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大田区異業種交流グループの紹介
　大田区異業種交流グループ連絡会は、1994年大田区産業振興協会が大田区内の中小企業振興策の一

環として、区内グループの集合体として設立されました。活動拠点は大田区産業プラザPiOとし、事務

局は同協会内に、この形態は今も継続しています。所属グループは、1988年にOKK－１を設立、以降

2年ごとに8グループをたちあげました。連絡会発足後、産業集積地の強みを活かして、他市区町村の

団体や外国の異業種（団体）への対応と交流、開発事例のニーズへの応援等をしてきました。　その後、

社会経済環境の変化などへの対応に伴い5グループに再編、いくつかの連携グループも設立され、今で

も60数社に引き継がれて活動しています。

　最近では、おおた工業フェアでの独自な拡大交流活動、産学連携の模索、他都市グループとの交流、

文化的な諸活動など多岐にわたり切磋琢磨を図っています。各グループと個々の企業のブランド力を

活かすようにしており、入会はもとより、交流大歓迎です。チャンスを活かすようお声をかけますし、

お待ちしています。

● ● ●　大田区異業種交流グループの組織　● ● ●

グループ名 代表幹事 連絡担当者 会社電話番号

ＯＫＫ－２１ 白鳥　裕明 事務局：シールエンド（株）
　　　　寺田　次朗 03-3753-1113

ＲＡＦ 生田　徹也 事務局：生田　徹也 090-8319-1163

Ｊｏｉｎｔ－９２ 林　　恭生 事務局：（株）カセダ
　　　　加世田　光義 03-3743-2775

フォワード７ 佐藤　一夫 事務局：㈲岩佐歯車製作所
　　　　岩佐　憲治 03-3742-2003

ＴＥＳ 奥山　　睦 事務局：（株）イーテス
　　　　野辺田　一子 03-5742-8481

（２０２０年１月現在）
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 ● 会の特徴 ●     
　大田区企業交流会ＯＫＫ－１およびＴＡＯ２１は、２０１５年度より合流し、新たにＯＫＫ―２１を結成い
たしました。メンバーの構成は製造業にとどまらず、印刷、社労士、ソフト開発等幅広く、経済のグローバル
化を益々推進していくのにふさわしい陣容となっております。製造業においても機械金属から樹脂、塗料等多
岐にわたっております。メ
ンバー企業の更なる交流と
結束を強め、精力的に活動
を推進してまいります。開
発・研究のパートナーとし
てご活用ください。ＯＫＫ
－２１は常に新しいネット
ワーク・ビジネスチャンス
を求めております。

会員	 機 械 系
　　

電気・通信系
　　

化 学
　　

その他製造
　　

販 売
　　

サ ー ビ ス
　　

そ の 他

役職 氏名 会社名 会社役職名 〒 会社電話番号 FAX番号
URL E メールアドレス 会社住所 業種、内容など

佐藤　富幸
㈱新日東電化 顧問 143-0003 090-6796-7106 03-3790-2327
http://www.snd-shinnitto.co.jp/ tomiyuki11sato@gmail.com 大田区京浜島 2-2-1 各種メッキ及びカチオン電着塗装

幹　事 木村　洋一
トキワ精機㈱ 代表取締役社長 143-0012 03-3762-5511 03-3763-9144
http://www.tokiwa-seiki.com y-kimura@tokiwa-seiki.com 大田区大森東 2-14-12 油圧配管継手製造

川村　有史
㈲川村製作所 代表取締役社長 143-0012 03-3761-4541 03-3766-3541
http://www.kawamura-
mfg.co.jp/ kawamura@am.wakwak.com 大田区大森東 4-22-4 金属板金加工・工業用クランプ製造

幹　事 竹内　康晴
ティヴィバルブ㈱ 代表取締役社長 143-0012 03-3763-4311 03-3763-4317
http://www.tv-valve.co.jp/ y.takeuchi@tv-valve.com 大田区大森東 4-33-8 バルブ製造業

