音楽著作物利用許諾契約申込書取扱管理者一覧

〈掲載は50音順／敬称略〉

544名（2018年4月15日現在）

北海道支部
管理者／会社名

28名
管理者／会社名

管理者／会社名

青山 和幸／㈱旭川第一興商

荒木 和誠／㈱東北海道第一興商

梅田 裕介／㈱カジ・コーポレーション

大住 修司／東北東映ビデオ販売㈱

片桐 正博／㈱北海道第一興商

片山 一彦／㈲パパノエール

加藤 克己／㈱エクシング札幌支店

桑原 幹雄／㈱第一興商函館支店

小林 健二／㈱東北海道第一興商

小林 浩司／㈱北海道第一興商

佐々木 淳平／㈲パパノエール

佐々木 真一／ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾚｼﾞｬｰｼｽﾃﾑ㈱

佐伯 政幸／㈱北海道第一興商

菅原 武彦／㈲バディランド

杉本 崇／東北東映ビデオ販売㈱

鈴木 翔／ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾚｼﾞｬｰｼｽﾃﾑ㈱

鈴木 良治／㈱旭川第一興商

杣田 陽介／㈱北海道第一興商

田畑 博之／ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾚｼﾞｬｰｼｽﾃﾑ㈱

田畑 洋之／㈱北海道第一興商

中堀 正浩／㈱北海道第一興商

中摩 徹哉／ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘﾚｼﾞｬｰｼｽﾃﾑ㈱

奈良 和也／㈱旭川第一興商

原田 暢樹／㈱エクシング札幌支店

堀 勝義／東北東映ビデオ販売㈱

牧野 学／㈱エクシング室蘭支店

目黒 知孝／㈱エクシング札幌支店

米津 忠／㈱エクシング札幌支店

東北支部
管理者／会社名

47名
管理者／会社名

管理者／会社名

赤間 篤／日本システム機器販売㈱

阿部 勝美／㈱エクシング福島支店

阿部 俊幸／東北東映ビデオ販売㈱

内海 一彦／鼎菱商事㈱

内海 悠紀／㈱ティーフィールズ

岡野 ちひろ／㈱東北第一興商

岡村 順也／㈱北東北第一興商

小野 幸樹／㈱エクシング仙台支店

川田 勝佳／㈱東北第一興商

菊池 賢一／㈱エクシング盛岡支店

菊地 優平／㈱ティーフィールズ

木村 健一／㈱北東北第一興商

黒坂 由龍／㈱北東北第一興商

後藤 享一／㈱ＡＶＳ

後藤 秀則／㈱東北第一興商

小林 紀吉／㈱北東北第一興商

小林 敏明／㈲オリエント商事

佐々木 祐介／㈱ティーフィールズ

佐藤 勝／㈱ティーフィールズ

佐藤 浩一／㈱アルノ

佐藤 忍／㈱北東北第一興商

佐藤 孝洋／㈱アルノ

佐藤 力／㈱エクシング盛岡支店

柴崎 智／㈱トップミュージック

柴谷 典利／明治屋音響㈱

庄子 健二／㈱解原音響

白井 秀和／㈱東北第一興商

宗山 一夫／㈱東北第一興商

高玉 友伸／㈱東北第一興商

高橋 光雄／㈱カジ・コーポレーション

高橋 大和／㈱ティーフィールズ

続橋 一元／㈱北東北第一興商

中村 茂男／㈱北東北第一興商

中村 恵久／㈱北東北第一興商

長谷川 央志／㈱エクシング十和田支店

