
前代表 正会員 猪口　将史 ｉｎｏｇｕｃｈｉ 代表 軽運送業

代表 正会員 阿部　匡 (株)ROOMグループ 代表取締役 飲食業/PUB

副代表 正会員 山本　真由美 ラウンジｃａｌｌ 代表 飲食業（スナック）

事務局 正会員 長谷部　豊 free style 代表 パソコンサポート／小売業

世話人 正会員 前平　育子 艶 代表 飲食業/スナック

世話人 正会員 西田　誠 ビーアップ(有) 代表取締役 印刷業

世話人 正会員 梶原　綾乃 party bar genie 代表 飲食業/BAR

正会員 木村　竜二 肉の木村 代表 精肉加工／飲食業

正会員 吉川　淳 吉川建業 代表 建築業

正会員 佐藤　隆行 (株)佐藤工務店 取締役室長 建築業

正会員 熊谷　潤一 ポラリス北海道 代表 パソコンサポート業

正会員 髙橋　悦子 (有)吉見美容室 店長 美容業

正会員 根岸　一志 (株)クレド 代表取締役 不動産業、IT業

正会員 赤石　雄一 ブラックチェリー 代表 飲食店業（バー）

正会員 荻野　仁史 RED&DARK 代表 飲食店業（バー）

正会員 岡村　英司 (有)クリーンモービル 代表取締役 新車・中古車販売、自動車整備

正会員 瀧田　清之 わかばリサイクルサービス 代表 遺品整理業

正会員 山根　幹生 (有)山根生花店 代表取締役 生花業

正会員 塩尻　雅也 メガネのシオジリ(株) 専務取締役 メガネ・補聴器販売

正会員 庄司　俊光 (株)庄司農場 代表取締役 農業（米）

正会員 川尻　真巳 (株)リヴァーヒップ 代表取締役 自動車販売・修理

正会員 中西　應 オートオフィスジュリエ 代表 自動車販売・修理

正会員 増井　孝博 麺屋たっか 店主 飲食業/ラーメン

正会員 野々山　亮太 三河遊グループ 代表 ボードゲーム/映像クリエイター

正会員 石田　知玄 (株)ＫＴパートナーズ 代表取締役 障害相談支援事業所

正会員 伊藤　真久 フラワー観光バス(株) 常務取締役 運送業

正会員 荒川　尚 なお整骨院 院長 整骨院

正会員 長屋　功一 べんりや　こま 代表 便利業

正会員 野村　耕次郎 (株)野村ファーム 農場長 農業

正会員 木村　光一 らーめん海おう 代表 飲食業/ラーメン

正会員 菅原　基義 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ　ﾌｧｸﾄ 代表・チーフトレーナーパーソナルジム

