
名称・所在地・会員数

北海道ニュービジネス協議会 会長 横内　龍三 （北洋銀行 会長） 常務理事・事務局長 佐々木 和浩
〒060-8640 副会長 小砂　憲一 （アミノアップ化学 会長） 　 　
札幌市中央区大通西3丁目11番地 北洋ﾋﾞﾙ3階 河野　明美 （ｷｭｰﾌﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 社長）
株式会社北海道二十一世紀総合研究所内 宮田　昌利 （サンエス電気通信 社長）
Tel：011-251-0730 小林　董和 （北海道大学ｸﾗｰｸ記念財団 理事）
Fax：011-231-3237
正会員数：75名
http://www.hnbc.jp/

　
一般社団法人 会長 新本　恭雄 （セルコホーム 社長） 常務理事 千葉　儀憲
東北ニュービジネス協議会 副会長 佐野　元彦 （サノ・ファーマシー 社長） 事務局長 奥田　義克
〒980-0021 天谷　武 （新日鐵住金 東北支店長） 渡辺　和恵
宮城県仙台市青葉区中央2-8-13 浅倉　俊一 （ダイユーエイト 社長） 小川　善浩
大和證券仙台ビル10階 田中　昌志 （藤崎 専務取締役）
Ｔｅｌ：022-261-5817 前田　直之 （前田製管） info@tnb.or.jp
Ｆax：022-261-2890 佐々木　和彦 （三ツ星商会）
正会員数：336名 吉田　誠夫 （吉田産業 社長）
http://www.tnb.or.jp/ 佐藤　幸夫 （シリウス 社長）

一般社団法人 会長 佐藤　健之 （鈴木コーヒー 会長） 専務理事 岡田　茂久
新潟ニュービジネス協議会 副会長 原　利昭 （新潟工科大学 副学長） 尾身　栄美子
〒951-8550 宇尾野　隆 （ウオショク 社長）
新潟県新潟市中央区学校町通 nbc@pavc.ne.jp
1-602-1新潟市役所産業政策課内
Ｔｅｌ：025-224-0550
Fax：025-224-4347
正会員数：58名
http://nbc.pavc.ne.jp/nbcsite/

一般社団法人 会長 中島　利郎 （中央カレッジグループ 理事長） 専務理事 三谷　徹男
群馬ニュービジネス協議会 副会長 鹿島　保宏 （鹿島エレクトロニクス 社長） 事務局長 猪俣　猛
〒371-0843 髙橋　弘樹 （高信化学 社長） 星野　圭佑
前橋市新前橋町17-36　中央総研ビル
㈱ＣＲＩ中央総研　内 inomata@g-nbc.net
Ｔｅｌ：027-254-3220
Fax：027-253-0662
正会員数：68名
http://g-nbc.net/wp/

一般社団法人 会長 大塚　雅一 （キッズコーポレーション 社長） 専務理事 児玉　博利
とちぎニュービジネス協議会 副会長 山口　弘人 （ドクターリフォーム・サンセイ 社長) （税理士法人児玉税経／代表社員社長）

〒320-0052 武田　文夫 （ジード 社長） 阿久津 聖子
栃木県宇都宮市中戸祭町839 林　書緯 （グリーンデイズ 社長） nbc@t-nb.jp
浜村会計ビル 田村　篤史 （シーデーピージャパン 社長） 　
Tel：028‐616-1512 　
Fax：028-616-1513 　
正会員数： 109名
http://www.t-nb.jp/

いばらき社会起業家 会長 森　秀明 （山森 社長） 専務理事 若林　純也
　　　　　ニュービジネス協議会 副会長 吉田　正一　 （ギフトプラザ　取締役） 副専務理事 赤岩　賢二
〒310-0011 煙山　弘 （日立製錬　社長） 佐々木　郁代
茨城県水戸市三の丸1-5-38
茨城県三の丸庁舎１Ｆ
Ｔｅｌ：029-227-8383 　
Fax：029-227-8484 　 　 　
正会員数：93名 　 　 　
http://www.isec.or.jp/ 　 　

　
一般社団法人 会長 若林　順平 （デンセン 社長） 専務理事 山崎　良彦
21世紀ニュービジネス協議会 副会長 羽生田　豪太 （羽生田鉄工所 社長） 常務理事 相馬　豊恒
〒380-0805 土屋　龍一郎 （エム・ウェーブ 社長） 篠崎　京子
長野県長野市大字三輪1252-1 河本　龍男 （カワモト 社長）
長野市柳町働く女性の家2Ｆ内   
Ｔｅl：026-217-1910 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）
Fax：026-217-1915
正会員数：125名
http://www.21cnbc.jp
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一般社団法人 会長 飯室　元邦 （ＹＳＫ　e-com 社長） 専務理事 石坂　正人
山梨県ニュービジネス協議会 副会長 望月　英雄 （サンキョー 社長） 専務理事補佐 清水　栄一
〒400-0042 長澤　重俊 （はくばく 社長） 常務理事 深沢　栄治
山梨県甲府市高畑2－19－2 石坂　正人 （ジット 社長） 野田　みゆき
ジットプラザ甲府別館内　YNBC事務局
Tel：080-8430-4704 ynbc21@gmail.com
Fax：055-288-9136
正会員数：210名 　
http://www.ynbc.e-color.jp/index.html
 
