec.jp/ GL

株式会社セイファート 東証スタンダード9213 長谷川 高志 http://www.seyfert.co.jp/ GL

セキセイ株式会社 西川 雅夫 http://www.sedia.co.jp GL

セザックス株式会社 馬場 明彦 http://www.sezax.co.jp/ GL

株式会社タイガーブランディング 加藤 明拓 GL

株式会社大廣 吉田 行廣 http://daiko-asia.com GL

泰清倉庫株式会社 小山 展弘 http://www.taisei-souko.co.jp/ GL

株式会社タカショーデジテック 古澤 良祐 https://takasho-digitec.jp/ GL

TOUCH GROUP 株式会社 原田 静織 https://touchtv.jp/company/ GL

DR.C医薬株式会社 岡崎 成実 http://www.drciyaku.jp/ GL

ティー・エヌ・エス株式会社 鈴木 知明 https://tns.co.jp GL

株式会社DYM 水谷 佑毅 http://dym.asia/ GL

株式会社テイクコンサルティング 松丸 史郎 https://take-cg.jp/ GL

株式会社ディ・ポップス 増田　将人 https://www.d-pops.co.jp/ GL

株式会社Timo 筒井 瑛輝 https://timo-japan.com/company/ GL

株式会社テトラワークス 大庭 崇彦 https://www.tetra-w.com/ GL

株式会社テラシーク 金森 公児 http://www.teraseek.co.jp/ GL

株式会社デルフィーノケア 宮本 貴司 http://delfinocares.co.jp GL

東亜観光株式会社 松井 明美 http://www.toagroup.net GL

株式会社東名 東証プライム4439 山本 文彦 https://www.toumei.co.jp GL

TOP CONNECT株式会社 内田 雅章 http://www.top-connect.biz/ GL

株式会社ナカノモードエンタープライズ 中野 延市 https://www.1osechi.com/ GL

株式会社ネオコミュニケーション 生田目 勇之 http://www.neoinc.co.jp GL

株式会社ネタもと 本村 衆 https://netamoto.co.jp GL

株式会社ネットワークコミュニケーションズ 岡田 直子 https://nwcom.jp/ GL

野原ホールディングス株式会社 野原 弘輔 http://www.nohara-inc.co.jp GL

社会福祉法人絆明会 山﨑 隆夫 http://m.suisaikan.jp/ GL

株式会社ビズウインド 倉持 孝士 http://www.bizwind.co.jp/ GL

株式会社Faber Company 稲次 正樹 https://www.fabercompany.co.jp/ GL

株式会社フィッチジャパン 舩木 友希 http://www.fitcgrp.com GL

株式会社福屋ホールディングス 枇榔 巧 https://www.fukuya-k.co.jp GL

株式会社藤田建装 藤田 一之 http://www.fujitakenso.co.jp/ GL

物件会議株式会社 石川 倉三 https://bukkenkaigi.com/main GL

株式会社フューネラルビジネスコンサルティング 横田 明彦 http://www.funeral-bc.com GL

株式会社ブラスト 村本 豊彦 http://www.blast1950.co.jp/ GL

有限会社プランネル 田村 ケイ http://plannel.com GL

ブルークリーン株式会社 藤田 隆次 https://b-clean.jp/ GL

株式会社ブルームアカウンティング 青山 裕之 GL

株式会社Protea 那須 一基 https://www.protea-inc.co.jp/ GL



株式会社プロディライト 小南 秀光 https://prodelight.co.jp GL

ベンチャーラボ法律事務所 淵邊 善彦 https://venture-lab.net/ GL

株式会社豆蔵 中原 徹也 https://www.mamezou.com/ GL

未知株式会社 下方 彩純 https://www.mchs.co.jp/ GL

三宅坂総合法律事務所 山岸 洋 http://www.miyakezaka.or.jp/ GL

むさし産業株式会社 小林 惠美 http://www.634sangyo.co.jp/ GL

株式会社メディアインキュベート 浜崎 正己 https://newlogic.jp/company.html GL

モトヤユナイテッド株式会社 小野 新太郎 http://motoya-united.co.jp/ GL

monoAI technology株式会社 東証グロース5240 本城 嘉太郎 https://monoai.co.jp/company GL

株式会社モバイルライフジャパン 神農 渉 http://www.mobilelifejapan.co.jp/ GL

株式会社モリス 森 孝仁 http://www.morisruby.com/ GL

株式会社ヤギグローバルジャパン 八木 勝之 http://www.100-all-shinshakan.com GL

弥栄化学工業株式会社 髙橋 秀典 www.yasaka-chem.co.jp GL

ヤスダエンジニアリング株式会社 安田 京一 http://www.yasuda-eng.co.jp/ GL

ユニークビジョン株式会社 白土` 良之 http://www.uniquevision.co.jp/ GL

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト 中尾 周平 https://www.univapaycast.com/ GL

ユニオンテック株式会社 大川 祐介 https://www.union-tec.jp/ GL

株式会社ユニバーサル園芸社 東証スタンダード6061 森坂 拓実 http://www.uni-green.co.jp/ GL

ユニファースト株式会社 橋本 敦 http://www.unifast.co.jp/ GL

株式会社リード・リアルエステート 長原 英司 https://www.lead-real.co.jp/ GL

株式会社リトルクラウド 神原 太郎 http://little-cloud.co.jp/ GL

株式会社レック 高橋 泉 http://www.lec-net.com/ GL

株式会社レックスアドバイザーズ 岡村 康男 https://www.career-adv.jp/company/ GL

株式会社レトリバ 田口 琢也 https://retrieva.jp GL

社会福祉法人檸檬会 前田 効多郎 http://www.lemonkai.or.jp/ GL

株式会社ロビンソン 藤井 真琴 https://www.robinsons.co.jp/ GL

株式会社YSパートナー 前田 智之 http://www.ys-partner.jp/ GL

株式会社和と輪 宗像 瞳 http://watowa.main.jp/ GL