代表幹事 白鳥　裕明
㈱ケイエス 代表取締役社長 143-0014 03-3298-2929 03-3298-2956
http：//k-s.jpn.org/ ks2@navy.plala.or.jp 大田区大森中 2-17-13 ゴム・プラスチック類の打抜加工

岩渕　泰道
㈱ヤマト 代表取締役社長 143-0015 03-3763-6540 03-3766-5413
http://k-yamato.jp yamato.co@k-yamato.jp 大田区大森西 3-3-2 合成樹脂機械加工

菅谷　篤廣
㈱東和製作所 代表取締役会長 143-0015 03-3764-6631 03-3763-8124
http://www.towa-inc.co.jp sugaya@towa-inc.co.jp 大田区大森西 4-14-11 永久磁石、磁石応用製品製造販売

幹　事 関　輝武
㈲関鉄工所 代表取締役会長 143-0015 03-3761-3167 03-3761-4826
http://sekitec.web.fc2.com/ t.seki@gol.com 大田区大森西 6-7-11 金属加工

藤田　秀実
㈱富士工業 代表取締役社長 143-0031 03-3732-7631 03-3731-7326
http://www.fuji-kogyou.co.jp/ sales@fuji-kogyou.co.jp 大田区東蒲田 2-3-12 熱応用機械装置製造

幹　事 吉田　利樹
㈱エポゾール 代表取締役社長 144-0033 03-3745-2651 03-3745-1580
http://epsol-ota.com/ epsol.toshiki@nifty.ne.jp 大田区東糀谷 6-4-17 プラスチック成型加工

松村　正浩
太洋塗料㈱ 代表取締役 144-0033 03-3745-0111 03-3743-9161
http://www.taiyotoryo.co.jp mmatsumura@taiyotoryo.co.jp 大田区東糀谷 6-4-18 各種塗料製造販売

幹　事 末石　五月男
㈲さつき電子 代表取締役社長 145-0066 03-3727-4445 03-6638-8845

satsuki-e@yk2.so-net.ne.jp 大田区南雪谷 2-17-7-603 マイコン応用製品設計製造

事務局 寺田　次朗
シールエンド㈱ 代表取締役社長 146-0082 03-3753-1113 03-3751-2991
http://www.sealend.jp terada@sealend.co.jp 大田区池上 7-10-7 化学品製造販売

副代表幹事 大門　博
㈲東京工房 代表取締役社長 146-0082 03-3755-0211 03-3755-0212
http://www.tokyo-kobo.co.jp hiroshi.ohkado@tokyo-kobo.co.jp 大田区池上 8-8-5 軟質プラスティックの加工、販売

林　琢磨
ファブブリッジ 代表 145-0067 090-5414-8777
http://www.fab-bridge.com hayashi.takuma@fab-bridge.com 大田区雪谷大塚町 6-14-201 システムエンジニア

副代表幹事 三崎　亜紀子
三崎経営労務事務所 所長 146-0085 03-3754-6424 03-3754-6427
http://www.misaki-jim.com misaki@misaki-jim.com 大田区久が原 6-7-16 社会保険労務士 / 産業カウンセラー

幹　事 惟村　唯博
光写真印刷㈱ 代表取締役社長 146-0092 03-3758-7788 03-3758-7787
http://www.hpd.co.jp/ t_koremura@hpd.co.jp 大田区下丸子 2-24-26 印刷業

幹　事 外間　宏彦
スペースブリッジ 代表 168-0074 080-6865-2585 03-3329-0787

hokama@space-bridge.jp 杉並区上高井戸 1-32-63 不動産コンサルタント

宗像　令夫
㈱ＰＱＭ総合研究所 代表取締役社長 244-0815 080-4254-1857 045-866-1967

http://pqm.tokyo/ lingfu2012@gmail.com 横浜市戸塚区下倉田町
1951-10 B509 中小企業診断士・事業承継士

吉田　憲司
吉田経営研究所 代表

kyoshida@y27.jp 情報システムセキュリティプロフェッ
ショナル (CISSP)・中小企業診断士

会員 懇親会
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	 	 http://www.raf-oota.jp/

