
都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名 都道府県 氏名

北海道 石綿　仁美 北海道 吉野　智子 北海道 米田　静香 北海道 早川　江利子

北海道 森田　弘子 北海道 大友　めぐみ 北海道 井上　まりえ 北海道 箭内　佳奈美

北海道 本間　容子

福島県 白戸　由紀 宮城県 及川　智子 宮城県 高橋　陽子 青森県 宮崎　昌代

岩手県 高橋　和人 宮城県 松岡　有華　 福島県 安藤　真由美 福島県 松澤　沙季

福島県 小水　菜々子 宮城県 佐々木　祐子 宮城県 渡辺　亜子 福島県 大内　洋子

宮城県 本郷　敦子 宮城県 加藤　花子

茨城県 持田　祐子 山梨県 中沢　純子 埼玉県 清水　雅代 埼玉県 永山　礼子

神奈川県 井上　恵美 埼玉県 寺内　聖治 神奈川県 西村　順子 埼玉県 岡本　忍野

神奈川県 小祝　裕子 茨城県 松田　百合子 埼玉県 寺薗　紀子 神奈川県 大谷　充子

神奈川県 鳥羽　佳代子 千葉県 安澤　友子 神奈川県 新井　容子 神奈川県 永安　梨乃

千葉県 林田　恵実 埼玉県 中川　範子 千葉県 安蒜　いずみ 神奈川県 福場　美知留

千葉県 植谷　友子 千葉県 日野　順子 神奈川県 山口　菜穂子 神奈川県 鈴木　秀樹

神奈川県 板井　暁子 茨城県 澤田　舞 埼玉県 金澤　利香 神奈川県 竹内　尚美

茨城県 花塚　寿美 神奈川県 森本　陽二郎 千葉県 梁瀬　広子 神奈川県 横山　美津子

埼玉県 中俣　拓哉 山梨県 藤巻　知美 神奈川県 上田　有希 神奈川県 浅川　浩美

山梨県 中川　美保 群馬県 佐藤　真由美 埼玉県 恩田　美代子 神奈川県 河野　朝子

茨城県 廣住　真紀 埼玉県 吉田　幸代 千葉県 大坊　文子 群馬県 松本　ひでみ

神奈川県 貝道　優子 神奈川県 上田　勝美 神奈川県 佐竹　朋子 山梨県 西野　香

神奈川県 森裏　弘美 山梨県 服部　菜穂 埼玉県 清田　孝江 埼玉県 新井　静香

神奈川県 長崎　泉 千葉県 松林　ちづる 埼玉県 馬場　恵子 神奈川県 羽角　里香

栃木県 小林　浩幸 埼玉県 黒澤　亜希 群馬県 山口　聖子 千葉県 近藤　幸子

千葉県 平田　彩 埼玉県 林　みゆき 群馬県 斎藤　瑞美 埼玉県 福間　玲子

埼玉県 森本　明子 埼玉県 阿久津　岳 神奈川県 須藤　ゆりえ 神奈川県 芹澤　清乃

神奈川県 鈴木　喜裕 神奈川県 上野　梓 埼玉県 横山　真里 群馬県 向田　友紀

神奈川県 加藤　宏美 千葉県 本宮　典子 千葉県 佐藤　幸江 神奈川県 白石　康徳

神奈川県 河合　さゆり 埼玉県 山田　紘子

東京都 藤井　佳菜子 東京都 吉田　久恵 東京都 森　鈴子 東京都 原田　久美子

東京都 小柳　真由美 東京都 青野　美紀 東京都 平山　美奈子 東京都 市川　裕子

東京都 大久保　久美子 東京都 名取　由恵 東京都 池田　由喜 東京都 門脇　伸子

東京都 中島　ふみよ 東京都 田川　裕一 東京都 大杉　香帆里 東京都 上野　緑

東京都 有可　順子 東京都 池田　さおり 東京都 松島　葉子 東京都 長田　玲子

東京都 小笹　留美子 東京都 松下　明子 東京都 五十嵐　美佳 東京都 佐藤　淳子

東京都 荒井　絵里 東京都 渡部　亜倫 東京都 神田　佳子 東京都 有嶋　綾子

東京都 樫原　陽子 東京都 大島　美樹 東京都 土谷　洋子 東京都 飯沼　敬子

東京都 上田　唯 東京都 野津　史宏 東京都 中西　淳子 東京都 山本　顕子

東京都 仙波　美樹 東京都 関戸　みどり 東京都 小林　祥子 東京都 丸山　早苗

東京都 武内　沙織 東京都 牧田　洋平 東京都 茂木　直見 東京都 花崎　麻里子

東京都 奥薗　由紀子
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三重県 石井　明子 愛知県 原尻　浅世 石川県 石原　政津子 三重県 小仲　一輝

