
（※令和3年12月15日現在）

選挙人（正会員）氏名 所属する法人名 役職名 郵便番号 住所又は所在地

末野智弘 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 常務執行役員 453-6117 名古屋市中村区平池町4-60-12　グローバルゲート17階

片山義規 アスカ株式会社 代表取締役 448-0002 刈谷市一里山町東吹戸11

沢田昌之 有限責任 あずさ監査法人 名古屋事務所長 450-6426 名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング26階

林　隆春 株式会社アバンセホールディングス ファウンダー 491-0913 一宮市中町1-8-26

山本秀樹 アルファ税理士法人 代表社員 460-0003 名古屋市中区錦1-6-18　Ｊ・伊藤ビル7階

安藤仁志 安藤株式会社 代表取締役 466-8515 名古屋市昭和区白金1-16-7

石崎勝夫 石崎公認会計士事務所 公認会計士 458-0835 名古屋市緑区鳴海町上汐田257-1

鷲主克己 有限会社印刷の共文社 代表取締役 463-0080 名古屋市守山区川西1-1305

田中博道 株式会社エイエイエスティ 代表取締役 460-0003 名古屋市中区錦1-11-20　大永ビル

廣渡嘉秀 株式会社AGSコンサルティング 代表取締役 450-0002 名古屋市中村区名駅4-8-18　名古屋三井ビルディング北館11階

近藤雄一郎 ＳＭＢＣ日興証券株式会社　名古屋支店 取締役社長 460-0008 名古屋市中区栄3-2-3　

犬塚　力 一般社団法人ＳＣＩフォーラム 代表理事 454-0967 名古屋市中川区戸田西3-434　サスティナブル・ストーリー㈱内

牛島祐之 NECネッツエスアイ株式会社　中部支店 代表取締役執行役員社長 460-0003 名古屋市中区錦1-17-1　NEC中部ビル

服部貴應 株式会社エヌエスティー 代表取締役社長 433-8103 静岡県浜松市北区豊岡町58

篭橋裕紀 株式会社Ｎ２ｉ 代表取締役 460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-22　三博ビル７階

有本隆浩 株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ 代表取締役社長 450-6312 名古屋市中村区名駅1-1-1　ＪＰタワー名古屋12階

森田隆博 エムジーホールディングス株式会社 代表取締役 460-0003 名古屋市中区錦3-5-31　ジブラルタ生命名古屋錦ビル2階

藤田　豪 株式会社ＭＴＧ Ventures 代表取締役 460-0003 名古屋市中区錦2-8-24　オフィスオオモリ8階

石川則男 オーエスジー株式会社 代表取締役会長 442-8543 豊川市本野ヶ原3-22

飯沼日出満 株式会社OKBキャピタル 社長 503-0887 岐阜県大垣市郭町2-25

大森輝英 大森石油株式会社 代表取締役社長 491-0824 一宮市丹陽町九日市場字中田129

服部光芳 特許業務法人 岡田国際特許事務所 所長・弁理士 460-0008 名古屋市中区栄2-10-19　名古屋商工会議所ビル7階

松下　健 株式会社オプティマインド 代表取締役社長 460-0008 名古屋市中区栄２丁目１１－３０セントラルビル9階

宇髙秀樹 オリックス株式会社　名古屋支店 名古屋支店長 460-0003 名古屋市中区錦2-9-29　ORE名古屋伏見ビル

稲垣　靖 かがやき税理士法人 代表社員 450-6022 名古屋市中村区名駅1-1-4 URセントラルタワーズ22階

大津正己 川北電気工業株式会社 代表取締役社長 460-0008 名古屋市中区栄4-6-25

神田輝生 神田法律事務所 代表弁護士 460-0003 名古屋市中区錦2-15-20 三永伏見ビル3階

富田　茂 キャリオ技研株式会社 代表取締役社長 451-6039 名古屋市西区牛島町6-1　名古屋ルーセントタワー39階

野田拓史 株式会社クルー 代表取締役 460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-25　MS桜通8階