　2020	年に設立	から 30	周年を迎
える、大田区内の異業種交流会の中
でも、比較的、古い交流会に分類さ
れます。しかし、絶えず、未知なる
知識や技術を吸収し、幅広いネット
ワークを築きあげ、新しい取組みへ
のチャレンジを続けています。

● 会の特徴 ●
　主な活動は、毎月第２・第４木曜日の夜の定例会を中心に、経営問題研究会、視察研修活動、新製品共同
開発、他団体との交流活動、分科会活動、レクリエーション活動等となります。新製品共同開発の結果、メディ
ア等でも多数取上げられました「お座敷車椅子」や「鉛フリー半田検査セット」、「まわる電子看板」などの
革新的な商品も生まれております。さらに　その延長として、RAF内分科会から「ものづくり大田有限責任
事業組合」「株式会社ディープロジェクト」等の販社も誕生しています。

会員	 機 械 系
　　

電気・通信系
　　

化 学
　　

その他製造
　　

販 売
　　

サ ー ビ ス
　　

そ の 他

役職 氏名
会社名 会社役職名 〒 会社電話番号 FAX番号
URL E メールアドレス 会社住所 業種、内容など

代表幹事
事務局 生田　徹也 

個人会員 216-0035 090-8319-1163
ikuta3823@gmail.com 川崎市宮前区馬絹 3-4-42-S52

副代表幹事 鈴木　正博
㈱協立工機 代表取締役社長 144-0033 03-3743-3361 03-3743-3364
http://www.kyoritsukohki.
co.jp/index.html bcb02107@nifty.com 大田区東糀谷 5-17-22 金属部品製造（自動車関連）

副代表幹事 小林　繁春
㈱日本システムネットワーク 代表取締役 144-0051 03-3731-5905 03-3731-5925

http://www.jsn-bb.co.jp/ jsn-sk@nifty.com 大田区西蒲田 8-22-2
第 2 丸信ビル 7F

ホテル向けハイテク機器、ミラーテ
レビ販売

副代表幹事 大崎　玄長
㈱エヌエフエー 代表取締役 146-0082 03-5747-5880 03-5747-5881

http://www.nfa-g.com/ m.oosaki@nfa-g.com 大田区池上 7-10-7
シールエンドビル 人材派遣業、オフィスサービス

会計幹事 飯田　修康
個人会員 195-0053 0427-35-7492 0427-35-7492

nck_iida@ybb.ne.jp 町田市能ヶ谷 7-39-11

会計監査 由良　貴臣
㈱武田トランク製作所 代表取締役社長 143-0026 03-3773-3453 03-3773-3455
http://www.takeda-trunk.co.jp/ t-yura@takeda-trunk.co.jp 大田区西馬込 2-10-8 ケース、トランク類設計製造販売

連絡会担当幹事 岡内　完治
㈱共立理化学研究所 会長 145-0071 03-3721-9207 03-3721-0666
http://kyoritsu-lab.co.jp/ okauchi@kyoritsu-lab.co.jp 大田区田園調布 5-37-11 水質分析器、理化学機器製造

連絡会担当幹事 大金　俊雄
ACTUAL TOKYO INC. Direction Designer®︎ 144-0056 03-6424-4964 03-6424-4998
www.actual.tokyo 001@actual.tokyo 大田区南蒲田 1-21-4-106 IT、農業コンサルティング

企画担当幹事 大窪　泰雄
㈱ダイニチ 代表取締役 143-0024 03-3754-6131 03-3754-9777
https://www.k-dainichi.
com/ ookubo@k-dainichi.co.jp 大田区中央 8-42-5 ゴム、樹脂、耐熱材を創造する。

企画担当幹事 須山　秀一
㈱スヤマ 代表取締役 143-0023 03-3776-8783 03-3771-0029
https://hana-shukaen.
hanatown.net/ hana-shukaen@nifty.com 大田区山王 3-18-6 花店「秀花園」、冠婚葬祭ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

企画担当幹事 澤口　進
㈲スターテック 代表取締役 144-0031 03-3737-5673 03-3737-5673

http://star-tec2007.com/ s.sawaguchi@nifty.com 大田区東蒲田 1-5-1
トーホーレジデンス 1 階 電子機器開発、放送局設備企画開発