静岡県 秦　弘美 長野県 稲村　はるみ 長野県 木下　春美 富山県 樋口　明美

愛知県 杉野　愛 長野県 武川　幸恵 新潟県 志田　靖子 静岡県 菅原　このみ

新潟県 富樫　圭子 愛知県 舟橋　綾 長野県 寺澤　裕子 愛知県 舘　祐二

愛知県 宮川　亜希子 愛知県 村上　由紀 三重県 橋本　裕貴子 愛知県 磯村　峰子

愛知県 柴田　法子 静岡県 清水　友美 石川県 狭間　裕美子 愛知県 鴨下　浩介

静岡県 手塚　充代 三重県 池内　えりか 愛知県 柴田　俊生 愛知県 久木崎　麻里奈

愛知県 西沢　恵 愛知県 水澤　紀子 愛知県 野村　千絵美 長野県 篠原　志帆

静岡県 永戸　信子 愛知県 櫻井　佳枝 静岡県 河野　千紗

大阪府 平田　整子 滋賀県 伊藤　久美 兵庫県 平松　紗織 大阪府 眞境名　りん子

大阪府 裏野　仁美 大阪府 伊藤　由美子 大阪府 中村　智実 大阪府 栗岡　多恵子

京都府 島見　智香子 大阪府 今川　真美 京都府 北川　裕子 京都府 平野　美和

奈良県 米田　裕美 大阪府 辻　友紀 兵庫県 安田　美代子 京都府 服部　夏季

兵庫県 古川　晴子 兵庫県 千田　由美子 大阪府 竹田　希 滋賀県 三上　陽子

兵庫県 熊田　葉子 兵庫県 谷川　真智子 滋賀県 鈴木　栄子 和歌山県 中上　賀子

滋賀県 木村　純子 大阪府 森島　純 京都府 松本　恭仁子 兵庫県 西尾　美香

大阪府 真鍋　享子 大阪府 板垣　美保子 兵庫県 松本　真理子 兵庫県 白糸　美香

大阪府 前田　則子 兵庫県 村上　恭子 兵庫県 桝本　香 大阪府 川口　由佳

京都府 近藤　裕子 奈良県 石原　登希子 大阪府 吉岡　かおる 大阪府 井口　子恵

大阪府 五十嵐　律子 大阪府 酒井　良枝 兵庫県 長田　慶子 兵庫県 瀬島　万里子

兵庫県 小林　宏栄 滋賀県 田中　聡美 京都府 宇野　真由美

山口県 清水　由美子 岡山県 中村　祥子 徳島県 山本　智子 岡山県 何森　由紀

香川県 松尾　友佳 広島県 末吉　光世 徳島県 棚上　貴美子 山口県 藏成　栄子

広島県 熊田　珠美 岡山県 田中　佐世子 山口県 森永　典子 岡山県 黒住　智代美

山口県 林　靖華 愛媛県 福岡　尚美 鳥取県 宇田川　美嘉 岡山県 生田　晶子

広島県 中村　真穂

福岡県 緒方　理佐 沖縄県 高良　知佳 宮崎県 福重　明美 大分県 有岡　理沙

鹿児島県 中窪　眞由美 熊本県 福原　千秋 福岡県 植野　香織 宮崎県 中川　加世子

福岡県 守山　茉莉紗 福岡県 前田　恵美子 宮崎県 田中　千津 福岡県 後藤　真保

鹿児島県 井上　祐美子 福岡県 小川　有紀子 熊本県 菅　彰彦 沖縄県 仲間　和代

福岡県 松下　範子 福岡県 奥村　たけ子 宮崎県 旭吉　真美子 佐賀県 田中　宏政

沖縄県 上原　佐智子 熊本県 永田　恵里香

（敬称略）

社員候補者／274名

（株）カラードロップ 荒川　裕子

（株）アメイジュ 新井　信

（株）オフィスマロウブルー 財津　園美

（学）片柳学園 日本工学院八王子専門学校 有南山　信
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東海・北陸・信越ブロック

近畿ブロック

中国・四国ブロック

九州・沖縄ブロック

第6期社員候補者名簿 （法人正会員)

法人名 登録代表者名

アットアロマ（株） 片岡　郷

（株）Hana Hana

ファスナーソリューション（同）

小野　圭子

齋藤　豊


