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森田 佳王子
代表

黎明舎

野本 貴裕
代表

ル リアンフォール

三宅 今日子
代表

ベストアスク

鈴木 潤
代表

エム・アンド・アール

人見 隆一郎
代表

株式会社 373

三瓶 陽
代表取締役

株式会社H・J・R Group

慶田盛 聖哉
代表取締役

夢工房

野本 律子
代表

未来貢献団体プティメセナ

東 実男
代表

Ｄａｙｓ．．．

松谷 成隆
代表

株式会社コムレイドジャパン

赤松 宗一
代表取締役

ｄｉｓｔｉｎｏ

結縄 一
代表

株式会社クリードエクスパンド

石嶺 朝雄
代表取締役

一般社団法人
ジャパンスピーカーズビジネスカレッジ

金塚 容平
プロデューサー

株式会社ＴｒｅＰｒｉｍｏ

本間 実
代表取締役

株式会社ラシーナ

木村 健太郎
代表取締役

株式会社井上電気設備

井上 佳則
代表取締役

ｅｅｏ

飯尾 佳代子
代表

Ｈｏｉｈｏｉ

山口 祥子
代表

合同会社MAO

青山 悠紀
代表社員

株式会社アルヴィカ

城内 貴司
代表取締役

株式会社日走

日野 徹
代表取締役

※順不同（申込順）　敬称略

株式会社ベスト・エイ

片倉 英子
代表取締役

株式会社ＯＮＥ

黄 華妍
代表取締役
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※順不同（申込順）　肩書・敬称略

ＢＥ－２１ 小西 千草　／　Ｅｌｄｅｆｉ 山田 真裕　／　プロテアード 中林 正宏　／　株式会社ゴールデンツリー 前田 智章　／　ＥＶＥＲＬＥＧＥＮＤ合同会社 阪本 憲之
サン・フェリーク 平田 明広　／　アトリエ・あい 中居 美幸　／　宝盛庵 太田 さと美　／　マミーエミー 押田 峰子　／　スマイル．ムーン 月田 喜久子　／　ブルー・ポート 木庭 健
Ｚｏｓｈｉｎ 指原 信廣　／　楓 佐々木 美千代　／　トータス・ファミリー 山原 真佐子　／　ｌｉｅｎ ｅｔｅｒｎｅｌ 黒原 留美　／　ロッキィ 宮林 雅和　／　セラヴィ 飛高 朱実
Ｓｕｐｐｏｒｔｅｒ 東 裕彰　／　種匠 上籠 孝一　／　カイカ・ローズ 豊田 恵美　／　てらまえ 藤間 文子　／　Ｈａｐｐｙ Ｂｒｉｄｇｅ 福原 継門　／　エスポワール 萬福 和代
エスペランサ． 中島 文子　／　シータ 小川 恵美　／　ｓｉｎｇｌｅ ｏｕｔ 丸山 耕市　／　Ｗｏｒｋ Ｔｕｓ 花田 由紀子　／　ボヌール 德永 幸子　／　Ｆ．カマラード 脇田 敦己
空理 小島 ヒフミ　／　Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ 向中野 創平　／　ソレイユファミリー 中尾 明美　／　ベル・アーム 髙瀬 充枝　／　＊Ａｃｏｔｔｏ＊ 下原 幸子
べんり屋エリカミキ 小塚 みき子　／　ｓｍａｉｌｅ－ｔｒｅｅ 松本 和美　／　西浦 正房　／　ＨＯＳ 祖父江 昇　／　はぴにす 高橋 由美　／　聖愛 阿部 ふじ枝
ｆｅｅｌ ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ ｉｎｄｕｓｔｒｙ 小野 紀明　／　ＢＲＡＶＥＳ 遠藤 立裕　／　ｆｒｉｅｎｄｌｙ ｈｅａｒｔ 樋口 由美　／　３２ｓｕｎ 花岡 紗知
