
(2010.4現在)
名称・所在地・会員数

北海道ニュービジネス協議会 会長 高向　巌 （北洋銀行会長） 常務理事 沖口　弘文
〒060-0807 副会長 宮田　昌利 （サンエス電気通信社長）
北海道札幌市北区北7条西1‐2‐6 河野　明美 （ｷｭｰﾌﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ社長）
ＮＳＳ・ニューステージ札幌16階 原　　勲 （北海道未来総合研究所理事長） 主査 加賀屋佳史
（社）北海道未来総合研究所内
Tel　011‐716‐8850
Fax　011‐726‐7533
会員数134（普101、個人24、特9）
http://www.hifa.or.jp/hnbc hnbc@hifa.or.jp

(社)東北ニュービジネス協議会 会長 大山　健太郎 (アイリスオーヤマ社長) 常務理事 嶋津　紀夫
〒980-0021 副会長 藤﨑　三郎助 (藤崎社長) 事務局長 小野澤　瑞大
宮城県仙台市青葉区中央2-8-13 宮森　泰弘 (宮泉銘醸社長)
大和證券仙台ビル10階 新本　恭雄 （セルコホーム社長）
Ｔｅｌ　022-261-5817 山崎　晃生 (新日本製鐵東北支店長)
Ｆax　022-261-2890 鈴木　俊幸 （日東ベスト会長）
会員数328(法271、個57) 浅倉　俊一 （ダイユーエイト社長）
http://www.tnb.or.jp/ 山田　清繁 （ヤマダフーズ社長） info@tnb.or.jp

单舘　伸和 （ワイズマン社長)

新潟ニュービジネス協議会 会長 佐藤　健之 (鈴木コーヒー社長） 事務局長 椎谷　博
〒951-8550 副会長 原　利昭 （新潟大学ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ長） 事務局次長 片桐　正足
新潟県新潟市中央区学校町通 小田嶋　壽一 (ナミックス会長)
1-602-1新潟市役所産業政策課内 能登谷　巌 （新潟市経済･国際部長） 事務局職員 冨樫　美穂子
Ｔｅｌ　025-224-0550
Fax　025-224-4347
会員数86(法人35、特法4、個47)
http://nbc.pavc.ne.jp/nbcsite/ nbc@pavc.ne.jp

とちぎニュービジネス協議会 会長 高橋　和夫 （大高商事社長） 専務理事 塩浜　茂夫
〒320-0072 副会長 中津　正修 (トヨタウッドユーホーム社長) 事務局長 伊藤　智章
栃木県宇都宮市若草5-14-26 飯村　慎一 （光陽電気工事社長） 中澤　智美
大高商事ビル２階 佐山　良一 （フォワード社長）
Tel　 028‐616‐1512 渡辺　孝雄 （エルシーアール代表取締役）
Fax　028-616‐1513
会員数50（一般39、賛2、個8、アントレ1）
http://www.nbc-tochigi.net/ info@nbc-tochigi.net

(社)いばらきニュービジネス協議会 会長 大久保　博之 （リリー文化学園理事長　学園長） 専務理事 淺川　清司
〒310-0011 副会長 大野　秀之 (ゆにろーず社長） 事務局長 渡辺　修身
茨城県水戸市三の丸１－５－３８ 五来　敬一 （五来モータース代表取締役） 書記 沼田　章子
茨城県三の丸庁舎１Ｆ 横山　和裕 (久月総本舗代表取締役)
Ｔｅｌ　029-227-8383
Fax　029-227-8484
会員数97
http://www.inbc.or.jp office@inbc.or.jp

(社)２１世紀ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会 会長 若林　順平 (デンセン副社長) 専務理事 唐沢　宏
〒380-0805 副会長 羽生田　豪太 （羽生田鉄工所社長） 常務理事 相馬　豊恒
長野県長野市大字三輪1252-1 土屋　龍一郎 （ﾂﾁﾔ･ｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ社長） 事務局員 篠崎　京子
長野市柳町働く女性の家２Ｆ内 丸田　好美 （サーティースリー社長）
Ｔｅl　026-217-1910 河本　龍男 （カワモト社長）
Fax　026-217-1915
会員数138 最高顧問 吉田　總一郎 （吉田籐兵衛ｱﾝﾄﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ社長）
http://www.21cnbc.jp 21nbc@avis.ne.jp

