
001 加盟順
会員No. 氏名 会社名 役職 〒 連絡先住所 電話番号 ファックス番号 部会

1 青山 亮雄 （有）青山 代表取締役 465-0072 愛知県名古屋市名東区牧ﾉ原1-503-102         052-701-1070 052-701-1099 4部会部長

2 牛田 清次 (有)牛田噴霧機工場 代表取締役 108-0072 東京都港区白金5-11-13 03-3441-1023 03-3441-1974 1部会（会長）

3 栄 将弘 （株）アイエヌジー企画 代表取締役 352-0032 埼玉県新座市新堀2-13-32-801 042-492-8150 042-492-8151 5部会（会計）

4 庄司 英敏 (株)講販 代表取締役 162-0851 東京都新宿区弁天町3早稲田ASKビル 03-3205-1871 03-3205-2080 2部会（事務局長）

9 増盛 隆 (有)環境クリエイトサービス 代表取締役 362-0063 埼玉県上尾市小泉406-41 048-726-0084 048-726-0084 2部会

10 山口 英治 (有)明治サービス 代表取締役 168-0074 東京都杉並区上高井戸2-14-8 03-6906-7520 03-6906-7521 4部会（副会長）

12 今村 孝次 ケー・アイサービス 代表 402-0032 山梨県都留市鹿留404-5 0554-46-0118 0554-46-0118 2部会

13 橋本 洋一 （有）アスウエル 代表取締役 731-5154 広島県広島市佐伯区薬師が丘2-13-30 082-208-0265 082-501-5512 1部会部長

20 太田 有彌 （株）H.L.P.R. 代表取締役 270-0028 千葉県松戸市二ﾂ木二葉町206-1 047-345-5980 047-345-5980 1部会

25 一倉 明美 みくら 代表 377-0005 群馬県渋川市有馬1273 0279-24-7563 0279-24-7571 5部会

28 折原 静雄 (株)フロンティア環境サービス 代表取締役 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢4-12-15 0466-50-2506 0466-50-2506 3部会

36 安部 誠 ニート安曇野 代表 399-8603 長野県北安曇郡池田町中鵜782-73 0261-62-7947 0261-62-7947 1部会

44 向井 慎矢 M&Mカンパニー(株) 代表取締役 811-3425 福岡県宗像市日の里5-4-1 0940-36-8411 0940-36-8275 4部会

46 宮崎 幸次 （株）環境テクノ 代表取締役 512-0923 三重県四日市市高角町2728-1 059-326-3360 059-326-3307 4部会

47 米澤 浩之 (株)日東キャピタル 環境管理部部長 169-0074 東京都新宿区北新宿3-31-13 03-3361-5298 03-3363-0189 5部会

50 栗川 俊治 タカ翔(株) 代表取締役 813-0011 福岡県福岡市東区香椎4-6-34栗川ﾊｲﾂ105 092-682-5550 092-682-7025 4部会

53 山本 守 (有)MAXAM(マクサム) 代表取締役 114-0034 東京都北区上十条2-31-5好美ﾋﾞﾙ3Ｆ 03-3907-3405 03-3907-3406 2部会部長

65 安藤 裕昭 （有）ファインクリーン 代表取締役 491-0831 愛知県一宮市森本1-30-2 0586-28-4055 0586-28-4056 4部会

77 上野 恭二郎 ライトニン消毒 代表 241-0833 神奈川県横浜市旭区南本宿町14-38 045-351-3914 045-351-3914 3部会部長

78 樋口 征一郎 キレイ研究所（株） 代表取締役 110-0003 東京都台東区根岸3-1-18-1004 03-3872-2650 03-3876-3738 5部会

79 山口 真一 コーシンサービス 代表 114-0016 東京都北区上中里2-7-11 03-6903-0957 03-6903-0957 5部会

81 吉田 史門 ミッドナイトバスターズ 代表 214-0013 神奈川県川崎市多摩区登戸新町27-3 044-911-9100 044-911-9100 5部会部長

82 浅野 恭宏 （有）ヒートアップ 代表取締役 239-0841 神奈川県横須賀市野比2-2-40 046-849-3387 046-849-3639 3部会

83 黒内 誠 ラ・プロップ 代表 151-0066 東京都渋谷区西原1-26-2-302 03-3468-4243 03-5454-5923 3部会

86 熊谷 俊一 （有）川崎新栄環境サービス 代表取締役 216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生6-34-5 044-976-3916 044-977-1680 5部会

87 小林 昭仁 フォーチュンキャット 代表 963-0207 福島県郡山市鳴神3-72 024-952-5612 024-952-5612 2部会

88 藤原 吉宏 FUJIWARAYA(合) 代表 465-0021 愛知県名古屋市名東区猪子石2-911-205 052-776-9646 052-776-9646 1部会

