
特別顧問・名誉顧問・学術顧問・顧問      （50 音順・敬称略 2019/06/26） 
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※御役職は登録を頂いた時点の御役職の方と、その後異動により修正させて頂いた方とが御座います。 
※物故者は名簿の末尾に掲載させて頂きました。 
 

特別顧問 

氏 名 当法人以外の主たる役職・経歴等 

生田正治 (株)商船三井最高顧問 

石原信雄 (財)地方自治研究機構会長、元内閣官房副長官 

海老沢勝二 元 NHK会長、早稲田大学評議員・商議員、杏林学園評議員、日本赤十字社常任理事、日本ゴルフツアー機構会長、日本相撲協会外部理
事、通信文化協会評議員 

児島 仁 日本電信電話(株)特別顧問･元社長 

小長啓一 AOC ホールディングス(株)相談役、元通産事務次官、元アラビア石油社長、元日経連副会長 

須田 寛 東海旅客鉄道(株)相談役 

野田一夫 (財)日本総合研究所会長、多摩大学名誉学長 

藤井裕久 元大蔵大臣、元民主党最高顧問 

名誉顧問 
氏 名 当法人以外の主たる役職・経歴等 

Zamba Batjargal 世界気候機構国連代表(前駐日モンゴル大使) 
田岡 功 駐日パラグアイ共和国大使館特命全権大使 

レンツェンドー･ジグジッド 駐日モンゴル国大使                                  (日本国の大使は顧問の欄に掲載されています) 

学術顧問 
氏 名 当法人以外の主たる役職・経歴等 
荒木義修 武蔵野大学 法学部政治学科教授 政治社会学会会長 

植木英雄 東京経済大学経営学部教授日本ナレッジ・マネジメント学会 理事・知の創造研究部会長 
大石不二夫 神奈川大学名誉教授帝京大学・青島科学技術大学客員教授工学博士 技術士（化学） 

北出 亮 日本ビジネスコミュニケーション学会 理事長 元拓殖大学商学部教授 
杉原 淳 杉原技術研究所（横浜）工学博士 技術士（化学） 

中村信也 東京家政大学教授医学博士整形外科医 法学士 
藤田紀美枝 太平洋経営創造大学現代経営学学際研究所教授 

丸山克俊 東京理科大学日本幼少児健康教育学会会長、名誉教授 

顧   問 
氏 名 当法人以外の主たる役職・経歴等 
相川清文 広島大学東京オフィス産学官連携コ－ディネ－タ－・特命教授 

相川弘隆 （株）いまじん代表取締役社長 
相澤まきよ 文化杉並学園理事事務局長 

相田 信 山形県東京事務所所長 
藍本結井 日本舞踊評論･研究 

相山 豊 永田町ファミリーオフィス代表、NPO日本ファミリーオフィス代表理事 
阿江秀典 (株)日本アシスト社長 

青木昭宣 (株)アオキ・ジャパン・コ－ポレ－ション社長 
青木 昭 (株)アオキオフィスサービス代表取締役 

青木志郎 東京工業大学名誉教授、日本農村計画学会会長、元日本建築学会副会長 
青木 孝 弁護士 

青木庄二郎 起業推進クラブ理事長 
青木日照 (株)国際社会経済研究所理事 

青木英勝 前広島大学東京リエゾンオフイス所長客員教授 
青木 晃 小川テント(株)専務取締役 

青木正篤 (社)国土緑化推進機構常務理事 
青木康平 港区教育委員会教育長 

青芝俊弘 衆議院山際大志郎先生事務所顧問 
青葉ひかる 評論家 

青山 真 (株)ＤＡＴＡ ＯＫ社長  
青山幸恭 綜合警備保障(株) 代表取締役社長、元財務省関税局長 

赤木理二 (株)東畑建築事務所取締役常務執行役員 
明石 康 元国連事務次長、NPO日本紛争予防センター会長 

赤坂英樹 アイエスティー(株)顧問、元(株)タイセイ総合研究所理事 
縣 良二 日本工業新聞社代表取締役社長 

赤羽根靖隆 (株)DTS 会長、前社長 
阿川 功 阿川グループ代表 

秋尾晃正 （公財）民際センター理事長 
アキ・ハラダ 経営コンサルタントビューティ＆ヘルススペシャリスト 

秋口守 元三菱地所（株）顧問,元国土庁地方都市整備課長 
秋田芳樹 (株)レイヤーズ･コンサルティング会長、公認会計士 

秋谷和彦 (株)アットサーブ代表取締役 
秋山清光 弁護士  

秋山寿郎 (株)環建築設計事務所代表取締役 
秋山貴史 （株）ホテル鹿島ノ森 オークラホテルズ＆リゾーツ代表取締役専務 総支配人 

秋山庸一 元東京ガス(株)副社長 
秋山義隆 大成建設（株）管理本部理事 

秋山 律 スターゼン(株)相談役、前社長 
秋吉祐子 Y＆A Space 代表 

阿久澤陽子 フォレストクラブ主宰 
阿久津扶見 (株)ニミコジャパン代表取締役社長 

芥川立夫 (社)グローバル人材協会事務局、元(株)関東日立サ－ビスソリュ－ション本部本部長付 
浅井一郎 (有)テイー・エー・オー企画 代表取締役、金大附高同窓会関東支部幹事長、(社)茗渓会代議員 

朝内 努 騠島屋スペースクリエイツ(株)シニア・アドバイザー、元騠島屋常務 
浅香光代 女優 演劇舞踊浅香流家元 

Asami (あさみ) アーティスト・ドラマー 
浅川博忠 政治評論家、東北福祉大学客員教授 

浅田和幸 日本経済新聞社編集局産業地域研究所主任研究員、全国ふるさと大使連絡会議副代表幹事 
浅沼瑞穂子 (株)極東設計社長、Far East 同時代セミナー主宰 

浅野九郎治 (社)日本養豚協会会長 
浅野健太郎 弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士 

浅野考平 関西学院大学副学長 
浅野純次 (社)経済倶楽部理事長、元東洋経済新報社社長、会長 

浅野史郎 前宮城県知事、慶應大学教授 
浅野正義 （株）無洲代表取締役社長 

浅利香津代 (有)あさり座代表 
朝比奈一郎 青山社中(株)筆頭代表 CEO、秀明大学客員教授 

安嶋 明 日本みらいキャピタル（株）代表取締役社長 
東 英弥 学校法人日本教育研究団事業構想大学院大学理事長 

安逹耕一 (社)日本医学検定協会副理事長 

http://www.aaos.co.jp/
http://www.aaos.co.jp/
http://www.green.or.jp/
http://www.green.or.jp/
http://www.taisei-soken.com/
http://www.taisei-soken.com/
http://www.at-serve.com/
http://www.at-serve.com/
http://www.starzen.co.jp/
http://www.starzen.co.jp/
http://www.fareast-seminar.jp/
http://www.fareast-seminar.jp/
http://homepage2.nifty.com/keizaiclub/
http://homepage2.nifty.com/keizaiclub/
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足立高雄 (株)第一ビルディング事業開発室参事役 

二代安達瞳子 花芸安達流主宰 
渥美和彦 東京大学名誉教授 

渥美和弘 (株)日建代表取締役 
阿戸健次 埼玉レジャー産業(株)会長、ライオンズクラブ 330-Ｃ地区元ガバナー、埼玉サウナ・スパ協会会長 

ｱｰﾈｽﾄＭ.比嘉 (株)ヒガ･インダストリーズ社長 
阿部毅一郎 (財)日本自転車普及協会会長 

阿部 勗 興銀リース(株)取締役相談役、元みずほ銀行副頭取 
阿部輝彦 帝京大学文学部社会学科教授 

阿部夏樹 一般社団法人フォレストック協会専務理事 
阿部絋子 福岡歯科医師 

阿部博幸 医療法人社団博心厚生会九段クリニック理事長 
阿部弘之 エスペランサグループ代表 

阿部道夫 旭ファイバ－グラス(株)常務執行役員営業本部長 
阿部芳久 (株)４７Ｊ．Ｍ．Ｐ 代表取締役 

安倍 良 一級建築士事務所、安倍良アトリエ、東海大学理工学部建築学科非常勤講師 
天野正義 (社)日本貿易会専務理事 

天野高明 ダイニック（株）取締役副社長 
網倉和仁 鹿島建設(株)前常勤監査役、元副社長 

網谷駿介 日本電信電話(株)常勤監査役 
荒井喜八郎 (株)荒井商店会長 

荒井君代 (株)新アジアネットワーク研究所社長 
荒井恵凰 吟詠吟舞錦凰流宗家 

新井佼一 イシン･ホテルズ･グループ上席顧問 
荒井幸之助 一般社団法人中小企業助成金相談センター 理事、 株式会社ハッピーコンビ 代表取締役  

新井忠之 前逓信協会理事長、元日本郵便逓送(株)会長、前社長 
新井正樹 一般社団法人フォレストック協会理事 

荒井好民 (社)東京キワニスクラブ理事･会長、(株)システムスインターナショナル会長 
荒川正一 東海大学サッカー部チームドクター、時ノ栖荒川クリニック院長 

荒川宣昭 第 26 回全国菓子大博覧会・広島実行委員会事務局長 
荒川仁雄 弁護士 社会保険労務士 

荒井詔二郎 (株)ジェイ・ウィル・パ－トナ－ズホスピタリティ－事業部門担当特別顧問 
荒木 浩 東京電力(株)顧問、元社長、会長 

荒木正雄 元日商岩井(株)副会長、元東洋石油開発(株)会長、元うるま資源開発(株)会長 
荒木義修 武蔵野大学法学部 政治学科教授 政治社会学会会長 

新野房江 (株)ピュアワンインターナショナル代表取締役 
有村 実 (株)水産経済新聞社編集委員 

有本妙子 宮島グランドホテル有もと専務 
あん･まくどなるど 宮城大学助教授、全国漁場漁港協会理事、(財)地球･人間環境フォーラム客員研究員 

安 昌寿 (株)日建設計代表取締役副社長 
アントニオ古賀 歌手、ギタリスト、東京国際大学人間社会学部客員教授。 

安藤直弘 (有)ザイアコアキャピタル取締役、(株)テイクヒ－ドマ－ケティング顧問 
安藤 満 富山国際大学教授、チェリー生命環境研究所理事、元国立環境研究所総合研究官 

安楽明郎 (株)エヌ･エヌ･アイ特別顧問 
安斎誉彦 (株)ゲネシスコンマース社長 

安東恭助 医療法人社団ニコニコクラブ理事長、米国財団法人野口医学研究所参与会会長 
飯 寿行 (一社)国際統合治療協会理事 

飯島 紳 RH インシグノ(株)社長  
飯田忠德 前(株)NHK エンタープライズ 21 役員待遇、シニア･エグゼクティブ･プロデューサー 

飯田大貴 (株)ファイレスキュー代表取締役社長 
飯田信明 飯田国際国内経済戦略戦術研究所代表 

飯塚昌男 (社)日本林業協会会長、前全国森林組合連合会代表理事会長 

飯塚久夫 （株）ぐるなび副社長、NECビックローブ(株)元社長、元NTTラーニングシステムズ(株)社長、元NTTコミュニケーションズ常務、国立大学法人
東京工業大学理事・副学長 

飯塚 洋 キーワード(株)顧問 
飯野絢子 南北米福地開発協会（財団法人） 

飯野晃之 (株)カープラザ飯野 代表取締役 
飯村雅洋 (有)ワールドマックス代表取締役 

飯山正晃 NPO 国際留学生協会常務理事 
井浦幸雄 日本エンジェルズ･フォーラム代表理事 

五十島滋夫 五十島公認会計士事務所公認会計士税理士  
猪谷千春 元国際オリンピック委員会副会長、日本オリンピアンズ協会副会長、AIU 保険会社名誉会長 

五十嵐一衛 アミンファーマ研究所代表取締役社長、千葉大学名誉教授 
五十嵐智勇 五十嵐酒造(株)社長 

五十嵐三津雄 野村総合研究所常勤顧問、元郵政次官 
井川紀道 日本大学大学院グローバル･ビジネス研究科教授 

衣川文雄 (株)アイエスエイ執行役員 管理部長 
生田篤識 リ・バース株式会社 

生田美恵子 和の文化と親しむ会･会長、ファンタジーきものサロン･コーディネーター 
池内ひろ美 作家 

池上光博 (株)ダイヤモンド･パートナーズ代表取締役 
池崎美代子 NPO ジャパン･リターン･プログラム専務理事 

池田勝定 北陽産業(株)代表取締役 
池田健太郎 東洋建設(株)管理本部執行役員副本部長 

池田 茂 スカパーJSAT取締役 
池田惇二 元全国酪農業協同組合連合会常務理事 

池田治郷 (株)グッドサポート(株)A.I.U 顧問、下関市大使 
池田 弘 学校法人新潟総合学園総長 

池田博昌 東京情報大学情報システム学科教授 
池田道雄 JX エネルギー(株)取締役副社長執行役員 

池田 実 ティーエフエム･インタラクティブ(株) 
池田芳樹 (社)日本ファシリティマネジメント推進協会(JFMA 理事・事務局長) 

池田芳暉 (株)コムティア会長 
池永憲彦 頑固屋（有）東京出張所取締役 

池本一郎 (財)電力研究所理事広報グループマネージャー 
池光 崇 国土交通省大臣官房広報課長 

井口 清 (株)日本企業調査会社長 
井澤健彦 (株)ニューオーダー社長 

伊沢 正 日本貿易振興機構顧問 
井澤俊正 日本農林規格協会理事 

石井卓爾 三和電気工業(株)社長 
石川尚代 日中新聞社社長 

石井 昭 (株)図書館流通センター会長 
石井 孝 (株)ナカヨ通信機監査役 

石井利典 元新潟石油共同備蓄(株)新潟事業所長 
石井泰行 賀茂鶴酒造(株)会長 

石井隆一 富山県知事 
石川國雄 (株)協和エクシオ社長 

石川英樹 石川運輸(株)社長 
石井浩之 (株)マスターマインド代表取締役 

石井良幸 株式会社アシストジャパン 代表取締役 

http://www.nikken-rs.com/
http://www.nikken-rs.com/
http://www.kudanclinic.com/
http://www.kudanclinic.com/
http://www.arai-s.co.jp/
http://www.arai-s.co.jp/
http://www.pure-one.jp/
http://www.pure-one.jp/
http://www.geocities.jp/andojunichi0913/
http://www.geocities.jp/andojunichi0913/
http://www.ifsa.jp/
http://www.ifsa.jp/
http://www.angels.ne.jp/
http://www.angels.ne.jp/
http://www.bna.co.jp/jrp
http://www.bna.co.jp/jrp
http://www.iiv.ne.jp/
http://www.iiv.ne.jp/
http://www.jfma.or.jp/
http://www.jfma.or.jp/
http://www.kamotsuru.co.jp/
http://www.kamotsuru.co.jp/
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石川賢廣 日本かつお・まぐろ漁業協同組合代表理事組合長 

石崎新一郎 (株)日本精米代表取締役 
石嵜敏彦 インテリジェンスセキュリティサービス代表 

石崎信吾 積水ハウス(株)特別顧問 
石崎芳行 東京電力(株)執行役員原子力･立地本部副本部長兼立地地域部長 

石澤直士 (株)ゼンケイ代表取締役 
石島 操 前全国森林組合連合会代表理事専務 

石角完爾 千代田国際経営法律事務所代表、弁護士、弁理士 
石関栄一 原宿ＴＶ（株）代表取締役 

一色孝義 エルコムウォーク(株)取締役 
石田勝紀 (株)緑進学院社長 

石田菊香 ピアニスト 
石田文典 広島県東京事務所所長 

石田雅昭 元産経新聞印刷社長、元 フジサンケイビジネスアイ常務取締役 
石塚幸男 イオンリテール(株)専務執行役員人事総務本部長 

石橋国鷹 (株)ラクショー社長 
石原 大 観光庁観光産業課 課長 

石原哲雄 一般社団法人日本乳業協会常務理事 
石原 敞 (株)ヒロマイト代表取締役 

石原 昇 つくば市政策アドバイザー 
石原久嗣 公益財団法人日本ボールルームダンス連盟専務理事 

石山新悦 (株)アイ・エス・シー代表取締役 
泉 正史 東海大学観光学部教授、前(株)ANA 総合研究所副社長 

泉川典子 (株)Ｋｏｒｉｎｏ.Ｉ代表取締役 
泉口享子 住友生命保険相互会社本社すみれい営業部エグゼクティブコンサルタント、㈳生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会相談役 

井関真人 シャンソン歌手、作詞、作曲家 
板橋光一 （株）リゾート＆メディカル代表取締役 

板本勝雄 石川県観光特使、石川県人会副会長、(株)コ－ハク社長 
板谷隆一 (株)ネクスト常務執行役員 

伊田和身 (社)近代経済研究所常務理事兼事務局長、NPO文化創造企画常務理事 
井田恭敬 元東京ガス･カスタマーサービス(株)社長 

板垣欣也 東京栗山会会長、北海道栗山町ふるさと大使 
伊谷江美子 （株）クオレ・コーポレーション代表取締役 

市岡幸雄 (株)シマックス取締役 
市川智志 (株)市川総業代表取締役 

市川智己 (有)リッツコンサルタント社長 
市川雅也 元三菱重工業(株)技監・技師長 

市川陽一朗 (公社)千葉県獣医師会会長 
市野紀生 東京ガス(株)相談役・前会長・元社長、(社)日本ガス協会前会長、(財)日本野球連盟会長 

市橋和彦 (株)ブリッジマン代表取締役 
出井 猛 出井商事(株)会長 

出井伸之 クオンタムリープ(株)代表取締役 ファウンダー＆ＣＥＯ 
伊藤 彰 日本サブウェイ(株)代表取締役社長 

伊藤一郎 旭化成(株)取締役会長 
伊藤恵造 福井県嶺南振興局長 

伊藤達美 政治ジャーナリスト（政治評論 メディア批評） 
伊藤俊一 NPO 日中經貿促進協会専務理事 

伊藤周男 パイオニア(株)相談役 
イトーノリヒサ Event Banking CEO 

伊藤哲朗 東海大学法学部教授、元外務省特命全権大使 
伊藤博康 新憲法制定議員同盟事務長 

伊藤文弥 一般社団法人・日本歌謡協会理事長 
伊藤正秀 日正運輸(株)社長、元(株)東邦エーゼント会長 

伊藤正裕 三井不動産販売(株)執行役員アセットコンサルティング営業本部副本部長 
伊東雅広 (株)スタイレック専務取締役 

伊藤真理 (株)パンドラの箱社長、(株)ハートヒーリング社長 
伊藤元久 (財)日本穀物検定協会理事長 元農林水産省 

伊東 祐 Royal Princess of Rose CEO、弘道館代表取締役 
伊藤裕也 神奈川建設重機協同組合副理事長、(株)多摩川機工社長、(社)全国クレーン建設業協会理事 

伊藤芳晃 (株)丹青社取締役常務執行役員 
伊東芳幸  佐倉市監査委員会事務局局長 

井堂雅夫 NPO 花巻文化村理事長、NPO京都もの創り作家の会理事長 
一柳良雄 (株)一柳アソシエイツ代表取締役兼 CEO 

稲垣忠男 ハイウェイ･トール･システム(株)副社長 
稲川広幸 (株)JALUX 特別顧問 

稲川素子 (株)稲川素子事務所代表取締役  
稲崎一郎 (株)日本習字普及協会代表取締役 

稲田俊明 観光物産総合研究所/地域振興ネットワーク代表 
稲葉正臣 いばらき大使、全国ふるさと大使連絡会議副代表幹事 

稲葉正彦 (株)コットンロ－ド専務取締役、新潟大学経済学部講師 
稲本 正 オークビレッジ代表、トヨタ白川郷自然学校校長 

伊野雅晴 一般社団法人全国農業経営専門会計人協会顧問、元(財)競馬･農林水産情報衛星通信機構監事、元農林水産大臣秘書官 
井上明義 (株)三友システムアプレイザル取締役相談役 