小澤清隆 株式会社グローブ・ハート 代表取締役 462-0825 名古屋市北区大曽根2-8-26

間瀬直人 株式会社コスモスコンサルティング 代表取締役 460-0008 名古屋市中区栄1-12-5　コスモス21ビル6階

小林友也 小林クリエイト株式会社 代表取締役社長 448-8656 刈谷市小垣江町北高根115

石原卓児 株式会社コメ兵 代表取締役社長 460- 名古屋市中区大須3-25-31

神野吾郎 株式会社サーラコーポレーション 代表取締役社長兼グループ代表・ＣＥＯ 440-8533 豊橋市駅前大通1-55 サーラタワー

原　裕矢 酒井鋼管株式会社 代表取締役 455-0016 名古屋市港区河口町2-16

神谷光典 三栄工業株式会社 代表取締役社長 473-0933 豊田市高岡町東浦10

勝山正昭 三協化成産業株式会社 取締役会長 450-0002 名古屋市中村区名駅3-12-12

香川利光 三幸電子株式会社 代表取締役 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-6-1

渡邉大雄 三昌物産株式会社 代表取締役 510-0863 三重県四日市市塩浜180番地

吉川雄城 三優監査法人　名古屋事務所 所長　理事パートナー 450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目25番9号堀内ビルディング4階

庭野大輔 ＣＮＶ合同会社 代表社員 461-0001 名古屋市東区泉1-10-23 パムスガーデン220

佐藤雅典 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 代表取締役社長 100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館18階

内海勝仁 株式会社ＪＴＢ　名古屋事業部 地域代表名古屋事業部長 453-6106 名古屋市中村区平池町4-60-12　グローバルゲート6階

松本　誠 株式会社ジェイトップ 代表取締役社長 453-0013 名古屋市中村区亀島2-26-4　WEST21ビル6階

盛田貴弘 敷島製パン株式会社 上席執行役員 461-8721 名古屋市東区白壁5-3　

嶋名克広 嶋名海雲合同会社 CEO 446-0059 安城市三河安城本町1-16-2

竹内達哉 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 室長 460-0003 名古屋市中区錦1-10-20　アーバンネット伏見ビル5階

佐藤直樹 ジャフコ グループ株式会社　西日本支社 パートナー　西日本支社担当 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-1-9　淡路町ダイビル3階

永井　淳 新東工業株式会社 社長執行役員 450-6424 名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビル24階

梅村正直 株式会社新東通信 代表取締役副会長 460-0002 名古屋市中区丸の内3-16-29

服部昭三 新日本法規出版株式会社 代表取締役社長 460-8455 名古屋市中区栄1-23-20

白石みどり 株式会社スノーム 代表取締役 461-0034 名古屋市東区豊前町2丁目68　ユニバースビル１階東

宮田昇始 株式会社SmartHR 代表取締役 106-6239 東京都港区六本木3-2-1　六本木グランドタワー39階

竹内　在 セレンディップ・ホールディングス株式会社 代表取締役 460-0008 名古屋市中区栄2-11-7　伏見大島ビル8階

石川雅洋 株式会社ソミックマネージメントホールディングス 代表取締役社長 435-8560 静岡県浜松市南区古川町500

長崎裕起 株式会社ダイアナ　東海支社 支社長 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-16-28　NMF名古屋柳橋ビル3階

齋藤亜希克 ダイドードリンコ株式会社　中京営業部 中京営業部長 461-0022 名古屋市東区東大曽根町2-6　

久吉孝司 大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部副事業部長 463-8550 名古屋市守山区瀬古3-201