Ｄｏｕｅ Ｃｏｐａｉｎ 岩﨑 颯汰　／　大脇 美香　／　Ｈｉｓｈｏ 浦野 陽子　／　Ｄｉａ Ｃｒｅａｒ 井ノ瀬 順子　／　Ｆ．Ａ Ｂｏｎｄｓ 粟根 郁子　／　ル・レーブ 大上 ユリ子
ベネピース 板倉 美恵子　／　Ｒｏｍａｎ 川島 真紀　／　Ｍ’ｓ 瀨川 みやび　／　大西 勝子　／　ルフレ 釜賀 俊美　／　ユイット 末廣 優子　／　ｈｉｒｏ－ｍｉ 宮島 弘美
Ｒａｉｎｂｏｗ 三浦 由紀　／　ｆａｉｒｙ ｓｅｅｄ 佐古川 桂子　／　リ・ソウル 東 りえ子　／　大西 良美　／　三実 原田 有生子　／　身相楽 岡﨑 みち子
ＡＣＯＬＥ 岡﨑 由佳　／　ノアノアプロモーション 中村 えり子　／　宮﨑 義之　／　アマミ 森山 満　／　エムトゥーエム 松本 マリ　／　ビワ・ローズ 若松 晴美
紬 河野 賢一郎　／　すずらん 空閑 美鈴　／　Ｍｅｙｕ ∞ 漆原 裕子　／　株式会社グラッド 宮崎 愛子　／　Ｙ．Ｍ．Ｃ 土屋 豊　／　Ｆｕｔｕｒｅ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅ 中畑 美香
アクア 田口 妙　／　工房 パル 鈴木 まとみ　／　アン・リアン 宮本 良子　／　風音 岩﨑 智波　／　ｉｍａｋｏｋｏ 曽我部 直子　／　Ｓｏａｒｅ 中庭 陽子
Ｎａｂ 岡村 奈美江　／　ユルネバ 下田 栄一　／　レトワール 片山 成美　／　シュクレ 西村 明美　／　アトリエ いくえ 秋田 郁江　／　ｌｅ ｂｏｎｈｅｕｒ 永田 実穂
ＢＯＮＤＳ 合志 郁子　／　あすなろ 中川 智代美　／　ＡＰスマイル 貴田 一子　／　木の実 徳満 朝子　／　達乃珈琲堂・春山号 春山 功次　／　音真夢 横田 修
Ｎｅｘｔｉｎｇ 林田 凱斗　／　ＯＳＳＵ 片貝 竜也　／　マレン 髙橋 奈緒　／　Ｈｅａｌｉｎｇ Ｓｐａｃｅ Ｎａｉａ 小笠原 美樹　／　グラン シャリオ 森田 美香子
ハピネス タイム 前野 弘美　／　Ｊｉｎ・ｈｅａｒｔ 新井 仁志　／　青山商店 青山 和男　／　春前 室井 正行　／　蒼 渕上 代里子　／　福 堀下 千代　／　ハニー 木谷 早苗
ビクトリー 芝 カツ子　／　田部井 夏夫　／　小島 明子　／　ベーモー 佐藤 洋子　／　株式会社ｙｕｕｋａ 端 佳代子　／　合同会社ライフ＆ホームサービス 岡田 宏光
ポルト 田中 さと美　／　ルピナス 後藤 幸代　／　ＨＩレインボー 板倉 秀子　／　ＰａＬｅｉＬ（パレイユ） 徳廣 節子　／　Ｆｏｒ　Ｙｏｕ 髙本 三枝子
ｂｒｏｃｃｏ 金剛丸 和美　／　きくちゃん 佐藤 菊代　／　ヒューベリオン 原田 茂和　／　ａｒｉｅｓ ｓｔａｒ 塩野 直子　／　ガーランド 森本 美香
セリーヌ．ベール 三嶋 桂子　／　ひまわり 斉藤 静香　／　ＰｏＰｏｎ 松本 仁見　／　ｙａｎａｍｉ Ｇｒｏｕｐ 野波 正浩　／　株式会社ハウスプラン 門別 隆史　／　渡辺 義和
ハーモニー・シフト 曲田 智子　／　たんぽぽ 米井 順子　／　マルケイ 我妻 恵子　／　ＥＫＭ’Ｓ 林 由紀　／　Ａｎ Ｒｅｆｏｒｍｅ 三浦 信恵　／　ＲＩＳＥ 栁原 優子
Ｏ・Ｈ・Ｃ 針木 光子　／　インスパイア 大脇 まゆみ　／　ｍｅｉｃｏｃｏ 坂口 由利子　／　コスモス 山田 由美子　／　ドリームナビ 梅津 幾美