井上 淳 日本チェーンストア協会専務理事,国民生活産業・消費者団体連合会専務理事 
井上強一  合気道親和館館長・合気道範士十段、警視庁合気道名誉師範、綜合警備保障合気道師範 

井上國博 住環境再生研究所代表、認定 NPO法人自然環境復元協会理事 
井上浩一郎 (株)イノベ－ショントラスト社長 

井之上喬 （株）井之上パブリックリレーションズ 代表取締役＆CEO、京都大学経営管理大学院 特命教授 
井上千賀思 前(社)全国社会保険協会連合会宇都宮社会保険病院事務局長 

井上隆史 技術コンサルタント(元日立製作所 生産技術研究所) 
井上恒弘 井上恒弘事務所代表 

井上智治 (株)井上ビジネスコンサルタンツ社長 
井上裕之 愛知産業(株)社長、東京商工会議所副会頭 

井上幸彦 公益財団法人日本盲導犬協会理事長 元警視総監 
井上義昭 (株)さくらコ－ポレ－ション社長 

猪口 孝 新潟県立大学学長 理事長東京大学名誉教授、日本学術会議連携会員 
猪股 敬 元三井物産（株） 

今井 澂 今井澂事務所代表取締役、国民年金基金連合会確定拠出年金規約策定委員、金融知力普及協会理事、年金シニアプラン総合研究機構理事 
今井 隆 (株)龍の瞳代表取締役社長 

今井俊介 (株)アカデメイア代表取締役 
今井千晶 (株)フタバファー社長 

今井通子 医学博士、登山家、(株)ル･ベルソー社長 
今須聖雄 東洋アルミニウム(株)社長 

今田忠彦 横浜市教育委員会委員長 
今仁雄二 リベラ(株)社長 

今藤洋海 (財)畜産環境整備機構理事長 
今村 暁 アシスト(株)社長  

今村弘二 (社)全国底曳網漁業連合会会長理事 
茨 和夫 （一社）日本構造物維持再生技術振興支援機構代表理事 

http://www.japantuna.net/
http://www.japantuna.net/
http://www.tepco.co.jp/
http://www.tepco.co.jp/
http://www.chiyodakokusai.com/
http://www.chiyodakokusai.com/
http://www.elcom.co.jp/
http://www.elcom.co.jp/
http://www.next-group.jp/
http://www.next-group.jp/
http://www.ichiryu.org/
http://www.ichiryu.org/
http://www.nihonshuji.jp/
http://www.nihonshuji.jp/
http://oakv.co.jp/
http://oakv.co.jp/
http://www.aichi-sangyo.co.jp/
http://www.aichi-sangyo.co.jp/
http://www.chieexcellence.com/
http://www.chieexcellence.com/
http://www.toyal.co.jp/
http://www.toyal.co.jp/
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岩穴口一夫 (株)ＪＴＢ中国四国社長  

岩井 純 陶芸家、六華窯窯元 
岩尾侑充子 学校法人堀井学園横浜創英大学准教授 

岩川尚美 全国森林組合連合会相談役、(社)森林保険協会会長 
岩浅光彦 斎九工業(株)監査役、元(株)きんでん顧問、元日本銀行 

岩嵜達弥 学校法人篠原学園法人事務局専務理事法人事務局長 
岩崎洋敏 (株)IQB 社長 

岩武俊廣 (一社)日本自動車工業会特別参与 
岩渕美智子 東北福祉大学客員教授、東洋大学経済学部非常勤講師 

岩村 信 前関西商品取引所理事長 
岩本 泰典 コドモエナジー株式会社代表取締役 

宇 俊之 全日本中国水墨芸術家連盟会長 
植木英雄 東京経済大学経営学部教授、日本ナレッジ・マネジメント学会理事・研究部会長 

植木真理子 京都産業大学経営学部准教授 
上杉公仁 NPO 日本フォーラム機構会長、理事長、(株)日本企業調査会相談役 

上杉 隆 （株）ＮＯＢＯＲＤＥＲ代表取締役 
植田和男 特定非営利活動法人日本 PFI・PPP 協会理事長 

上田宗冏 茶道上田宗箇流家元 
上田卓味 (株)共立メンテナンス副社長、HOTEL&SPA 

上田 豪 (株)百五銀行取締役頭取 
上田敏勝 京都府東京事務所長 

上田智司 弁護士 
上田博文 奈良県東京事務所長 

上田正明 東海奈良県人会会長（元戸田建設（株）建築部長） 
上田みどり 広島経済大学経済学部教授 

上田容子 神楽坂ストレスクリニック院長 
植永義博 (株)エーシーインターナショナル代表取締役 

上野晋一郎 プロキュアメント戦略統括部長兼サービス基盤戦略統括部長、理事 
植野伸治 産經新聞社人材育成事業室長 

上野 保 東成エレクトロビーム(株)社長 
上野 博 アイ･ビー･エムビジネスコンサルティングサービス(株)金融事業本部シニアマネジングコンサルタント 

植松一榮 Tac 代表 
植松宏介 のぞみ法律事務所弁護士 

植村正治 全国漁業協同組合連合会顧問 
牛久保浩法 (株)ＨＲ Soft 社長  

氏家直行 (株)アズム代表取締役 
臼木信義 特定非営利活動法人ヤトロフア協会理事長 

鶉橋誠一 スターゼン(株)会長 
歌田勝弘 味の素(株)特別顧問・元社長・元名誉会長、元経団連副会長他 

宇田好文 ワンハンドレッドブロードウエイパートナーズ代表パートナー、前 NTT リース(株)相談役、元社長、元ＮＴＴドコモ副社長 
内 弘志 (株)ウチ･コーポレーション代表取締役、敬天愛人フォーラム 21 代表世話役 

内川あ也 NPO 日本未来機構副理事長、心理カウンセラー、日本風水クラブ代表 
内田 要 (一社)不動産協会副理事長・専務理事、前内閣官房地域活性化総括官 

内田 隆 (株)白青舎取締役社長 
内田 孝 (株)ピーシーサービス 内田事務所 取締役会長 

内多 允 名古屋文理大学教授、(財)国際貿易投資研究所客員研究員 
内村 滋 (株)ミライト 人材開発部長 

内山清一 心の東京革命推進協議会特別顧問、元(株)旺文社専務取締役 
内山節子 美立橋ヤマハ音楽教室主宰 

内山芳子 元聖路加看護大学看護学部大学院教授、元埼玉県立衛生短期大学専攻課主任教授、元米国ハワイ州立大学大学院客員教授、元北
里大学教授、元東海大学教授、元日本赤十字北海道大学主任教授 

内野勝弘 邪馬台国の会長会 

宇津崎光代 (株)ミセスリビング代表取締役、NPO次世代の家と社会をつくる会理事長会 
鵜野幸一郎 日本セキュアテック研究所 

宇野 國保 宇野不動産（(株)） 代表取締役社長 
宇野 勝 社団法人神奈川県サッカー協会会長、東海大学体育学部名誉教授 

宇野元義 (株)ゆうせん企画代表取締役 
宇野善昌 内閣官房地域活性化統合事務局参事官 

梅内拓生 北里大学客員教授 
梅木敏明 広島県環境県民局長 

梅津一雄 セコムホームライフ(株)執行役員 
梅原英毅 アイエフシー（株）代表取締役社長 

梅林保雄 宮島町商工会長、宮島ホテル「まこと」社長 
浦野 修 全国郵便局長会顧問,NPO法人日本防災士会理事長 

浦辺修一 （株）ピュアソン代表取締役会長 
遠藤晴夫 静岡県人会理事、写真家 

江川順一 21ST工房副代表 
穎川剛志 三菱電機（株）地域統括部アジアグループ気付三菱電機ベトナム社長 

江口 弘 (株)広島ホームビデオ取締役東京支社長 
江藤錠太郎 (株)ベストパ－トナ－法人事業本部ラ－ニングアシスト事業部取締役 GRP 統轄部長 

江藤政弘 SD経営戦略会議会長 
榎並 毅 (株)大創産業監査役 

榎本輝彦 兵庫県東京事務所長 
榎本義法 学校法人榎本学園宗教法人天台宗金剛院・昌見寺理事長 

胡子敏則 元(株)エヌ･ティ･ティ･アド顧問、元取締役 
江部 努 東日本電信電話社長 

依馬宏明 元ゼビオ(株)常務取締役、(株)銀河高原ビール神奈川販売社長、(有)イー･ティー･シー社長 
江見明夫 社会教育家、アチーブメント江見義塾塾長 

江本文政 ニュービジネス研究センター理事長、元(株)ヤクルト本社専務、これからの日本を考える会代表 
遠藤日雄 鹿児島大学農学部教授 

遠藤洋路 青山社中(株)共同代表 
笈川孝経 (有)オイカワ社長、グローバルループインべスターズクラブ東京(GLIC 東京)代表 

及川智正 （株）農業総合研究所代表取締役社長 
王 健 芝ソフト株式会社代表取締役 

凰月 書家歌人 凰月書道教室主宰 
大井巳喜彦 NPO 法人ふるさと街づくり推進協議会 代表理事 

大石勝郎 太陽生命保険(株)顧問、元社長・会長 
大石不二夫 神奈川大学理学部･大学院教授 

大上正行 NAC(株)社長 
大河原愛子 (株)ジェーシー･コムサ会長 

大木一夫 東日本電信電話(株)副社長、(株)エヌ・ティ・ティ・エムイー社長 
大木卓也 IRERUDAKE 株式会社・代表取締役 

大久保仲一 凸版印刷株式会社取締役専務執行役員 人事労政本部長 
大久保英彦 (株)オールウェイズ･ジャパン代表取締役 

大久保博章 元兵庫県東京事務所長 
大倉素子 １級カラ－コ－ディネ－タ－ 

大黒 昭 (株)アスピカ会長 
大越 武 経済ジャーナリスト、元日刊工業新聞社論説委員、元(株)大京取締役 

大迫勝博 グローバルシステムジャパン代表、国立大学法人山口大学国際アドバイザー代表、国際アドバイザー 
OSHITA HARUMI RADIO KZOO、EAST WEST TOURNAL 

大﨑一仁 （株）日建設計 執行役員 クライアントリレーション部門副代表 

http://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/jtbcs/index.asp
http://www.jtbcorp.jp/jp/jtb_group/jtbcs/index.asp
http://www.kanex.or.jp/
http://www.kanex.or.jp/
http://www.o-box.net/ueda
http://www.o-box.net/ueda
http://www.kyoritsugroup.co.jp/
http://www.hotespa.net/
http://www.tosei.co.jp/
http://www.tosei.co.jp/
http://www.starzen.co.jp/
http://www.starzen.co.jp/
http://www.nponihon.jp/
http://www.nponihon.jp/
http://yamatai.cside.com/
http://yamatai.cside.com/
http://www.mrs-living.co.jp/
http://www.mrs-living.co.jp/
http://www.hint.or.jp/miyajima/
http://www.hint.or.jp/miyajima/
http://www.taiyo-seimei.co.jp/
http://www.taiyo-seimei.co.jp/
http://www.jc-comsa.co.jp/
http://www.jc-comsa.co.jp/
http://www.always-japan.co.jp/
http://www.always-japan.co.jp/
http://www.asupika.com/
http://www.asupika.com/
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大沢幸弘 DOLBY JAPAN (株) 

大島和彦 日本保育推進連盟副会長 
大島賢三 前 (独)国際協力機構副理事長、元 国際連合日本政府代表部特命全権大使 

大島愼子 筑波学院大学教授 
大島利徳 (株)オフィス･ティー＆オー会長 

大島まなみ NPO 法人世界音楽友達の会理事長 
大城俊夫 医療法人社団慶光会大城クリニック理事長 

大角 亨 農林水産省食料産業局産業連携課長 
大瀬克博 富士電機ホールディングス(株)顧問 

大園清一郎 (株)アドバンス ウィン社長、元宇佐市副市長 
大園義友 国宝運輸(株)取締役相談役、(社)倫理研究所法人局スーパーバイザー 

大谷隼夫 東京エクセル法律事務所弁護士 
大谷武彦 従心会倶楽部代表 

大津 穣 (株)日宣代表取締役社長 
太田信一郎 電源開発(株)顧問、元副社長 

太田資暁 NPO 法人太田道灌顕彰会認定ＮＰＯ法人江戸城天守を再建する会会長 
太田達男 (財)公益法人協会理事長 

太田広彦 朝日テック工業(株)代表取締役 
太田雅人 （株）ゲッティグループホールディングス代表取締役 

大髙英昭 （株）パソナ副会長、元トヨタ自動車取締役 
大竹 孝 (株)トスマート 代表取締役 

大竹英雄 日本棋院名誉碁聖、前日本棋院理事長 
大塚裕史 ドムスホールディングス(株)社長 

大槻幸一郎 アジア航測(株)社長、元千葉県副知事 
大西啓義 アクティビジネス(株)社長 

大西直良 (株)ウエルウエスト社長、日本ショッピングセンター協会理事 
大西秀男 神奈川県隊友会、神奈川県自衛隊音楽まつり実行委員会相談役 

大西 洋 （株）三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長 
大沼四廊 自然医学総合研究所所長 

大野 馨 (社)北海道水産会特別顧問 
大野晃二 前全日本空輸(株)常勤監査役 

大野省三 元(株)エネルギーアドバンス社長(東京ガスグループ) 
大野昌仁 国土交通省関東地方整備局企画部長 

大場龍夫 （株）森のエネルギー研究所代表取締役 
大橋光博 (株)MRI 代表取締役、前山口経済同友会代表幹事 

大橋武郎 Aviation Facilities Company 日本代表 
大橋洋治 全日本空輸(株)会長 

大前昭義 (株)大前コーポレーション、(株)大前工務店･山陽工栄(株)代表取締役 
大前和也 前 広島大学東京リエゾンオフィス所長、広島大学客員教授 

大道 久 独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院 病院長 
大宮杜喜子 (株)日経ラジオ社医学番組プロデューサー 

大森邦子 社会福祉法人日本国際社会事業団常務理事、ソーシャルワーカー 
大森雅夫 国土交通省国土政策局長 

大森幹彦 ツバキ山久チェイン(株)取締役相談役 
大山綱明 (財)日本関税協会副会長 

大和田哲男 (株)アビ－社長 
緒方静子 龍谷大学校友会支部長 

緒方 徹 (株)ＮＨＫ出版 監査役 
岡川紘士 (株)ファロスパートナーズ社長 

岡崎俊城 前(株)JALUX 社長 
岡田格朗 (株)システムコンサルタント元会長 

岡田匡令 淑徳大学 名誉教授 
岡野雄治 一般社団法人日本アスペン研究所常任顧問 

岡光序治 ウィーティービーフーズ(株)社長 
岡部三郎 元参議院議員、元北海道沖縄開発庁長官 

岡部武彦 (株)エフエフブレーン常務取締役東京支店長 
岡村信吾 (株)ファーストアーキテクト社長 

岡村 進 (株)マイクロ総合研究所相談役 
岡村 進 NPO JAPAN NOW 観光情報協会副理事長 

岡村 正 (株)東芝相談役、日本商工会議所名誉会頭、前会頭 
岡本一八 (株)丸八真綿相談役、元社長 

岡本 毅 岡本硝子(株)社長 
岡本圭祐 (株)神鋼環境ソリューション取締役 専務執行役員 

岡本泰彦 ジェイコムホ－ルディングス(株)社長 
岡本良夫 流通開発協同機構・交流の輪会長、社会参加を考える会代表 

小笠原薫 (株)ソフトポリス社長 
小笠原臣也 前呉市長、呉地域自治振興懇話会会長 

尾形榮一 米沢精密(株)代表取締役 
緒方 智 (株)焼肉屋さかい社長 

尾形正直 一般社団法人 日本自動販売機利活用社会貢献事業機構 理事長 
小川和子 特定社会保険労務士事務所生力綜研代表、特定社会保険労務士 

小川和久 国際政治･軍事アナリスト 
小川卓也 日米経済戦略研究所所長、元アメリカ大使館上席商務官 

小川忠男 一般社団法人 建設経済研究所理事長、独立行政法人都市再生機構 前理事長 
小川 美季 埼玉県総合調整幹 

小川眞誠 NPO 日本心身機能活性療法指導会理事長 
沖 明 (有)沖商会社長、元明電舎副社長 

沖田孝司 マイルドコンサート代表 
沖田章喜 (株)NTT ファシリティーズ取締役相談役、前社長 

沖吉和祐 学校法人東京家政学院専務理事 
荻原愛子 株式会社荻原工務店 特別顧問 

荻原繁久 (一社)次世代無人航空機技術革新機構理事長 
小城得達 広島県サッカー協会会長 

奥井貞男 東京奈良県人会理事、全国農業協同組合連合会 OB 
奥谷禮子 (株)ザ･アール社長 

奥田真弥 石油連盟専務理事 
奥田哲也 国土交通省 航空局航空ネットワーク部長 

奥田浩嗣 文部科学省初等中等教育局教科書調査官、医学博士 
億田正則 大建工業(株)取締役常務執行役員住建営業本部長 

奥野 立 埼玉県副知事 
奥村誠哉 大和ミュージアム.ボランティア 

奥林群司 (株)辰巳商会顧問、前副社長 
小倉和夫 国際交流基金顧問、日本財団パラリンピックサポートセンター理事長 

小倉健之亮 (株)カネカ前専務執行役員、セメダイン(株)前専務取締役 
小倉 敏 東急不動産（株）元取締役専務執行役員、常勤顧問 

桶谷義一郎 静岡徳洲会病院事務局長 
尾崎 宏 尾崎宏法律事務所所長、弁護士、(財)日本体育協会常務理事、(財)日本陸上競技連盟理事 

小沢達也 (株)パソナドゥタンク取締役執行役員ＲＥＰ事業部長 
尾籠裕之 (株)保険システム研究所常務取締役 

http://www.ohshiro.com/
http://www.ohshiro.com/
http://h-suisankai.or.jp/
http://h-suisankai.or.jp/
http://www.issj.org/index-j.html
http://www.issj.org/index-j.html
http://www.ysk2000.co.jp/
http://www.ysk2000.co.jp/
http://www.takuyaogawa.jp/
http://www.takuyaogawa.jp/
http://www.takuyaogawa.jp/
http://homepage2.nifty.com/my-heart/
http://homepage2.nifty.com/my-heart/
http://www.ntt-f.co.jp/
http://www.ntt-f.co.jp/
http://www.ther.co.jp/
http://www.ther.co.jp/
http://www.pasona-dotank.co.jp/
http://www.pasona-dotank.co.jp/
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長田 太 成田国際空港(株)代表取締役副社長 

小竹 耕 弁護士 
小田全宏 NPO 日本政策フロンティア理事長 

小田利明 (社)全日本情報通信サービス協会専務理事 
小田木毅 弁護士 

越智滋幸 (有)青葉設計事務所社長 
落合 徳幸 (株)玄海社長 

オスマン･ユーラ・サンコン ギニア日本交流協会顧問 
尾中隆夫 全国協同出版(株)社長 

小沼省二 元山梨県副知事 
小野忠博 ＮＰＯ法人フォスタープログラム国際基金理事長 

小野豊和 東海大学総合経営学部教授、元松下電器産業(現パナソニック)(株) 
尾上浩一 べんてんトレーディング(有)、ニスコス(株)名誉会長 

小野盛司 (株)東大英数理教室代表取締役、日本経済復活の会会長 
小野崎徹 全日本写真連盟関東本部委員、写真家、元朝日新聞 

小野田稀翼 元藤沢商工会議所副会頭 
小野寺眞悟 (株)LEOC 会長 

小野寺純子 (株)GK デザイン機構取締役事務長 
小野寺秀夫 時局問題研究会世話人、元日本航空 B-747 先任航空機関士 

小野寺亘 埼玉県企画財政部改革政策局長 
尾花秀章 東京ガス(株)執行役員広報部長 

小美川 実 なないろコーポレーション会長  
小見寺孝子 NPO 全国商店街おかみさん会草加おかみさん会会長、(有)三好良社代表取締役 

重茂 達 経営サポートサービス(株)社長、元アデコ(株)社長 
小山利英子 テレパス(株)社長 

恩田正雄 上智大学名誉教授 
甲斐功一 KU コンサルタンツ 

甲斐秀治 全国ふるさと大使連絡会議事務局長、埼玉県倉庫団地協同組合専務理事 
海津 歩 ヤマトボックスチャーター（株）人事部長 

飼手道彦 ＮＴＴ都市開発ビルサービス(株)社長 
海部孝治 関西電力(株)顧問、日本インドネシア・エル・エヌ・ジー(株)社長 

加川ムーザ 日本ユネスコ協会連盟評議員 
柿崎裕治 会社役員、映画監督、演出家 

柿原辰郎 (株)学習支援センターCEO、学校法人 ACC 芸術学院、青山 CG スクール、メロン 
柿本雅徳 (株)インターネット・コミュニケーションズ代表取締役 

