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会員企業名 アライアンスパートナーズ 株式会社 

所在地 
〒163-6034 東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー34F 
Tel.03-5381-7002,  Fax.03-5381-7003 

代表者名 島田 雅史 
Web サイト http://www.alliance-p.com/index.html 

事業内容 
企業再生・フィナンシャルアドバイザリー、パフォーマンスインプルーブメント、戦

略的不動産アドバイザリー、デューデリジェンス 
会員企業名 株式会社 伊藤園 

所在地 
〒151-8550 東京都渋谷区本町 3-47-10    
Tel.03-5371-7111 

代表者名 本庄 大介 
Web サイト http://www.itoen.co.jp/ 
事業内容 茶製品・飲料の製造・販売等 
会員企業名 株式会社 イノベーショントラスト 

所在地 
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号ニューオータニガーデンコート 19Ｆ 
Tel.03-6893-7001, Fax.03-6893-7011 

代表者名 井上 浩一郎 
Web サイト http://www.i-trust.co.jp/ 

事業内容 
賃料・保証金返還・企業再生・リストラクチャリング・成長戦略構築実行・M&A・財

務デューデリジェンス等、各種コンサルティング 
会員企業名 株式会社 エフケイ 

所在地 

[本社]〒460-0002 名古屋市中区丸の内２-２-15 東照ビル１階  Tel. 052-232-8484,  
Fax.052-232-8485 ;[大阪支店]〒530-0044 大阪市北区東天満１-４-16 第二合田ビル３

階 Tel. 06-6242-8761, Fax.06-6242-8760；[東京支店] 〒103-0011 東京都中央区日本

橋大伝馬町１-３ Aska Ⅴ日本橋２階 Tel.03-5645-2111 Fax.03-5645-2130, 
代表者名 深谷 昇 

Web サイト http://www.efu-kei.co.jp/ 

事業内容 
・損害保険代理店業務 ・生命保険募集に関する業務・保険に関する総合的なコンサル

ティング事業 ・年金資金・資産運用に関する業務 ・法人・財務や相続・事業継承に

関する保険によるコンサルティング事業 ・企業における顕在・潜在リスク診断業務 
会員企業名 株式会社 オカムラ 

所在地 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-1-7 東大手ビル 3 階   
Tel.03-3259-6002,  Fax.03-3259-9602 

代表者名 井上 健 
Web サイト http://www.okamura.co.jp/ 
事業内容 商環境、オフィス環境、建材、インテリア他 
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会員企業名 株式会社 サティスファクトリー 

所在地 
〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目 12 番 8 号 HF 八丁堀ビルディング 
Tel. 03-5542-5300,  Fax. 03-5542-5303 

代表者名 小松 武司 

Web サイト http://www.sfinter.com/index.html 

  事業内容 
環境マネジメント事業、廃棄物コスト削減・管理代行業務、廃棄物、リサイクル等環

境に関する各種コンサルティング、環境教育「eduCycle」、再生可能エネルギー事業 
会員企業名 三共ディスプレイ 株式会社 

所在地 
〒738-0021 広島県廿日市市木材港北 7-17 [東京支店]〒171-.0014 東京都豊島区池袋

2-23-24  Tel.03-5954-7675,   Fax.03-5954-7810 
代表者名 孝野 孝男 

Web サイト http://www.sankyo-d.com/ 

  事業内容 
ショッピングセンター・専門店・飲食店等の企画設計・施工・監理、展示会・造形・

商品陳列什器・家具等の設計・製作・監理、商業サインの企画・製作・施工・監理 
会員企業名 株式会社 SynaBiz 

所在地 〒141-0021 東京都品川区上大崎 2-13-30 oak meguro 3階 

代表者名 杉本 聡 

Web サイト https://synabiz.co.jp 
  事業内容 情報・流通 

会員企業名 株式会社 新東通信 

所在地 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-16-29 
Tel.052-951-3875,   Fax.052-951-0672 

