
企業名 URL 代表者氏名 会員種別

RSM　清和監査法人 http://www.seiwa-audit.or.jp 筧　悦生 一般

株式会社アクションパワー https://www.action-power.net/ 櫻井　皇児 一般

アクタス税理士法人 http://www.actus.co.jp/ 加藤　幸人 一般

アジア・ダイナミック・コミュニケーションズ株式会社 http://adc-japan.com/ 佐藤　大輔 一般

ASIA CREATIVE株式会社 https://asia-creative.jp/ 前田　伸也 一般

株式会社アジアピクチャーズエンタテインメント http://apie.jp/ 上野　由洋 一般

株式会社アスコット http://www.ascotcorp.co.jp/ 濱﨑　拓実 一般

株式会社アステージ http://www.astageinc.co.jp 酒井　尚志 一般

株式会社アメニティ・スペース 鈴木　雅之 一般

アンチエイジング株式会社 http://www.anti-ageing.co.jp/ 野中　秀訓 一般

アント商事株式会社 http://www.ant-group.co.jp/trd/ 鈴木　暁 一般

安理外国法事務弁護士事務所 陳　軼凡 一般

イーパワーインターナショナル株式会社 安藤　康司 一般

イクス会計事務所 http://www.ixskaikei.com/ 入江　俊輔 一般

株式会社イデア総合研究所 谷島　賢 一般

株式会社イルミナコミュニケーションズ http://www.illu.jp 矢田　多都彦 一般

インバウンドテクノロジー株式会社 http://ib-tec.co.jp/ 林　秀乃佑 一般

株式会社インフォランス http://www.inforance.co.jp 佐々木　雅士 一般

株式会社植松鈴木組 http://www.uematsusuzuki.co.jp/ 鈴木　良典 一般

税理士法人内山会計 http://www.uchiyamakaikei.com/ 内山　典弘 一般

株式会社AAIC　Japan http://www.aa-ic.com/index.html 椿　進 一般

株式会社エイジアトラスト http://www.asia-trust.com/ 宮本　英治 一般

H2O合同事務所 https://www.h2o-jimusho.com 林 美樹 一般

株式会社エージェンテック http://www.agentec.jp/ 金　淙採 一般

株式会社エグゼクティブ 菅生　新 一般

SES株式会社 http://fa-ses.co.jp/int.html 阪野　由一 一般

SSP Group株式会社 https://sspgroup.co.jp 石黒　泰宏 一般

エデュケーショナル・デザイン株式会社 https://educationaldesign.jp 脇田　真太郎 一般

EDOCODE株式会社 http://www.edocode.co.jp/ 田村　鷹正 一般

株式会社エヌアセット http://www.n-asset.com/ 宮川　恒雄 一般

税理士法人NKC http://www.nkchp.com/pc/ 黒田　晃 一般

NDCアジア株式会社 https://ndc-asia.com/ 出口　允博 一般

エヌ・ビー・ネットワーク有限会社 北村　猛 一般

株式会社EMPRESS cometrue https://mrs-hiroko.jp/corp/ 森永　ひろこ 一般

株式会社OAGコンサルティング http://www.oag-c.com 田中　繁明 一般

オリンピア法律事務所 www.olympia-law.com 和田　圭介 一般

株式会社ONPA JAPAN http://onpa-japan.com 恩地　佑亜 一般

株式会社ガイアソリューション http://www.gaia-solution.com 田中　太郎 一般

株式会社かとう製菓 http://katouseika.co.jp/ 加藤　貴広 一般

有限会社ギルドデザイン http://www.gilddesign.co.jp/ 山口　直彦 一般

株式会社クリエイティブネットドア https://www.cn-door.com/ 猪股　秋雄 一般

株式会社クルー http://clue-co.jp/ 野田　拓史 一般

株式会社くれおーる http://www.creo-ru.com/ 加西 幸裕 一般