荒井　厳 太陽有限責任監査法人名古屋事務所 名古屋事務所長 450-0002 名古屋市中村区名駅4-6-23　第三堀内ビル5階

柴山一紀 ダイレクトメール代行株式会社 代表取締役 462-0828 名古屋市北区東水切町2-28-2

小森谷尚久 大和機工株式会社 代表取締役社長 474-0071 大府市梶田町1-171

中田誠司 大和証券株式会社 代表取締役社長 450-6320 名古屋市中村区名駅1-1-1　JPタワー名古屋20階　

寺尾恵弘 宝印刷株式会社　名古屋支店 執行役員　名古屋支店長 460-0003 名古屋市中区錦1-20-25　広小路ＹＭＤビル5階

桑原宏司 チケットぴあ名古屋株式会社 代表取締役 461-0005 名古屋市東区東桜2-13-32

小池重善 株式会社チューキョーP&G 代表取締役 500-8286 岐阜県岐阜市西鶉2丁目35-2

中部ニュービジネス協議会　選挙人名簿（正会員名簿）



小出健太 中央発條株式会社 代表取締役副社長 458-8505 名古屋市緑区鳴海町字上汐田68

丸山公夫 中京テレビ放送株式会社 代表取締役社長 453-8704 名古屋市中村区平池町4-60-11　

増田義則 中電興業株式会社 代表取締役社長 460-0008 名古屋市中区栄二丁目2-5　電気文化会館内

大島宇一郎 株式会社中日新聞社 代表取締役社長 460-8511 名古屋市中区三の丸1-6-1

本多秀明 中部カーサービス株式会社 代表取締役社長 460-0008 名古屋市中区栄2-4-12　TOSHIN HONMACHIビル702

奥村与幸 中部ケーブルネットワーク株式会社 代表取締役社長 460-0024 名古屋市中区正木3-9-27　NFC金山ビル2階

小澤理夫 中部テクノロジーシード株式会社 代表取締役 465-0078 名古屋市名東区にじが丘1-1-1 虹ヶ丘マンション1211

杉浦正樹 中部日本放送株式会社 代表取締役社長 460-8405 名古屋市中区新栄1-2-8

山門宏司 株式会社地理情報システム 代表取締役 514-0806 三重県津市上弁財町2-7-602

天野清美 つばめ自動車株式会社 代表取締役社長 460-0008 名古屋市中区栄1-21-17　

鈴木全隆 デュプロ販売株式会社 代表取締役 460-0015 名古屋市中区大井町4-19

藤井達郎 テレビ愛知株式会社 取締役　専務執行役員 460-8325 名古屋市中区大須2-4-8　

永井立美 株式会社デンソー 社会ソリューション事業推進部部長 448-8661 刈谷市昭和町1-1　

髙橋良典 東海廣告株式会社 代表取締役 460-0012 名古屋市中区千代田3-4-11

久野　実 弁護士法人東海総合 代表弁護士 460-0003 名古屋市中区錦2-4-23　シトゥラスＴビル7階

佐藤昌孝 東海東京証券株式会社 代表取締役社長 450-6212 名古屋市中村区名駅4-7-1

長尾貴史 株式会社東海理化 商品企画部　部長 480-0195 丹羽郡大口町豊田3-260

松岡慎二 東京海上日動火災保険株式会社 名古屋営業第二部長 460-8541 名古屋市中区丸の内2-20-19　名古屋東京海上日動ビル

冨成義郎 東邦ガス株式会社 代表取締役社長 456-8511 名古屋市熱田区桜田町19-18

白石好孝 東陽倉庫株式会社 代表取締役会長 450-8614 名古屋市中村区名駅南2-6-17

山村知秀 東和不動産株式会社 取締役社長 450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-28　桜通豊田ビル11階