神楽坂浮子 社団法人日本歌手協会理事、歌手 
影山裕樹 OFFICE YUKI KAGEYAMA 

葛西 崇 青森県東京事務所長 
笠井輝夫 (株)躍進 代表取締役、NPO ご満足住宅を考える会会長、水戸大使 

風間 誠  社会システム研究センター代表 
風間八左衛門 (株)ツムラ相談役,前会長・社長 

鹿島則良 神職･鹿島神宮宮司 
柏  雅 フューチャー･ラボ(株)社長 

柏木理佳 生活経済ジャーナリスト 嘉悦大学准教授 
鍛治加緒里 PASCA パフォーマーアスリートセカンドキャリア協会 理事  

加治 進 加治技術士事務所 
梶谷辰哉 社団法人国土緑化推進機構専務理事 

梶原健司 前オリックス(株)常任顧問、会長補佐、前オリックス(株)副社長 
鍛冶加緒里 パフォーマーアスリートセカンドキャリア協会 

加瀬英明 外交評論家 
加瀬 剛 キネシオ接骨院院長 

片岡鶴太郎 俳優･画家 
片岡雅敦 (株)葉山国際カンツリー倶楽部社長 

片村 晋 元衆議院事務局 
片山茂樹 (株)川崎社長 

片山金弥 片山金蔵商店代表者 
片山隆行 信号器材（株）営業本部理事 

勝田公雄 (株)バイオア－ク社長 
勝田 健 勝田経営企画主幹、元サンケイ新聞社、元日本能率協会 

勝田哲弘 前(株)東畑建築事務所特別顧問 
勝田春子 料理研究家、元文化女子大学（現文化学園大学）調理学研究室准教授 

勝見地映子 (株)銀座･トマト社長、日本真珠食研究所副会長、日･仏･モナコ高等職業専門姉妹校副校長、日本エイジマネジメント医療研究機構評議員 
勝屋俊夫 元テレカ社長、(財)逓信協会理事、(財)通信文化振興会理事 

桂 由美 (株)ユミカツラインターナショナル社長 
葛城良二 カツラギ商事(株)社長、参議院自民党秘書 OB 会会長 

加藤一郎 (株)ジュリス・キャタリスト代表取締役、前全国農業協同組合連合会代表理事専務  
加藤一隆 (社)日本フードサービス協会専務理事、NPO日本食レストラン海外普及推進機構専務理事 

加藤和法 NPO 地球環境開発研究会理事長 
加藤和郎 名古屋芸術大学映像メディア学科客員教授、元 NHK プロデューサー 

加藤公生 元メルシャン(株)アルコール事業部長 
加藤健行  (一社)防災減災技術開発機構理事(株)ジャパンサプライ代表取締役 

加藤鐵夫 農林漁業信用基金副理事長、元林野庁長官 
加藤比呂人 加藤比呂人経済金融研究所所長 

加藤光久 （公社）国際 IC 日本協会理事 
加藤 充 (株)ユニバーサルホーム代表取締役 

加藤幸彦 NNH Int.(株)代表取締役社長、日本長老会会員、(有)薔薇舎顧問、世界戦略研究所顧問、日本経済復活の会幹事、NPO IWC国際市民の会(国
際交流と居住外国人支援) 

門谷廣茂 社団法人中央酪農会議専務理事 

門田 廣 (財)住友生命健康財団理事長、住友生命保険相互会社常任顧問、前スミセイ損害保険(株)会長 
門田正昭 製粉協会専務理事 

門脇康裕 (株)NTTデータ監査役、元(株)NTTロジスコ社長 
金井 耿 (株)日本旅行会長 

金井俊男 (財)畜産環境整備機構副理事長 
金澤 悟 (独)自動車事故対策機構理事長 

金澤尚史 エンジェル･ベンチャー協会代表 
金丸恭文 フュ－チャーアーキテクト(株)代表取締役ＣＥＯ 

金子家治 NPO 世界遺産アカデミー理事長、前トツプツアー(株)会長 
金子研一 (株)わかまつ K コーポレーション代表取締役 

金子祥三 (株) ジャスト・フィット・コミュニケーションズ代表、元日本郵政(株)  
金子正明 東京熊本県人会理事事務局長 

金田直己 (株)MANGA RAK 社長 
金田眞義 株式会社リジェールドーレ代表取締役 

兼平賢司 環境建築新聞社編集発行人、元日刊建設通信新聞社副社長 
蕪木 寿 オールワイン代表、元ニッカウヰスキー 

兼松将興 東急不動産ホールディングス(株)執行役員財務経理企画政策部統括部長 
釜堀信雄 日本総合企画(株)会長 

加納 誠 東京理科大学 留学生援護会 会長 エコデザイン推進機構 EcoDePS2018 シンポジウム組織  
加美禮治 広島ものづくり共同組合事務局長 

上河 潔 日本製紙連合会常務理事 
上 昌広 医師、東大医科研･特任准教授 

神川正紀 前広島県議会議員 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~aoba/
http://www2s.biglobe.ne.jp/~aoba/
http://dyndns.tv/sankhon/
http://dyndns.tv/sankhon/
http://www.tek.co.jp/
http://www.tek.co.jp/
http://www.tek.co.jp/p/
http://www.sankouryousha.jp/
http://www.sankouryousha.jp/
http://www.telepath.co.jp/
http://www.telepath.co.jp/
http://homepage3.nifty.com/ne/ta/
http://homepage3.nifty.com/ne/ta/
http://www.yakushin.jp/
http://www.yakushin.jp/
http://www.bokuden.or.jp/~kashimaj/
http://www.bokuden.or.jp/~kashimaj/
http://www.future-labo.jp/
http://www.future-labo.jp/
http://katakinn.com/
http://katakinn.com/
http://www.dairy.co.jp/newindex.cgi
http://www.dairy.co.jp/newindex.cgi
http://www.nasva.go.jp/
http://www.nasva.go.jp/
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上條清文 東京急行電鉄(株)相談役 

上松瀬勝男 NPO 医療と法律研究協会理事長 
上村孝樹 事業創造大学院大学客員教授 

神谷光徳 (株)冨士工特別顧問、日本経済人懇話会会長 
亀澤宣秀 (株)ト－テック社長 

亀田俊彦 (有)テクノ･エンジニアリング社長 
亀谷祥治 日本大学大学院グローバル･ビジネス研究科教授 

茅野千江子 国立国会図書館専門調査員 
唐木比子 日本トルコ友好協会会長 

辛嶋保馬 一斑社団法人全国自然エネルギー保安協会 代表理事 
苅田吉夫 森ビル(株)特別顧問、元駐デンマーク大使、元ニューヨーク総領事、元宮内庁式部官長 

河合 繁 前リリカラ(株)相談役 
河合俊明 元大和住銀投信投資顧問（株）副社長 

河合弘之 さくら共同法律事務所所長、弁護士 
川井 真 明治大学死生学研究所事務局長、(社)農協共済総合研究所主任研究員 

河内 孝 元毎日新聞社常務取締役、慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所講師、Takashi Kawachi Office 代表 
川喜多 進 日本合板工業組合連合会 専務理事 兼 事務局長 

川口恭一 (独)水産総合研究センター理事長 
川口博輝 (株)RIGHTS．社長・スポーツマネジメント 

川口洋一郎 (株)CRF マネ－ジメント社長 
川口禎光 アジアサミットジャパン(株)社長 

川阪進治 アジア太平洋経済環境研究会会長 
川阪実由貴 (株)エム・ケイ・ツ－社長 

川崎 修 東芝電機サービス（株）技術統括部 
川島 隆 元オリックス信託銀行執行役員 

川路 妙 日本ペンクラブ会員、アトリエ K 
川嶋 朗 東京女子医科大学附属青山女性･自然医療研究所自然医療部門准教授、附属青山自然医療研究所クリ Nick 所長 

川尻 修 （株）紀伊國屋書店 特別顧問 
川瀬康平 カワセコンピュ－タサプライ(株)常務取締役営業本部長 

川瀬隆弘 前 年金積立管理運用(独)理事長 
川瀬三郎 カワセコンピューターサプライ(株)副会長 

川戸惠子 (株)TBS シニアコメンテ－タ－ 
川野邦仁 高村正彦事務所秘書 

川野辺康 カゴメ（株）中国支店長 
河部泰志 呉市東京事務所 所長 

川又三智彦 ツカサ都心開発(株) 
川村 巖 特定非営利活動法人とうほく PPP・PFI 協会専務理事 

川村修三 (株)太知ホールディングス社長 
河村正浩 俳句結社「山彦」、一般社団法人下松工業会主宰、会長 

河村芳彦 三菱商事（株） 執行役員 ビジネスサービス部門 CEO補佐 
川本久美恵 (株)ウェスタ会長、NPO不動産女性会議理事長 

川守祐市 前(株)エヌ･ティ･テイソルコ社長 
川守田孝平 全国ふるさと大使連絡会議副代表、はこだて観光大使 

河合純一 日本パラリンピアンズ協会会長,日本身体障がい者水泳連盟会長 
河原春都 シニアインダストリアルパートナーアスパラントグループ(株) 

河原田元信 （株）富士通研究所専任研究員 
河本博隆 全国石油商業組合連合会副会長、専務理事 

神田憲二 王子製紙(株)常任監査役 
菅野日出男 元東京戸上電機販売(株)社長 

神林留雄 (株)NTTデータシニアアドバイザー、元 NTTデータ社長、会長 
喜久川政樹 前(株)ウィルコム副会長 

菊田司津子 NPO 法人日本ウズベキスタン協会理事・事務局長 
如月優衣 スペシャリスト主宰 

岸井成格 岸井成格事務所、前毎日新聞東京本社特別編集委員、21 世紀臨調運営委員、早稲田大学客員教授 
岸本 淳 (株)オーエンスコンサルティング パートナー 

北 周士 きた法律事務所弁護士 
北 修爾 阪和興業（株）代表取締役会長 

北尾吉孝 SBIホールディングス(株)代表取締役執行役員 CEO 
北奥耕一郎 写真家、(社)日本写真家協会会員 

北川正恭 早稲田大学大学院公共経営研究科教授、前三重県知事 
北後顕児 (株)山進社長 

北澤幸人 (株)IHI 主査・理学博士 
北澤 健 OXO グループ 中国上海 奥所集団 日本主席代表 

北島 勇 日本緑茶センター(株) 代表取締役会長 
北島政樹 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学副理事長 名誉学長 

北谷昭範 コンツエルトグループ代表 
木谷正道 まちの音楽隊、NPO暮らしと耐震協議会理事長 

北出 明 フリーランス・ライター 
北出広子 青山学院大学 文学部講師 

北出 亮 拓殖大学商学部教授、日本ビジネスコミュニケーション学会理事長、元日本コミュニケーション学会会長、元日米コミュニケーション学会会長 
北野泰男 キュービーネット（株）代表取締役社長 

北原和尚 起業塾 CLUB 会長 
北村隆志 内閣官房内閣審議官、前海上保安庁長官 

北村正美 (株)グローバルネットコア社長 
吉川稲美 世界平和文化交流会理事長 

吉川 隆 (株)ウエストホールディングス社長 
絹川 明 林業経営者協会専務理事 

絹谷幸二 日本芸術院会員、前東京芸術大学教授 
絹谷幸太 彫刻家、彫刻(美術)博士 

木野信秋 (財)日本穀物検定協会業務部長 元農林水産省 
木下孝治 (株)エムアンドケイ社長 

木下利彦 (株)ミック会長 
木下博生 元東京熊本県人会会長、くまもと誘友大使 

木下寛之 (独)農畜産業振興機構理事長 
木原 昇 K’s intelligence Plan(ケーアイピー)代表 

木村清信 昭和電設(株)社長 
木村慶一 国際観光戦略研究所代表 

木村憲司 富士不動産（株）代表取締役社長  
木村俊一 東京電力(株)総務部長 

木村昌平 セコム(株)会長 
紀村英俊 (株)日本政策金融公庫専務取締役 企画管理本部長 

木村弘之亮 ケルン大学租税法研究所訪問研究員、元日本大学総合科学大学院教授 
木村元治 (財)日本食肉流通センター理事、前(財)日本軽種馬登録協会専務理事 

木本敬巳 ぴあ（株）取締役事業統括本部長、千葉商科大学特命教授 
木元正國 東京熊本県人会理事長、熊本市企業誘致アドバイザー 

木山萬里 元東京ガス(株)常務 
清雲栄純 ジェフユナイテッド千葉アドバイザー、法政大学教授 

清原淳平 新しい憲法をつくる国民会議会長代行 

清原徹二 ㈳法日本バングラディシュ協会理事、モンゴル文化教育大学名誉教授、東洋大学現代社会総合研究所客員研究員、(株)新社会システム総合研究所取
締役、(有)ハイワークス顧問 

http://www.m-l.or.jp/
http://www.m-l.or.jp/
http://www.s-rights.co.jp/
http://www.222.co.jp/
http://www.222.co.jp/
http://www.v-esta.co.jp/
http://www.v-esta.co.jp/
http://www.ooedotokyoondo.com/
http://www.museum.ne.jp/kitaoku/
http://www.museum.ne.jp/kitaoku/
http://kokorono-uta.net/
http://www.kigyojuku.co.jp/index.shtml
http://www.artstyle.jp/
http://www.artstyle.jp/
http://www.s-den.co.jp/
http://www.s-den.co.jp/
https://www.secomfoods.com/
https://www.secomfoods.com/
http://www.toyo.ac.jp/
http://www.toyo.ac.jp/
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清島 眞 特定非営利活動法人日本セルプセンター常務理事兼事務局長 

喜連元昭 郵便局ビジネスサポート(株)社長、前郵便局(株)専務執行役員 
金 壮鎬 (株)JK-VISION 代表取締役 

金 珍姫 Ｊ&K INTERNATIONAL (株)代表取締役／プロデューサー 
草刈文幸 (社)東京都中小建設業協会理事 

久島達也 帝京平成大学ヒューマンケア学部・大学院教授、帝京池袋鍼灸院・帝京池袋鍼灸臨床センター長、横浜市立大学客員教授 
久慈 倫太郎 童話作家・教育学博士 

楠澤秀樹 グローバル・コミュニケーション＆テスティング代表取締役社長 
楠田修司 (株)J-WAVE 社長 

葛原妥行 (株)ライズコーポレーション社長 
kuzumi tsuneyuki INTERNATIONAL ENVIRONMENT SERVICES (VICE PRESIDENT) 

国広秀司 公協産業(株)取締役相談役 
國井常夫 全国森林組合連合会 元代表理事会長、組合林業(株)会長 

國安正昭 外交評論家、(株)富士通顧問、元スリランカ、ポルトガル、ベネズエラ各特命全権大使 
久保田孝 (株)宗家日本印相協会代表取締役 

久保 修 (株)キハラコーポレーション東京支店長 
窪田 武 弁護士・ブレークモア法律事務所、前東京穀物商品取引所専務理事 

久保田智也 クボタデンタルオフィス院長日本歯科医師連盟理事長 
久保田雅晴 国土交通省大臣官房人事課参事官 

窪田泰彦 ほけんの窓口グループ（株）代表取締役会長兼社長 
久保山雅彦 北九州市シティプロモーション首都圏本部本部長 

熊平美香 一般社団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事 
熊谷 晃 長野県東京事務所所長 

熊谷一雄 (財)倉田記念日立科学技術財団理事長、元(株)日立製作所副社長 
熊谷 敬 内閣府企業再生支援機構準備室参事官、元経済産業省地域経済産業政策課長 

熊谷亮丸 (株)大和総研チーフエコノミスト 
隈崎守臣 (株)コングレ社長 

熊平美香 一般社団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事 
倉 秀人 NPO ふるさと日本プロジェクト理事長 

倉田勝弘 前五洋建設(株)顧問 
倉本貴行 社会保険労務士・行政書士 

栗田守敏 NPO 日本 HACCP 協会理事長、横浜ビール(株)会長 
栗田瑞夫 (株)ジェムコ日本経営監査役 

栗田純一 (一財) 郵政福祉専務理事 
栗林秀生 (株)ニチレイフーズ執行役員経営企画部長兼管理部長 

栗原景太郎 公益社団法人虹の会理事 
栗原茂男 純日本人会会長 

車田直昭 元ドットコモディティ(株)会長、光陽ホールディングス(株)顧問 
桑田弘也 プラザホームズ(株)会長 

桑原宗男 桑原循環器内科クリニック 
黒木絹子 (株)ソフコム社長 

黒木安馬 (株)日本成功学会代表取締役 
黒澤信佳 （株）築地製作所常務取締役社長 

黒田拓士 （株）フォルクスウェア代表取締役 
黒田達也 事業創造大学院大学副学長 

黒谷 斎 明光フィールドサービス(株)社長 
毛馬内道夫 旧盛岡藩士桑田、ふるさとテレビ鎌倉支局長 

玄･ﾍﾞﾙﾄｰ･進来 建築家 
弦間久吉 農事組合法人シレトコイオン生産組合理事長 

小池 曙 (有)風庭社長 
  

小池道子 (株)イナ･エステート社長、㈳練馬西法人会理事 
小池良幸 RH トラベラ－(株)コ－ポレ－ト本部執行役員 

小泉 深 インフォメーションアナリスト(ジャーナリスト) 
小泉尚寛 なかよしジャパン(株)代表取締役 

小泉武夫 東京農業大学教授、鹿児島大学客員教授、別府大学客員教授、広島大学医学部大学院非常勤講師 
小泉智善 システム共同開発(株) 代表取締役 

小泉正信 (株)想実企画代表取締役 コーアクティブ・コーチ 
黄  実 ICI(株)代表取締役社長、NPO法人国際文化交流機構理事長 

高 康治 世界の人形館代表 
河野明正 一般社団法人 日本統合医療学会 事務局長 

河野栄子 (株)リクルート特別顧問、(株)リクルート元社長 
河野順一 一般社団法人 e 世論協会代表理事 

河野 實 (株)マコトインターナショナル代表取締役、ジャーナリスト 
河野 學 (株)案内広告社代表取締役 

國分裕之 全日本空輸(株)人事部長、ＡＮＡ人財大学長 
國米 仁 (株)ニーモニックセキュリティ社長 

小口英吉 農政ジャーナリストの会会員 
小暮博一 (株)博美堂代表取締役会長 

小暮幹雄 結び文化研究所所長・主任学芸員 
小阪田興一 (株)企業再生支援機構中小企業再生支援センター長 

小柴恭男 日本ヒーター(株)会長 
越部 実 三井化学(株)特別参与 

古島 茂 ダイドードリンコ(株)常務取締役営業本部長 
児嶋祥悟 鳥取ガス(株)社長 

小島秀登 (株)ニッコム社長 
小島 弘 公益財団法人世界平和研究所 参与 

小杉友巳 トリヴァニ・ジャパン社長、共同経営者 
児玉喜一 小岩井農牧(株)社長 

小西淳一 (株)ジュントレーディング社長 
小西將仁 (株)小西大閑堂専務 

近衛麗衣 一般社団法人日本作家クラブ会員 思想家 
古野間計久 特定非営利活動法人 BHN テレコム支援協議会理事 

小幡寿夫 フランスベッド(株)相談役、元専務、 
古葉竹識 東京国際商科大学硬式野球部監督、元広島東洋カープ監督、元横浜大洋ホエールズ監督、野球評論家、(社)少年軟式野球国際交流協会理事長 