企画担当幹事 森田　弘文
㈲ウェディア 代表取締役 146-0092 03-3750-6192 03-3750-6396

http://www.wedia-t.com/ morita@wedia-t.com 大田区下丸子 4-19-20 ウェアー等に対するプリント全般
T シャツ・スウェット等の卸売販売

企画担当幹事 前田　耕一
スマイルリンク㈱ 技術担当役員 144-0051 03-6428-7162 03-6428-7163
https://www.ota-fab.
com/ maeda@smile-link.org 大田区西蒲田 7-4-4 小山

第二ビル 6F
デジタル工作機が使えるコワーキン
グスペース運営　3D プリンタ販売

企画担当幹事 義本　真梨
池上機械設計 代表 146-0082 090-6248-1008

yoshimoto-m@ikegami.main.jp 大田区池上 7-29-21 1F 省力化機械設計

企画担当幹事 秋田　哲宏
個人会員 代表取締役 105-0001 03-4405-3056  
https://sites.google.com/
a/third-force.com/home/ tetsuhiroakita@third-force.com 港区虎ノ門 2-2-5

共同通信ビル 2 階
海外 M&A の支援と海外展開の実
務支援

久保　進
㈱久保電機製作所 代表取締役社長 145-0065 03-3728-5070 03-3728-5040
http://www.kubodenki.
co.jp/ s.k@kubodenki.co.jp 大田区東雪谷３- １- １ 休会中

まわる電子看板お座敷車椅子
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	 	 http://www.joint-92.jp/

　大学、研究機関との共同開発を進
めております。
　実績として共同特許を出願した
ものが数件あります。

● 会の特徴 ●
・	月 1回の定例会を開催し、会員相互の情報交換と課題への取り組みを打ち合わせております。
・	本年度方針として産学公連携、農商工連携、医工連携など外部機関との連携を模索し交流を進めておりま
す。すでに大学の研究室との連携で開発されたものが商品化されつつあります。
・	会員の業種は多種多彩ですので、御要望頂きました案件については、構想から製品化までお応えすることが出
来ます。

会員	 機 械 系
　　

電気・通信系
　　

化 学
　　

その他製造
　　

販 売
　　

サ ー ビ ス
　　

そ の 他

役職 氏名 会社名 会社役職名 〒 会社電話番号 FAX番号
URL E メールアドレス 会社住所 業種、内容など

代 表 幹 事 林　 恭生
広沢電機工業㈱ 代表取締役 144-0034 03-3742-0261 03-3743-1641
https://www.e-hirosawa.co.jp ta.hayashi@e-hirosawa.co.jp 大田区西糀谷 2-13-14 制御盤設計・製造

副代表幹事 日沖　清弘
JPN㈱ 代表取締役 146-0093 03-3756-2313 03-3756-2343

https://www.j-p-n.co.jp/ hioki@j-p-n.co.jp 大田区矢口 3-28-1-311 小型油圧機器設計・製造／精密加工

東條　基昭
㈲精栄工業 代表取締役 144-0055 03-3732-0864 03-3732-1260

touzyou.motoaki@wine.plala.or.jp 大田区仲六郷 2-11-13 金属精密加工

事  務  局 加世田 光義　
㈱カセダ 代表取締役 144-0044 03-3743-2775 03-3743-2795
http://kaseda.co.jp/ mitsuyoshi@kaseda.co.jp 大田区本羽田 2-12-1-504 ＯＡ機器設計・製造／測定器販売

松尾　 隆史
㈱東邦精機製作所 代表取締役 144-0035 03-3732-6461 03-3732-6464
http://www.touhou-seiki.co.jp matsuo@touhou-seiki.co.jp 大田区南蒲田 1-6-21 計測試験機、省力化機械の企画・設計製作

小澤　 剛典
㈱東京木川鋳造所 代表取締役 144-0034 03-3741-6588 03-3741-6580
http://kigawachuzo.co.jp t.ozawa@kigawachuzo.co.jp 大田区西糀谷 2-13-16 鋳物製造