河嶋聡史 有限責任監査法人トーマツ　名古屋事務所 事務所長 450-8530 名古屋市中村区名駅1-1-1　ＪＰタワー名古屋

吉田一之 凸版印刷株式会社 中部事業部　ビジネスイノベーション本部本部長 452-0847 名古屋市西区野南町19　

豊島半七 豊島株式会社 代表取締役社長 460-8671 名古屋市中区錦2-15-15　豊島ビル

奥　祐介 トヨタ自動車株式会社 資本戦略室　新規事業支援Ｇ 450-8711 名古屋市中村区名駅4-7-1

貸谷伊知郎 豊田通商株式会社 代表取締役社長 450-8575 名古屋市中村区名駅4-9-8　

山本正夫 トヨタモビリティ中京株式会社 代表取締役社長 464-0858 名古屋市千種区千種3-6-2

田口達久 株式会社トライウェーブ 代表取締役社長 460-0002 名古屋市中区丸の内2-17-13

清水正久 トランコム株式会社 代表取締役会長 461-0004 名古屋市東区葵1-19-30

中野　健 ナカノ商事株式会社 代表取締役 454-0825 名古屋市中川区好本町1-36　

加藤千麿 株式会社名古屋銀行 取締役会長 460-0003 名古屋市中区錦3-19-17

竹田正樹 株式会社名古屋証券取引所 代表取締役社長 460-0008 名古屋市中区栄3-8-20

浅野了一 弁護士法人名古屋総合法律事務所 代表弁護士 460-0002 名古屋市中区丸の内2-20-25　メットライフ名古屋丸の内ビル6階

山本亜土 名古屋中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-16-30　東海ビル7階

西川栄一 西川コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 461-0005 名古屋市東区東桜2-11-16　西川ビル

加治佐健二 株式会社ニッショー 代表取締役 462-0046 名古屋市北区城見通2-10-1

松下　登 株式会社ニップン名古屋支店 製粉営業部部長 460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-25　丸の内KSビル13階

山本英次 株式会社日本エム・アイ・エー 代表取締役会長 460-0003 名古屋市中区錦1-6-18　J・伊藤ビル4階

伊藤健文 日本システム開発株式会社 代表取締役社長 450-0002 名古屋市中村区名駅4-2-28　名古屋第二埼玉ビル7階

児平高典 株式会社日本政策投資銀行　東海支店 東海支店長 450-6420 名古屋市中村区名駅3-28-12

森田英靖 株式会社日本ピーアール 代表取締役 460-0002 名古屋市中区丸の内3-16-19　三弘ビル6階

峠　清孝 NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社 代表取締役 500-8833 岐阜県岐阜市神田町6-11-1

武　英直 野村證券株式会社　名古屋コーポレート・ファイナンス部 部長 460-8689 名古屋市中区錦2-19-22

礒田英嗣 パーソルR&D株式会社 代表取締役 460-0008 名古屋市中区栄3-18-1　ナディアパークビジネスセンタービル20階

峯尾太郎 パーソルキャリア株式会社 代表取締役社長 450-6414 名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング14階

日比野三吉彦 パーソルテンプスタッフ株式会社 名誉会長 460-8482 名古屋市中区新栄町1-5　栄中央ビル6階

春馬　学 春馬・野口法律事務所 弁護士 460-0003 名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル9階

藤井達也 株式会社ビズリーチ 名古屋オフィス　支社長 450-6322 名古屋市中村区名駅1-1-1　ＪＰタワー名古屋22階

吉田大士 表示灯株式会社 取締役会長 450-0002 名古屋市中村区名駅4-2-11　ナビタ名灯ビル

深谷雅俊 深谷会計事務所 所長 450-0003 名古屋市中村区名駅南1-28-26　宇徳ビル

吉田勝美 株式会社プロネクサス 名古屋支店　支店長 460-0003 名古屋市中区栄3-8-20　名古屋証券取引所ビル

坂　松喜 碧海信用金庫 御園支店 支店長 460-0008 名古屋市中区栄1-11-15

本多　敦 ホンダロジコム株式会社 代表取締役社長 486-0849 春日井市八田町5-16-6

岡本雄三 株式会社ＭＡＲＫコンサルタンツ 代表取締役 460-0008 名古屋市中区栄4-14-31　栄オークリッジ4階

中川信行 株式会社マイナビ 代表取締役　社長執行役員 100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号　パレスサイドビル9階