90 小島 幸雄 （有）デリート 取締役 321-0941 栃木県宇都宮市東今泉2-5-2 東今泉マンション1-B 028-660-0253 028-660-0254 1部会（広報）
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92 金井 雅明 (株)アンフィニプロダクト 代表取締役 316-0006 茨城県日立市末広町3-19-9 0294-35-0640 0894-32-7020 4部会

93 萩原 直樹 (株)みらい 代表取締役 359-1111 埼玉県所沢市埼玉県所沢市緑町2-7-16 042-968-4097 042-968-4098 5部会

97 横山 繁幸 （株）さきたま山幸サービス 代表取締役 361-0021 埼玉県行田市富士見町2-26-12 048-577-6772 048-577-6772 5部会

101 小竹森　有里 第一生命保険(株)品川支社 140-0013 東京都品川区南大井6-26-2　大森ベルポートB館6階 050-3782-2540 03-3762-0713 2部会

102 辻井 雅好 エビス消毒 代表 260-0034 千葉県千葉市中央区汐見丘町25-3-101 043-376-1734 043-376-1734 3部会

103 曽根 昌彦 （有）ビルメンパト社 Ｃ.Ｍ. 184-0012 東京都小金井市中町2-1-35-207　マ・メゾン21 042-381-8199 042-387-7723 4部会

104 高橋 豊 （株）クロート 代表取締役 176-0025 東京都練馬区中村南1-23-15-316 03-6321-1884 03-6914-9700 3部会

105 田中 英樹 （株）t-style 代表取締役 130-0013 東京都墨田区錦糸4-1-26-1312 090-4212-8100 047-388-0242 4部会

106 浅野 敬佑 （株）ルチルジャパン 代表取締役 239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5-24-1 046-854-4660 046-854-4660 3部会（渉外）

107 當銘 武夫 （有）トーメー 部長 661-0963 兵庫県尼崎市高田町5-21 06-6493-0907 06-6493-0957 2部会

0
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0

0



事務局員⼀覧
会⻑ （有）⽜⽥噴霧機⼯場 ⽜⽥清次 事務局⻑  (株)講販 庄司英敏 渉外 （有）ヒートアップ 浅野敬祐
副会⻑  (有）明治サービス ⼭⼝祥太 会計   (株)アイエヌジー  栄将⼈ 広報 （有）デリート ⼩島幸雄

１部会  （A班） ２部会 （B班） ３部会 （C班）
(有)アスウエル 橋本 洋⼀ (有)MAXAM(マクサム) ⼭本 守 ライトニン消毒 上野 恭⼆郎
(有)⽜⽥噴霧機⼯場 ⽜⽥ 清次 (株)講販 庄司 英敏 (有)ヒートアップ 浅野 恭宏
(株)H.L.P.R. 太⽥ 有彌 (有)環境クリエイトサービス 増盛 隆 (株)フロンティア環境サービス 折原 静雄
ニート安曇野 安部 誠 ケー・アイサービス 今村 孝次 ラ・プロップ ⿊内 誠
FUJIWARAYA（合） 藤原 吉宏 フォーチュンキャット ⼩林 昭仁 エビス消毒 辻井 雅好
(有)デリート ⼩島 幸雄 第⼀⽣命保険(株)⼩⽵森 有⾥ (株)クロート ⾼橋 豊

(有)トーメー 當銘 武夫 株式会社ルチルジャパン 浅野啓祐

４部会 （D班） ５部会 （E班）
(有)⻘⼭ ⻘⼭ 亮雄 ミッドナイトバスターズ 吉⽥ 史⾨ 相談役（株）講販 庄司雅芳
M&Mカンパニー(株) 向井 慎⽮ (株)アイエヌジー 栄 将弘 相談役（有）明治サービス ⼭⼝英治
(株)環境テクノ 宮崎 幸次 (株)⽇東キャピタル ⽶澤 浩之
タカ翔(株) 栗川 俊治 みくら ⼀倉 明美
(有)ファインクリーン 安藤 裕昭 キレイ研究所(株) 樋⼝ 征⼀郎 部会⻑
(株)アンフィニプロダクト ⾦井 雅明 コーシンサービス ⼭⼝ 真⼀
(有）明治サービス ⼭⼝ 英治 (有)川崎新栄環境サービス 熊⾕ 俊⼀
(株)t-style ⽥中 英樹 (株)みらい 萩原 直樹
（有）ビルメンパト社 曽根 昌彦 さきたま⼭幸サービス（株）横⼭ 繁幸 2020年4⽉1⽇現在部会
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