畑中 要／㈱ティーフィールズ

早坂 司／㈱東北第一興商

古川 義博／㈱エクシング仙台支店

戸来 隆／㈱北東北第一興商

村上 和樹／㈱東北第一興商

茂木 裕／明治屋音響㈱

山田 光二／㈱エクシング仙台支店

横山 正／㈱エクシング山形支店

吉田 敬二／㈱東北第一興商

吉田 順絋／㈱東北第一興商

米倉 義彦／㈱東北第一興商

渡部 教子／ジュークセンター㈱

北関東・甲信越支部
管理者／会社名

24名
管理者／会社名

管理者／会社名

石田 佐和子／㈱ダイマル

石平 健／㈱クレセント新潟

伊丹 幸久／㈱群馬第一興商

伊藤 明和／㈱ダイマル

伊藤 哲彦／㈱ダイマル

猪爪 安司／㈱群馬第一興商

猪又 朋広／㈱長野第一興商

亀屋 直樹／㈱クレセント新潟

木村 弘／㈱クレセント新潟

小尾 智哉／㈱第一興商山梨支店

小関 行男／Ｙ．Ｋ．カラオケサービス

小林 寛和／㈱エクシング長野支店

佐久間 丈志／㈲前橋特器

白川 寛士／㈱クレセント新潟

仁井 章智／㈱エクシング高崎支店

長澤 安晃／㈱群馬第一興商

畠山 由章／㈱長野第一興商

浜本 高治／㈱第一興商山梨支店

細野 哲司／㈲ユニック

山岸 栄二／㈱長野第一興商

湯澤 雄二／㈱エクシング長野支店

横尾 征人／㈱クレセント新潟

横田 健次／㈱エクシング高崎支店

和平 公夫／㈱長野第一興商

関東支部
管理者／会社名

39名
管理者／会社名

管理者／会社名

青木 孝喜／㈱カジ・コーポレーション

浅生 俊彦／㈱アルコ

飯塚 勝平／㈱カジ・コーポレーション

池田 和弘／㈱カジ・コーポレーション

石井 角洋／㈱エクシングつくば支店

石田 和則／㈱第一興商千葉支店

今井 洋介／㈱埼玉第一興商

宇賀神 智則／㈲Ｌ･Ｃサウンド・ホーク栃木大河原 健／㈱フジジュークサービス

大部 健治／㈱東葛音響

柿沼 良次／㈱埼玉第一興商

金子 浩一／㈱第一興商

菊地 圭二／㈱栃木第一興商

黒澤 健／㈱常磐第一興商

小谷 政章／㈱エクシング小山支店

佐々木 早人／㈱フジジュークサービス

佐藤 拓也／㈱埼玉第一興商

佐藤 文幸／㈱栃木第一興商

塩川 貴之／㈱音研商事

塩畑 慶太／㈱常磐第一興商

高星 隆晴／㈱常磐第一興商

竹添 彰一／㈱常磐第一興商

竹原 清之／㈱第一興商松戸支店

手嶋 健太郎／㈱栃木第一興商

張能 孝幸／㈱東葛音響

飛田 竜史／㈱フジジュークサービス

平賀 秀行／㈱栃木第一興商

平野 廣／㈱第一興商松戸支店

福嶋 俊行／㈱常磐第一興商

平野 正則／㈱第一興商千葉支店

星野 朗／㈱エクシング小山支店

松本 雅之／㈱アルコ

山岸 正人／㈱第一興商

山下 充／㈱常磐第一興商

山田 隆弘／㈱東葛音響

横瀬 政一郎／㈱常磐第一興商

吉尾 和彦／㈱音研商事

吉川 信夫／㈱日本自動販売

若目田 達也／㈱栃木第一興商

首都圏支部
管理者／会社名

69名
管理者／会社名

管理者／会社名

愛甲 弘美／㈱第一興商東京支店

東 祐樹／㈱第一興商横浜支店

安達 健一郎／㈱第一興商横浜支店

荒井 達人／㈱ビスコワン

飯田 博之／㈱東東京第一興商