リリアンドッグスクール 高橋 絵理　／　ウォールト 糸入 早苗　／　ブルーイーグル 藤井 貴子　／　ビ・エイジ 山城 美香　／　グランマ ジョシュ 浅川 朱実
ＬＪＤＨ 平井 潤一　／　バルサボ 安田 伸也　／　オフィスＫＣＢＳＳ 大森 淳子　／　ムーン・ハート 稲葉 久美子　／　ハッピー 中島 加智子　／　うぶとも 上野 智美
ＫａｌｍｉＡ 高原 はるみ　／　ｓｙｍｐａｔｈｙ 久保田 卓　／　るらしおん・咲 小久保 やす子　／　わかば 小野 整子　／　カーネリアン・シード 植村 悦子
エステサロン スマイリー 後藤 理恵　／　Ｂｌｕｅ Ｈｏｕｒ 石井 千波　／　チェリッシュ 牧瀬 利華　／　Ｈａｒｍｏｎｙ 髙橋 眞由美　／　有限会社中嶌商事 中嶌 城之
ウィステリア 藤田 美英子　／　ＨＴＭ 竹内 美咲　／　リバティ 亀田 駿　／　笑福 迎林 恵里　／　富岡市身体障害者相談員 富岡市人権相談員 宮下 政司
インフィニティ 中島 辰徳　／　ＯＲＩＧＩＮ 田巻 妙子　／　ヘアサロン ＨＡＮＡ＆花 関 真弓　／　ベストミュウ 高橋 芳絵　／　こまくさ 村 玉江
Ａ ｂｕｄ ａｐｐｅａｒｓ 満嵜 美咲　／　Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ 折茂 勝治　／　あおい 我妻 ふみ子　／　アリス・ティーヌ 遠藤 比登美　／　ヒカリンダ 林田 忍　／　結人 財津 英子
オスティー 土居 千鶴　／　Ｍｏａｎｉ 湯川 孝子　／　ＢＥＮＥ ＬＩＥＮ 見生 まゆみ　／　Ｒａ・Ｋａ 岩崎 隆子　／　ユミリー 信重 英昭　／　株式会社出雲 出雲 健彦
隠れ家創作ダイニング田田～ denden ～ 尾崎 研二　／　Ｎａｔｕｒａｌ ｍａｐ 小池 智津子　／　マルキ 木村 弘子　／　ユウキ 菅野 つや子　／　真幸 藪田 真弓
メディカルフットケア らぃらぃ． 安藤 雅智子　／　綱田 大志　／　髙尾 美由紀　／　フォルテシモ 岡本 英丈　／　パワーステーション・Ｈ 佐藤 嘉子
スターカウントビリティー 野村 三由季　／　Ｋｉ 市毛 一弘　／　アン スーリール 工藤 美智子　／　ＨｉＫＡＲｉ 吉冨 小百合　／　ｒｏｓｅｍｉ 中尾 恵美
ＨＡＬＵ 三田 治子　／　株式会社デコールセイワ 上畝地 功　／　ＨｙｇｇＥ 白壁 朋子　／　有限会社スマイルセブン 菅野 幸太　／　ベラリーア 岩橋 久美子
＆・えむ 湯本 真紀　／　くるくる 仁木 真紀　／　ｅｍｕ 阿野 真由美　／　岳 平井 薫　／　松田 直樹　／　史 生川 健児　／　Ｆｌａｖｏｒ 島田 浩味　／　櫻場 けさみ
ダール・フルート 清水 実子　／　ＮＥＥＤＳ 河野 博之　／　レガーメ・マリサ 藤本 真里子　／　カラクプア愛 小川 さつき　／　小川 幸恵　／　エム・アイ・ティー 吉田 真弓
エステティックラボ Ｂｉｊｏｕ 石坂 智江美　／　ｃｏｍｅ ｃｏｍｅ ハッピー 久我 あけみ　／　Ｋａｉｈｏｌｏ 冨野 小百合　／　リガーレ 伏見 宏美
株式会社Ｒａｆｅｌｌｉａ 堀越 美香　／　トマト 杉﨑 美智子　／　ＡＲＫ 満塩 ノリ子　／　矢野 次明　／　エステティックサロン Ｈ－ｃｈｉｉｉ 本郷 友紀
