
アイア㈱ 代表取締役 萩島　宏
㈱アイウォーク 代表取締役社⻑ 栗原　裕
愛眼㈱ 代表取締役社⻑ 佐々栄治
㈱アイコール 代表取締役 市川　勲
㈱アイドル 代表取締役社⻑ 平田  保
㈱アイリスメガネ 代表取締役社⻑ ⼩島陽⼀郎
㈱アカクラ 代表取締役社⻑ 山本　太
㈱赤坂柿山 代表取締役社⻑ 川合寛妥
㈱曙 代表取締役社⻑ 細野佳代
味の浜藤㈱ 代表取締役社⻑ 森口江美子
㈱アスプルンド 代表取締役社⻑ 嶋本喜司
アッシュ・ペー・フランス㈱ 代表取締役 村松孝尚
㈱アダストリア 代表取締役会⻑兼ＣＥＯ 福田三千男
㈱アブアブ赤札堂 代表取締役社⻑ ⼩泉和久
㈱アンドゥミ 代表取締役 内田浩司
㈱アンデルセン 代表取締役社⻑ 中原健治
㈱アンネ松本 代表取締役社⻑ 松本　勝
㈱イケガミ 代表取締役社⻑ 池上芳輝
㈱池部楽器店 代表取締役 池部春彦
㈱イケダヤ靴店 代表取締役 栗原 茂
㈱イシガミ 代表取締役 石神康治
㈱板垣 代表取締役社⻑ 板垣雅直
㈱壹番館洋服店 代表取締役社⻑ 渡邊　新
㈱伊東屋 代表取締役社⻑ 伊藤  明
ウィンズビー 代表取締役 脇本俊英
㈱イワキ 代表取締役社⻑ 岩城　大
㈱榮太樓總本舗 代表取締役社⻑ 細田　眞
㈱エイ・ネット 代表取締役 大滝雄⼀郎
㈱エリート 代表取締役社⻑ 日高康夫
㈱エル 代表取締役社⻑ 坂本将夫
㈱大塚家具 代表取締役社⻑ 大塚久美子
㈱オカダヤ 代表取締役社⻑ 蛭川勝五
㈱岡永 代表取締役社⻑ 飯田永介
㈱落合天弘堂 代表取締役専務 落合信裕
㈱かねまつ 代表取締役社⻑ 兼松孝次



㈱キクチメガネ 代表取締役社⻑ 森　信也
㈱紀ノ国屋 相談役 増井德太郎
㈱キャン 代表取締役 ⼩川智士
㈱崎陽軒 代表取締役社⻑ 野並直文
㈱銀座鈴屋 代表取締役社⻑ ⼩⽊曽太郎
㈱銀座タニザワ 代表取締役社⻑ 谷澤信⼀
㈱銀座マギー 代表取締役社⻑ 植松伸⼀
㈱銀座ヨシノヤ 代表取締役会⻑ 日高孝⼀
薬日本堂㈱ 代表取締役社⻑ 河端雅枝
㈱グレートブリテン 代表取締役会⻑ 徳永邦夫
㈱クレヨン 代表取締役社⻑ 田中大資
㈱クローバー 代表取締役社⻑ 佐谷  元
㈱コイデカメラ 代表取締役社⻑ ⼩出剛三
㈱こだま 代表取締役 ⻑倉⼀裕
㈱コックス 代表取締役社⻑ 吉竹英典
㈱さいとう 代表取締役 斎藤妙子
㈱さが美 代表取締役社⻑ ⼩野山晴夫
㈱ザ・クロックハウス 代表取締役社⻑ 大野禄太郎
㈱サックスバーホールディングス 代表取締役会⻑ ⽊山茂年
㈱三省堂書店 代表取締役社⻑ ⻲井忠雄
㈱ＣＣＣ 代表取締役社⻑ 増田宗昭
㈱芝翫香 代表取締役社⻑ ⽊下　勝
㈱シゼンヌ 代表取締役社⻑ 川端明夫
島村楽器㈱ 代表取締役社⻑ 島村元紹
㈱ジャパンイマジネーション 代表取締役会⻑兼社⻑ ⽊村達央
㈱しゃんるる 代表取締役 ⼩畑雄二
㈱ＪＥＵＧＩＡ 代表取締役社⻑ ⻄村昌史
㈱シュー・パブ 代表取締役社⻑ 山田晋右
㈱シューマート 代表取締役社⻑ 霜田　清
㈱聖護院八ッ橋總本店 代表取締役社⻑ 鈴⿅且久
㈱シンシア 代表取締役 山口和博
㈱新宿高野 代表取締役社⻑ 髙野吉太郎
㈱スギヤマ薬品 代表取締役社⻑ 杉山貞之
㈱鈴乃屋 代表取締役社⻑ ⼩泉寛明
鈴廣かまぼこ㈱ 代表取締役社⻑ 鈴⽊博晶