濱口　朋子
五島電機㈱ 代表取締役 146-0084 03-3750-5852 03-3756-2251
http://gotou-denki.co.jp/ gotou-sol.honsha5852@ab.auone-net.jp 大田区南久が原 2-32-11 制御部品等販売商社

林　  雅樹
さわやか信用金庫　蒲田支店 支店長 146-0095 090-9237-0882 03-3758-1393
http://www.sawayaka-shinkin.co.jp/ m.m.s.t@ezweb.ne.jp 大田区多摩川 1-26-17 金融業

企画幹事 村上　  出
モノづくり応援隊 in大田区 理事 237-0076 090-7180-4691

https://mono-ouentai.org/ itc_murakami@yahoo.co.jp 横須賀市船越町 7-10-E-303 中小企業のモノづくり支援

笹野　全弘
サンワ工業㈱ 代表取締役 224-0057 045-933-5775 045-933-4484
http://www.sanwakougyo.co.jp sanwa-k@minos.ocn.ne.jp 横浜市都筑区川和町 277-1 プレス金型及び部品加工

栁澤 かおり
シナノ産業㈱ 代表取締役 146-0093 03-3758-7090 03-3758-1449
https://www.sinano.com mail@sinano.com 大田区矢口 2-30-2 プラスチック精密加工

小山　典昭
理化工業㈱ 取締役 146-8515 03-3755-8001 03-3755-7800
https://www.rkcinst.co.jp/ koyama@rkcinst.co.jp 大田区久が原 5-16-6 温度・湿度装置設計・製造

会計監査幹事 吉川　功一
ＫＧＭ㈱ 代表取締役 144-0056 03-3732-5386 03-3739-6555

kgm@kgm-grind.com 大田区西六郷 2-19-5 工作機械、ダイヤモンダ工具等の総合商社

会計幹事 皆方 恵美子
㈲神代工業 代表取締役 143-0013 03-3745-2450 03-3745-2449

http://kamishiro.xyz kamishiro@voice.ocn.ne.jp 大田区大森南 4-3-2 金属研磨加工

小倉 光香子
㈱ Broccoli Share 代表取締役 101-0003 080-7026-9189 03-6261-3555

https://broccolishare.co.jp/ info@broccolishare.co.jp 千代田区一ツ橋 2-5-3-801 教材・福祉関連商品開発

坂本　雅之
㈱セイケン・ソフトサービス 代表取締役 101-0021 03-6206-9703 03-6206-9704

https://www.seiken-soft.com sakamoto@seiken-soft.com 千代田区外神田 2-9-8 ユニオン
ビル細野 6 階 Web ソフトウエア開発、ＩＴ関連製品開発

Joint-92
http://www.joint-92.jp メーリングリスト Web Page

車椅子転倒防止ブレーキ自重補償機構
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　フォワード 7は 2000 年 9月に発足し、工業 4社にソフト・会計、生活関連企業などの多様な業種が参加
して手軽な製品を開発しながら販売までの多面的な経験を積む活動をしています。
　今まで開発して参りました商品を下記のご紹介させて頂きます。

● 会の特徴 ●
　工業用ダイヤモンド切削加工業、鍼灸師、海苔販売店などの会員のノウハウを活かして独自の製品開発、
製造及び販売を行っております。この際サービス業に従事する企業の会員が横断的な視点でアドバイスをす
ることで、様々な局面でアクセントを加えております。
　2016 年度には、不織布を用いた製品として「洗濯カバー」を発表しました。製品の特徴は①雨に負けない、
②花粉に負けない、③黄砂や紫外線に負けないことにあります。
　2017 年度には、洗濯カバーの姉妹品で「ミラクルネット＆スティック」を発表いたしました。製品の特
徴は、スティックに洋服を巻き付けることで、洗濯時に①シワにならない②洗濯ゴミがつかないことにあり
ます。同製品は、2018 年「おおたお土産 100 選」にも入選することができました。
　これからも開発等を通じてグループの活性化を図りますので、新入会員の参加をお待ちしております。我々
に新しい知恵と活力を注入してください。