池田 翼／㈱エクシング台東支店

石川 和宣／㈱エクシング

石渡 大祐／㈱湘南第一興商

石渡 祐司／㈱エクシング湘南支店

伊藤 雄幸／日本統計機㈱

伊藤 誠／㈱エクシング

稲庭 豊／㈱台東第一興商

稲葉 直子／㈱ユージーシー

岩﨑 大志／㈱ビスコワン

岩本 正昭／㈱ユニークメディア

植木 武紀／㈱日本オンキョー機器

大杉 和範／㈱湘南第一興商

岡村 進／㈱第一興商

岡本 恵司／㈱カジ・コーポレーション

小野田 茂基／㈱東東京第一興商

金森 誠／㈱エクシング

金子 昌史／㈱エクシング町田支店

神永 光男㈱音通エンタテイメント

菊地 孝輔／㈱第一興商横浜支店

菊池 宏和／（一社）全国カラオケ事業者協会

木沢 廣一／㈱第一興商東京支店

木野 渉／信栄商事㈱

木村 公泰／㈱台東第一興商

古場 良／㈱東東京第一興商

喜田 洋一／㈱カジ・コーポレーション

國吉 彰／㈱第一興商

座木 健／㈱エクシング東京支店

作元 達朗／㈱第一興商多摩支店

佐藤 秀哉／㈱城西第一興商

澤野 幸大／㈱東東京第一興商

志賀 一弘／㈱京浜サービス

柴田 清高／㈱第一興商多摩支店

末永 秀基／㈱第一興商多摩支店

杉嵜 保夫／㈱ｴｽﾃｨｰｼｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

高木 亜由美／㈱第一ソフト

高野 勝夫／㈱第一興商東京支店

田口 弘之／㈱音通エンタテイメント

高橋 史親／㈱ビスコワン

高須 雄一／㈱エクシング京浜支店

田村 晃一／㈱湘南第一興商

塚本 淳／㈱城西第一興商

鍔 直樹／㈱台東第一興商

利川 明弘／㈱東東京第一興商

鳥居 誠／㈱第一ソフト

西野 昌行／㈱東東京第一興商

新田 晃生／㈲ケイ・サウンズ

沼 和男／㈱湘南第一興商

萩原 猛／㈱第一興商

橋本 光弘／㈱第一興商多摩支店

早坂 學／㈱ルーキー

早坂 安雄／㈱ルーキー

廣瀬 茂／㈱湘南第一興商

福田 耕司／㈱第一興商東京南支店

本田 幸一／㈱第一興商東京支店

本田 忍／㈱城西第一興商

藤野 淳之介／㈱エクシング関内福富支店

松窪 一博／㈱エクシング

矢島 祐也／㈱第一ソフト

山口 雄一／㈱第一興商多摩支店

吉田 富美彦／㈱エクシング

宮川 貴行／㈱エクシング銀座支店

村上 誠／㈱音通エンタテイメント

中部支部
管理者／会社名

宮腰 洋祐／㈱湘南第一興商

98名
管理者／会社名

管理者／会社名

相磯 貴生／㈱東静特機

青木 哲也／㈱東静特機

青木 宏和／エスエー商事㈱

石井 紳一郎／㈱エクシング

石倉 尚紀／㈱エクシング富山支店

石原 清行／㈱カジ・コーポレーション

市川 正幸／㈱市川商事

伊藤 真也／㈱カジ・コーポレーション

伊藤 光生／日本音楽出版㈱

伊藤 雅俊／㈱エクシング錦栄支店

稲熊 達也／㈱東海第一興商

岩倉 吉伸／㈱東海第一興商

岩下 亮二／㈱エクシング富士支店

岩渕 隆一／㈱東静特機

上坂 隆一／㈱テルスター

宇佐美 光正／松岡電気㈱

宇佐美 英夫／㈱第一興商豊橋支店

牛田 弘／羽島自動機器㈱

