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東京都 大石 正明 ネイチャーコンサルティングオフィス 中小企業診断士 080-5426-2231 ooishi@zj8.so-net.ne.jp

東京都 岩城 繁 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 03-5219-6724 s_iwaki@smfl.co.jp

東京都 庭野 勉 コンサルティングオフィス共創 中小企業診断士 042-457-5713 t-niwano@jcom-home.ne.jp http://www.comsul-ks.com/

東京都 丸山 芳子 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ 中小企業診断士 03-6265-6442 2y-maruyama@wba.co.jp http://www.wba.co.jp

東京都 松井 淳 まついマネジメントオフィス 中小企業診断士 042-355-2232 m10n@xd5.so-net.ne.jp

東京都 赤松 剛 赤松剛税理士事務所 税理士、中小企業診断士 03-3763-2272 akapinekaikei@gmail.com http://akapinekaikei.sakura.ne.jp

東京都 松田 恭子 株式会社結アソシエイト 080-5077-3049 matsuda@agri-assist.biz http://www.fmric.or.jp/facobank/data/13002.html

東京都 川合 忠信 川合会計事務所 公認会計士、税理士 0355799059 info@kawai-kk.jp http://www.kawai-kk.jp

東京都 曽田 暁 大田区 03-6424-8655 sota-s4830@city.ota.tokyo.jp http://www.city.ota.tokyo.jp

東京都 西前 真宜 南日本銀行 03-3258-7311

東京都 大西 隆宏 アサヒグループ芸術文化財団 中小企業診断士 03-5608-5202 takahiro.onishi@asahibeer.co.jp

東京都 伊沢 豊 中小企業診断士 y.izawa.agri@gmail.com

東京都 井上 敬裕 社会保険労務士法人アスラク 中小企業診断士、社会保険労務士 03-6427-4122 info@inoue-jimusho.com http://www.inoue-jimusho.com/

東京都 江崎 秀之 マネージメントアシスタンス株式会社 中小企業診断士、社会保険労務士 090-8387-0452 ezakiayh@yahoo.co.jp http://ezakiayh.wixsite.com/management

東京都 上野 恭介 株式会社ベネフィットソリューションパートナーズ 中小企業診断士 03-5419-7266 ueno@benefit-sp.com

東京都 原田 優昭 合同会社大正商事 090-2079-9864 harada@finance-support.net http://finance-support.net/

東京都 庄子 千織 シス・プロデ株式会社 080-5503-6935 sho.desk663@gmail.com

東京都 清水 康雄 清水中小企業診断士事務所 中小企業診断士 03-3794-6593 suigun_line@yahoo.co.jp

東京都 谷口 麻由子 株式会社野村総合研究所 090-7230-0686 m2-taniguchi@jnri.co.jp http://www.nri.com/jp

東京都 沼岡 啓太 ＪＡ三井リース株式会社 03-6775-3456 knumaoka@jamitsuilease.co.jp http://www.jamitsuilease.co.jp

東京都 芳川 昌大 ビジネスアスリーツ株式会社 公認会計士、税理士、中小企業診断士 03-6205-4128 masahiro.yoshikawa@businessathletes.co.jo http://www.businessathletes.co.jp

東京都 中村 彰 ＥＹ新日本有限責任監査法人 公認会計士

東京都 中村 哲也 OfficeMARU 中小企業診断士 nakamura.tetsuya@office-maru.com

東京都 吉川 順子 吉川順子税理士事務所 税理士、中小企業診断士 050-5892-5431 yoshikawa@yjoffice.co.jp http://77junko.com

東京都 渡邊 珠子 いつき会計労務事務所 公認会計士、税理士、社会保険労務士 03-5842-1193 info@itsuki-tax.jp http://www.itsuki-tax.jp

東京都 磯島 治之 磯島治之税理士事務所 税理士 070-6641-6215 fahrenheit451@guitar.ocn.ne.jp

東京都 田島 寛司 矢羽コンサルティング 中小企業診断士 090-6101-7891 yabanecon@ab.auone-net.jp https://yabanecon.com