野口恵介 株式会社マザーズ 代表取締役 451-0043 名古屋市西区新道1-2-5

中島裕之 丸中紙工株式会社 代表取締役 486-0058 春日井市西本町3-271

佐藤　均 株式会社丸八テント商会 代表取締役 460-0008 名古屋市中区栄5-7-10

酒井宗二 丸紅株式会社中部支社 執行役員中部支社長 460-8711 名古屋市中区錦2-2-2

丹菊顕雄 水谷印刷株式会社 代表取締役 451-0031 名古屋市西区城2-20-11

水谷憲司 株式会社水谷運輸倉庫 代表取締役 510-0894 三重県四日市市大字泊村1241-12

中西浩二 株式会社みずほ銀行　名古屋法人第三部 執行理事　部長 460-8644 名古屋市中区栄3-4-5

下島栄二 みずほ証券株式会社　中部投資銀行部 マネジャー 460-0008 名古屋市中区錦1-11-11　

五十川規洋 三井住友海上火災保険株式会社 部長 460-8635 名古屋市中区錦1-2-1

石田博英 株式会社三井住友銀行　名古屋法人営業第二部 副部長 460-0003 名古屋市中区錦2-18-19　

阪井　忍 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 経営企画部部長 460-8660 名古屋市中区錦3-21-24

小林建司 三菱商事株式会社中部支社 中部支社長 450-8680 名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング17階

西内智博 三菱UFJ信託銀行株式会社 名古屋証券代行部長 460-0003 名古屋市中区錦2-20-15　広小路クロスタワー７階



天城宏紀 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 常務執行役員 461-8516 名古屋市東区葵1-19-30　マザックアートプラザ

牧野隆広 株式会社ミライプロジェクト 代表取締役 461-0001 名古屋市東区泉1-21-27　泉ファーストスクエア8階

大塚浩史 武蔵精密工業株式会社 代表取締役社長 440-0888 豊橋市駅前大通1-135 COCOLA AVENUE 3階

髙橋治朗 名港海運株式会社 代表取締役会長 455-8650 名古屋市港区入船2-4-6

拝郷寿夫 名鉄観光サービス株式会社 代表取締役社長 450-8577 名古屋市中村区名駅南2-14-19　住友生命名古屋ビル

犬塚一広 株式会社メイテツコム 代表取締役社長 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－21－12　名鉄協商コンピュータビル

前田由幸 名鉄不動産株式会社 代表取締役社長 450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-25　メイフィス名駅ビル

篠田康人 名南Ｍ＆Ａ株式会社 代表取締役社長 450-6334 名古屋市中村区名駅1-1-1　ＪＰタワー名古屋34階

小島義博 弁護士法人森・濱田松本法律事務所 弁護士名古屋オフィス代表 450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング23階

藤本和久 矢作建設工業株式会社 取締役会長 461-0004 名古屋市東区葵3-19-7　葵センタービル

宮島寛明 税理士法人山田＆パートナーズ　名古屋事務所 事務所長 450-6641 名古屋市中村区名駅1-1-3　ＪＲゲートタワー41階

山田豊久 株式会社山田商会 代表取締役社長 456-0004 名古屋市熱田区桜田町19-21　

山田浩貴 株式会社山田メッキ工業所 代表取締役 473-0925 豊田市駒場町尾片作13-8

三林圭介 ヤマモリ株式会社 取締役専務執行役員 511-8711 三重県桑名市陽だまりの丘6-103

横田成人 株式会社ヨコタエンタープライズ 代表取締役 452-0833 名古屋市西区山木一丁目165番地　ヨコタビル・リアル

伊藤與朗 リゾートトラスト株式会社 代表取締役ファウンダーグループCEO 460-8490 名古屋市中区東桜2-18-31

内藤弘康 リンナイ株式会社 代表取締役社長 454-0802 名古屋市中川区福住町2-26

岡村康男 株式会社レックスアドバイザーズ 代表取締役 460-0008 名古屋市中区栄1-3-3　AMMNATビル７階

内田吉彦 名古屋商工会議所 専務理事 460-8422 名古屋市中区栄2-10-19

村瀬幸雄 岐阜商工会議所 会頭 500-8727 岐阜県岐阜市神田町2-2

雨宮辰信 個人会員　雨宮辰信 509-0236 岐阜県可児市皐ヶ丘8-115

辻　喜礦 個人会員　辻　喜礦 489-0861 瀬戸市八幡台6-201

小林正典 特別会員　小林正典 500-8401 岐阜県岐阜市安良田町4-17-11