　
一般社団法人 会長　 下村　朱美 （ミス・パリ代表取締役 ） 専務理事 小泉　覚
東京ニュービジネス協議会 副会長 庄司　正英 （ピーアークホールディングス 会長） 業務部主任 富田　祥子
〒107-0052 倉橋　泰 （ぱど 会長） 業務部 森戸　由香
東京都港区赤坂1-11-28 湯川　智子 （サピエント 社長） 業務部 飯塚　一成
ユニゾ赤坂一丁目ビル7階 深沢　栄治 （光彩工芸 社長） 業務部 伊藤 剣之介
Ｔｅｌ：03-3584-6080 田中　豊 （アートグリーン 社長） 総務部 井原　泉恵
Fax：03-3584-6081 西村　剛敏 （明成建設工業 社長）
正会員数：316名 mail@nbc-world.or.jp
http://www.nbc-world.or.jp

　
一般社団法人 会長 平沼　大二郎 （サイホー 代表取締役） 理事・事務局長 清野　光昭
埼玉ニュービジネス協議会 副会長 大崎　俊彦 （先端力学シミュレーション研究所 会長） 柴田　慶子
〒338-0002 鈴木　正太郎　 （ベルニクス 社長）
埼玉県さいたま市中央区下落合 白川　進 （テクノスコープ 社長）
６−１８−７ー２Ｆ
Tel：048-855-1587
Fax：048-855-1588
正会員数：70名
http://www.saitama-nbc.net/

　
一般社団法人 会長　 鮎川　二郎 （千葉商科大学 名誉教授） 事務局長 柴田　多敏
千葉県ニュービジネス協議会 副会長 加賀　博 （ジーアップキャリアセンター 社長）
〒272-8515
千葉県市川市国府台1-3-1 chiba-pref-nbc@cuc.ac.jp
千葉商科大学内　商品学研究室
Tel：047-373-9936
Fax：047-373-9936
正会員数：55名
http://chiba-nbc.net/

　
一般社団法人 会長 神山　治貴 （マクニカ・富士エレホールディングス 会長） 専務理事 鈴木　康夫
神奈川ニュービジネス協議会 副会長 高乗　正行 （チップワンストップ 社長） 事務局顧問 小林　孝雄
〒231-0003 吉原 直樹 （アルテサロンホールディングス　取締役会長） 事務局長 佐野　欣子
神奈川県横浜市中区北仲通 3-33 呉 雅俊 （ＴＮＰパートナーズ　代表取締役社長）
関内フューチャーセンター　#100 田中　聰 （ミクロスソフトウェア　社長）
Tel：045-274-8682 info@k-nbc.jp
正会員数：54名
http://www.k-nbc.jp/

　
一般社団法人 会長 鴇田　勝彦　 （TOKAIホールディングス 社長） 専務理事・事務局長 岩本　裕次
静岡県ニュービジネス協議会 総括副会長 曽根　正弘 （テレビ静岡 相談役） 渡邉　千紘
〒420-0034 副会長 古谷　博義 （ウェルビーフードシステム 社長）
静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8 高橋　正典 （浜松信用金庫 常務理事） jimu-s@snbc.or.jp

TOKAIビル8階 室伏　強 （三嶋観光バス 社長） office-nb@snbc.or.jp
Ｔｅｌ：054-273-4835
Fax：054-653-4988
正会員数：141名
http://www.snbc.or.jp

石川ニュービジネス協議会 会長 浅野　弘治 （ADI.G 社長） 理事 玉川　昌範
〒920-0841 副会長 米井　裕一 （コマツ石川 社長） 事務局長 松本　直人
石川県金沢市浅野本町1-10-10 松本　耕作 （加賀味噌食品工業協同組合理事長） 事務局 橋場　真裕美
㈱ADI.G内 石動　博一 （Soil 代表取締役）
Tel：076-251-0115 玉川　昌範 （PR ENGINE 代表取締役） mhashiba@adig.jp
Fax：076-251-9115
正会員数：34名