㈱鈴屋 取締役相談役 鈴⽊義雄
㈱スタージュエリーブティックス 代表取締役 永井淳二
㈱スタイリングライフ・ホールディングス 代表取締役社⻑ 遠藤育雄
㈱ステップス 代表取締役 伊藤　昭
㈱ストーンマーケット 代表取締役 中村泰二郎
㈱スポーツタカハシ 代表取締役社⻑ 高橋勝彦
㈱スミノ 代表取締役社⻑ 角野吉則
㈱生活の⽊ 代表取締役 重永　忠
㈲セオサイクル 代表取締役 瀬尾　仁
㈱千疋屋総本店 代表取締役社⻑ 大島　博 
相鉄ローゼン㈱ 代表取締役社⻑ 春日徹夫
㈱宝屋 代表取締役 島　光義
㈱タツミヤ 代表取締役社⻑ 指田　努
田中興産㈱ 代表取締役社⻑ 田中敏男
㈱玉屋 代表取締役社⻑ 竹田篤史
㈱タハラ 代表取締役社⻑ 山口　栄
タビオ㈱ 代表取締役社⻑ 越智勝寛
㈱チェック商会 代表取締役社⻑ 鈴⽊　晃
中真堂㈱ 代表取締役社⻑ 渡辺浩⼀郎
㈱チヨダ 代表取締役社⻑ 舟橋浩司
㈱ティムティム 代表取締役 藤⽊慎⼀
㈱天賞堂 代表取締役社⻑ 新本桂司
㈱東京鳩居堂 代表取締役社⻑ 熊谷道明
㈱東京芸夢 代表取締役 田中裕輔
㈱東京凬月堂 代表取締役社⻑執⾏役員 髙瀬晃裕
㈱東京ますいわ屋 代表取締役 今枝博昭
㈱東京メガネ 代表取締役社⻑ 白山晰也
㈱⻁屋 代表取締役社⻑ ⿊川光博
㈱ドンク 代表取締役社⻑ 中土 忠
㈲仲⻄眼鏡店 代表取締役 仲⻄隆義
㈱成⽊屋ヘルガ 代表取締役 島田貞子
㈱二⽊ゴルフ 代表取締役社⻑ 二⽊⼀成
㈱⻄川 代表取締役社⻑ ⻄川八⼀⾏様
日進㈱ 専務取締役 出村忠廣
㈱ニューロビン 代表取締役 岩浪照美



㈱にんべん 代表取締役 髙津克幸
㈱ハウスオブローゼ 代表取締役社⻑ 川原　暢
㈱パスポート 代表取締役社⻑ 柘植圭介
㈱はせがわ 代表取締役 ⻑谷川裕⼀
㈱花⼩路 代表取締役社⻑ 上田洋⼀
㈱パル 取締役社⻑ 井上英隆
㈱パレモ 代表取締役社⻑ ⼩田保則
㈱ピーアンドエム 代表取締役社⻑ 泰道真也
㈱ファイブ・フォックス 代表取締役社⻑ 上田稔夫
㈱ヴァンドームヤマダ 代表取締役社⻑ 山田　潤
㈱福砂屋 代表取締役社⻑ 殿村洋司
藤久㈱ 代表取締役社⻑ 後藤薫徳
㈱富士ストア 代表取締役社⻑ 江口輝佳
㈱ブティックセリザワ 取締役相談役 芹澤豊男
㈲プリン 代表取締役 熊倉三男
㈱プレミアビューティアンドスパ 代表取締役社⻑ 上谷智雄
㈱文教堂 代表取締役社⻑ 嶋崎富士雄
㈱文明堂東京 代表取締役社⻑ 宮崎正宣
㈱ベイブルック 代表取締役 原田賢治
㈱紅屋 代表取締役会⻑ 松谷彰久
ベルアングル 代表 鈴⽊角治
ホットマン㈱ 代表取締役社⻑ 坂本将之
㈱ホリ・エンタープライズ 代表取締役社⻑ 君塚浩⼀
ボンフカヤ㈱ 代表取締役会⻑ 船⽊睦雄
㈱松島眼鏡店 代表取締役社⻑ 関口尚⻑
㈱マックハウス 代表取締役社⻑ 白土 孝
㈱マミーナ 代表取締役社⻑ 岡本晴成
㈱丸江藤屋 代表取締役 直江⼀雄
㈱丸晴 代表取締役社⻑ 大岩將道
㈱マルタ 代表取締役社⻑ 宮下　晃
㈱丸山海苔店 代表取締役会⻑ 丸山邦治
㈱三鈴 代表取締役 石角　毅
㈱三峰 代表取締役社⻑ 川村益充
㈱三松 代表取締役会⻑ 齋藤　寛
㈱ムトウ楽器店 代表取締役 武藤勝英



㈱明治屋 取締役相談役 磯野計⼀
㈱メガネの和光 代表取締役社⻑ 清水恭⼀
メルボメンズウェアー㈱ 代表取締役社⻑ 清水貞之
㈲モナリザ洋装店 代表取締役 内海美穂
㈱モリトモ 代表取締役社⻑ 森　康彦
㈱モンブラン 代表取締役社⻑ 酒井猛志
㈱ヤコボ 代表取締役社⻑ 古屋貴史
㈱やまと 代表取締役会⻑ 矢嶋孝敏
㈱山野楽器 代表取締役社⻑ 山野政彦
ＨＭリテーリングス株式会社 代表取締役社⻑ 山野義友
㈱山本海苔店 代表取締役副社⻑ 山本泰人
㈱山本山 代表取締役社⻑ 山本嘉⼀郎
㈱ユーハイム 代表取締役会⻑ 河本　武
㈱有隣堂 代表取締役社⻑ 松信　裕
㈱ヨックモック 代表取締役社⻑ 藤縄武士
㈱吉德 代表取締役社⻑ 山田德兵衛
㈱ライトオン 代表取締役社⻑ 藤原政博
㈱リオグループホールディングス 代表取締役社⻑ 横山卓幸
㈱両口屋是清 代表取締役会⻑ 大島喜⼗郎
㈱リンク・インターナショナル 代表取締役社⻑ 畑　誠
㈱レリアン 代表取締役社⻑ ⼩谷建夫
㈱ワイ・インターナショナル 代表取締役社⻑ ⿃居恵⼀郎
㈱和光 代表取締役社⻑ 安達⾠彦
㈱和光ハトヤ 代表取締役社⻑ 桜井聖剛
㈱ワシントン靴店 代表取締役社⻑ 東條幹雄