新入会員募集

会員	 機 械 系
　　

電気・通信系
　　

化 学
　　

その他製造
　　

販 売
　　

サ ー ビ ス
　　

そ の 他

役職 氏名 会社名 会社役職名 〒 会社電話番号 FAX番号
URL E メールアドレス 会社住所 業種、内容など

代 表 幹 事 佐藤　一夫
藤スクリーン印刷 代表 143-0024 03-5748-1920 03-3752-0694
http://www.
fujiscreeninsatsu.com k-sato@fujiscreeninsatsu.com 大田区中央 8-3-7 シルク印刷一体成型プラスチック

監 査 岩佐　憲治
㈲岩佐歯車製作所 代表取締役 144-0043 03-3742-2003 03-3745-2166

kenji@iwasa.co.jp 大田区羽田 4-6-4 産業機械部品製造業

広報委員長 小山　恭史
小山恭史公認会計士事務所 所長 143-0016 03-3763-0530 03-3763-0532
http://www.koyamacpa.jp/ yasushi@koyamacpa.jp 大田区大森北 1-11-18〜302 税務会計

事 務 局 員 谷　昇
㈱タイガ 代表取締役 144-0033 03-3745-6581 03-3745-6582
http://www.kk-taiga.co.jp kktaiga@hkg.odn.ne.jp 大田区東糀谷 2-8-15 ダイヤモンド切削・研削工具

開発委員長 長友　隼人
バセル㈱ 常務取締役 143-0016 03-3767-1456 03-3768-7431

http://www.roomeat.co.jp hayato@roomeat.co.jp 大田区大森北 1-3-7
サファイア北ビル６F カンガルー皮革・豪州食材輸入販売

会 計 幹 事 田中　晃
オフィス　タナカ 代表 226-0028 045-983-7488 045-983-7488

a-tanaka6735@mg.point.ne.jp 横浜市緑区いぶき野 67-35 施設調査員

事 務 局 長 島村　政之
システムビジョン㈱ 代表取締役 143-0016 03-3298-2257 03-3298-2613

http://www.svnet.co.jp info@svnet.co.jp 大田区大森北 4-8-4
河内ビル ソフトウェア開発

広 報 委 員 山崎　朗
㈲豊島電気製作所 代表取締役 170-0005 03-3971-4533 03-3971-1568

yama_aki@a.toshima.ne.jp 豊島区南大塚 3-14-10 電気制御装置、計測器設計製造

開 発 委 員 岩佐　洋子
プルメリア鍼灸院 院長 144-0033 080-5075-7953
http://ameblo.jp/
plumeria-shinkyuin/ wfayoppy@gmail.com 大田区東糀谷 3-12-11-607 鍼灸治療院

2016 年開発
洗濯カバー

2005年開発
爪もみメイト

2010年開発
おろしジョーズ

2017年開発
ミラクルネット
＆スティク

2009,20013 年開発
海苔うどん＆パスタ
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▲㈱ミナロ工場見学＆ハーバリウム体験会 ▲株式会社浜野製作所見学

	 	 https://www.ota-tes.com/

　大田女性ネットワークTES は、1996 年より東京都大田区の財団法人大田区産業振興協会と男女平等推進
室のバックアップを頂き、1997 年 11 月に正式発足。2016 年、経営者のみならず広く働く女性を対象とす
るため、「大田女性企業家ネットワーク」から、「大田女性ネットワーク」に名称を変更しました。

● 会の特徴 ●
　働く女性ならではのライフスタイル（育児、介護を含めた）バランスを常に考慮したフレキシブルな活動。
製造業中心のグループではないため、ハードの共同開発製品の実績はありませんが、新しいビジネスモデル、
製造業をサポートするための営業、経営コンサルティングビジネスの創造を行っています。