富山ニュービジネス協議会 会長 塩井　保彦 （広貫堂 会長） 専務理事 浦山 哲郎
〒939-0341 副会長 濱　尚 （朝日印刷 社長） 事務局長 山崎　裕一
富山県射水市三ケ576 林　不二男 （和楽美容室 社長）
富山情報ビジネス専門学校内
Ｔｅｌ：0766-55-1420
Fax：0766-55-0757 　
正会員数：146名 　 　 　
http://www.toyama-nbc.jp/
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岐阜ニュービジネス協議会 会長 豊田　良則 （VRテクノセンター 顧問） 事務局長 太田　秀昭
（ぎふIT・ものづくり協議会）
〒503-0006 info@gifu-itmonodukuri.jp
岐阜県大垣市加賀野4-1-7 ota@softopia.or.jp
(公財)ソフトピアジャパン内
Ｔｅｌ：0584-77-1188
Fax：0584-77-1105
正会員数：124名
http://gifu-itmonodukuri.jp/

三重ニュービジネス協議会 会長 濱田　典保 （赤福 会長） 事務局 上　由布子
〒516-0025 副会長 松浦　信男 （万協製薬 社長）
三重県伊勢市朝熊町2015番地
㈱赤福 秘書室内 mie.nbc13@gmail.com
Ｔｅｌ：0596-22-2154
Fax：0596-23-0658 　
正会員数：28名 　 　 　

中部ニュービジネス協議会 会長 日比野　三吉彦 （テンプスタッフ 名誉会長） 事務局長 田口　一規
〒460-8422 副会長 永井　淳 （新東工業 社長） 大塚 諭
愛知県名古屋市中区栄2-10-19 藤本　和久 （矢作建設工業 社長） 田中 利直
名古屋商工会議所 小川　秀樹 （名古屋商工会議所 専務理事） 　
　　　　中小企業・会員支援部内 cnbc@cnb.gr.jp 　
Ｔｅｌ：052-223-5634
Fax：052-221-8476
正会員数：89名
http://www.cnb.gr.jp/

　
一般社団法人 会長 小松　範行 （栄運輸工業 社長） 専務理事 高野　哲正
関西ニュービジネス協議会 副会長 石田　敬輔 （写真化学 会長） 理事・事務局長
〒540-0034 小林　宏至 （甲南アセット 社長） 総務・経理課長 清水　知子
大阪府大阪市中央区島町1-2-3 小林　徹 （オプテックス 社長）   
三和ビル8階 中野　幸生 （中野BC 社長） nbk@nb-net.or.jp
Tel：06-6947-2851 谷口　宗男 （奈良交通 社長）
Fax：06-6947-2852
正会員数：138名
http://www.nb-net.or.jp/

　
一般社団法人 会長 細川　匡 （デリカウィング 会長兼CEO） 専務理事 山内　博文
中国地域ニュービジネス協議会 副会長 片山　良孝 （美保テクノス 専務取締役） 常務理事 豊島　浩
〒730-0017 今井　久師 （今井産業 社長） 事務局長 西尾　昌之
広島県広島市中区鉄砲町1-20 金津　任紀 （カナツ技建工業 社長） 部長 梅原　健
第3ウエノヤビル7階 中島　義雄 （ナカシマプロペラ 常務） 次長 葛西　宜江
Ｔｅｌ：082-221-2929 宮地　治夫 （広島化成 会長） 吉井　由美
Fax：082-221-6166 佐々木　茂喜 （オタフクホールディングス 社長） 中原　良子
正会員数：453名 井上　伊三郎 （井上商店 社長） 石井　美沙子
http://www.cnbc.or.jp/ 藤麻　功 （フジマ 会長) 園山　真喜子

井川　美空
西田　奈津子

四国ニュービジネス協議会連合会 会長 三木　康弘 （阿波製紙 社長） 事務局長 福田　治
〒770-0911 副会長 大亀　裕 （ダイキアクシス 社長）
徳島県徳島市東船場町2-21-2 小川　雅弘 （ティーエルホールディングス 社長）
阿波銀住友生命ビル3階 小野　兼資 （小野 社長）
(一社)徳島ニュービジネス協議会内
Ｔｅl：088-654-5411
Fax：088-654-5510
http://www.nbc-japan.net/nbc/documents/shikoku.pdf

　
一般社団法人 会長 三木　康弘 （阿波製紙 社長） 常務理事・事務局長 福田　治
徳島ニュービジネス協議会 副会長 石原　譲 （石原金属 社長） 杉野　景
〒770-0911 藤崎　稔 （藤崎電機 社長） 岸　俊江
徳島県徳島市東船場町2-21-2 富田　純弘 （富田製薬 社長）
阿波銀住友生命ビル3階 office@tnbc.or.jp
Ｔｅl：088-654-5411
Fax：088-654-5590
正会員数：122名
http://www.tnbc.or.jp

