
No 役職 事業所名 部員名 業種 住所
1 部長 日本緑地㈱ 出原信太郎 造園・土木業 日進市野方町
2 副部長 樹風 洞口大樹 外構・エクステリア・造園 日進市藤塚
3 副部長 濱田社会保険労務士事務所 濱田朋矢 社会保険労務士 名古屋市天白区八事
4 副部長 司法書士いまもと事務所 今本亮太 司法書士 名古屋市天白区向が丘
5 総務 NPO法人まなぶみ 周防智和 教育 日進市岩藤町
6 監査委員 ㈱asquisse 本田祐敏 家具・雑貨小売 日進市竹の山
7 監査委員 日進東山ゴルフセンター 萩野佑貴 ゴルフ練習場 日進市東山
8 常任委員 アーキデザインハウス㈱ 小濱康弘 不動産業 日進市五色園
9 常任委員  +libero.hair labo 金沢大喜 美容師 名古屋市名東区極楽
10 常任委員 彩kura works 岩田英樹 外構・エクステリア設計/施工 日進市浅田町
11 常任委員 ㈱MIRAI不動産 佐藤慶典 不動産仲介業 日進市赤池南
12 常任委員 寿商会 野末健 中古工作機販売・損害保険業務・生命保険業務 日進市竹の山
13 常任委員 さんきゅう丸 宮﨑友也 飲食業（ラーメン・マグロ） 日進市岩崎町
14 常任委員 LUXOR 柄澤悠 デザイナー・作曲 日進市米野木町
15 常任委員 ㈱玉商 太田直人 小売・酒類販売 日進市三本木町
16 常任委員 MSクリエイト 鵜飼恵美子 建築塗装 日進市浅田平子
17 常任委員 あんどう接骨院 安藤雅紀 接骨院 日進市蟹甲町
18 常任委員 ㈲イワコー 岩田匡司 給排水設備、ガス工事、住宅設備機器販売、施工 日進市南が丘
19 常任委員 (同)つのだ産業医事務所 角田拓実 産業医 日進市岩崎町
20 部員 ㈱ジェイエルシー 中山丈芳 旅行業 日進市栄
21 部員 林寛晃税理士事務所 林　寛晃 税理士 名古屋市天白区平針
22 部員 好味家 森内裕太 飲食業（ラーメン） 日進市東山
23 部員 ㈲カンテック 蟹江裕太 給排水・衛生設備工事業 日進市赤池町
24 部員 東園芸㈱ 浅井大介 造園・貸し植木 日進市北新町
25 部員 あべ社会保険労務士事務所 安部光洋 社会保険労務士 名古屋市昭和区山脇町
26 部員 セブンイレブン日進北新町店 市川貴規 コンビニエンスストア 日進市北新町
27 部員 こどもの教室OZ 大橋祐介 幼児教室 名古屋市中区千代田
28 部員 ㈲愛知兄弟社 尾関　努 牧場 日進市米野木町
29 部員 サンライズオートプロデュース 加藤拓也 自動車販売・修理 日進市北新町
30 部員 あさり家わっしょい 細淵　翔 飲食業（居酒屋） 日進市栄
31 部員 ㈱ミヤケ建設 三宅智和 リフォーム業 日進市折戸町
32 部員 尾崎山路法律事務所 山路昌宏 弁護士 名古屋市中区錦
33 部員 居酒屋大笑 大島健志 飲食業（居酒屋） 日進市浅田町
34 部員 ㈱サガミチェーン　日進店 渡辺奨二 飲食業（和食） 日進市蟹甲町
35 部員 食彩　あさ乃 浅野伸弥 飲食業（和食） 日進市本郷町
36 部員 姿勢矯正院hico 伊藤牧穂 カイロプラクテック 日進市岩崎台
37 部員 Brain-Plus 藤田大樹 メンタルコーチング 日進市竹の山
38 部員 極楽蝶 服部千尋 飲食業（スナック） 日進市栄
39 部員 やきとり大吉日進駅店 横山湧登 飲食業（やきとり） 日進市栄
40 部員 パソコンサポートセンタータッチ 西廣則 AI・ロボット・HP制作・クラウドPCとITの教室　修理　販売 名古屋市名東区松井町
41 部員 ㈱アサヒハウジング 都築誠 総合建築業 日進市竹の山
42 部員 焼肉はっさん 河辺祐貴 飲食業（焼肉） 日進市梅森台
43 部員 一休ほねつぎ 椙本一休 接骨院 日進市岩崎台
44 部員 おばんざい中村 中村翼 飲食業（おばんざい） 日進市栄
45 部員 日本たばこ産業㈱　愛知支社 奥村健司 食品製造 名古屋市中区伊勢山
46 部員 ㈱at the table 青山拓臣 飲食業（焼肉）・ネットカフェ 日進市竹の山
47 部員 Fabrino 竹川智也 ネットワーク事業（SNS指導） 日進市藤塚
48 部員 ㈱誠和 東輝太郎 エクステリア販売・施工 日進市岩藤町
49 部員 整体院心斗 水谷友貴 整体業 日進市赤池
50 部員 すまいる不動産販売㈱ 国実達也 不動産業 日進市竹の山
51 部員 ㈱山根組 山根正稔 足場工事 名古屋市昭和区川名山町
52 部員 スナック　夢　Mes rêves 川畑多恵 スナック 名古屋市天白区平針
53 部員 ㈱五幸 森　真哉 建設業 日進市岩崎町
54 部員 スナックぶらレモン 髙木敏弥 スナック 日進市栄
55 部員 ㈱ワンダーランド 田口裕幸 不動産（売買）・建設業（注文住宅新築） 日進市赤池
56 部員 パーソナルジムSlim-me 石川裕紀 フィットネスジム 日進市岩藤町