活動実績
　2000 年			6 月	 TES 会員有志の共同出資による（株）イーテスを設立。
　2014 年			6 月	 中小企業向ロジカルシンキングセミナー企画実施（講師　奥山睦）。
　2016 年			8 月	 ホッピービバレッジ株式会社　代表取締役社長　石渡美奈氏の講演会を企画・実施。
　2017 年 11 月	「INNOVATION	QUEST2017」（大田区産業経済部主催）で地域活性セミナー実施（講師　奥山睦）。
　2018 年		7 月　TES	20周年記念シンポジウム開催「より良い未来社会のための対話会」こども食堂の事例から
　2018 年 10 月			TES	20 周年行事・長井市視察旅行。
　2019 年		６月			株式会社ミナロ工場見学＆ハーバリウム体験会開催。
　2018 年		９月			墨田区の株式会社浜野製作所見学会。

　　
会員	 機 械 系

　　
電気・通信系

　　
化 学

　　
その他製造

　　
販 売

　　
サ ー ビ ス

　　
そ の 他

役職 氏名 会社名 会社役職名 〒 会社電話番号 FAX番号
URL E メールアドレス 会社住所 業種、内容など

会　長 奥山　睦

株式会社ウイル 代表取締役 143-0023 03-5709-2050　　03-5709-2051

https://www.officewill.co.jp/ okuyama@officewill.co.jp 大田区山王 3-32-1
ロイヤル山王 105

書籍 / ホームページ / テレビ番組・ビデオソ
フト / イベント / 販促等の企画制作 / 講演
厚生労働省認定キャリア・コンサルタント 
静岡大学大学院総合科学技術研究科客員教授
日本女子大学家政経済学科非常勤講師

副会長
経　理 中村　里実

中村税務会計事務所 所長 105-0013 03-5402-7291 050-3730-4791

https://www.nakamura-tax.com web-all@nakamura-tax.com 港区浜松町 1-23-2
山下ビル 1 階 税理士、行政書士、認定事業再生士

異グ連担当 森　愛
スピローズ　ギリシャレストラン ギリシャレストラン経営 144-0052 03-6715-7629 03-6715-7629

http://www.spyros.tokyo/index.html mail@mori-ai.net 大田区蒲田 5-7-6 東京都議会議員
レストラン経営

監　査 坂田　静香
特定非営利活動法人男女共同参画おおた 理事長 143-0016 03-6423-1840 03-6423-1841

https://passion-tokyo.com s.sakata@passion-tokyo.com 大田区大森北 2-3-15 第
15 下川ビル 4 階

女性向け創業支援施設運営
インキュベーションマネージャー

事務局
広　報 野辺田　一子

株式会社イーテス 代表取締役 143-0023 03-5742-8481 03-5746-0370

https://www.e-tes.co.jp/ nobeta@e-tes.co.jp 大田区山王 3-32-1
ロイヤル山王 103

事務局アウトソーシング・ホーム
ページ・パンフ制作
IT コンサルティング
中小企業・個人事業者対象 IT 導入
補助金支援事業認定業者

正会員 小西 由美枝
プリメックスキッズ株式会社 代表取締役 143-0023 03-6429-7545 03-6429-7546

http://primex-kids.co.jp/ px.konishi@creative-club.jp 大田区山王 3-30-11 子育て支援事業
保育、教育、地域貢献

正会員 大杖　規子

合同会社ネクストステージ 最高業務執行役員 146-0094 080-4139-8083

https://o-nextage.com/ n.otsue@o-nextage.com 大田区東矢口 2-17-18-301
講演業
日本選択理論心理学会心理士
リアリティセラピー協会プラク
ティカムスーパーバイザー

正会員 橋本　今日子
Patio soleado K 代表 146-0081 03-6410-3752 03-6410-3752

https://patiosoleadok.jimdo.com/ kyo-h@muse.ocn.ne.jp 大田区仲池上 2-15-2 パーチメントクラフト教室運営・講師
パーチメントクラフト IPCA
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都市型複合施設

大田区産業プラザ
ＴＥＬ：０３－３７３３－６６００ https://www.pio-ota.net

〒１４４－００３５ 東京都大田区南蒲田１－２０－２０

羽田空港から８分

Meeting event Party presentationlectures show