香川ニュービジネス協議会 会長 小野　兼資 （小野 社長） 専務理事 小出　克元
〒760-0052 副会長 石井　浩一 （エヌ・ディー・シー・ジャパン 社長）
香川県高松市瓦町2丁目2-13 鍵山　誠 （ＩＢＬＪ 社長) 竹内　健児　
新瓦町ビル3Ｆ 中條　博之 （香川證券 社長）
Tel・Fax：087-813-0730 木村　構作 （四国警備保障　社長） 福家　淳子
正会員数：92名 真鍋　康正 （アイルパートナーズ 社長）
http://www.nbc.cx/ info@nbc.cx
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一般社団法人 会長 小川　雅弘 （ティーエルホールディングス 社長） 専務理事 中山　廣之
高知ニュービジネス協議会 副会長 佐竹　新市 （龍馬学園 理事長） 事務局長 舟越　康浩
〒780-0822 高野　一郎 （高知丸高 社長） 事務局次長 藤川　誠心
高知県高知市はりまや町1丁目７番７号 中村　公美
川村ビル
Tel：088-856-8945 info@kochi-nbc.com
Fax：088-856-9113
正会員数：46名
http://www.kochi-nbc.com/

一般社団法人 会長 大亀　裕 （ダイキアクシス 社長） 専務理事 河原　成紀
愛媛ニュービジネス協議会 副会長 山本　恒久 （えひめ洋紙 社長） 事務局長 芦澤　昌彦
〒790-0001 三好　潤子 （アビリティセンター 社長） 渡邉　順子
愛媛県松山市一番町1丁目1-1
学校法人河原学園法人本部内 staff@ehime-nbc.jp
Tel：089-986-8286
Fax：089-934-3444
正会員数：40名
http://www.ehime-nbc.jp/

　
一般社団法人 会長 貫　正義 （九州電力　会長） 専務理事 山﨑　隆生
九州ニュービジネス協議会 副会長 石原　進 （九州旅客鉄道 相談役） 事務局長 成瀬　徹
〒810-0001 礒山　誠二 （西日本シティ銀行 副頭取） 事務局次長 松尾　修二
福岡市中央区天神2-3-36 今井　千恵 （レイナ 会長） 事務局次長 平本　俊一
ibb-fukuoka　3F 佐藤　尚文 （九州電力 副社長） 事務局次長 加治屋　納
Tel：092-771-3097 柴戸　隆成 （福岡銀行 頭取） 事務局次長 南里　和照
Fax：092-721-6288 矢頭　美世子 （やずや 会長） 事務局次長 成澤　芳幸
正会員数：357名 竹浦　ほずみ
http://www.qshu-nbc.or.jp/

ap-qshue@qshu-nbc.or.jp

琉球ニュービジネス協議会 会長　 西村　繁 （ジェロンジャパン 社長） 事務局長代行 林　詞津子
〒901-2133 副会長 名護　宏雄 （コンピューター沖縄 社長）
沖縄県浦添市城間2-5-3　2Ｆ
Ｔｅｌ：098-874-1950
Ｆａｘ：098-879-2766
正会員数：22名
http://rnbc.sakura.ne.jp/

公益社団法人 会長 池田　弘 （新潟総合学園　総長） 専務理事・事務局長 荒木　匠
日本ニュービジネス協議会連合会 副会長 横内　龍三 （北海道ＮＢＣ　会長） 事務局総括 春名　卓
〒107-0052 新本　恭雄 （東北ＮＢＣ　会長） 事務局次長 成田　美佐子
東京都港区赤坂1-11-28 下村　朱美 （東京ＮＢＣ　会長）
ユニゾ赤坂一丁目ビル7階 日比野　三吉彦 （中部ＮＢＣ　会長） mail@jnb.or.jp
Tel：03-3584-6077 小松　範行 （関西ＮＢＣ　会長）
Fax：03-3584-6081 細川　匡 （中国地域ＮＢＣ　会長）
http://www.nbc-japan.net 三木　康弘 （徳島ＮＢＣ　会長）

貫　正義 （九州ＮＢＣ　会長）
大山　健太郎 （東北ＮＢＣ　顧問）
吉田　總一郎 （21世紀ＮＢＣ　最高顧問）
加藤　雄一 （東京ＮＢＣ　特別理事）
松田　修一 （早稲田大学名誉教授・商学博士）
南場　智子 （ディー・エヌ・エー 会長）
庄司　正英 （東京ＮＢＣ　副会長）
吉井　信隆 （東京ＮＢＣ　理事）

全国正会員数計：3,401名（'16/3月現在）

shiz.h@nakajimagroup.co.jp
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