株式会社グロースエンジン http://growthengine.co.jp/ 金井　路子 一般

グローバルアイ株式会社 林　千晃 一般

経営企画室株式会社 http://www.keieikikaku-shitsu.co.jp/ 小林　隆 一般

株式会社ケイ・エム・シー 水上　孝一 一般

株式会社ケイズビジョン http://kz-vision.com 堀　感治 一般

株式会社ケイズビュー http://www.ksview.co.jp/ 香山　俊巳 一般

株式会社Get-Group http://ggcr.jp 小瀬戸　雅代 一般

株式会社高齢者住宅新聞社 http://www.koureisha-jutaku.com/ 網谷　敏数 一般

株式会社国連社 http://www.kokurensha.co.jp 青山　秀生 一般

ココナッツジャパン株式会社 http://www.coconutjapan.jp/ 竹中　靖典 一般

寿商事株式会社 https://www.kotobukigolf.co.jp/ 安本　昌煥 一般



株式会社コマイ http://www.comai.jp 駒井　和彦 一般

桜サイエンスビューティー株式会社 http://www.sakurasciencebeauty.com/ 川人　紫 一般

株式会社サピエント http://www.sapient-inc.co.jp/ 湯川　智子 一般

さむらい行政書士法人 https://samurai-law.com 小島　健太郎 一般

株式会社サムライテクノロジーズ http://www.samurai-technologies.co.jp/ 益田　洋成 一般

株式会社サンエス https://www.san-esu24.co.jp/company/ 金子　昭二 一般

ジー・ブーン株式会社 https://www.zeeboon.jp/ 後藤　稔行 一般

株式会社ジーナハーバー http://jeanaharbor.com/ 戸田　和樹 一般

株式会社シーボン www.cbon.co.jp/net/ 三上　直子 一般

株式会社ジェイテック・リソーシズ http://www.j-tchr.com/ 瀨川　勲 一般

株式会社ジェイホーム http://www.j-home-x.co.jp/ 苅谷　進一 一般

有限会社志縁塾 http://www.shienjuku.com 大谷　由里子 一般

有限会社汐彩 五十嵐　章久 一般

SHIODA ライフサイエンス株式会社 http://shioda.co.jp 塩田　清二 一般

株式会社四季想世舎 http://shikisya.com/ 井上　健 一般

株式会社ジャパンビジネスリンク http://www.jb-l.co.jp 若林　修 一般

株式会社JoB-up https://job-up.work/ 川名　廣季 一般

一般社団法人自立経営推進機構Future summit http://sherpayoshikawa.com 吉川　秋芳 一般

新生綜合法律事務所 http://www.shinseisogo.jp/ 西本　俊介 一般

Soogol Management株式会社 https://soogol.jp/ 森瀬　博信 一般

Scrum Value Holdings株式会社 https://svhdchain.com 根布　和明 一般

STARS株式会社 http://stars-inc.tokyo 大池　知博 一般

STARP株式会社 https://starp.jp/ 渡邊　裕馬 一般

株式会社スタジオカレン http://www.studiokaren.co.jp/ 田中　大輔 一般

株式会社Stand　to you http://www.stand-to-you.com 岡田　諭志 一般

株式会社スプリングハウス 泉谷　政司 一般

株式会社スポーツワン http://www.sportsone.jp 武田　利也 一般

株式会社スリーイーホールディングス https://www.3ec.jp/ 北中　彰 一般

セドナグローバル株式会社 https://sedona-net.com/ 宮下　美智子 一般

株式会社ZERO TALENT https://www.zerotalent.co/ 木村　リカルド 一般

株式会社ソーシャルプロデューサー 小関　道幸 一般

ソルバーネットワーク株式会社 http://solvernet.com    http://www.japan-career.jp  http://washoku.jpn.com 安達　哲男 一般