代表者名 谷 喜久郎 
Web サイト http://www.shinto-tsushin.co.jp/ 

  事業内容 
アドバタイジング、ブランディング支援、セールスプロモーション、空間プロデュー

ス、ダイレクトマーケティングコンサルティング事業、クラウドファンディング事業  
会員企業名 ステッチ 株式会社 

所在地 
〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-5-5 ヒューリック大手町北ビル７階 
Tel.03-6260-7275(代表), Fax.03-6260-7274 

代表者名 上田 新吾 
Web サイト http://www.stitch-pro.jp 

  事業内容 
アドバタイジング、メディア、ウェブ、クリエイティブ、イベント、プロモ

ーション、ヒューマンソリューション、ソーシャルコミュニケーション等、

各種事業 
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会員企業名 泰光 株式会社 

所在地 
〒463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南 1-2-4 
Tel.052-791-4760, Fax.052-791-1165 

代表者名 山田 泰弘 

Web サイト http://www.taikokk.com 

  事業内容 
総合広告代理業務 ／ メディア・プランニング、広告クリエイティブ（パンフレッ

ト、製品カタログ、会社案内、ホームページ等企画制作）、展示会設営、 CG・デジタ

ルマニュアル制作、模型制作、翻訳(技術、特許、法務)等 

会員企業名 株式会社 東通メディア 

所在地 〒101-0033東京都中央区八丁堀 4-8-2  いちご桜橋ビル 8階 
代表者名 赤池 文孝 

Web サイト https://www.totsumedia.co.jp/index.html 

  事業内容 
通販期間システム、コールセンター、BPO・RPAサービス 

メディアプランニング、クリエイティブ制作 
会員企業名 ハンズホールディングス 株式会社 
所在地 〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町 KDX 秋葉原ビル 9階 

代表者名 徳村 有聡 

Web サイト https://www.hands-holdings.co.jp 
事業内容 経営戦略、営業戦略の策定、経営業務指導、資産運用・管理、人材採用・育成 

会員企業名 株式会社 プロレド・パートナーズ 

所在地 
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-10-11芝大門センタービル 4F  
 Tel.03-6435-6581, Fax.03-6435-6582 

代表者名 佐谷 進 

Web サイト http://www.prored-p.com 

  事業内容 

企業不動産マネジメント、CRE 戦略の策定、賃料増額の防衛/出退店戦略/ PRE 戦略

コストマネジメント、賃料コスト削減、電力を中心としたエネルギーコストの削減、

金融コスト・施設管理費を中心とした間接費の削減経営コンサルティング、流通・小

売に関する経営コンサルティング全般 

会員企業名 株式会社 ブランコジャパン 

所在地 
〒107-0062 東京都港区南青山 2-23-8 外苑ビル 5 階  
Tel.03-5772-7491,  Fax.03-5772-7492 

代表者名 森田将幸 

Web サイト http://www.blancco.jp/ 

  事業内容 
日本国内・アジア地域における IT機器のデータ消去ソフトの販売、ならびに付随サー

ビスの提供 
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会員企業名 未来創造弁護士法人 

所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー17 階 
代表者名 三谷 淳 

Web サイト https://mirai-law.jp 
事業内容 法律事務所 
会員企業名 株式会社 ラフィーク・コーポレーション 

所在地 
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-26-10 日暮里ビル ４F  
Tel.03-5615-0980, Fax.03-5615-0981 

代表者名 坂入 修二 

Web サイト http://www.rafeak.co.jp 
  事業内容 店舗内装設計施工業、省エネコンサル、企画、設計、工事 
会員企業名 株式会社 リテールサポート 

所在地 
〒104-0045 東京都中央区築地 1-12-22 コンワビル 5 階 
Tel.03-3541-3688, Fax.03-3541-3687 

代表者名 山内 三郎 
Web サイト http://www.retail-support.co.jp/ 

  事業内容 
「商品ロス削減支援」、「サービス向上・人事支援」、「コンプライアンス対策支援」、

「企業再生支援」のコンサルティング 
会員企業名 株式会社 USEN 
所在地 〒141-0021 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 目黒セントラルスクエア 
代表者名 田村 公正 

Web サイト https://usen.com/company/ 
  事業内容 IoT プラットフォーム事業、音楽配信事業、エネルギー事業 

  

  
  

  
  
  
  