小早川毅彦 NHK 野球解説、元プロ野球選手 
小林 昭 国土交通省大臣官房審議官 

小林和雄 リード(株)代表取締役 
小林和弘 社会福祉法人全国社会福祉協議会副会長 

小林堅吾 (財)日本気象協会理事長 
小林啓太 (株)ＮＴＴドコモ広報部長 

小林 盛 富士川舟運(株)取締役 
小林 茂 グラコ（株）代表取締役社長 

小林秀一郎 前ニッセイ･リース(株)社長 
小林 節 慶應義塾大学教授、弁護士、日体桜華高等学校長 

小林董和 北海道ニュービジネス協議会副会長 
小林千寿 公益財団法人日本棋院棋士 

小林 徹 （株）東京ガーデン会長、東京都生花商連合協働組合理事長 
小林 一 NPO 法人アジア起業家村推進機構常務理事 

小林弘和 総務大臣所管日本予防医学行政審議会理事 
小林正明 大和ハウス工業(株)秘書室長 

http://www.jk-vision.co.jp/
http://www.tochuken.or.jp/
http://www.tochuken.or.jp/
http://www.j-wave.co.jp/
http://www.j-wave.co.jp/
http://www.kokyo.com/
http://www.kokyo.com/
http://www.congre.co.jp/
http://www.congre.co.jp/
http://www.npo-furusato-nippon-project.or.jp/
http://www.npo-furusato-nippon-project.or.jp/
http://www.guenbs.com/
http://www.shoku-inochi.jp/
http://www.shoku-inochi.jp/
http://www.nippon-heater.co.jp/
http://www.cwsc.or.jp/
http://www.trivani.us/japan/
http://www.trivani.us/japan/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA
http://www.jwa.or.jp/
http://www.jwa.or.jp/
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小林正明 一般社団法人フォレストック協会副理事長 

小林 充 (株)エデンインターナショナル会長 
小林良夫 (株)アースメディア社長、地球新聞社発行編集人  

小林美之 (株)日進通工常務取締役東京支店長 
小林瑠美 ルカデンタルクリニック院長 

駒澤辰弥 日本ベース(株)社長 
古溝晴夫 古溝建設(株)会長 

小宮直子 慶應大学病院内科医 
小向鋭一 （株）ジェイエスキューブ常務取締役 

こもだたかこ (株)エス･エス･ジー社長 
小室冨士也 厚木国際観光(株)相談役、厚木国際カントリー倶楽部理事長 

小柳 仁 東京女子医科大学名誉教授、聖路加国際病院ハートセンター顧問 
子安充之 (株)エイチ・アール横浜専務 

小山敬次郎 嘉悦大学産業文化観光総合研究所所長、(財)児童育成協会理事長、元千葉商科大学理事、元経団連専務理事 
小山猛三郎 (株)LUCK 代表取締役 

小山晶之 一般財団法人うどんミュージアム館長 
小山悠子 サンデンタルクリニック院長、愛知学院大学歯学部講師、鈴鹿医療科学大学講師 

湖山泰成 湖山医療福祉グループ代表 
是枝伸彦 (株)ミロク情報サービス会長 

惟村正弘 商船三井ロジスティクス理事 
昆 勝男 (株)ビィクトリー代表取締役 

根田哲雄 元学校法人明治大学常務理事 
近藤和行 読売新聞編集委員 

近藤寛治 特定非営利活動法人やまがた市民後見サポートセンター(YSC)副理事長 
近藤孔明 ジャパン・メイド・プロダクツ輸出振興協議会理事 

近藤昌平 (株)銀座･トマト会長、(株)ＸmasＬand 会長、東京愛知県人会会長 
近藤 剛 伊藤忠商事(株)理事、前バーレーン特命全権大使、元道路公団総裁、元参議院議員 

近藤節夫 エッセイスト、(社)日本ペンクラブ会員、元(株)小田急トラベルサービス取締役 
近藤太香巳 (株)ネクシィーズ社長 

近藤宣之 (株)日本レーザー代表取締役社長 
近藤 昇 （株）ブレインワークス代表取締役 

今野由梨 ダイヤル･サービス(株)社長・CEO 
呉 越華 ミューゼ音楽企画事務所代表、歌手、日中文武国際芸術研究学会理事 

後藤錦隆 清華大学・道紀忠華シンクタンク副総裁・日本主席代表 
後藤健夫 (株)エントワ会長 

後藤常郎 GTスパイル(有)代表取締役 
後藤敏明 (株)後藤敏明建築研究室 社長 

後藤範三 神戸市東京事務所長 
後藤守機 セントラルスポーツ(株)副社長 

後藤 亘 (株)エフエム東京会長 
五味宗雄 (株) 安藤・間 土木事業本部執行役員 

近藤誠一 近藤文化・外交研究所代表、元文化庁長官 
齋木修次 ディライト(株)社長 

斉藤 惇 （株）KKRジャパン会長 
斎藤勝利 第一生命(株)会長 

西郷吉太郎 (株)セイビ顧問、(医)メディカルスクェア赤坂顧問 
西藤久三 食品産業中央協議会副会長、前(独)農業者年金基金理事長 

斉藤恵子 土湯温泉観山荘女将 
齋藤功一 (株)オガサワラ特別顧問、神奈川県隊友会 

齋藤 純 有限責任事業組合 CRM 総合研究所代表 
齊藤孝雄 (一財)日本気象協会理事長 

斉藤 博 NPO 日本都市文化再生支援センター理事長 
斉藤正行 （株）日本介護ベンチャーコンサルティンググループ代表取締役 

齋藤 豊 (財)日本穀物検定協会理事 
佐伯浩二 (株)フェイス取締役 CFO、グッディポイント(株)代表取締役社長 

阪 克彦 富士火災インシュアランスサービス(株)代表取締役会長兼社長 
酒井 明 千葉科学大学教授 

酒井敬介 日本赤十字社医療センター胃・食道外科 
境健一郎 (株)かんき出版会長 

坂井 淳 (社)全国漁場漁港協会元会長 
酒井正二 料理人、商品開発経営アドバイザー、破風流四世旗亭 

阪井尊昭  (株)サンライフ・サカイ代表取締役  
坂井義清 (株)ＮＴＴドコモ執行役員広報部長 

酒井田よし美 一般社団法人日本コミュニケーション＆マナー協会副理事長 
坂尾 彰 (社)日本農村情報システム協会元副会長 

榊原惠子 ミューズガーデン(株)代表取締役 
榊原節子 ファイナンシャルアドバイザー 

榊原喜廣 青森中央学院大学客員教授、日本警備防犯協会会長理事 
坂口英史 坂口英史税理士事務所所長 税理士  

坂下知司 (株)SK サポートサービス社長 
坂下義紀 京都観光企画(株)社長 

坂田生子 松下運輸(株)社長 
坂田一郎 東京大学教授 

阪田悦紹 東洋建設(株)常勤監査役、日本興業銀行元取締役 
坂田誠山 公益社団法人日本尺八連盟会長 

坂田 仁 常盤大学名誉教授 
坂田隼通 東京戸張(株)、(株)小洞天副社長 

阪田陽子 NHK ニュースウォッチ９ニュースリーダー、プレミアムライフデザイン代表 
坂爪捷兵 (株)コーケン社長 

坂本篤美 (株)日宣舎営業統括部長 
坂本勝直 日本高能金松資本（株）代表取締役社長・CEO 

坂本勝義 レコ－ド・プロデュ－サ－、リリ－ス・コ－ディネイタ－、JAZZ 批評、JAZZ解説者 
坂本和彦 (株)三国社長 

坂本典之 (株)ワイ･デー･ケー会長 
坂本匡弘 郷土坂本家十代当主 

坂本正彦 東京ワークシェアー(株) 最高顧問 
坂本義光 赤羽カ－スチ－ル(株)社長 

坂谷知一 NORDIC JAPAN 副社長、ＮＰＯ日本ウズベキスタン協会理事 
坂寄 惠 坂寄歯科医院院長、歯科医師、元藤代ロータリークラブ会長 

佐久間 秀武 （株）ヒューファクソリューションズ代表取締役 
作山若子 一般社団法人 日本ティーコンシェルジュ協会会長 

佐倉住嘉 ボーズ(株)社長 
櫻井 重 オンタナ旅行(株)社長 

桜井 新 全国内水面漁業協同組合連合会代表理事会長、元衆参両議員、元環境庁長官 
櫻木 豊 中国料理平寛楼 

迫 幸治 全保連(株)社長 
笹川 隆 三菱電機(株)専務執行役 

佐々木 明 藤田観光(株)代表取締役会長 
佐々木 巌 （株）サニー代表取締役会長 

http://imds-4u.com/
http://imds-4u.com/
http://www.chikyushinbun.net/
http://www.chikyushinbun.net/
http://www.komizo.co.jp/
http://www.komizo.co.jp/
http://www.kyo2.jp/
http://www.mr-kondoh.com/
http://www.mr-kondoh.com/
http://www.dsn.co.jp/
http://www.dsn.co.jp/
http://www.mmjp.or.jp/entowa
http://www.mmjp.or.jp/entowa
http://www.central.co.jp/
http://www.central.co.jp/
http://www.ffm.co.jp/
http://www.ffm.co.jp/
http://www.dai-ichi-life.co.jp/
http://www.dai-ichi-life.co.jp/
http://www.naf.co.jp/kanzanso/
http://www.naf.co.jp/kanzanso/
http://www.kokken.or.jp/
http://www.kokken.or.jp/
http://www2.odn.ne.jp/sakakibara/
http://www2.odn.ne.jp/sakakibara/
http://www.ydkinc.co.jp/
http://www.ydkinc.co.jp/
http://www.msm-sakayori.com/
http://www.msm-sakayori.com/
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佐々木 基 内閣府地方創生推進事務局長 

佐々木一樹 (社)日本サッカーリーグ常務理事 
佐々木信平 二紀会常任理事、常葉大学造形学部教授 

佐々木孝富 オタフクソース(株)取締役営業本部長 
佐々木鉄男 スティール･グループ代表顧問 

佐々木 亨 (有)ファンタジーランドエグゼクティブプロデューサー 
佐々木秀幸 (財)日本陸上競技連盟名誉副会長、東京マラソン事務局事務総長 

佐々木文子 (株)ドリームジャパン・コム社長  
佐々木正清 (社)広島県教育界顧問会社役員 

佐々木道子 多摩新聞社社長 
佐々木通博 (株)ア－バンプラン一級建築士事務所社長 

佐々木豊 (有)ファツトオフ代表取締役 
佐々木義祐 NPO 生活情報推進ネットワーク会長 

笹倉信行 前テルウェル東日本(株)社長 
笹森俊夫 (株)パラディアム社長 

佐武 伸 かえでファイナンシャルアドバイザリー(株)代表取締役 
佐治大裕 ベスター･ジャパン･アドバイザーズ(株)代表取締役 

貞末良雄 メーカーズシャツ鎌倉(株)社長 
定政晃弘 定政社会保険労務士事務所特定社会保険労務士 

佐藤綾子 日本大学芸術学部教授、一般社団法人パフォーマンス教育協会理事長、（株）国際パフォーマンス研究所代表取締役、佐藤綾子のパ
フォーマンス学講座主宰 

佐藤 修 鹿島建設(株)執行役員営業本部副本部長 

佐藤和浩 (株)流体力学工房社長 
佐藤公彦 (株)三冬社地方活性化プロジェクトチーム代表取締役 

佐藤賢一 (株)サトー医研代表取締役 
佐藤建吉 千葉大学大学院准教授 

佐藤純子 麗澤大学経済社会総合研究センター特別研究員 
佐藤純彌 映画監督 

佐藤敬夫 元衆議員議員、(社)日本経営士会会長、日本観光戦略研究所常務理事、NPO日本エステティック機構理事長、自由民主党党業務改
革推進委員会事務局長、二階派政策グループ「新しい波」顧問 

佐藤健之 新潟ニュービジネス協議会会長 

佐藤達夫 (株)グローバルインサイト取締役会長 
佐藤直樹 弁護士 

佐藤直良 国土交通省顧問、前事務次官 
佐藤英樹 学校法人文理佐藤学園・西武文理大学理事長・学長 

佐藤秀夫 (株)アーキ･ピーアンドシー代表取締役会長 
佐藤廣明 日本創造企画(株)社長 

佐藤宏之 ＪＸエネルギー(株)取締役常務執行役員 
佐藤文俊 総務事務次官 

佐藤 誠 共立建設(株)相談役、前社長、元ＮＴＴデータ副社長 
佐藤雅典 (株)ジェイ･ウイル･パートナーズ社長 

佐藤正之 元 アイクストロン（株）社長、会長、顧問 
佐藤義昭 前セコムホームライフ(株)常勤監査役 

佐藤義雄 (株)セレコム監査役、佐藤事務所代表 
佐藤義孝 前 NTT インテリジェント企画開発（株）社長 

佐藤義則  
佐藤滋展 (株)東京葬祭会長 

佐藤征夫 公益財団法人ライフサイエンス振興財団常務理事 
佐藤正典 (株)ロッテ特別顧問 

佐藤義則 元参議院議長、元文部大臣、東京歯科大学理事長 井上裕先生秘書、(株)イトーキ顧問 
佐藤嘉恭 (財)国際協力推進協会理事長、元駐中国日本国大使 

佐原節男 全国マラソン連盟理事長 
佐保常夫 国際傑人教育基金理事長 

澤岡詩野 (財)ダイヤ高齢社会研究財団主任研究員 
澤﨑義紀 元衆議院環境委員会専門員、前九州電力(株)顧問、 議会政治研究会理事、ＮＰＯ日本環境・防災社会システム推進機構 

三遊亭竜楽 落語家、日本脚本家連盟、日本放送作家協会 
財津弘師 (社)日中文化・観光・商務交流促進協会理事 

財満光子 財満光子音楽事務所代表、ラテン・ポピュラー歌手、NPO法人国際芸術家協会会員 
沢 亜紀 (株)アトリエじゅうろく代表取締役社長 

澤田 純 日本電信電話(株) 代表取締役副社長 
塩飽二郎 (財)日本食肉生産技術開発センター理事長、元農林水産省審議官 

塩川 修 埼玉県前副知事 埼玉県信用保証協会会長 
塩原信夫 茨城県広報監 

塩谷信幸 北里大学名誉教授、AAC クリニック銀座名誉院長、NPOアンチエイジングネットワーク理事長、NPO創傷治癒センター 
塩本千榮造 アオイ化学工業(株)社長 

重田辰弥 (株)日本アドバンストシステム会長 
重田みゆき (株)エムスノースジャパン取締役、インプレッショントレーナ 

鹿内由男 ハイテクサービス(株)相談役 
志垣恭平 NPO 地域活性化支援センター理事長、(株)アルファ･ネットワーク社長 

志太 勤 シダックス(株)会長、(社)日本ニュービジネス協議会連合会会長、(社)関東ニュービジネス協議会顧問 
篠崎和彦 一般社団法人フォレストック協会理事 

篠塚建次郎 ラリードライバー 
篠原康次郎 (財)広島地域社会研究センター理事長 

篠原文也 政治解説者、元テレビ東京解説委員 
芝 修一 (株)芝プロダクション代表 

芝 将宏 芝司法書士事務所 
芝 新一 千葉家庭裁判所家事調停委員 

柴 洋二郎 新日鉄興和不動産(株)監査役 
柴田茂夫 宮川国際特許事務所弁理士 

柴田靜峯 有限責任事業組合日中百人委員会理事長 
芝辻幹也 （株）フーモア代表取締役社長 

柴本勉宏 合同会社 エス・シー・エヌ代表執行役社長 
芝原靖典 Ｊａｐａ日本専門家活動協会代表理事,元三菱総合研究所取締役、博士（工学） 

渋川 央 (株)ミシマ社長、セキスイハウス中国下請会会長 
渋谷和久 内閣官房 内閣審議官 

澁谷耕一 リッキービジネスソリューション(株)代表取締役 
嶌 信彦 ジャーナリスト･白鴎大学教授･NPO日本ウズベキスタン協会会長 

島崎恭一 (株)KSI 会長 
島崎敏幸 下関市東京事務所長 

島田 修 (株)エス・エフ・シー代表取締役 
島田さゆり 島田さゆり税理士事務所 

島田精一 (独)住宅金融支援機構 前理事長 
嶋田伸司 (株)天利医学研究所社長 

島田晴雄 千葉商科大学学長、富士通総研経済研究所理事長、元慶應義塾大学経済学部教授、元内閣府特命顧問 
島田博夫 (株)シマブンコーポレーション名誉会長 

島津省吾 千葉大学教授 
島野敏明 千代田エンジニアリング(株)代表取締役 

島野裕子 (株)ファイブシーズン代表取締役・広報アドバイザー 
清水明広 RH トラベラ－(株)社長 

清水一郎 国土交通省 
清水源也 むさしの隆政会会長、江藤隆美、江藤拓後援会 

http://steelfinance.jp/index.html
http://www.furusatotv.jp/http/steelfinance.jp/index.html
http://www.urban-plan.com/
http://www.urban-plan.com/
http://npo.k-ring.jp/
http://npo.k-ring.jp/
http://www.shirt.co.jp/
http://www.shirt.co.jp/
http://www.b-info.jp/sato-iken/
http://www.b-info.jp/sato-iken/
http://www.323ncp.co.jp/
http://www.323ncp.co.jp/
http://www.selecom.co.jp/
http://www.selecom.co.jp/
http://www.dcefi.org/
http://www.dcefi.org/
http://blog.goo.ne.jp/shigeta-nas/
http://blog.goo.ne.jp/shigeta-nas/
http://www.seichi.net/
http://www.seichi.net/
http://www.nbc-japan.net/
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/shima/
http://homepage2.nifty.com/silkroad-uzbek/
http://www.tianli.jp/
http://www.furusatotv.jp/news/img/20070207_shimada.pdf
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清水憲吉 前(株)エーエーディ副社長 

清水研石 書作家、第 16 代武田流花押伝承 
清水孝夫 大日本印刷（株）常務取締役 

清水信次 (株)ライフコーポレーション会長兼 CEO 
清水隆久 清水社会保険労務士事務所 社会保険労務士 

清水卓司 (株)シミズ＆アソシエイツ社長 
清水俊雄 日本フエルト(株)取締役常務執行役員 

清水成彦 (株)三千院の里社長 
清水矩宏 (公財)農村更生協会常務理事 八ヶ岳中央農業実践大学校校長 

清水通男 システム技研（株）代表取締役 
清水喜彦 SMBC 日興証券(株)代表取締役社長 

志村明子 ＮＰＯ法人再チャレンジ東京理事、練馬東間税会女性部長兼事務局長 
志村弘雄 青森大学客員教授、(社)日本観光協会顧問 

下垣真希 ソプラノ歌手 
下川 学 (株)日立プラントテクノロジー専務執行役員 営業統括本部長 

下田英雄 八ヶ岳中央農業実践大学校校長 
下村昇治 下村昇治税理士事務所税理士 

下村満子 健康事業総合財団〔東京顕微鏡院〕、医療法人社団「こころとからだの元氣プラザ」理事長 
下野政之 東芝エレベータ相談役、東芝顧問 

下山直榮 （株）シーエスケーメディア専務取締役 
下山 寛 南部藩士会理事長 

釋 正輪 柿本寺住職 
車取ウキヨ 時代小説家 

周(Taiho.T.Shu) Redhorse Holdings Limited Chairman 
周 牧之 元東京経済大学経済学部教授、マサチューセッツ工科大学客員教授 