       （社）日本ニュービジネス協議会連合会一覧
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(社)関東ニュービジネス協議会 会長　 池田　弘 (新潟総合学園総長) 専務理事・事務局長 春名　卓
〒107-0052 副会長 加藤　雄一 (アドバネクス社長)
東京都港区赤坂1-6-8 首藤　健次 （ﾏｻﾞｰｽﾞｼｽﾃﾑ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ社長） 総務部長　 小泉　覚
井上赤坂ビル3階 越智　通勝 （エン・ジャパン社長）
Ｔｅｌ　03-3584-6080 井上　智治 （井上ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ社長）
Fax　03-3584-6081 田子　みどり （コスモピア社長）
会員数407(正378、副他29) 木村　育生 （インボイス社長）
http://www.nbc-world.or.jp mail@nbc-world.or.jp

（社）埼玉ニュービジネス協議会 会長 平沼　大二郎 （K＆Dレストランズ社長） 理事事務局長 清野　光昭
〒338-0002 副会長 大崎　俊彦 （先端力学シュミレーション研究所社長） 田沼　憲雄
埼玉県さいたま市中央区 鈴木　勝裕 （クリップ社長） 宮本　直美
下落合4-14-22 北畠　謙太郎 （メディアファイブ社長）
Tel　048-607-2662
Fax　048-855-1565
会員数38
http://www.saitama-nbc.net/ info@saitama-nbc.net

千葉県ニュービジネス協議会 会長　 鮎川　二郎 （千葉商科大・商経学部教授） 事務局 片山　友昭
〒272-8515 副会長 猪瀬　誠 （イノセ社長） 中村　眞二
千葉県市川市国府台1-3-1 副会長 加賀　博 （ジーアップキャリアセンター社長） 吉村　経三
千葉商科大学内　商品学研究室 吉永　容浩
Tel　047-372-4111 内線715
Fax　047-373-9936
会員数94

(社)静岡県ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会 会長 鴇田　勝彦　 (ＴＯＫＡＩ副会長) 事務局長 末永　和代
〒420-0034 副会長 酒井　公夫 （静岡鉄道社長） 事務局員 奥山　玲奈
静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8 米山　寛 （万城食品社長）
ＴＯＫＡＩビル8階 秋山　雅弘 （アルモニコス代表取締役）
Ｔｅｌ　054-273-4835
Fax　054-653-4988
会員数１４９
http://www.snbc.or.jp jimu-s@snbc.or.jp

中部ニュービジネス協議会 会長 豊島　德三 (豊島副会長) 事務局長 成田　多喜夫
〒460-8422 副会長 日比野三吉彦 (テンプスタッフ・ピープル社長) 事務局 大塚　邦夫
愛知県名古屋市中区栄2-10-19 伊藤　與朗 (リゾートトラスト会長) 同上 大野　亮一
名古屋商工会議所 細谷　孝利 (名古屋商工会議所専務理事) 同上 岡﨑海一郎
　　　　中小企業・会員支援部内
Ｔｅｌ　052-223-5746
Fax　052-221-8476
会員数１26(普103、個9、特１4)
http://www.cnb.gr.jp cnbc@cnb.gr.jp

(社)関西ニュービジネス協議会 会長 立野　純三 （ユニオン社長） 常務理事 松原　繁生
〒540-0034 副会長 宮川　博司 (オムロン執行役員) 事務局長 吉田　泰三
大阪府大阪市中央区島町1-2-3 石田　敬輔 （写真化学会長）
三和ビル8階 家次　恒 （シスメックス社長）
Tel　06-6947-2851 小林　徹 (オプテックス社長)
Fax　06-6947-2852 坂本　成彦 （奈良交通相談役）
会員数236(正205､賛助31） 中野　幸生 （中野ＢＣ社長）