Ｏｆｆｉｃｅ Ａｏｙａｍａ 青山 裕美　／　縁総業 安里 重志　／　未来杜 平間 まり子　／　テロワール 橋本 ゆりか　／　ハレイワ Haleiwa 岩井 永江　／　スリール 大石 千代子
藤森 千博　／　Ｍａｒｙ Ｒｏｓｅ 福永 まり子　／　ＳＫリンク 川口 正子　／　ＢＥＳＴ ＮＯＺＯＭＩＩＬ 八木橋 鋭子　／　Ｌｉｌｉｕｍ 雅 山田 雅代
株式会社Ｃａｕｓｅ 中畑 昌久　／　ＳＲＨコーポレーション 津布楽 伸治　／　Ｈａｐｐｙ　Ｇｒｅｅｎ 長合 緑　／　ＫＯＺＡＮＧＡＭＡ 鈴木 千栄子　／　押田商店 押田 文夫
ベネセントウ 山見 則子　／　ハートランド 工藤 雅史　／　マロチョコ 久保谷 理代　／　シャンス 長合 大樹　／　サクラ屋 名古屋 直美　／　縁 増田 吉彦
プラタナス 山本 美智子　／　生川 かおり　／　大谷 美由紀　／　フルオル 岡田 逸子　／　エミ・ルナ 大房 えみ子　／　Ｔｏ Ｈｅａｒｔ 小澤 季志子　／　イデア 下村 裕美
Ｓｏｌｍａｒｅ 長濱 尚美　／　キャンベル 赤羽 節子　／　３０１ｐｒｏｊｅｃｔ 小多喜 法子　／　金庭 武男　／　ｅｎｃｉａ 神田 優子　／　ｙｙコミュニケーション 中村 康代
グランシア 首藤 すみれ　／　いちご 嶋田 佳奈　／　Ｌｕｍｉａｉｌｅ 宮﨑 京子　／　関 和子　／　櫻井 優子　／　アナベル 紺野 直三　／　ひまわり 紺野 みさ子
Ｆｏｒｔｕｎｅ 清野 理恵　／　若林 友之　／　Ｍｉｌｋｙ ｗａｙ．．． 小澤 香織　／　ファミーユ 安部 睦子　／　ＲＡＩＮＢＯＷ 池上 明子
ａｄＶａｎｃｅ Ｃｏｍｉｎｇ 今村 忍　／　ユトリエル 斎藤 恭子　／　実来へ 中谷 克己　／　ｌｕａｎａ 野口 絵理子　／　今城屋 佐々木 綾　／　Ｒｉｓｅ 吉本 学
社会貢献団体 ふれあい familie 野本 貴裕　／　さいゆう 新井 規子　／　社会貢献団体 ふれあい familie 野本 律子　／　蓮 新井 雅美　／　ＳＨＩＰ 加藤 正貴
ｏｎｅ ｌｉｖｅ 中井 さおり　／　ＴＡＫＩ，Ｔａｎａｋａ 田中 たき子　／　ｓｅｎ 剣持 千波　／　チェリーブロッサム 宮木 芳江　／　ゆいまーる接骨院 鈴木 雅博
オーチン・フクースナ 北川 美代子　／　たではら農園 蓼原 由美子　／　紬 夢追美人 西垣 博子　／　ヒーロー コスモス 大橋 比郎子　／　スートラ 富森 喜美代
Ｌｕｚ Ｄｉｏｓａ 小笠原 加奈　／　冨田療術院 冨田 志津子　／　えがおクリエイション 林 貴子　／　ＣＯＣＯ ＨＡＰＩ 岡本 幸代　／　Ｋｏｋｕａ 関根 紀子
夢和 小松原 ひとみ　／　ボディスマイル 前田 明子　／　そら 新井 智之　／　シーディング 仲村 力也　／　Ｇｒａｔｉｔｕｄｅ 絹川 裕樹　／　スプレンドーレ 本田 有子
ｉｔｕＫａ 鹿目 弘行　／　ラブリィ・ＫＩ 髙嶋 起代美　／　吾妻山 添田 之子　／　Ｌｕｚ ｅｓｐｅｒａｎｚａ 安達 由香　／　ＥＮＰＯＷＥＲ ＰＬＵＳ 前田 祐次
株式会社千寿 青山 紘大　／　ＳＡＳＳＯＵ 石井 りえ　／　和布 伊勢屋 髙尾 明宏　／　Ｌｅａ 菊池 真裕　／　ソレーユ 吉田 美奈子　／　ａ＜アカラハジマル＞　富井 清華　
株式会社エンテック 渡邊元喜　／　Ａ～Ｂちゃんの和 海老原 和代
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