首藤健次 (株)マザーズシステム･ジャパン社長 
重名 恬 学校法人関西学院理事 

蒋   豊 (株)日本新華僑通信社取締役編集長 
城島由佳 才特国際(株)社長 

正能 淳 (株)情報デザイン研究所代表取締役 
白井敬司 前 中国醸造(株)監査役 

白井孝司 (株)みづま工房社長 
白井芳夫 日野自動車(株)相談役 

白井龍一郎 中国醸造(株)会長 
白石真澄 関西大学政策創造学部教授  

白岩 宏 東京農業大学客員教授 
白川和夫 (株)センサップ社長 

白坂桂一 (株)ラドフィック社長 
白澤照雄 NPO JAPAN NOW 観光情報協会副理事長兼事務局長 

白鳥早奈英 「食塾」主宰、栄養学博士、心療カウンセラー 
白銀泉太郎 NPO 人生旅の会ひまわり理事長 

謝 心範 漢方養生研究所 
蛇川忠暉 日野自動車(株)会長 

城島由佳 才特国際(株)社長 
進 和久 森ビルシティエアサ－ビス(株)社長、前(株)ANA 総合研究所顧問 

沈 光文（鑑真蓮子） 羅斯福公館光文藝術空間 
神宮司房義 ARAJIN.Lab 代表、前(株)バップ 常務、前(株)ビービーエス社長 

進士五十八 東京農業大学教授･前学長 
新宅 功 新宅功建築設計事務所 

進藤秀一 電気興業(株)社長 
進藤暉彦 進藤暉彦税理士事務所、税理士 

新永宗三郎 (株)アイシンクリエーション代表取締役 
神野文子 東京工芸大学非常勤講師 

新保祐司 都留文化大学教授 
末澤和政 藤田観光(株)代表取締役会長 

陶久昌明 JX エネルギー(株)執行役員人事部長 
末松浩一 富士フィルム(株)執行役員人事部長兼富士フィルムホールディングス(株)執行役員人事部部長 

末松広行 農林水産省関東農政局長 
末松正信 内閣府認証ＮＰＯ法人全国イベントガイド協会理事長 

菅井基裕 (株)阪急百貨店特別顧問、(株)阪急電鉄元社長、(株)阪急百貨店元会長 
菅下清廣 国際金融コンサルタント 

菅谷信雄 (有)マーキュリー物産社長 
杉 行夫 ＮＰＯ JAPAN NOW 観光情報協会理事  

杉浦久弘 一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会  
杉浦道雄 特定非営利活動法人ＳＹＫコム理事長 

杉川雄一 (有)メデックス代表取締役 
杉田憲康 (株)ヘリテイジ社長 

杉本迪雄 NTT コムウェア(株)社長 
杉原健児 全国ふるさと大使連絡会議代表 

杉原昌樹 機能性水質新素材技術研究組合理事長 
杉村直人 NS 産業（株）取締役 

杉山 聡 セコム(株)中国事業部営業部長 
杉山秀文 社労士事務所 HRM オフィス 、特定社会保険労務士 

鈴木敦子 (株)環境ビジネスエージェンシー代表取締役、NPO 環境リレーションズ研究所理事長 
鈴木 修 (株)オーシャントレーディング代表取締役 

鈴木和史 東京電力(株)広報部長 
鈴木孝三 (株)JTB 西日本代表取締役社長 

鈴木滋芳 (有)篠ケ瀬庭球倶楽部代表取締役 
鈴木靜夫 食品加工業代表取締役 

鈴木志津夫 一般社団法人マハリシ総合教育研究所代表理事 
鈴木節雄 (株)エイチ・アール横浜 取締役営業部長 

鈴木隆夫 新光ビジネスフォーム(株)代表取締役 
鈴木孝雄 (株)光と風の研究所常務取締役 

鈴木伸弥 明治保田生命相互会社取締役会長代表執行役 
鈴木晴夫 OSC 幹事(講談たっぷり会・主催) 

鈴木英夫 元経済産業省通商政策局長 
鈴木英彦 (株)東海新報社社長  

鈴木 誠 (株)ナチュラルアート社長 
鈴木正誠 NTT コミュニケーションズ(株)取締役、前社長 

鈴木光子 成徳短期大学非常勤講師 
鈴木啓之 三井物産(株)シニア・コーディネーター 

鈴木康之 （一社） 科学技術と経済の会事業部長 
須藤一郎 すどう美術館館長 

須藤公明 元日経 BP 企画編集室長 
須藤紀子 (有)夢工房のり子社長、NPO日本結婚協会理事、NPO和装教育国民推進会議神奈川副支部長 

須藤正實 元エヌ･ティ･ティ･コムウェア(株)監査役 
須内信次 ベスター･ジャパン･アドバイザーズ(株)マネージング･ディレクター 

須永有輝子 大和流家元、国際珠算基金協会 
須見武久 (株)日本生科学研究所 日生福祉学園主任講師、元りそな銀行 

http://www.shimizu-sr.com/
http://www.shimizu-sr.com/
http://www.maki-opera.com/
http://www.maki-opera.com/
http://www.lcv.ne.jp/~yatsunou/
http://www.lcv.ne.jp/~yatsunou/
http://www.m-shimomura.com/
http://www.m-shimomura.com/
http://www.motherssystem.com/
http://www.motherssystem.com/
http://www.commupla.net/
http://www.commupla.net/
http://www.senseup.cn/index.shtml
http://www.senseup.cn/index.shtml
http://www.kenkyusho.com/
http://www.kenkyusho.com/
http://www.mcas.co.jp/ja/
http://www.nodai.ac.jp/
http://www.nodai.ac.jp/
http://www.hotel-heritage.co.jp/
http://www.hotel-heritage.co.jp/
http://homepage3.nifty.com/ne/ta/
http://homepage3.nifty.com/ne/ta/
http://www.env-r.com/
http://www.ebagency.jp/
http://www.env-r.com/
http://www.naturalart.co.jp/
http://www.naturalart.co.jp/
http://homepage3.nifty.com/sudouart/
http://homepage3.nifty.com/sudouart/
http://www.yumekou.com/
http://www.yumekou.com/
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鷲見禎彦 日本原子力発電(株)特別参与 

角 盈男 野球評論家、元プロ野球選手 
角 洋一 (株)アバンアソシエイツ代表取締役社長 

住川雅晴 (株)日立製作所顧問、元副会長、元日立プラントテクノロジー（株）社長・会長 
住川雅洋 前(株)東京都民銀行代表取締役専務 

澄田三空 （一社）色彩芸術研究機構理事、色彩魅力学師 
住吉 陽 東京技研コンサルタント(株)代表取締役、(株)エヌ･エヌ･エス取締役会長、(株)計 監査役 

皇 達也 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｺﾝﾃﾝﾂ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ社長(株)テレビ朝日顧問、(株)東映監査役 
瀬井穣治 (株)参壽惠本舗社長 

瀬下英雄 叡 OFFICE 代表、元 NHK 広報局長 
妹尾八郎 髙光産業(株)代表取締役 

妹尾伶子 NPO フラッシュ専務理事 
關 昭太郎 NPO 日本法人世紀大学経営協会副理事長、東洋大学理事、元早稲田大学副総長、元山種証券(現 SMBC フレンド証券)社長 

関 博之 復興庁事務次官 
関 慎夫 (株)経営塾代表取締役、月刊「ＢＯＳＳ」主幹 

関口てる子 NPO 法人全国商店街おかみさん会理事、人権擁護委員 
関口光晴 前東京工業大学理事･副学長 

関田勝久 (株)テレコメディア代表取締役 
関根昭義 森ビル(株)特別顧問 

関根 勉 衆議院議員 松原 仁先生政策担当秘書 
関根秀行 産経新聞社編集局経済本部本部長 

瀨在幸安 日本大学元総長、医学博士  
千田万里子 ヤフー株式会社コーポレートインテリジェンス本部リーダー 

仙頭靖夫 （株）NB 建設代表取締役社長、元大成建設（株）専務執行役員 
千波裕美 全国ふるさと大使連絡会議、(一社)日本歌手協会理事・公使・歌手 

傍島浩一 (株)駐車場綜合研究所 取締役  
泰道三八 元衆議院議員 元エスエス製薬(株)代表取締役会長 

平 榮光 徳洲会東京本部上席顧問 
田家邦明 (財)日本食肉消費総合センター理事長 

髙 寬 一般社団法人台湾協会理事、元三井物産(株)理事 
鷹尾友行 東京電力(株)執行役員関連事業推進担当 

高木不二男 （株）ダリア会長 
髙桑暉英 近代京都の礎を観る会会長、京都郷土菓子組合副理事長、菓子工房都食品(有)会長 

髙﨑泰典 元第一生命情報システム(株)会長 
高崎幸雄 (有)友和コーポレーション代表取締役 

髙島征二 (株)協和エクシオ会長 
高島信之 (株)松田平田設計プロジェクト推進室企画推進部長 

高田豊治 日本フットボールヴィレッジ副社長、前(株)サンフレッチェ広島常務取締役 
髙津 敏 気象情報システム(株)代表取締役 

鷹野保雄 (株)日本資産総研社長 
高橋 修 日本ユニシス（株）代表取締役上席専務執行役員 

高橋克人 平成相互(株)代表取締役 
高橋克之 元公益社団法人東京青年会議所理事長 

高野秀夫 東京商工会議所常務理事 
高野雅樹 衆議院議員 城内実 政策担当秘書 

高橋健治 (株)東レ経営研究所常務理事、特別上席エコノミスト 
髙橋昻平 アルコウ（株）代表取締役 

高橋貞三 (株)アーゼロンシステムコンサルタント社長 
高槗徳一 日本生命保険相互会社顧問 

髙橋時春 日本教育新聞社取締役会長、教育公論社取締役会長、公益社団法人日本専門新聞協会名誉会長 
高橋利行 政治評論家 

高橋 遠 (株)東急ホテルズ代表取締役社長 
高橋成知 (株)経済産業新報社代表取締役社長 

高橋英與 (社)コミュニティネットワーク協会副理事長 
高橋浩子 （株）シーエスケーメディア代表取締役 

髙橋 博 公益社団法人全国農業共済協会会長 
高橋祥一 (株)アズミﾉ社長 

高橋 公 NPO 法人１００万人のふるさと回帰･循環運動推進センター、常務理事 事務局長 
高橋成知 (株)経済産業新報社代表取締役社長 

髙橋元彦 ノムラテクノ（株）代表取締役社長 
髙林和夫 日本合成化学工業(株)常務取締役 

高原 洋 (株)ダイナック相談役 
髙部豊彦 東日本電信電話(株)相談役 

高野 孟 インサイダー編集長、ザ・ジャーナル主幹 
高松 肇 日本ハム（株）執行役員総務部・人事部・法務部・エンジニアリング部担当 

高見澤志和 （株）荻野屋代表取締役社長 
高村義晴 日本大学理工学部まちづくり工学科教授,一般社団法人さんりく未来推進センター代表理事 

高安克巳 島根大学名誉教授・前副学長、理学博士 
高山鉱一 経営コンサルタント、福島観光大使 

高山三平 一般社団法人放射線の正しい知識を普及する会 委員 
高山博子 画家、光風会会員、日展会友、日本美術家連盟会員 

高良 毅 医療法人社団盛心会理事長 
田川博己 (株)ジェイティービー社長 

瀧川雅直 中小企業診断士 
瀧澤中 作家・政治史研究家 

滝本 繁 (株)わくわくパートナーズ社長、前(株)ＦＮサポート代表取締役 
滝本豊水 あさひ･狛法律事務所弁護士 

内匠 豊 衆議院議員長島昭久政策担当秘書 
竹井智宏 一般社団法人 MAKOTO代表理事  

武井謙和 (株)ハッピーカンパニー取締役営業部長 
武井英昭 (株)ハッピーカンパニー社長 

竹井博史 埼玉新聞社名誉顧問 
竹内純子 一般社団法人フォレストック協会理事 

竹内信孝 美川刺繍工芸(株)代表取締役 
竹内弘之 蘭島文化振興財団理事長 

竹内嘉彦 日本無線(株)参与、元研究所所長、工学博士 
竹岡誠治 T＆Y(株)代表取締役社長 

竹下信之 文化シヤッター(株)監査役、前執行役員経営企画室長 
武田邦信 国連 UNHCR協会理事・武田神社崇敬会総裁武田家旧温会最高顧問 

竹田軍郁 若狭おばま御食国大使 
武田安功 (株)URI 社長、元黒川木徳証券(株)資産管理部部長、元 JP アセット証券(株)取締役 

武田祐介 武田祐介社会保険労務士事務所所長 
竹歳 誠 前内閣官房副長官、元国土交通省事務次官 

竹中美晴 全国農業共済協会会長 
竹之内日海 秘妙山東京大黒殿 殿主 

武原誠郎 イムカ(株)社長 
武部晃二 国際観光戦略研究所名誉顧問、元三菱商事(株)取締役 

竹股邦治 電源開発(株)取締役 
竹村健一 TV Commentator、Author 

竹村真一 京都造形芸術大学教授、(株)プロジェクト・タオス代表 
竹村康広 特許業務法人にじいろ特許事務所所長 

http://www.hitachi-pt.co.jp/
http://www.hitachi-pt.co.jp/
http://www.telecomedia.co.jp/
http://www.telecomedia.co.jp/
http://www.conet.or.jp/
http://www.conet.or.jp/
http://www.furusatokaiki.net/
http://www.alo.jp/
http://www.alo.jp/
http://www13.ocn.ne.jp/~mshisyuu/
http://www13.ocn.ne.jp/~mshisyuu/
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竹本勇一 MORE Medeical(株) 代表取締役社長 

田子みどり (株)コスモピア代表取締役 
田阪友隆  ＮＨＫインターナショナル理事 

田澤裕光 (株)エスアールエス取締役副会長 
田島みわ 自由民主党東京都ふるさと振興第一支部支部長 

田代正明 元 (株)大京社長株式 
舘 昭利 (株)インディ・アソシエイツ代表取締役 

立川敬二 立川技術経営研究所代表、（社）技術同友会代表幹事、元宇宙航空研究開発機構（JAXA）理事長、元NTTドコモ社長 
立木正夫 (財)日本バレーボール協会会長 

辰巳いちぞう 営業戦略コンサルタント 代表取締役 
田中珍彦 (株)東急文化村元社長 

田中勝邦 広島カナダ協会事務局長 
田中潤兒 (社)全国漁港漁場協会会長 

田中 宰 阪神高速道路(株)前会長、パナソニック(株)元副社長 
田中一昭 拓殖大学名誉教授 

田中和明 (有)藍流経営研究所代表取締役 
田中健一 (株)プロネッド会長 

田中見平 (有)ケイワイ・アンドケイコーポレーション代表 
田中 智 (財)都市みらい推進機構企画調整部部長 

田中 茂 東双不動産管理（株）代表取締役社長 
田中俊一 医療法人金沢内科クリニック理事長 

田中 進 農業生産法人、(株)サラダボウル代表取締役 
田中 武 広島工業大学大学院工学部研究科電気電子工学専攻主任、工学部電子情報工学科主任教授 

田中哲二 中央アジア･コーカサス研究所長、三井化学(株)社外取締役、拓大・国士舘大学客員教授 
田中伸茂 (株)ガイアソリューション社長 

田中半一 三創産業(株)社長 
田中正則 (社)国土緑化推進機構元専務理事 

田中保昭 大和重工(株)社長 
田中康典 三洋ホームズ(株)会長兼社長 

田中優子 田中病院院長 
棚多展義 公益財団法人広島観光コンベンションビューロー専務理事 

田邉信之 公立大学法人宮城大学事業構想学部教授 
田邉美子 国際ビュ－ティセラピスト、マニキュアリスト、アロマセラピスト、企業コンサルタント 

谷 一之 ＮＰＯ法人日本自治ＡＣＡDEMY理事長 
谷川紀彦 中外商事(株)社長 

谷口孚幸 (株)エイジェック特別顧問、工学博士(北海道大学) 
谷口智治 NPO 全国経営者団体連合会理事長 

谷口博昭 芝浦工業大学院教授 
谷口満紀 (株)AMALA FENGSHUI INTERNATIONAL 代表取締役社長 

谷脇康彦 内閣官房サイバーセキュリティーセンター副センター長 内閣審議官 
田渕 昻 (株)日建社長 

玉村富男 世界マンモス協会会長、NPO日ロ交流協会常任理事 
田丸 誠 （株）誠シークレットサービス・コンサルティング 代表取締役 

田村重信 自由民主党政務調査会調査役、慶應義塾大学大学院非常勤講師 
田村庄一 丹波市自治会長会会長、ＪＡ丹波ひかみ理事、元食糧庁監査官、春日町助役 

田村秀夫 国土交通省北海道局長 
田村 博 NPO 内閣府認証特定非営利活動法人エコです環境応援団理事・事務局長 

多山宰佐 広島・モロッコ友好協会会長 
丹野道子 (株)ほまれフーズ社長 

近森精志 アイエスティ－(株)社長 
近山恵子 (社)コミュニティネットワーク協会常務理事 

千田俊章 さんりく・大船渡ふるさと大使 
千葉謙吾 国家警備(株)代表取締役 

千葉伸大 (株)アミューズ執行役員 
千葉三樹 （株）エルプ社長 

千葉修身 日本政策秘書協会 
千葉真知子 千葉真知子クッキングスタジオ、料理研究家 

チャッキリ 吟遊音楽家、LAC 地域文化芸術交流会代長 
陳 先芝 (株)国際プロモートカメラマン 

陳 福坡 日本中國和平統一促進会会長、日本中華学会会長 
塚越美子 社会保険労務士、四季会理事 

塚田桂祐 新潟市副市長 
塚本 勲 加賀電子(株)会長 

塚本隆久 (社)日本林業協会元会長、元林野庁長官 
塚本 弘 (財)貿易研修センター理事長、日欧産業協力センター事務局長、元(財)貿易センター理事長 

槻木恵一 神奈川歯科大学／神奈川歯科大学大学院副学長／研究科長 
津久井均 従心会倶楽部 シニアマネージャー 交流会事業統括 知命塾世話人 

佃 一可 一茶菴家元 
辻  隆 元農林水産省 

辻 卓史 鴻池運輸(株)会長、(財)全日本トラック協会副会長 
辻 良昭 トピー工業(株)元副社長、常任顧問 

辻口正雄 日本郵便(株)東京支社郵便・物流営業部元日本郵便東京支社副支社長、元上野郵便局長 
土屋明生 関西学院大学キャリアセンター長 

土屋敏明 人材アクセス(株)社長 
土屋勝裕 弁護士、土屋国際経済経営法律事務所 

筒井清志 （株）NTT ファシリティーズ社長 
筒井真理子 茂田オフィス女優 

都築冨士男 (株)都築経営研究所 代表取締役社長 
皷 紀男 東京電力(株)副社長 

角川 渉 (株)タック代表取締役、(社)日本ディスプレイ業団体連合会理事、東京ディスプレイ協同組合副理事長、NPO流山セントラルパーク・サ
ウンドヴィレッジ理事長 

角田紘子 大学共同利用機関法人・情報システム研究機構 統計数理研究所客員准教授 

角田道彦 日本ユニシス（株）上席執行役員 
積田朋子 観光経済新聞社代表取締役社長 

鶴野史朗 (株)アイ･アールジャパン前会長 
霍見芳浩 ニューヨーク市立大学教授 

デイヴィッド・シャピロ 流通大学教授、元米国三菱商事社長補佐 
デヴィ･スカルノ NGO アースエイド･ソサエティ代表 

勅使河原 順 アートサイト ＪＴ-ＡＲＴ-ＯＦＦＩＣＥ代表 元世田谷美術館副館長 
寺崎裕則 (財)日本オペレッタ協会名誉顧問、前理事長･芸術監督 

寺澤廣一 社団法人成蹊会理事、アジア太平洋条約機構理事、元東京大学特任教授産学連携研究推進部長 
寺島実郎 多摩大学学長、(株)三井物産戦略研究所会長、(財)日本総合研究所理事長 