http://www.nb-net.or.jp/ nbk@nb-net.or.jp
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(社)中国地域ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会 会長 松坂　敬太郎 (ヒロボー社長) 専務理事 磯村　定夫
〒730-0017 副会長 野津　一成 (美保テクノス社長） 常務理事 林　義之
広島県広島市中区鉄砲町1-20 飯塚　道正 (ジュンテンドー会長) 部長 藤井　清文
第3ウエノヤビル7階 片山　浩子 （岡山ランゲージセンター専務） 部長 和田　明教
Ｔｅｌ　082-221-2929 民秋　史也 (モルテン社長) 事務局長 林　修一
Fax　082-221-6166 藤麻　功 (フジマ会長) 次長 英　大輔
会員数530(正４７８、個３６、特１６) 柏原　伸二 （ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ社長） 次長 藤原　髙穂
http://www.cnbc.or.jp/ 次長 藤井　俊光

次長 宮下　順子
次長 葛西　宜江
次長 海部　智子

nbc@cnbc.or.jp

（社）徳島ニュービジネス協議会 会長 三木　康弘 （阿波製紙社長） 常務理事・事務局長 勝瀬　稔
〒770-0911 副会長 石原　譲 (石原金属社長) 事務局次長 佐藤　圭司
徳島県徳島市東船場町2-21-2 藤﨑　稔 (藤崎電機社長) 事務局員 杉野　景
阿波銀住友生命ビル3階 事務局員 藤井　幸子
Ｔｅl　088-654-5411
Fax　088-654-5510
会員数165 （法83、個71、賛5、学生6)
http://www.tnbc.or.jp office@tnbc.or.jp

（社）九州ニュービジネス協議会 会長 松尾　新吾 （九州電力会長） 専務理事・事務局長 緒方　富幸
〒810-0001 副会長 石原　進 （九州旅客鉄道会長） 事務局次長 森　秀幸
福岡市中央区天神2-3-36 是永　須満子 （セルコムメディコ社長） 事務局次長 澁谷　一雅
ibb　fukuoka　5F 谷　正明 （福岡銀行頭取） 事務局次長 滝　匡由希
tel　092-771-3097 西　太一郎 (三和酒類会長） 事務局次長 藤原　公郎
fax　092-721-6288 原田　康 （ゼンリン会長） 事務局 竹浦　ほずみ
会員数271（法238、個16、特17） 本田　正寛 （西日本シティ銀行会長）
http://www1.i-kyushu.or.jp/qshu-nbc/ 矢頭　美世子 （やずや会長）

琉球ニュービジネス協議会 会長　 西村　茂 （ジェロンジャパン社長） 事務局長代行 渡部　英恵
〒901-0152 副会長 名護　宏雄 (コンピューター沖縄社長)
沖縄県那覇市小禄421-4

Ｔｅｌ　098-859-2133

会員数21
http://www.rnbc.jp

（社）日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合会 会長 長谷川　裕一 (社)九州NBC　理事 専務理事・事務局長 福田　照雄
〒107-0052 副会長 池田　弘 (社)関東NBC会長 事務局次長 長谷川　景一
東京都港区赤坂１－６－８ 松坂　敬太郎 (社)中国地域NBC会長 事務局員 市川　久世
井上赤坂ビル３階 大山　健太郎 （社）東北NBC会長
Tel  03-3584-6077(JNB) 高向　巌 北海道NBC会長 JNB総合研究所
Tel  03-3584-6066（研究所） 吉田　總一郎 (社)21世紀NBC最高顧問 　　　　　　部長 久野　雅志
Fax　03-3584-5430 豊島　德三 中部NBC会長

立野　純三 (社)関西NBC会長
松尾　新吾 (社)九州NBC会長

http://www.nbc-japan.net 今野　由梨 (社)関東NBC特別理事
松田　修一 （社）関東ＮＢＣ理事

会員総数( 2893   )

mail:qshu-nbc@i-kyushu.or.jp

hanapichi_hanahana@yahoo.co.jp

http://www.cnbc.or.jp/
mailto:nbc@cnbc.or.jp
http://www.tnbc.or.jp/
mailto:office@tnbc.or.jp
http://www1.i-kyushu.or.jp/qshu-nbc/
http://www.rnbc.jp/
http://www.nbc-japan.net/
mailto:hanapichi_hanahana@yahoo.co.jp