東京都 坪井 豊明 みらい形 中小企業診断士 090-7905-2309 miraikei1@gmail.com

東京都 仲光 和之 株式会社ソウルスウェットカンパニー 中小企業診断士 070-1309-8576 nakamitsu@soulsweatco.com

東京都 橘 真美子 個人事業主（中小企業診断士） 中小企業診断士 tachibana.mamiko@gmail.com

東京都 井上 征爾 NorinchukinBankEuropeN.V. 中小企業診断士 05058098017 se.inoue@gmail.com

東京都 石井 宏 石井宏税理士事務所 税理士 0422-27-5680 info@141tax.com https://141tax.com

東京都 東山 秀之 税理士HGS総合事務所 税理士 042-426-8883 info@hgs-office.biz http://hgs-office.biz/
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東京都 三浦 伸太郎 UHY東京監査法人 公認会計士 03-5410-1391 shintaro.miura@uhy-tokyo.or.jp uhy-tokyo.or.jp

東京都 溝上 愛 アグリビジネス投資育成株式会社 中小企業診断士 03-5283-6688 a-mizoue@agri-invest.co.jp https://www.agri-invest.co.jp/

東京都 小山 武仁 中小企業診断士・税理士・行政書士小山武仁税理士事務所 税理士、中小企業診断士 0120-103-744 t.koyama@fdc-tax.com https://www.fdc-tax.com

東京都 末田 竜一郎 独立行政法人農林漁業信用基金 03-3294-4483

東京都 安倍 郷子 安倍郷子税理士事務所 税理士 050-5361-7029 abe@kyoko.beer https://abe-tax.biz/

東京都 ニシムラ ユウキ SOMPOリスクマネジメント株式会社 05038087266

東京都 山本 大造 山本大造税理士事務所 税理士 042-468-0441 info@yamamoto-office.jp http://www.yamamoto-office.jp/

東京都 小泉 勝巳 プレライズ会計事務所 公認会計士、税理士 03-6887-1039 k.koizumi.cpa@gmail.com https://plerize.com

東京都 清水 敬祐 日本工営株式会社 中小企業診断士 03-5276-2762

東京都 田島 一儀 税理士法人北島綜合会計事務所 03-3995-3661 kazuyoshi_tajima@ksk-tax.com https://www.tkcnf.com/km

東京都 小泉 航二郎 小泉中小企業診断士事務所（自営業） 中小企業診断士 080-5129-5699 kojirozm@gmail.com

東京都 佐藤 正洋 税理士・社会保険労務士さとう会計事務所 税理士、社会保険労務士 042-632-2570 info@satoh-kaikei.net www.satoh-kaikei.net

東京都 髙尾 幸義 アグリビジネス投資育成株式会社 03-5283-6688 y-takao@agri-invest.co.jp https://www.agri-invest.co.jp/

東京都 名取 和宏 全国農業協同組合連合会 中小企業診断士 03-6271-8177

東京都 髙田 健 野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社 03－3281－0780

東京都 太田 広江 リバティマインド社会保険労務士法人 社会保険労務士 050-3554-4864 nice@liberty-mind.jp https://liberty-mind.jp/

東京都 田代 祐一 田代祐一会計事務所 税理士 03-3223-1158 tashiro-yuichi@tkcnf.or.jp tashiro-yuichikaikei.tkcnf.com

東京都 宮路 幸人 多賀谷公一税理士事務所 税理士 0338011582 yukihito@topaz.plala.or.jp

東京都 濱野 智史 税理士法人ＡＳＴＡＣＳ 税理士 0362281480 s.hamano@astacs.or.jp

東京都 横山 剛史 明治飼糧株式会社 中小企業診断士 03-5653-1523 t.yokoyama@meijifeed.co.jp https://www.meijifeed.co.jp/