内田 実／ユニオンテック㈱

牛田 弘／羽島自動機器㈱

遠藤 義仁／㈱第一興商三重支店

落 昌司／㈱テルスター

大石 卓／㈱東静特機

大川 渉二／㈱エクシング

大沼 潤一／㈱湘南第一興商伊豆支店

岡村 東／㈱エクシング福井支店

小川 道男／㈱東静特機

大垣 務／㈱第一興商豊橋支店

長田 隼登／㈱東静特機

笠嶋 光／北日本クラリオン㈱

加嶋 譲／㈱エクシング

金森 央洋／㈱東海第一興商

金森 康弘／㈱エクシング

金子 修一／㈱東海第一興商南支店

金子 隆樹／㈱東海第一興商名東支店

加納 義勝／チャイルド商会㈱

河上 泰一郎／㈱北陸第一興商

河岡 輝美／㈱エクシング松阪支店

川原 利雄／富山クラリオン㈱

岸 丈／㈱エクシング富山支店

木村 仁／㈱カジ・コーポレーション

熊谷 慎一／㈱東静特機

栗本 和久／㈱東海第一興商尾張支店

栗栖 秀信／㈱エクシング浜松支店

小林 裕美／㈱サンク

近藤 美佐雄／㈱エクシング

斉藤 幹彦／㈱テルスター

斎藤 芳隆／㈱東海第一興商名東支店

笹本 康史／㈱エクシング富山支店

柴田 祥行／㈱カジ・コーポレーション

柴田 智教／㈱第一興商豊橋支店

柴野 豊／㈱北陸第一興商

芝原 秀和／㈱静岡第一興商静岡支店

島袋 司／㈱カジ・コーポレーション

菅沼 憲人／㈱東海第一興商

鈴木 俊彦／㈱東静特機

鈴木 希芳／中日ジューク㈱

高井 隆成／㈱エクシング金沢支店

髙木 健二／㈱北陸第一興商

高本 健三／㈱ゼロ

竹川 みゆき／㈱カジ・コーポレーション

田所 実／羽島自動機器㈱

田中 邦樹／中日ジューク㈱

田中 晃／㈱エクシング豊橋支店

苣木 忠義／㈱カジ・コーポレーション

辻本 祥久／㈱東海第一興商尾張支店

土家 健二／㈱カジ・コーポレーション

寺澤 克彦／㈱音通エンタテイメント

寺嶋 悟／㈱ＦＢＣオンパイ

寺田 弥／日本音楽出版㈱

徳橋 竜宏／㈱ＦＢＣオンパイ

内藤 良二／㈱北陸第一興商

中川 幸久／㈱カジ・コーポレーション

中田 光則／㈱エクシング松阪支店

新美 常和／㈲新和物産

西山 啓之／㈱湘南第一興商沼津支店

平原 敦／㈱エクシング三重支店

長谷川 賢治／㈱第一興商三重支店

福島 正人／㈱エクシング金沢支店

堀江 真人／㈱エクシング富士支店

堀部 建文／㈱第一興商

別所 本康／㈱第一興商豊橋支店

松田 樹／㈱ＦＢＣオンパイ

三嶋 誠／㈱静岡第一興商

南 祐史／富山クラリオン㈱

本村 勝／㈱第一興商

森 信秀／㈱第一興商豊橋支店

松塚 司／㈱ＦＢＣオンパイ

松岡 幸二／松岡電気㈱

安澤 嘉崇／㈱ミニジューク岐阜

山田 拓／㈱東静特機

横井 誠／㈱エクシング

吉岡 真樹／㈱エクシング名古屋支店

吉田 篤史／中日ジューク㈱

吉田 幸代／㈱カジ・コーポレーション

吉田 兆位／㈱デンキョー

吉田 正輝／㈱北陸第一興商富山支店

米田 隆司／㈱東海第一興商

近畿支部
管理者／会社名

32名
管理者／会社名

管理者／会社名

秋山 絋司／東洋音響㈱

池上 亮太／東洋音響㈱

池田 真也／㈱ミニジューク関西

石川 直樹／㈱第一興商奈良支店