寺地孝之 関西学院大学商学部教授  
寺西一浩 作家･演出家 

寺野 彰 学校法人獨協学園・獨協医科大学理事長 
寺原きよみ (株)クレッシェンド社長 

出口治明 ライフネット生命保険(株)社長 
出島史郎 (株)中藝顧問 

傳清 忠 東京ガス(株)執行役員 広報部長 
東郷和彦 京都産業大学客員教授、元駐オランダ大使、UNIVERSITY of CALIFORNIA(SantaBarbara) Visiting Professor、ソール国立大学客員教授 

http://www.salad-bowl.jp/
http://www.salad-bowl.jp/
http://www.green.or.jp/
http://www.green.or.jp/
http://www.daiwajuko.co.jp/
http://www.daiwajuko.co.jp/
http://www.jfeo.net/
http://www.jfeo.net/
http://www.cat-co-ltd.co.jp/
http://www.cat-co-ltd.co.jp/
http://www.homarefoods.jp/
http://www.homarefoods.jp/
http://www.istcorp.co.jp/
http://www.istcorp.co.jp/
http://www.conet.or.jp/
http://www.conet.or.jp/
http://www.furusatotv.jp/shinbun.gif
http://www.k-ipc.org/japan.htm
http://www.taxan.co.jp/
http://www.taxan.co.jp/
http://www.konoike.net/
http://www.konoike.net/
http://www.display.or.jp/
http://www.tdanet.or.jp/
http://www.irjapan.net/
http://www.irjapan.net/
http://www.operettahouse.com/
http://www.operettahouse.com/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%91%A9%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://www.k3.dion.ne.jp/~rois/
http://www.k3.dion.ne.jp/~rois/
http://uonome.jp/article/tougo/574
http://uonome.jp/article/tougo/574
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道具武志 （株）現代短歌社代表取締役 

塔本泰広 (株)コ－コス信岡社長 
堂本典子 堂本製菓（株）代表取締役 

徳田英治 (株)トクエイ･コンサルタント代表取締役 
徳永孝明 NPO 医療と法律研究協会事務局長 

徳永民生 一般財団法人東京郵便局長協会専務理事、東京地方郵便局長会事務局長 
利倉晄一 利昌工業(株)社長 

外越久丈 イージーアクセスサービス(株)代表取締役 
利重盛久 北九州ルネッサンス大使、門司港レトロ大使 

利光國夫 (財)安藤記念奨学財団理事長、小田急電鉄(株)元会長、(株)小田急百貨店元会長 
年光孝夫 フューチャーラボ(株)監査役 

利光 剛 弁護士 
戸田剛太郎 東京慈恵会医科大学客員教授 船員保険せんぽ東京高輪病院名誉院長 JCHO東京高輪病院非常勤医 医学博士 

戸髙 祐 美浜産業(株) 
登内義也 (株)下請の底力社長  

飛田秀一 トビタジャパン(株)代表取締役 
富岡 譲二 欧亜露 航空･観光･音楽研究所 

冨岡祥浩 東洋アルミエコープロダクツ(株)社長 
富田育男 ㈳日本建材・住宅設備産業協会専務理事 

冨田 賢 (株)ティーシーコンサルティング代表取締役社長 
富田協一 日本フエルト株式会社 執行役員 

冨田健一郎 冨田健一郎公認会計士事務所 
富田順治 ㈱竹中工務店前取締役専務執行役員、顧問 

冨田次男 絹･蚕･桑多目的協議会副会長、(有)プロザテック代表取締役 
冨田禎子 草木染め・織り ていこ代表 

富田雅文 (株)KKI 東京支店支店長兼ベーカリー事業部長 
冨永典子 お茶の水女子大学生活環境教育研究センター名誉教授理学博士 

冨永紀年 有限責任事業共同組合コミュニティプラザ会長理事 
冨山勝男 税理士冨山勝男事務所代表、税理士 

友近乃梨子 アイリスの会主宰 
友廣徂雄 (社)強化プラスチック協会会長 

友行 信 (株)スリーエス代表取締役社長 
豊田祥明 (財)重政教育財団常務理事 

豊田 穣 （株）インディペンデンツ・アドバイザーファイナンス・プランナー（ＡＦＰ） 
鳥居富美江 裏千家、文京区茶道連盟理事、奈良県人会理事 

鳥居 禮 日本画家 
鳥井原俊治 (株)前川総合研究所取締役 

鳥海興士 水産経済新聞編集主幹 
鳥羽博道 (株)ドトールコーヒー名誉会長 

鳥原光憲 東京ガス(株)相談役 
鳥山恵司 新北斗警備保障(株)社長 

土光陽一郎 橘学苑理事長、元石川島汎用機械社長 
ドーアン メスット SUPER 祭り 合同会社 社長 

ドンナ･ギリス 陶芸家 
内藤 豊 前味の素(株)監査役  

直井健治 (株)アキバスポーツ代表取締役 
直井重頼 寿プロダクション(株)社長 

中井一欽 治療院 KAZŪ 院長 
中井加明三 野村不動産株式会社常任顧問 

中井文雄 双見通信工業(株)社長 
中岡智信 新日本技研(株)社長 

長尾浩章 (株)週刊住宅新聞社代表取締役 
中上晶子 (株)ハッピープリント代表取締役 

中川謙三 東京メトロポリタンテレビジョン(株)社長 
中川清郎 (社)日本林業協会専務理事 

中川十郎 名古屋市立大学特任教授 
中川雅博 日本ベンチャーキャピタル（株）、取締役副会長 

中北英孝 （株）NTT ファシリティーズ中国支店長 
中北宏八 呉大学社会情報学部教授 

中澤英治 中澤内科病院院長 
中島圭一 日本捕鯨協会会長 

中島健一郎 (株)シナプスサポート社長、(株)ACORN社長、NPO予防医学推進協議会専務理事、NPO日本スポーツ芸術協会理事、元毎日新聞社常務取締役、元ワ
シントン支局長、元社会部部長 

中島孝司 （株）国政情報センター代表取締役社長 

中島純子 上野学園大学評議員、上野学園大学所属ミュージックスクール校長 
中嶋英明 ドコモ･ビジネスネット(株)監査役 

中嶋英明 (株)ジーバランス 顧問 元・東洋建設子会社とうけん不動産(株)取締役社長 
中島基世 宗教法人太陽聖髪天導院代表役員 

中島洋一 (株)コアテクノロジー代表取締役社長 
中島義雄 セ－ラ－万年筆(株)社長 

中條 尚 行政書士中條尚事務所行政書士  
中城康彦 明海大学不動産学部教授 

中須勇雄 前(社)大日本水産会会長、元水産庁長官、前(財)都市農山漁村交流活性化機構理事長 
中田一男 (株)ドワンゴ顧問 

中谷 博 中谷産業(株)社長  
中塚和夫 大分大学医学部眼科教授 

仲津真治 元東京電力(株)顧問、いばらき大使 
中西顕郎 新中央工業(株)常務取締役 

中西明典 あいホールディングス(株)前社長・顧問、社会保険診療報酬支払基金元理事長 
中西誠一 (株)ガスター社長 

中西孝允 元 NTTデータ 
中西忠彦 広島ものづくり協同組合 

中村麻美 合資会社アトリエ麻美乃絵代表、画家 
中村真一 （株）中村家代表取締役社長 

中村茂幸 彫刻家、(株)ビーファクトリー代表取締役。いりや画廊代表 
中村信也 東京家政大学教授 

中村光男 下関市東京事務所長 
中村 稔 独立行政法人情報処理推進機構参事兼戦略企画部長 

中村好明 (株)ジャパンインバウンドソリューションズ 代表取締役社長 
中野 晃 埼玉県企画財政部長 

中野直枝 (株)サンブレス顧問、元(財)日本緑化センター専務理事 
中原志郎 ＮＴＴ都市開発(株) 取締役総務部長 

中間 優 クレヨンソフト社長 
ドクター・中松 Ｉｇノーベル賞受賞 The Great Thinker(ハーバード大学) 

中道リサ フリーコンサートピアニスト 
中村京子 ふるさと大使連絡会議 

中村秀次 (株)ケンショウコーポレーション取締役 
中村太一 社会福祉法人健祥会理事 

中村 崇 日本元気計画！代表 
中村榮男 (財)日本相撲協会委員、中村部屋(年寄・中村)、元関脇富士櫻 

中村隆司 オリエンタル酵母工業(株)社長 

http://www.m-l.or.jp/
http://www.m-l.or.jp/
http://www.sokozikara.com/
http://www.sokozikara.com/
http://www.jrps.or.jp/
http://www.jrps.or.jp/
http://www.whaling.jp/
http://www.whaling.jp/
http://www.whaling.jp/
http://www.docomo-serv.co.jp/
http://www.docomo-serv.co.jp/
http://www.suisankai.or.jp/
http://www.suisankai.or.jp/
http://www.med.oita-u.ac.jp/ganka/
http://www.med.oita-u.ac.jp/ganka/
http://cocoroisan.com/users/nakatsum/
http://cocoroisan.com/users/nakatsum/
http://www.kensyokai.or.jp/
http://www.kensyokai.or.jp/
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中村良三 広島高速交通(株)社長 

中本泰弘 中本総合印刷(株)取締役管理本部長 
中森伸明 (有)中森社長 

中矢進一 石川県九谷焼美術館副館長(学芸員) 
中山栄基 植物ミネラル研究 

中山恵子 衆議院議員山田賢司 政策秘書 
中山 進 テルウェル東日本(株)社長 

中山 武 NPO いずみの会理事長 
中山哲夫 元(株)エヌ･ティ･ティ･アド社長 

中山智夫 一般社団法人日本エアレスキュー促進協議会代表理事、(株)アイ・ティー・シー・アエロスペース代表取締役、 (株)アイ・ティー・シー・リ
ーシング 取締役会長 

中山晴美 中山事務所 

中山裕登 (株)ソフトダイナミクス研究所代表取締役 
長井俊彦 農林水産省生産局地域作物課長 

永井延幸 江﨑グリコ(株)理事渉外部長 
詠 高通 中央理化工業(株)常務取締役総務本部長 

永尾鎭機 (株)デストリビュート代表取締役 
長岡紀雄 (株)京急ファインテック常務取締役 

長岡雅美 奈良県 危機管理監 
長岡由剛 行政書士明るい総合法律事務所代表 

長澤征次 水戸大使･水戸大使の会副会長 
長沼 真 山梨県人会連合会事務局長 

永澤信見 Global Tabula Net(株)代表取締役社長 
永田武彦 (株)北見ハッカ通商代表取締役会長 

永田義博 （株）永田商会代表取締役会長・静岡県人会相談役・ふじのくに静岡大使 
永野 章 スターゼン（株）常務取締役 

永村武美 (社)ジャパンケネルクラブ理事長、亜細亜畜犬連盟会長 
長村洋一 鈴鹿医療科学大学教授、一般社団法人日本食品安全協会理事長 

永濱利廣 (株)第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト 
永山惠一郎 伏見観光協会専務理事、(株)伏見夢工房観光担当部長、 (有)伏見プランニングセンター社長 

那須朗良 東京じゃこ天愛好会、(有)愛媛サポーターズ代表取締役 
灘村忠幸 カスミインターナショナル(株)社長 

夏川和也 公益財団法人水交会会長、NPO平和と安全ネットワーク理事長、元第22代海上幕僚長、第22代統合幕僚会議議長 
夏川周介 JA 長野厚生連佐久総合病院院長 

鍋田鉱亮 野口グローバルライフ(株)社長 
濤川太陽 新風の会代表 

名村義人 (株)フクイン相談役 
奈良明子 前渋谷区議会議員 

楢木久澄 楢木音楽事務所、社団法人日本照明家協会々友 
成毛 眞 (株)インスパイア取締役ファウンダー 

成瀬勝也 東京くっちゃん会顧問 
縄田好寿 然(株)社長、NPOなんでも DOOR 東京理事長 

南江啓一郎 オリックス不動産投資顧問(株)取締役 
南部鐵也 前（公財）二十一世紀文化学術財団常務理事、元（社）経済同友会常務理事 

仁井健治 (株)JAL ビジネス前取締役副社長 
新浪剛史 サントリーホールディングス（株）代表取締役、前(株)ローソン代表取締役社長＆CEO 

新山洋史 アートコム(株) 社主 
西 英司 北海道漁業協同組合連合会代表理事副会長 

西 鋭夫 スタンフォード大学フ－ヴァー研究所教授 
西内三雄 夕鶴グループ代表 

西 秀訓 カゴメ(株)社長 
西尾 充 (独)自動車事故対策機構安全指導部長 

西岡浩史 川崎商工会議所会頭 
西方俊平 財務省元造幣局長、日本たばこ産業(株)元副社長、ジェイティ財務サービス前社長 

西川徹矢 明治安田生命保険相互会社顧問、前防衛省大臣官房長 
西川 宏 (株)カミノス・コーポレーション代表取締役社長 

西川眞知子 (株)日本ナチュラルヒーリングセンター代表取締役 
西阪 昇 （公財）ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会事務総長代理 

西島康二 元ダイア建設(株)会長 
西條 温 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟理事長 

西名弘明 オリックス(株) 常任顧問 
西部 邁 評論家･秀明大学学頭 

西村和浩 東急不動産ホールディングス（株）経営企画部 執行役員 統括部長 
西村和芳 第一不動産(株)代表取締役社長 

西村 繁 琉球ニュービジネス協議会会長 
西村直剛 （株）ごっつり代表取締役、AOsuki（青森県出身経営者の会）副会長 

西村守正 大明(株)相談役、元社長、会長 
西元徹也 NPO 日本地雷処理を支援する会初代会長、元統合幕僚会議議長 

西山忠壬 (財)日独協会理事、日本酒道連盟代表幹事 
西山 靖 ばんせい証券(株)取締役資本市場本部長 

新田隆範 新栄不動産ビジネス(株)代表取締役 
新田喜男 TOKYO 企業情報(株)会長 

二宮 朗 (株)Next Local 代表取締役社長 
二瓶文隆 税理士、行政書士、前中央区議会議員 

丹羽 宇一郎 伊藤忠商事名誉理事、早稲田大学特命教授、前中華人民共和国駐箚特命全権大使、グローバル・ビジネス学会会長 
丹羽 生 新宮市観光協会 会長 

丹羽文生 拓殖大学海外事情研究所助教、(財)自由アジア協会評議員  
沼尾幸一 くるまの沼尾(株)会長、埼玉西部経済同友会富士見工業団地会長 

沼田正俊 林野庁長官 
根岸宏子  

根本敏男 ＩＦＳジャパン(株)代表取締役社長 
野木秀子 (株)CIJ 執行役員前副社長・顧問  

野口登久子 香道香雅流宗匠、茶道裏千家教授、琴曲山田流教授 
野口 昇 文京学院大学副学長 

野口浩孝 株式会社プレート 代表取締役 
野口雅代 オーロラビジネススタイル研究所代表  

野口勇一 水戸大使、にかほ市ふるさと宣伝大使 
野口義和 (株)時代村社長 

野口禮二 北の誉酒造(株)会長 
野崎耕一 小平ユネスコ協会会長 

野島新人 元ジャパン建材(株)社長 
野末武弘 (株)ニワテック 常務取締役 

野副勝資 歯科医師、NPO JSMA 理事 
野中和雄 (財)競馬･農林水産情報衛星通信機構会長、中山間地域フォーラム副会長 

野中信男 日本環境開発(株)社長、早稲田大学商議員、山梨県人会連合会副会長 
野々下政文 (株)ソルコム東京支店長 

野原数生 野原産業(株)代表取締役社長 
野村和宏 （株）ＳＴＪレンテック取締役営業本部長 

野村一正 農政ジャーナリストの会会長、農林中金総合研究所顧問 
野村吉三郎 全日本空輸(株)最高顧問、元社長、会長、最高顧問 

http://blogs.yahoo.co.jp/nakayamaeiki
http://blogs.yahoo.co.jp/nakayamaeiki
http://www.valley.ne.jp/~sakuchp
http://www.valley.ne.jp/~sakuchp
http://musemuse.jp/
http://musemuse.jp/
http://a-nara.com/
http://a-nara.com/
http://www.jnhc.co.jp/
http://www.jnhc.co.jp/
http://www.diapalace.jp/
http://www.t-mac.co.jp/
http://www.t-mac.co.jp/
http://www.cij.co.jp/
http://www.cij.co.jp/
http://www.edowonderland.net/
http://www.edowonderland.net/
http://www.gch.jrao.ne.jp/
http://www.gch.jrao.ne.jp/
http://www.chusankan-f.net/
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野村晋作 海上商事(株)社長 

野村秀樹 元 ドコモ･サービス(株)社長 
野村正憲 絆人事コンサルティング代表 

野村祐一 (株)エムログ代表取締役 
野本良平 CSN 地方創生ネットワーク(株)代表取締役 

萩原俊雄 (株)自然美システム会長、NPO日本ヘルス協会副会長 
伯井隆義 法政大学工学部講師、元東京電力 

羽毛田信吾 昭和館館長 
箱崎慶一 経済産業省資源エネルギー庁石油精製･備蓄課長 

橋口隆二 (学)明治大学常勤理事評議員 
橋田 洋 ＴＯＹＡＭＡＸ(株)代表取締役（工学博士） 

橋本 明 NPO 親善クレセール会長、NPO日本心身機能活性療法指導士会会長、元共同通信社会部次長、国際局次長等 
橋本壮平 （株）S ブランディング取締役副社長 

橋本昌三 (株)野村総合研究所相談役 
橋本孝之 日本アイ・ビー・エム（株）取締役会長 

橋本雅博 住友生命保険相互会社取締役代表執行役社長 
橋本光男 前全国知事会事務総長 

橋本芳博 三井物産フォレスト(株)前社長 
蓮見昌男 東京地方郵便局長会会長、全国郵便局長会会長、金町郵便局・郵便局長 

長谷和男 (株)福利厚生社代表取締役 
長谷川みえ子 由布合成化学(株)常務取締役総務部長  

長谷川裕一 (株)はせがわ会長 
畑  茂 埼玉土地建物(株)社長 

畠山朔男 一般社団法人気仙沼サポート・ビューロー代表理事 
畠山 襄 （一財）国際貿易投資研究所理事長 

畑野信夫 (株)コムラック会長 
鳩山 幸 ライフコンポーザー(料理、精神世界) 

服部幸應 学校法人服部学園理事長、服部栄養専門学校校長、医学博士 
花井幸二 (財)2001 年日本委員会副理事長 

鼻岡甫訓 (有)四季代表取締役 
花岡萬之 学事出版(株) 常務取締役  

花岡洋文 国土交通省国土交通審議官 
花里 聡明 (株)E.C.I 代表取締役 

花沢 仁 花沢ホールディングス（株）代表取締役 
塙久美子 （株）ウエルシード取締役 

塙 義一 日産自動車(株) 元会長 現相談役名誉会長 
馬場香織 料理研究家 

馬塲千晴 みずほ信託銀行（株） 元取締役副社長 
羽廣保志 (株)下請の底力取締役えんのうマネージャー  

羽深隆雄 (株)羽深隆雄・栴工房設計事務所代表取締役 
浜家拓也 一般社団法人フォレストック協会理事 

浜口玲央 東京健康クリニック院長 
濱田和生 サンスター（株）代表取締役会長 

濱田庄司 三幸エステート（株）顧問、元三菱東京 UFJ 銀行顧問 
浜田由美子 参議院議員浜田和幸事務所事務局長 

浜野 慶一 株式会社浜野製作所代表取締役 CEO 
浜野 安宏 (株)浜野総合研究所社長 

早川 幹夫 日本道義主義の会 会長 
林 香与子 (株)マルハ物産代表取締役会長 

林 小百合 合同会社さゆり代表 
林 俊介 (株)リオプラス社長  

林 莊祐 旅記者/日本旅行作家協会顧問理事 
林 誠二 讃州(株)社長 

林 建之 (財)中央果実生産出荷安定基金協会常務理事、元農水省 
林 敏之 NPO 法人ヒ－ロ－ズ理事長 

林 伸彦 林戦略会計税務事務所所長 
林 由紀夫 ダイキン工業株式会社顧問 

林 洋介 テレビ東京社友、日本民放クラブ会員 
林 義郎 ボーダフォン(株)元会長 

早野由晃 (株)国際トランスサービス代表取締役 
原 健作 TFE工事(株)顧問 

原 淳二郎 ジャーナリスト、慶応義塾大学環境情報学部招聘教授、元朝日新聞 
原口健二 ガリバーインターナショナル(株)専務取締役 

原田亜紀 アキ ビューティ リサーチ インスティチュート代表取締役 
原納浩二 大和ハウス工業株執行役員都市開発部長 

原田信子 （株）カトレア・グループ代表取締役 
原野城治 一般財団法人ニッポンドットコム理事長 

針原寿朗 元農林水産審議官 
馬場 讓 (株)JSE 理事 

伴 玉枝 (株)本家伴久第 24 代内儀会長 
伴 次雄 前(独)緑資源機構理事長、元林野庁長官 

東  力 木の国酒造(株)社長、元衆議院議員 
東山敦己 前安田生命代行(株)取締役 

樋口富砂子 コミュニケーション達人塾 
久恒啓一 多摩大学副学長 

久野則一 久野マインズタワークリニック院長 
肥後潮二 株式会社 Gugrit 執行役 COO 

土方麻美 みずほコーポ銀行外為事務部調査役、はこだて観光大使 
日向精義 ル・モンド・ヴィジョン(株)代表取締役、（一社）エコール・サンテ・アロマ代表理事、日本モロッコ協会前会長・現顧問 