正会員 北野　保孝 (有)北野本店 代表取締役 事務機販売

正会員 村田　恵 (有)moe・コーポレーション 代表取締役 ハウスクリーニング業

正会員 佐々木　敬太 CLAN 代表 飲食業／小売業

正会員 會見　弘樹 あいみ商会 代表 便利業

正会員 齊藤　久美子 Conditioning Room Cheerful 代表 パーソナルトレーナー

正会員 長谷川　悠太 創作和食Yu-ta 代表 飲食業／建設業

正会員 髙橋　岳宏 (有)角屋 専務 製麺業

正会員 佐藤　健伍 (株)ASKRISE 取締役 広告制作業

正会員 栗栖　茂栄 対馬運送(株) 代表取締役 運送業・小売業

正会員 兼近　祐輝 (株)カネチカ 代表取締役 不動産業

正会員 小林　一麿 (株)ファッションこばやし 代表取締役 小売り（婦人服）

正会員 長谷川　新 SINGROUP 代表取締役 飲食業

正会員 水林　廣 ナイトパブ美・熟女 代表 飲食業/PUB

正会員 大累　正太 (株)おおるい　販売営業部 マネージャー 食料・飲料卸売業

正会員 石川　健 合同会社イシカワ 代表 販売業・不動産業

正会員 増井　悟 (株)増建 代表取締役 解体業

正会員 服部　祥太 (株)いい感じえーじぇんと。 代表取締役 サービス業

正会員 川本　祥司 川本塗装工業 代表 塗装業

正会員 藤田　圭子 A・luna 代表 ハンドメイドクリエイター

正会員 木本　新介 グッドワン東日本(株) 代表取締役 機械車整備業

正会員 奥山　一俊 おくやま農園 代表 農業

正会員 長谷川　匡 BAR PLAT 代表 飲食店/BAR

正会員 佐藤　勝 (株)角井佐藤呉服店 専務取締役 小売業（呉服）

正会員 水留　真奈美 よりみち酒場 ちゃっちゃ隊 店長 飲食業/居酒屋

正会員 武田　琉衣 カラーリアンジュ 代表 カラリスト

正会員 市川　理恵 MUSIC HOUSE JIG 店長 飲食業/PUB

正会員



準会員 安田　こずえ HAIR SALON ONE'S オーナー 美容業

準会員 池川　拓郎 (株)スズキ自販北海道 店長 カーライフアドバイザー

準会員 野田　晃宏 野田農園 代表 農業（果樹）

準会員 菅原　友美 (有)菅原農場 専務 農業

準会員 荏原　明日香 WebArte 代表 WEBクリエイター

準会員 小野　一生 (株)One's Life 代表取締役 福祉サービス

準会員 木村　真吾 炭火焼肉真 代表 飲食店/焼肉

準会員 伊藤　真一 Advance 代表 建設業（クロス）

準会員 野村　伸一 野村労務管理事務所 代表 社会保険労務士・行政書士・海事代理士

準会員 藤川　成樹 HIホールディングス(株)　営業 保険代理店

準会員 佐野　真二 ロジ・コンビニエンス(株) 代表取締役社長 ソフトウェア開発

準会員 木村　幸一 木村司法書士・行政書士事務所 所長 司法書士・行政書士

準会員 窪田　紗里那 Tiare 代表 飲食業/スナック

準会員 佐伯　義久 (株)フォレスト 代表取締役

準会員 森下　幹生 (株)森栄建設 代表取締役 建設業

準会員 菅原　芳浩 菅原塗装 代表 塗装業

準会員 板坂　学 Clutch オーナー 飲食業/PUB

準会員 小泉　萌花 もかピアノ教室 代表 ピアノ講師

準会員 近藤　正孝 (株)こんどう 代表取締役 小売業

準会員 原田　勝 勝栄工業 代表 土木・建設

準会員 高柳　正美 焼肉ありがとう 代表 飲食店/焼肉

準会員 東　妙子 カイロオフィスむくむく 代表 マッサージ

準会員 小林　琴美 ageha 代表 飲食業/スナック

準会員 希咲　円香 #COCO WORLD 代表 飲食業/スナック

準会員 川合　雅記 (株)川合農場 代表取締役 農業（米）

準会員 南　千鶴子 (株)みなみ 代表取締役 介護

準会員 越後　翔馬 越後塗装 代表 建設業（塗装）

準会員 田島　健大 田島建設 代表 建設業

準会員 谷本　知貴 プルデンシャル生命保険(株) 主任 生命保険、コンサル業

準会員 小林　潤平 JP HOUSE 代表 飲食業/PUB

準会員 真田　寛至 (株)SAN arrow 代表取締役 飲食業/PUB

準会員 森國　未穂 ぱぶりっくしらなみ 店主 飲食業/スナック

準会員 池内　一也 (有)カネイ池内商店 代表取締役 飲食業/生鮮食品

準会員 奥家　史也 (株)Tプロジェクト 代表取締役 サービス業/ゴルフ

準会員 千石　奈津美 Fitness studio 虹 代表 パーソナルフィットネストレーナー

準会員 宮本　直人 BS MIYA オーナー 美容業

準会員 八幡　正 三光実業(株) 代表取締役

準会員 岩谷　尚之 岩谷農産 代表 農業（米）

準会員 中村　明恒 眼鏡工房ナカムラ 代表 眼鏡販売

準会員 木戸口　邦子 (株)笑福園 代表取締役 飲食店/日本料理

準会員