臼井 隆志／㈱メグミ

内田 克己／㈱エクシング京都支店

尾崎 泰則／㈱京都第一興商

河田 誠／㈱メグミ

金賀 浩／㈱エクシング舞鶴支店

隅沢 信樹／㈱ミニジューク関西

幸徳 一成／㈱カジ・コーポレーション

小林 政弘／㈱ミニジューク関西

佐藤 智也／㈱ミニジューク関西

澤井 仁／㈱京都第一興商滋賀支店

霜越 進也／㈱エクシング祇園支店

高瀬 史／㈱メグミ

高橋 佳展／㈱オアス

武内 秀樹／㈱ミニジューク関西

谷口 健太／㈱第一興商近畿和歌山支店

辻岡 章夫／㈱京都サービスゲームス

辻岡 秀／㈱京都サービスゲームス

長坂 唯／東洋音響㈱

波床 綾子／㈱ミニジューク関西

林 紀代彦／㈱ミニジューク関西

原田 智／㈱エクシング大阪支店

平松 弘光／㈱エクシング

古田 正光／㈱ミニジューク関西

法里 一志／㈱メグミ

前田 武士／㈱ミニジューク関西

松田 信也／東洋音響㈱

松田 始／㈱ミニジューク関西

吉田 祐也／㈱ミニジューク関西

阪神支部
管理者／会社名

51名
管理者／会社名

管理者／会社名

明間 裕紀／㈱ミニジューク関西

秋丸 伸一／㈱兵庫第一興商

池田 学／サウンドステーション

伊澤 三男／㈱音通エンタテイメント

井村 貴宏／㈱ミニジューク関西

上田 忠宏／㈱第一興商大阪支店

植野 哲也／㈱音通エンタテイメント

江崎 浩二／㈱エクシング神戸支店

大林 清訓／㈱京阪第一興商

沖口 耕平／㈱第一興商近畿

尾崎 弘／ＳＯＨＯ音響

川本 裕司／㈱エクシング大阪支店

北口 英樹／㈱音通エンタテイメント

木村 有佐／㈱エクシング大阪支店

栗飯原 英晃／㈱第一興商大阪支店

小坂 紀貴／㈱エクシング明石支店

小林 武志／㈱エクシング大阪支店

今野 肇／㈱エーセツ

左右田 正則／㈱音通エンタテイメント

柴野 浩良／㈱京阪第一興商

末永 伸也／㈱エクシング

瀬川 佳則／㈱エクシング大阪支店

関 尊成／㈱エクシング大阪東支店

高橋 昌己／㈱カジ・コーポレーション

高元 晴幸／㈱関西ゴラクサービス

高江洲 智彦／㈱京阪第一興商

田中 陽一郎／㈱カジ・コーポレーション

谷 英昭／㈱第一興商大阪支店

徳平 公人／㈱エクシング大阪支店

中居 晋柄／㈱エクシング大阪支店

中谷 慎吾／㈱エクシング姫路支店

永島 博史／㈱カジ・コーポレーション

永沼 厚／ＡＫ音響システム㈱

西田 圭樹／㈱エクシング大阪支店

西山 貴士／㈱第一興商近畿

新田 雅樹／㈱エクシング明石支店

橋本 実／㈱第一興商大阪支店

濵松 和義／㈱エクシング大阪東支店

林 和也／㈱音通エンタテイメント

廣田 真市／㈱音通エンタテイメント

藤丸 英之／㈱エクシング大阪支店

古家 邦彦／㈱関西ゴラクサービス

本間 恵司／㈱カジ・コーポレーション

松浦 賢治／㈱兵庫第一興商豊岡支店

宮川 旭／㈱音通エンタテイメント

持田 鉄平／㈱京阪第一興商

森田 完／㈱カジ・コーポレーション

山市 和人／㈱第一興商大阪支店

山下 敏郎／㈱京阪第一興商

山田 信彰／㈱第一興商近畿

吉田 隆俊／ＡＫ音響システム㈱

中国支部