檜木俊秀 (株)パソナグループ常務 
日野原菊夫 (株)ハッピーカンパニー営業部長 

氷見谷直紀 文部科学省 私学部参事官 
平井明男 (株)マルチサービス相談役、元会長 

平井利明 相続プラザ立川(有)グッドタイム代表 
平井由紀子 (株)セルフウイング代表取締役 

平岩昭彦 愛知県東京事務所長 
平尾壽雄 （一社）日本日本埋立浚渫協会 専務理事 

平田冨峰 日本協会第１７代会長 
平谷英明 帝京大学法学部教授 

平沼大二郎 (株)サイホー社長 
平野直 岩手県東京事務所長 

平野博勝 感性空間・オフィス平野 代表、元ヤクルト本社専務取締役 
平野嘉重 税理士、社会保険労務士、日本経営クラブ主宰 

平間研司 日本カーライフアシスト(株)代表取締役 
蛭間泰弘 (株)アーバン･コミュニケーションズ社長、元東京ガス(株)常務執行役員 

広井武昭 広井法律事務所、辯護士 
広門 治 (株)NTT ドコモ執行役員役広報部長 

廣川正一 広川(株)社長 
広住道夫 画家、アートセラピスト、オンリーワンアース代表 

廣瀬日出雄 (株)日成最高顧問、(株)N&H コーポレーション会長 
廣田勝男 在福岡モンゴル国名誉領事館名誉領事 

http://www.m-log.com/
http://www.m-log.com/
http://www.shizenbi.co.jp/system.htm
http://www.hattori.ac.jp/
http://www.hattori.ac.jp/
http://www.sokozikara.com/
http://www.sokozikara.com/
http://www.rioplus.jp/
http://www.rioplus.jp/
http://www.hisano-clinic.com/
http://www.hisano-clinic.com/
http://www.souzoku-plaza.com/
http://www.souzoku-plaza.com/
http://www.saiho.co.jp/
http://www.saiho.co.jp/
http://www.sozo-brain.co.jp/
http://www.sozo-brain.co.jp/
http://www.mongol-ryoji.or.jp/
http://www.mongol-ryoji.or.jp/
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廣田光次 （一社）日本経済協会常任理事 

弘中義夫 (社)日本林業技術協会理事 
深尾 敦 NPO 法人ヒ－ロ－ズ理事 

深田大介 日本大学豊山高等学校・中学校校長 
深堀和子 学校法人深堀学園外語ビジネス専門学校 理事長・校長 

深見健司 深見建設(株)代表取締役 ＣＥＯ 
福井 滋 (株)合人社計画研究所代表取締役 

福井正晃 (株)福井厨房社長 
福岡貴志代 (株)アクティブビット社長  

福島 功 コニシ(株)相談役、元社長・会長 
福島一雄 瓜生岩子を讃える会事務局長 

福嶋武夫 (株)信友建設代表取締役社長 
福島伸悦 長光寺代表役員 

福田清介 (株)日本パブリックリレーションズ研究所顧問 
福田隆政 林野庁 林政部 林政課兼企画課 林業・木材産業情報分析官 

福田富昭 (公財)日本オリンピック委員会副会長 
福田 眞 福田綜合事務所代表、前モルガン・スタンレ－証券会長 

福田良之 みずほ証券（株）取締役副社長 
福地茂雄 元 NHK 会長、アサヒビール(株)元相談役、同元社長、同元会長 

福永俊明 福永俊明税理士事務所 税理士 
福原卓彦 ハッピーフィールドコーポレーション社長 

福原 理 いちごアセットマネジメント（株）シニアパートナー 
福間伸二 中国新聞社東京支社長 

藤 洋作 関西電力(株)顧問、元社長 
藤井宏二 (株)楽汎取締役相談役 

藤井義英 浄土真宗本願寺派西教寺住職、アジア仏教徒協会事務局長  
藤枝 誠 (株)ライドウェーブ・コンサルティング社長 

藤澤伸充 (株)山進 専務取締役 
藤繁修一 三木証券(株)証券投資アドバイザー 

藤田和芳 (株)大地を守る会代表取締役社長 
藤田紘一郎 東京医科歯科大学名誉教授 

藤田修司 北日本パイプライン開発機構(株)東京支社執行役員財務担当 
藤田 大 (株)鳥藤本店専務取締役 

藤野達夫 伊藤忠商事(株)顧問 
藤村哲也 (株)フィロソフィア･エンターテイメント･アライアンス社長、(株)ギャガ・コミュニケーションズ元社長 

藤田千代 天宙平和連合(UPF)平和大使北東京女性代表 
藤村宏幸 (株)荏原製作所名誉会長 

藤本 潔 元農林水産省関東農政局長、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構理事 
藤本 亮 清和監査法人パ－トナ－公認会計士 

藤原大士 蘇れ日本人の会会長 
渕上俊則 総務省人事・恩給局次長 

渕辺美紀 (株)ビジネスランド代表取締役社長、沖縄経済同友会副代表幹事 
布戸隆多 東起業(株)代表取締役社長 

舩木上次 萌木の村(株)代表取締役 
船木隆夫 TIS(株)特別顧問、元会長 

船越憲昭 税理士 
船田 稔 (株)ステーション広報社代表取締役 

舟橋彌舟 静岡鉄道(株)専務取締役 
船本聰武 (株)メンテック専務取締役、元(財)ひろしま産業振興機構常務理事 

船本弘毅 関西学院大学名誉教授、元東京女子大学学長 
フランツ・ヴァルデンベルガー ドイツ日本研究所 所長 

古市信道 一般社団法人日本気象協会 執行役員事業本部副本部長 
古内亀治郎 古内亀治朗商店(株)最高経営責任者 

古川直行 兵庫県東京事務所所長 
古川裕倫 (株)多久案代表 

古澤正夫 (株)クロスロ-ド社長、(財)松山バレエ団監事 
古澤昌弘 (株)ライフ・アドバンス社長 

古島 茂 ダイドードリンコ(株)常務取締役営業本部長 
古田陽久 世界遺産総合研究所所長 

古部 清 TOTO 株式会社顧問、大建工業株式会社社外取締役 
古矢千雪 広島文化短期大学教授 

平郡重義 (株)関東雇用創出機構取締役常務執行役員 
別所直哉 ヤフー(株)執行役員、ルークコンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 紀尾井町戦略研究所株式会社 理事長 

ペマ･ギャルポ 政治学博士、桐蔭横浜大学・大学院法学部･法学研究科教授、ペマ･ギャルポ研究室、モンゴル大統領社会文化担当顧問、南アジア地域
協力連合調査研究会会長 

外尾賢二 外尾行政法務事務所行政書士・経営コンサルタント代表 

外尾幸恵 (株)ピュアライフサポート代表取締役、ピアチェーレ・ユキエ主宰、行政プレシャスライフ協会代表理事 
星 義道 (株)アジプロ社長 

星野 敦 授彫刻家、太平洋経営創造大学教授 
星乃真呂夢 吟道星流主宰 

星野義孝 (株)エム･ビー企画代表取締役 
星谷 隆 (株)スターバレー代表取締役 

細井忠男 イ－ケンコム(株)社長 
ホーヌマルク紀子 ホーヌマルク(株)取締役 

堀  啓 NPO 食生活カウンセラーの会代表理事、(有)食生活取締役 
堀江規維 堀江会計事務所所長、税理士 

堀江 裕 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 
本川一善 農林水産事務次官 

本田浩次 (社)日本酪農乳業協会会長 
本多賀文 (財)日本学生陸上競技連合特別委員、料飲専門家団体連合会常任評議員 

本多定雄 NPO アジアの孤児を支援する会理事長、シャタンゴスペルチャーチ主幹牧師 
本多 隆 NPO さいたまユネスコ協会会長 

本田武司 (有)ナチュラルファーム社長 
本多忠夫 環境資源活用システム研究所 代表 

本田俊雄 法律事務所あすか所長弁護士 
本保芳明 前観光庁長官 

マークエステル 芸術家 
真板昭夫 北海道大学客員教授 

前田幸一 NTT ファイナンス㈱社長、前東日本電信電話(株)副社長 
前田 努 奈良県副知事 

前田直登 元(独)緑資源機構理事長、元林野庁長官 
前川 守 （株）産業工学研究所取締役社長 

槙田邦彦 丸紅(株)顧問、元外務省アジア大洋州局長、元シンガポール、エジプト大使 
マイク河原 歌手・作詞家・作曲家 

馬越恵美子 桜美林大学教授、異文化経営学会会長 
政岡 寛 (株)ウェスト･ビューロー会長 

増野文紀 （株）FTプロモーション代表取締役 
増井 彰 (株)マスヰ代表取締役 

増岡真一 (株)増岡組社長 
益子哲郎 オリックス(株)執行役地域営業本部長 

http://www.gojin.co.jp/
http://www.gojin.co.jp/
http://www.fukui-chubou.co.jp/
http://www.fukui-chubou.co.jp/
http://www.activebit.co.jp/
http://www.activebit.co.jp/
http://www.japan-pni.jp/
http://www.japan-pni.jp/
http://www.moeginomura.co.jp/
http://www.moeginomura.co.jp/
http://www.hokao.jp/
http://www.hokao.jp/
http://www.hokao.jp/piacere
http://www.hokao.jp/piacere
http://www.ajipro.co.jp/
http://www.ajipro.co.jp/
http://a-hoshino.com/
http://a-hoshino.com/
http://a-hoshino.com/
http://www.syokuseikatu.com/
http://www.syokuseikatu.com/
http://asia-orph.main.jp/index.html/
http://asia-orph.main.jp/index.html/
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升田高寛 東京多摩日米協会理事、(株)東急文化村社長、東京急行電鉄(株)グループ事業本部副事業本部長 

増田哲也 専門学校東京国際ビジネスカレッジ学校長 
増田俊男 時事評論家、増田俊男事務所代表者 

増田俊秀 三幸ファシリティーズ（株）代表取締役社長 
増田寛也 野村総合研究所顧問、 東京大学公共政策大学院客員教授、元総務大臣、元岩手県知事  

増田優一 国土交通省事務次官 
増田祐治 東京電力(株)常務執行役 

増田義人 元奈良県東京事務所長 
桝野龍二 公益財団法人 日本海事センター 理事長 

桝本晃章 (一社)日本動力協会会長 世界エネルギー会議日本国内委員会議長 
増山壽一 日本経済を強くしなやかにする会 増山としかずと未来エネルギーを考える会代表 

マダム聖子ハッサン 国際ビジネスコンサルタント、マルタ会会長 
又吉教太 一般社団法人日本記念日評議会理事長 

町田典子 (株)クレア役代表取締 
松井壽一 イナホ(株)代表取締役、医療ジャーナリスト、日本医学ジャーナリスト協会副会長 

松井武久 技術経営研究センター所長、未来農林事業開発研究会会長 
松井道夫 松井証券(株)社長 

松井道昭 (株)松井物産社長 
松浦 隆 横浜市ソフトボール協会理事長 

松浦三郎 一般社団法人 学校評価研究所代表理事 
松浦 靖 （株）松浦工務店顧問 

松浦良和 （株）熊谷組常任顧問、元農林水産省中国四国農政局長 
松尾 篤 中国社会科学院中日経済研究センター客員教授、元経済企画庁長官秘書官 

松尾和彦 ゾンデックス(株)社長 
松尾茂弘 (株)ダブルエル顧問 

松岡健次 CVS 東京代表取締役 
松岡佐知子 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士 

松岡祐作 松岡祐作都市建築計画事務所(一級建築士) 
松岡良伯 オリックス・ゴルフ・ホ－ルディングス(株)取締役会長 

松川真澄 俳優、劇的朗読家、松川事務所代表 
松澤 厚 農政ジャーナリスト 

松澤雅世 俳句結社「四季」主幹(俳誌) 
松田貞男 （株）マツダ・明勝学院代表取締役 

松田喬和 毎日新聞社特別顧問 
松下 隆 特定非営利活動法人科学技術者フォーラム正会員 

松田憲幸 ソースネクスト(株) 
松田昌士 東日本旅客鉄道(株)相談役、元会長 

松田 学 未来社会プロデューサー、松田政策研究所代表、元衆議院議員 
松田 堯 前(社)全国森林レクリェーション協会会長、元林野庁長官 

松永虔士 日本予防医学行政審議会事務局長、元(学)松永学園理事長、元お茶の水医療秘書歯科助手専門学校長、元札幌お茶の水医療秘書
歯科助手専門学校長、元福岡お茶の水医療秘書歯科助手専門学校長 

松野八郎 (株)松野八郎綜合建築設計事務所社長  

松原勝久 （一社）氷見市観光協会代表理事会長 
松原謙一 (財)畜産生物科学安全研究所理事長 

松原孝明 大東文化大学法学部准教授 
松藤保孝 全国市町村国際文化研修所 教務部長兼教授 

松本 明 大和ハウス工業(株)経営管理本部 CSR推進室長 
松本一紀 東京発電(株)元社長 

松本 健 東京中央経営(株)執行役員 
松本寿吉郎 ＴＯＭＡコンサルタンツグループ(株)企画営業担当部長 

松本淳一郎 (株)日本 YCR Your Communications Resouｒce 常務取締役、NPO法人日本児童文化教育研究所理事 
松本 剛 サンワ通商(有)取締役社長 

松本 孝 三和実業(株)社長 
松本哲郎 前(株)CEAFOM 常務取締役、元ソニー(株) 

柗本俊洋 JESCO ホールディングス(株)社長 
松本 洋 エーピーアイコンサルタンツ(株)代表取締役社長 

松本 洋 (財)国際文化会館理事 
松本博之 東洋システム開発(株)代表取締役社長 

松本正毅 (社)日本全身美容協会 理事長 
松本昌之 西川茂法律事務所 弁護士 

的川泰宣 元宇宙航空研究開発機構宇宙教育センター長、工学博士 
真野博司 （株）産業立地研究所 取締役相談役 

まほろば薫 歌人 
黛 泰次 ビジネスプロデューサー、各種団体･理事･事務局長 

丸 美由紀 アーティスト、クリエーター 
丸山 聡 北九州市シティプロモ－ション首都圏本部東京事務所本部長 

丸山静香 日本伝統書道 家元 
丸尾智彦 澤田ホールディングス(株)顧問、エイチ･エス証券(株)管理本部長、(株)廣済堂取締役 

丸山隆平 経済ジャーナリスト 
丸山祥夫 英語教師 

萬田和彦 NPO 広報駆け込み寺副代表、（株）マクニカ・アドバイザー、前 NEC 常務理事・支配人副代表 
三浦恵美里 (株)ミウラ･ドルフィンズ代表取締役 

三浦碧子 (医)尽誠会三浦クリニック副理事長、海外公益法人日本・アセアン・ＶＩＰレディス財団理事長会長 
三浦光昭 (一社) 日本経済人懇話会理事 

三浦雄一郎 プロスキーヤー 
三神茂身 (株)ふるさと研究代表取締役 

三木 修 郵政政策研究会東京地方本部専務理事、山下商店街振興組合代表理事 
三木一正 (一社)日本健康増進財団理事長認定 NPO日本胃がん予知診断・治療研究機構理事長 

右田圭司 NPO FBO 理事長 
三須愛子 日本無害株式会社代表取締役 

水嶋修三 (株)JTB 九州代表取締役、元社長 
水谷克己 東京電力(株)顧問、元常務取締役 

水谷光明 信楽焼作家、パッケイジデザイナー、(有)風人舎社長 
水野 清 元建設大臣、元総務庁長官、元自民党総務会長、元行政改革会議事務局長 

水野高太郎 みずほ総合研究所（株） 主任コンサルタント 
水野雄氏 旭化成(株)取締役兼常務執行役員 

水野千秋 (株)松竹マルチプレックスシアターズ 常務取締役事業推進室担当 

溝畑 宏 前観光庁長官 
溝部妙子 合同会社 VICode 代表 

溝部達司 合同会社 VICode 会長 
三田 清 NTT都市開発(株)取締役相談役、前社長 

三田 譲 流通経済大学社会学部国際観光学科准教授 
三田義之 流通科学大学教授 

光井信行 伊藤忠ケミカルフロンティア(株)専務 
三石 寛 美容未来研究会理事長 

三橋昌幸 (社)日本炊飯協会理事事務局長 
光増 清 前 賀茂鶴酒造(株)東京事務所所長 

光本幸子 女優(｢男はつらいよ｣初代マドンナ) 
三屋裕子 スポーツプロデューサー〈元全日本バレーボール選手〉 

深山英世 株式会社レオパレス 21 相談役、前社長 
皆川芳嗣 元農林水産事務次官 

http://www.chokugen.com/
http://www.chokugen.com/
http://www.just.st/7205099
http://www.clea.co.jp/
http://www.clea.co.jp/
http://www.kkmatsui.com/
http://www.kkmatsui.com/
http://www.china-japan.jp/
http://www.china-japan.jp/
http://www.shinrinreku.jp/
http://www.shinrinreku.jp/
http://www.riasbt.or.jp/
http://www.riasbt.or.jp/
http://www.gnavi.co.jp/eikokuya/
http://www.gnavi.co.jp/eikokuya/
http://www.ceafom.co.jp/
http://www.ceafom.co.jp/
http://jtba.gr.jp/
http://jtba.gr.jp/
http://www.jaxa.jp/
http://www.jaxa.jp/
http://www.snowdolphins.com/
http://www.snowdolphins.com/
http://www.tepco.co.jp/
http://www.tepco.co.jp/
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南美希子 エッセイスト 