高下謹壱法律事務所 http://www.takashita-law.jp/ 高下　謹壱 一般

高橋正俊国際経営労務法律事務所 高橋　正俊 一般

有限会社タケダコーポレーション 武田　明大 一般

田島石油株式会社 http://tajimasekiyu.com 田島　洋一 一般

株式会社チーム・エムツー http://www.teamm2.co.jp 森嶌　正巳 一般

合同会社チョウ　インターナショナル 趙　淳来 一般

ディライテッド株式会社 https://d-lighted.jp/ 橋本　真里子 一般

株式会社ディライト https://www.delightcorp.com/ 案野　裕行 一般

DEKIRU株式会社 http://www.shin-gogaku.com/ 李　承珉 一般

株式会社テクムズ http://tkmes.jp/ 鈴木　孝昌 一般

株式会社テムル・パートナーズ http://www.temur.co.jp/ 畑中　鐵丸 一般

東京共同会計事務所 http://www.tkao.com 内山　隆太郎 一般

トゥデイワールドワイド株式会社 http://www.today3.com/ 不破　光智弘 一般

株式会社ToBe http://www.tobeg.co.jp/ 四分一　武 一般

株式会社東名ヒューズ http://www.tomeifuse.co.jp 加藤　正広 一般

株式会社トクシンテクノ http://www.tokusin.jp 小林  有二 一般

株式会社特選倶楽部コーポレーション http://www.tokusensozai.com 小池　毅 一般

株式会社トップランク http://www.toprank.jp 五十嵐　真一 一般

株式会社トライアウト http://www.tryout.co.jp/ 車田　宏章 一般

トラフィコ株式会社 佐々木　英寿 一般

株式会社ドリームマーケティング http://www.dream-marketing.jp/ 脇田　勝利 一般

株式会社ナイス企画 http://nice-trading.jp/ 朴 鼎培 一般

中川産業株式会社 http://nakagawa-textiles.com 中川　善勝 一般



株式会社ながせ http://nagase.co 三室　美砂子 一般

株式会社日本パーキングテクノロジー http://www.j-parkingtec.com 加藤　隆昌 一般

ニューインデックス株式会社 http://newindex.co.jp/ 津田　武 一般

株式会社newlogic http://newlogic.jp/ 船木　大輔 一般

有限会社ネオリブラ http://www.neolibra.com/ 伊藤　裕樹 一般

株式会社ネクストレージ https://nextrage.jp/ 秋庭　啓人 一般

株式会社nori-management 藤原　勝法 一般

株式会社バイタリフィ http://vitalify.jp/ 川勝 潤治 一般

バリューアップマネジメント株式会社 http://vum.co.jp/ 木村　隆一 一般

株式会社ビーボ http://b-vo.jp/ 冨田　潤 一般

ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社 https://www.human-dc.com 渡辺　英志 一般

VTCマニュファクチャリング・ホールディングス株式会社 http://www.vtc-mhd.co.jp/vtc/ 是松　孝典 一般

有限会社フーディシモ・マネージメント 東野　誠一 一般

株式会社フェアーウェイ https://fairway-corp.co.jp/ 安島　丈雄 一般

有限会社福田システムサービス http://www.fukuda-ss.co.jp 福田　倫之 一般

株式会社Fujitaka http://www.fujitaka.com 髙井　茂行 一般

株式会社フューチャー・デザイン・ラボ http://www.futuredesignlab.jp 曾我　隆之 一般

プライベートエクイティジャパン株式会社 http://www.pej.co.jp 馬場　和明 一般

株式会社フラッグシップオーケストラ http://fragor.co.jp/ 大澤　穂高 一般

株式会社ブリリアントソリューション http://brilliant-solution.co.jp 黒田　敦史 一般

株式会社フレアス http://fureasu.jp/ 澤登　拓 一般

株式会社ブレイク・フィールド社 http://www.breakfield.co.jp/ 井田　正幸 一般

株式会社ブレインストーミング http://www.bra-storm.com/ 植田　利枝 一般

株式会社プレート http://www.plate.co.jp 野口　浩孝 一般

株式会社ベリング http://belring.co.jp 鈴木　克憲 一般

株式会社ベンチャーサポート salon-zero.jp 牛原　藍子 一般

株式会社ポケラボ http://pokelabo.co.jp/ 前田　悠太 一般

株式会社ボンダイワークス http://bondiworks.co.jp/ 小峰　敬右 一般

弁護士法人マーキュリー・ジェネラル http://www.mercury-law.com 坂元　英峰 一般

前山倉庫株式会社 http://www.maeyama-soko.jp/ 前山　諭 一般

株式会社真面目 http://majime.jp 平川　アズサ 一般

株式会社mammaciao http://www.mammaciao.jp/ 三原　淳 一般

株式会社マリエッタ http://www.marietta.co.jp/ 神谷　信吾 一般

丸七住宅株式会社 https//www.marushichi-j.com/ 岩本　敦行 一般

ミーム合同会社 小吹　文紀 一般

株式会社michil http://michil.co.jp/ 吉川　真実 一般

株式会社MiL https://mil-inc.com 杉岡　侑也 一般

むらたデンタルクリニック http://www.murata-dc.com/ 村田　雄子 一般

株式会社Modern-Artisan http://modern-artisan.net 岡川　大介 一般

桃尾・松尾・難波法律事務所 http://www.mmn-law.gr.jp/ 桃尾　重明 一般

株式会社矢動丸プロジェクト http://www.yadoumaru.co.jp 前田　高明 一般

唯一法律事務所 http://www.yuiitsu-law.ne.jp 松村　安之 一般

株式会社ユーピーエフ http://www.e-upfield.com/ 仲手川　啓 一般

株式会社ユミコミックス http://yumicomix.com 後藤　満 一般

株式会社ライフドリンクカンパニー https://www.ld-company.com/ 皆川　亮一郎 一般

株式会社リアルクロス https://realcross.co.jp/ 山口　義徳 一般

株式会社rezavex http://rezavex.com/ 山崎　克也 一般

株式会社リプライオリティ http://www.repriority.co.jp/ 中山　伸之 一般

レイズ・キャピタル・ジャパン株式会社 http://raise-capital.co.jp/ 御幡 勇気 一般

株式会社レゾンクリエイト https://raisoncreate.co.jp/ 安澤　真央 一般

レリーフポイント株式会社 http://www.relief-point.co.jp 宮下　賢路 一般

有限会社ロイヤルテクノ http://www.royal-techno.com/ 遠藤　秀基 一般

Rosso FUJI http://www.japan-foot-wear.com 杉山　喜明 一般

株式会社ロンファミリーコンサルティング http://ronfamily.jp 石田　篤則 一般

株式会社ワークショップリゾート http://www.workshopresort.com 清水　國明 一般