管理者／会社名

38名
管理者／会社名

管理者／会社名

相浦 豊公／㈱第一興商広島支店

秋吉 亮太／㈱サンイントウエイ

阿部 康雄／㈱トーゴーマシンサービス

伊藤 秀昭／㈱東映コミュニケーションズ

大原 一寛／㈱東映コミュニケーションズ

小笠原 努浩／㈲アイクラフト

乙丸 博行／㈱エクシング広島支店

川本 道明／㈱東映コミュニケーションズ

児玉 篤／㈱東映コミュニケーションズ

坂口 正剛／㈱第一興商岡山支店

清永 浩三／㈱エクシング福山支店

白石 芳行／㈱トーゴーマシンサービス

高菅 渉／㈱トーゴーマシンサービス

髙田 政明／せとうち特機㈱

高橋 丈晴／㈱エクシング流川支店

武川 喜郎／㈱第一興商広島支店

竹射 一貴／㈱オーケーミュージック

丹羽 知嗣／㈱第一興商広島支店

千原 智樹／㈱トーゴーマシンサービス

津田 一成／㈱トーゴーマシンサービス

寺島 三男／㈱第一興商広島支店

中村 貞雄／㈱第一興商広島支店

西山 仁／㈲アイクラフト

野村 晋一／㈱トーゴーマシンサービス

藤井 則行／㈱エーセツ倉敷支社

藤岡 宏之／㈱トーゴーマシンサービス

藤村 和章／㈱トーゴーマシンサービス

松浦 基弘／㈱エクシング福山支店

虫明 建二／㈱エクシング福山支店

宮 俊之／㈱第一興商山口支店

村上 和明／㈱関西ゴラクサービス

八木 照雄／㈱エクシング

山田 侑／㈱トーゴーマシンサービス

山村 純平／㈱トーゴーマシンサービス

吉原 幸一／㈱トーゴーマシンサービス

渡邊 裕文／㈱東映コミュニケーションズ

渡辺 智史／㈱エクシング流川支店

四国支部
管理者／会社名

渡邊 翔平／㈱サンイントウエイ

23名
管理者／会社名

管理者／会社名

一柳 昭則／㈲ワールドミュージック

今井 晴義／㈱第一興商徳島支店

加藤 暢志／㈲ワールドミュージック

神原 真一郎／㈱エクシング松山支店

黒川 秀次／㈲瀬戸オーディオ

澤井 晴奈／㈱Ｂ．Ｍ．Ｃ

澤井 直喜／㈱Ｂ．Ｍ．Ｃ

篠原 浩司／㈱パークメディコム

高森 健次郎／㈲ワールドミュージック

武田 光正／㈱エクシング高松支店

竹村 真一／㈱第一興商高知支店

竹村 竜一／㈱第一興商高知支店

田坂 太郎／㈲エルケイうわじま

土居 由知／㈲ワールドミュージック

中石 好彦／㈲ワールドミュージック

中山 政幸／㈲ワールドミュージック

仁井田 盛至／㈲ワールドミュージック

濵口 正浩／㈲ワールドミュージック

藤井 哲雄／㈱第一興商松山支店

丸岡 達也／㈱Ｂ．Ｍ．Ｃ

森本 敏典／㈱第一興商松山支店

森藤 勉／㈱Ｔ．Ｗ．Ｏ

安川 哲矢／㈱第一興商高松支店

九州支部
管理者／会社名

95名
管理者／会社名

管理者／会社名

荒木 哲郎／㈱Ｋ．ＭＡＸ

有馬 健一／㈱サンテスワールド

安東 祐一郎／㈱エクシング大分支店

池田 祐紀／㈱トーニン

池口 浩美／㈱エクシング／㈱エクシング

伊東 秀晃九州リース／㈱

岩﨑 年雄／㈱サウンドおおの

岩崎 秀彦／㈱エクシング長崎支店

岩松 直樹／㈱アトム

内西 福一／㈱サンテスワールド

内村 祐介／㈱サウンドおおの