南 博泰 電友会本部常任理事事務局長 
峰 賢一 （株）中電工代表取締役副社長兼執行役員東京本部長 

箕浦 惠 NPO 法人多摩サロン、元(株)大成出版社相談役 
箕浦聡司 (株)ニチレイビジネスパートナーズ代表取締役社長 

箕田健生 とだ眼科 名誉院長、元帝京大学市原病院長 
三原種昭 元大明(株)会長 

見藤日勝 信楽院住職 
三村俊隆 タイコー(株)社長 

宮内淑子 (株)ワイ・ネット、メディアスティック(株)代表取締役社長、代表取締役社長 
宮城利行 (株)ジェイ・スポーツ会長、元(株)ティーガイア会長 

宮越崇史 東芝プラントシステム(株)顧問 
宮崎 緑 千葉商科大学政策情報学部大学院政策情報学研究科学部長・教授 

宮崎元胤 (株)NTTデータ常勤監査役 
宮澤豊次 アルペンローゼ(株)代表取締役 

宮園雅敬 農林中央金庫副理事長 
宮田 勇 元全国農業協同組合中央会会長 

宮田 修 熊野神社宮司 
宮田年耕 首都高速道路（株）代表取締役社長 

宮地雅典 カゴメ(株)中国支店支店長 
宮治正志 神奈川県政策局知事室長 

宮本圭一 (株)TW 北海道社長 
宮本隆之 広島県東京事務所所長 

宮本卓緒 トネ町 T-ONEプロジェクト代表理事 
宮本達司 エコロジー(株)代表取締役 

三輪昌勝 NEC トーキン(株)前常勤監査役 
三輪佳子 日本道義主義の会 幹事 

三輪睿太郎 農林水産省農林水産技術会議会長 
三輪有子 Valiant Univesity International 学長 

向井一誠 (財)ひろぎん経済研究所理事長 
向井恒雄 (株)立芝社長 

向井治紀 内閣官房内閣審議官内閣府番号制度担当室長 
向井弘人 ニューホライズン・インベストメント(株)会長 

向笠正夫 (株)インターネット取締役、元日本テレビ放送網(株)、やまなし大使、笛吹市ふるさと大使 
向井由汎 (株)ニューミクロス代表取締役社長 

百足芳徳 (社)全国米麦改良協会副会長専務理事、(社)日本食糧協会常務理事 
牟田多寿子 （株）カメリアコーポレーション・九州の旅代表取締役 

務台昭彦 （株）シーエス日本代表取締役社長 
紫月智子 （株）Angel Beauty 代表取締役 

武藤徹一郎 癌研有明病院･メディカルディレクター、名誉院長 
武藤弘樹 (株)アール・ハープ代表取締役社長 

武藤 浩 国土交通事務次官 
夢童由里子 造形作家、愛知工業大学客員教授、名古屋造形芸術大学客員教授 

宗像文夫 日成ビルド工業(株)経営戦略本部顧問 
宗像文夫 (一社)次世代無人機航空機技術革新機構 特別顧問 

村井光治 全国水産物商業協同組合連合会専務理事 
村井史郎 シークス(株)会長兼ＣＥＯ 

村井 浩 奈良県知事公室長 
村上一平 (株)日清製粉グループ本社社長 

村上加良子 (株)喜田寛総合研究所専務 
村上 悟 ゴール・システム・コンサルティング(株)社長 

村上滋克 (株)メディアプラン村上事務所社長 
村上修一 村上技術士事務所所長 

村上處直 防災都市計画研究所代表、NPO災害情報センター理事、危機管理システム研究学会会長 
村上隆男 サッポロホールディングス(株)社長 

村上快史 学校法人村上学園 日本健康ビジネス専門学校校長 
村上正倫 せいれん会計事務所所長・税理士 

村上雅則 野球評論家(日本人メジャーリーガー第一号) 
村木 茂 東京ガス(株)代表取締役副社長執行役員エネルギーソリューション本部長 

村越 功 (株)ロイヤル･サービス代表取締役 
村田 治 関西学院大学学長 

村田俊彦 株式会社大林組建築本部長、常務執行役員 
村田吉三郎 (社)日本林業土木連合協会相談役 

村田三二 （株）トップオブハート代表取締役、協同組合日本写真家ユニオン理事 
村山啓一 日本林業技士会専務理事 

村山憲司 衆議院議員小沢鋭仁事務所顧問 
ムウェテ･ムルアカ 外国人タレントプロダクション事業協同組合、工学博士 

室 勝弘 リコージャパン(株)取締役 
室谷正裕 一般社団法人日本民営鉄道協会常務理事 

毛利茂樹 東洋建設(株)社長 
毛利信二 国土交通事務次官 

毛利俊夫 (株)日本総合研究所理事、クレジット･スコアリング研究所長 
望月明美 銀座クラブ「ル・ジャルダン」オーナーママ 

望月吾郎 (社)日本音楽著作権協会・評議員、(社)日本作曲家協会・理事、全日本音楽著作家協会・常任理事、ＦＩＭ富士の国・国際音楽文化協会理
事長、作曲・編曲声楽家 

本明 勝 モトアキ工芸代表 

端木正和 (株)サ－チナ社長 
本巣和秋 九州旅客鉄道(株)東京支店支店長 

元吉祐一 東京フィデス（株）取締役（営業担当） 
籾井勝人 日本放送協会会長、前日本ユニシス(株)社長 

森 吉二 (株)グリーンメモリアル代表取締役、全国経営者団体連合会理事 
森 文彦 森歯科医院院長 

森 昌夫 微少循環研究所所長、復旦大學医学院顧問教授 
森 正光 石上神宮宮司 

森 勝 元コスモエンジニアリング(株)社長、会長、エヌ・エスオイル(株)社長  
森岡照夫 (株)森京介建築事務所専務取締役 

森川 靖 早稲田大学人間科学学術院教授 
森川洋一 大福株式会社 代表取締役 会長 

森木 亮 経済工学研究所所長、経済評論家 
森重進治 中国情報システム(株)代表取締役 

森下俊三 元西日本電信電話(株)社長 
森田 修 （株）クリアコンサルティング代表取締役 

森田 徹 ケアリゾートホテル府中総支配人 
森永正彬 (社)全国農地保有合理化協会副会長 

森野邊大作 （株）DBC 代表取締役、元（株）全日警取締役 
もりむら眞澄 晃生観（こうせいかん） 薬剤師 鍼灸師 食養生 カウンセリング 歌い手 

森本明雄 山京商事(株)常務取締役 
森本勝好 森本鐵鋼産業（株）常務取締役 

森本 敏 拓殖大学海外事情研究所長 
森本直孝 (株)MKC 代表取締役(技術士)、元防衛施設庁技術審議官 

http://www.valiantuniv.com/
http://www.valiantuniv.com/
http://www.tateshiba.co.jp/
http://www.tateshiba.co.jp/
http://www.kidaken.co.jp/
http://www.kidaken.co.jp/
http://heiankyo.co.jp/
http://heiankyo.co.jp/
http://www.le.jardin.co.jp/
http://www.le.jardin.co.jp/
http://www.unisys.co.jp/
http://www.unisys.co.jp/
http://www.cosmoeng.co.jp/
http://www.cosmoeng.co.jp/
http://www.nouchi.or.jp/
http://www.nouchi.or.jp/
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森本昌憲 藤田観光(株)取締役会長 

森山宣雄 (株)ライトマネジメントジャパン特別顧問、くまもとシニア大使 
森 有一 メビオール（株）代表取締役社長 

師岡孝次 国際学士院大学副総長 
諸橋 泰 元(株)ANA 総合研究所常勤顧問 

諸星 衛 (財)NHK インターナショナル理事長 
八木宏純 駐日モンテネグロ名誉領事館館長、銚子観光大使、日本大学校友会役員、アケアン CO.LTD代表取締役 

八木洋介 (株)LIXIL グループ執行役副社長 
八木橋五郎 (株)ミライト・ホールディングス代表取締役会長 

矢﨑荘太郎 日本フエルト(株)上席執行役員 
矢澤京子 RBC ロイヤルビューティークラブ代表、国際フロモート RBC プリンセス事業部 

矢澤洋一 元日経 BP 監査役 
屋敷一宏 一般社団法人フォレストック協会専務理事 

矢島徹雄 関越ソフトウェア㈱代表取締役 
安井和男 (財)日本相撲連盟常務理事、1986 年天皇杯全日本相撲選手権優勝者(アマチュア横綱) 

安井弘高 (株)バロックス社長 
安川如風 (株)天地遊々神と仏と和の会主宰 

安田育生 ピナクル(株)代表取締役会長兼 CEO 
安田尚子 (株)夢風船社長、前医療法人社団安田病院副理事長 

谷田部 淳 テレビ放送企画(株)社長 
柳井紘正 (株)柳井代表取締役 

柳内光子 山一興産(株)社長、浦安商工会議所会頭 
柳澤孝彦 (株)柳澤孝彦+TAK 建築研究所代表取締役 

柳下和夫 22 世紀学会理事長、情報総合研究所代表 
栁瀬 聰 (株)駐車場綜合研究所社長  

柳瀬唯夫 経済産業省経済産業政策局長 
矢野博丈 (株)大創産業社長 

矢野弘典 中日本高速道路(株)前会長、(社)日本経済団体連合会元専務理事 
矢作大輔 キクマ･プロモーション(株)社長 

矢野 弾 月刊カレント(株)潮流社代表取締役、(株)矢野経済研究所特別顧問 
藪中三十二 立命館大学教授、野村総研顧問 

山浦鉱一 石油連盟前専務理事 元経済産業省 
山尾百合子 (株)メイン社長 

山岡靖義 行政書士･著述業、(社)隊友会入間地区協議会長 
山川鉃郎 在チェコ日本国大使館特命全権大使、元総務省審議官 

山岸 伸 写真家 
山岸 実 エス･ティー･エヌ(株)代表取締役 

山口隆祥 ジャパンライフ(株)会長 
山口知明 JX リサーチ（株）執行役員 

山口 務 NPO アジア起業家村推進機構理事長 
山口伸人 弁護士法人はるか YNM 法律事務所弁護士代表社員 

山口慶剛 （株）東芝 産業政策渉外室長、 理学博士 
山口展弘 精糖工業会前専務理事 

山口博以 タイムグラースプ(株)社長 
山口幹雄  NＰＯ法人商環境再生推進機構理事長 

山口道子 声楽家、武蔵野音楽大学･准教授 
山口義夫 北九州商工会議所ルネッサンス大使、山口義夫税理士事務所 

山崎 聰 現代俳句協会副会長、国際俳句交流協会常務理事 
山﨑 毅 NPO 食の安全と安心を科学する会理事長 

山崎範夫 (株)サッポロライオン元社長 
山﨑久道 図書館サポートフォーラム 代表幹事 

山﨑養世 日本コアパートナー(株)社長 
山﨑幸信 スズキ財団専務理事 

山﨑隆造 建築家・山﨑隆造アトリエ 
山崎 都夫 一般社団法人臨床ゲノム医療学会専務理事 

山下勝也 （株）フロンティアズギルド社代表取締役社長 
山下輝男 ＮＰＯ法人 平和と安全ネットワーク理事、元陸上自衛官 

山下正幸 （株）ハイモ 代表 
山下晋彦 東京貿易金属(株)顧問 

山下靖典 (有)Y＆Y代表、元朝日新聞記者 
山田和彦 公益財団法人日伊協会 専務理事 

山田和之 (株)一級建築士事務所アルテ･ワン代表取締役、日本大学講師、日本建築家協会会員 
山田謙二郎 山梨県人会連合会事務局長 

山田早苗 NPO JAPAN NOW 観光情報協会理事 
山田たかお 公益社団法人虹の会理事、㈳日本作家クラブ常任理事、(株)山高帽 

山田 実 (株)龍村光峯副社長、一般社団法人日本伝統織物研究所理事 
大和 寛 日本 PRM(株)社長 

山中紀明 特定非営利活動法人日本モーゲージプランナーズ協会理事長 
山中英雄 関西学院同窓会副会長・東京支部長 

山中好文 (株)マルニ代表取締役社長 
山野雅史 メットライフ生命保険(株) 

山見博康 山見インテグレ－ター(株)社長 
山村純也 (株)らくたび 

山村洋行 NPO 法人平和と安全ネットワーク事務局長、元海上自衛隊第 1 輸送隊司令 
山本勝弥 (株)オージス総研前監査役 

山本寛斎 (株)山本寛斎事務所 EXECTIVE PRODUCER/DIRECTOR&DESIGNER 
山本恭子 (株)アドバンスファクト社長 

山本憲二 (有)ヤマサ代表取締役 
山本憲治 リベラ(株)社主 

山本 聖 ㈱クラウンアーツ取締役副社長 
山本大博 航空連合会長 

山本富造 山本化学工業(株)代表取締役 
山本直樹 日本会議正会員 

山本 博 東洋アルミニウム(株)社長 
山本 弘 (株)山福 代表 

山本博司 (株)エグザクト社長 
山本 稔 (株)カナミックネットワーク取締役会長 

山本芳樹 東京エグゼクティブ・サーチ(株)執行役員 
山元雅信 山元学校学長、国際ビジネスコンサルタント 

山本美津子 ギャラリーTAO道代表取締役 
山谷吉宏 元北海道副知事 

湯川伸郎 JFEエンジニアリング(株)東京支店長 
湯川れい子 音楽評論家、作詩家、(社)日本作詞家協会会長 

湯田 康史 株式会社ミライト 執行役飲 人材開発部長 
柚木憲一 (財)地域総合整備財団(ふるさと財団)理事長 

行俊 美和 (株)行俊エステート社長 
横井清人 ピ・アンド・エス(株)代表取締役社長 

横尾 保 ヨコオエンジニアリング(株)社長 
横尾英博 内閣府内閣官房知的財産戦略推進事務局長 

横倉恒雄 医療法人社団健人会横倉クリニック院長 
横倉 肇 (有)スタ-トライン社長 

http://www.rightjapan.co.jp/
http://www.rightjapan.co.jp/
http://www.nihonsumo-renmei.jp/kiroku/18.html
http://www.nihonsumo-renmei.jp/kiroku/18.html
http://www.valox.jp/
http://www.valox.jp/
http://www.furusatotv.jp/www.pinnacle.co.jp/
http://www.furusatotv.jp/www.pinnacle.co.jp/
http://www.tak-archi.co.jp/
http://www.tak-archi.co.jp/
http://www.c-nexco.co.jp/
http://www.c-nexco.co.jp/
http://www.kikumapro.co.jp/
http://www.kikumapro.co.jp/
http://www.stn-group.com/
http://www.stn-group.com/
http://www.ginzalion.jp/index.html
http://www.ginzalion.jp/index.html
http://www.rakutabi.com/
http://www.rakutabi.com/
http://www.exact.co.jp/
http://www.exact.co.jp/
http://www.yamamoto-gakko.com/
http://www.yamamoto-gakko.com/
http://www.rainbow-network.com/
http://www.rainbow-network.com/
http://www.kenkogairai.com/
http://www.kenkogairai.com/
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横倉正志 NPO 法人社会資源再生協議会理事長 

横田四郎 元富士物流(株)常勤監査役 
横田 勝 AJCC(株)取締役 

横山和成 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 
横山禎徳 (株)イグレック代表取締役 

余郷昌昭 大明(株)常勤監査役、(財)日本移動通信システム協会理事 
吉井章夫 (株)アサツ－ディ・ケイ執行役員第 13 営業本部長 

吉岡高志 （株）東京海上研究所主席研究員 
吉岡広小路 前三次市長 

吉ケ江武男 (株)神鋼環境ソリューション取締役常務執行役員 水環境技術本部 本部長 
吉川昭彦 日野自動車㈱専務役員 

吉川幸人 青紫蘇農場（株）代表取締役前公益社団法人日本農業法人協会理事 
吉崎蓮一 株式会社工ー・ディー・デザインビルドーレド取締役、元(株)塩浜工業副社長 

吉澤 猛 長野県東京事務所長 
吉田佳代 梅乃宿酒造(株)常務取締役 

吉田賢治 一般社団法人フォレストック協会理事 
吉田拓洋 丹波乳業(株)代表取締役 

吉田武男 筑波大学人間系教授・博士(教育学）、教育学類長 
吉田信美 (株)自動車経営開発研究所所長 

吉田 浩 (株)天才工場社長・出版プロデューサー 
吉田 誠 農林水産省 林野庁林政部木材利用課長 

吉田 学 (株)タイズスタイル代表取締役 
吉田正明 政経時事社代表、元衆議院議員秘書、元参議院議員公設秘書 

吉田雅彦 観光庁観光地域振興部長 
吉中康麿 広島大連交流協会会長 

吉永正信 全国農業協同組合連合会代表理事専務 
吉野純子 医療法人社団誠敬会 副理事長 

吉野真由美 プレゼン話し方研究所(株)社長、(社)プレゼン話し方検定協会代表理事、(社)日本テレアポ検定協会代表理事、(社)国際医療経営学会代表理事 
吉原三夫 (株)わくわく製作所社長 

吉満啓三 (株)ハッピーカンパニー取締役営業顧問 
吉村作治 早稲田大学名誉教授 

吉村 進 グローバルオートグループ(株)最高執行責任者 
吉村たかみ (株)コレクションインタ－ナショナル社長 

吉村卓三 一般社団法人日本作家クラブ会長、動物学博士、作家 
吉村徳則 (株)成研社長 

吉村 昇 秋田大学工学資源学部学部長 
吉村久夫 日経 BP 社特別参与、元社長、東京佐賀県人会会長 

吉村壽員 吉村税務会計事務所税理士 
吉村泰明 カワセコンピュ－タサプライ(株)取締役営業部長 

吉村善和 (株)吉善商会 代表取締役社長 
吉本章子 暮しの森司法書士事務所代表認定司法書士 

依田 巽 (株)ティーワイ リミテッド会長 
米澤敏夫 新日鐵住金ステンレス(株)相談役 

米澤房明 メガネのヨネザワ社長 
米世哲浩 (株)アーバネットプロデュース社長 

米世智美 (株)アーバネットプロデュース取締役 
李 宝珠 (株)シンギー社長 

劉 勇 コリトレール（株）会長 
緑匠・又右衛門 TEA's Design(株)代表取締役 

レイナ里亜 西洋占星学研究家 
ロッキー田中 富士山の写真家 

若山利文 (株)サンテック代表取締役社長 
湧井敏雄 (株)横浜グランドインターコンチネンタルホテル専務、浜銀総合研究所顧問 

和合治久 埼玉医科大学保険医療学部教授・初代学科長 
渡辺 修 石油資源開発(株)社長、元通産次官、元ジェトロ理事長 

渡辺喜一 元大蔵省財務官、元中小企業金融公庫総裁 
渡邉径子 (株)星野リゾート 

渡邉貢一 一般社団法人フォレストック協会理事 
渡邉謙一 Office KMW 代表 

渡邊 昌 公益社団法人 生命科学振興会理事長 
渡邊史朗 公益社団法人神奈川県病院協会会長 

渡辺 琢 (有)渡辺琢事務所代表取締役 
渡邊長武 (財)日本レスリング協会、全日本マスターズレスリング連盟理事 

渡辺 昇 サン･ノーブル･グループ会長 
渡邉久敏 (株)ワールドビュウ役代表取締役 

渡邊 宏 日本熟齢放送(株)代表取締役社長、日本デジタル放送サービス(株)副社長 
渡部浩延 co2-8kg 事務局相談役 

渡辺文雄 元栃木県知事、(財)栃木県国際交流協会顧問  
渡辺 恂 (株)日本Ｍ＆Ａセンタ－顧問 

渡辺政男 アジアアフリカ文化財団評議員、 (株)アジア･ビジネスコーディネーターズ ABC アカデミー代表取締役 
渡辺美喜男 (株)リベラルタイム出版社社長 

渡辺 充 埼玉県総合調整幹 
渡邉洋一 農林水産省大臣官房国際部国際部長 

渡辺隆一 日本パーティサービス(株)代表取締役社長 
和田典雄 公益財団法人日本棋院事務局長 

和田裕充 公認会計士和田会計事務所所長 
和田政利 co2-8kg 事務局代表 

和田まり子 NPO 地球元気塾副理事長 
和田みな 正しい教科書を選ぶ会／ＨＳ政経塾 代表 

  
  

元顧問  
伊原美樹 日野自動車㈱常務役員 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://purism.biz/reina/
http://purism.biz/reina/
http://www.rocky-fuji.com/
http://www.rocky-fuji.com/
http://www.world-view.co.jp/
http://www.world-view.co.jp/
http://www.co2-8kg.jp/
http://www.co2-8kg.jp/
http://www.l-time.com/
http://www.l-time.com/
http://www.co2-8kg.jp/
http://www.co2-8kg.jp/
http://www.chikyugenki.org/
http://www.chikyugenki.org/
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                    支 局 長          （５０音順・敬称略 231021） 
 
※御役職は登録を頂いた時点の御役職の方と、その後異動により修正させて頂いた方とが御座います。 
 
氏 名 

 
当法人以外の主たる役職・経歴等 

秋本義一 鳥取支局長 
井部辰男 上越支局長 新潟県上越農協経営管理委員会委員 
岩田恒典 喜多方支局長 笹正宗酒造(株)社長 
榎並 毅 広島支局長 ㈱大創産業監査役 
大森壮晃 石巻支局長 キーワード㈱顧問 
毛馬内道夫 鎌倉支局長 旧盛岡藩士桑田 
坂下義紀 京都支局長 京都観光企画(株)社長 
田中由夫 千葉支局長 ㈱キューアンドピー社長 前千葉県議会議員 
玉井常貴 秋津野支局長 秋津野塾事務局長､秋津野直売所きてら 
徳田佳武 長崎県壱岐支局長 
戸塚 守 北海道支局長 北海道農協中央会前常務理事 
菅原洋道 仙台支局長 写真愛好家、保険代理店経営 

                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sasamasamune.com/indext.html
http://www.sasamasamune.com/indext.html
http://akizuno.net/web/index.html
http://akizuno.net/web/index.html
http://www.kiteraga.com/