江浦 英則／㈱サウンドおおの

大城 盛明／㈱九州リース特品販売

大庭 一啓／㈱ＪＳＯ沖縄支店

大野 明子大洋／㈱

大原 和幸／㈱トーニン宮崎営業所

緒方 源平／㈱トーニン北九州営業所

小濵 和明／㈱サウンドおおの

加藤 晃治／㈱トーニン宮崎営業所

片島 俊也／㈱カジ・コーポレーション

川上 哲／㈱九州第一興商

貴島 高弘／㈱サンテスワールド

喜友名 陽輝／㈱沖縄第一興商

興古田 一也／㈱沖縄第一興商中部支店

金城 次広／㈱沖縄第一興商

金城 惠子／㈲アクティクス沖縄営業所

具志堅 勇／㈱ＪＳＯ沖縄支店

久保 洋／㈱プリンス興商

久保山 瑞希／㈱サウンドおおの

黒木 哲平／㈱サンテスワールド

桑原 雄人大洋／㈱

髙倉 智映／㈱九州第一興商

國分 靖哲／㈱トーニン佐世保営業所

小林 貴大／㈱プリンス興商

近藤 末男／㈱エクシング佐世保支店

坂口 博信／㈱サンテスワールド

坂本 洋／㈱エクシング宮崎支店

酒田 征徳／㈱トーニン宮崎営業所

崎山 政夫／㈲名浦企画

菅沼 靖／㈱九州第一興商

鈴木 潤九州リース／㈱

高尾 浩昭／㈱トーニン佐賀営業所

武田 裕／㈱エクシング

田崎 光拡／㈱サンテスワールド

田﨑 和人／㈱サウンドおおの

田中 稔久／㈱矢野エンタープライズ

田邉 直久／㈱エクシング佐世保支店

谷口 真二郎／㈱サウンドおおの

玉城 茂紀／㈱タイカン沖縄

津村 洋志／㈱エクシング中洲支店

寺岡 八洋／㈱第一興商熊本支店

寺田 貴志／㈱エクシング熊本支店

寺山 嘉昭／㈱沖縄第一興商

徳重 幸夫／㈱サンテスワールド

徳松 安盛／㈱カジ・コーポレーション

豊田 健一／㈱エクシング久留米支店

仲 幸伸／㈱九州第一興商

仲井間 憲一／㈱ＪＳＯ沖縄支店

仲宗根 聡子／㈱ゼネラルインターナショナル

永松 祐樹／㈱エクシング大分支店

中村 朋広／㈱ＮＫサービス

中藤 康平／㈱アトム

那須 大介／㈱エクシング北九州支店

野崎 清／㈱沖縄第一興商

野崎 秀信九州リース／㈱

西本 勝／㈱アトム

橋口 慎哉／㈱第一興商佐世保支店

橋詰 広明／㈱関西ゴラクサービス

林 裕二／㈱トーニン

原田 朴郎／㈱トーニン

東垂水 豊／㈱サウンドおおの

東江 孝敏／㈱ゼネラルインターナショナル

福田 徳智／㈱サウンドおおの

藤海 教行／㈱サウンドおおの

平城 渉／㈲アクティクス福岡営業所

増井 隼人／㈱アトム

松井 博樹／㈱トーニン佐賀営業所

松尾 貴／㈱エクシング久留米支店

松田 和幸／㈱トーニン宮崎営業所

三浦 正治／㈱エクシング鹿児島支店

宮里 清／㈱沖縄第一興商

宮本 誠／㈱アトム

麦生田 健二／㈱サンテスワールド

村上 栄章／㈱エクシング大分支店

村田 美智夫／㈱九州第一興商

森田 晃平／㈱トーニン宮崎営業所

山口 卓也／㈱サウンドおおの

山田 峰輝／㈱エクシング長崎支店

山本 鎌士／㈱エクシング

山本 健児／㈱エクシング

横山 雄次／㈱関西ゴラクサービス

吉崎 直弥／㈱Ｋ．ＭＡＸ

渡部 浩司／㈱第一興商鹿児島支店

渡辺 晃弘／㈱沖縄第一興商

寄田 隆夫／㈱サンテスワールド

