
北海道支部

東北支部

北関東・甲信越支部

関東支部

13名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名

音楽著作物利用許諾契約申込書取扱管理者

優秀管理者 一覧 〈掲載は 50 音順／敬称略〉

計223名

川村　英幸 ㈱ジョイネット 09011301 桑原　幹雄 ㈱第一興商函館支店 11111250

管理者番号

青山　和幸 ㈱旭川第一興商 11011435 梅田　裕介 ㈱カジ・コーポレーション札幌営業所 08001872

田畑　洋之 ㈱北海道第一興商苫小牧支店 10011178 奈良　和也 ㈱旭川第一興商 11011433

下田　秀明 ㈱エクシング 07010054 杣田　陽介 ㈱北海道第一興商 10011179

藤村　和成 ㈱東北海道第一興商 07020208 松下　優一 ㈱北海道第一興商小樽支店 07010196

西田　孝一 ㈱エクシング函館支店 09011046 福士　拓雄 ㈱北海道第一興商小樽支店 09011300

24名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

目黒　知孝 ㈱エクシング室蘭支店 07010284

岡村　順也 ㈱北東北第一興商八戸支店 10021162 小野　幸樹 ㈱エクシング仙台支店 08002877

相原　和夫 ㈱ミヤツー 09020894 内海　悠紀 ㈱ティーフィールズ 10021126

工藤　亨紀 明治屋音響㈱ 09020935 黒坂　由龍 ㈱北東北第一興商八戸支店 10021161

菊地　優平 ㈱ティーフィールズ 11021217 木村　直樹 ㈱ティーフィールズ 09020921

佐藤　勝 ㈱ティーフィールズ 11021219 佐藤　孝洋 ㈱アルノ 10021107

小林　敏明 ㈲オリエント商事 10021087 佐々木　祐介 ㈱北音 10021180

田澤　宏城 ㈱ミヤツー 08002806 田地　順一 日本システム機器販売㈱ 08020865

佐藤　雅一 ㈱エクシング福島支店 09020895 篠笹　龍造 ㈱北東北第一興商 07020202

藤田　修 ㈱ティーフィールズ山形営業所 07020428 戸来　隆 ㈱北東北第一興商北上支店 10021169

千葉　由貴 ㈱エクシング国分町支店 08020570 長谷川　央志 ㈱エクシング八戸支店 10021138

横山　正 ㈱エクシング国分町支店 07020037 吉田　順絋 ㈱東北第一興商山形支店 10021183

村上　和樹 ㈱東北第一興商郡山支店 11021446 山田　真紀 ㈱エクシング国分町支店 07050431

池田　優 ㈱長野第一興商 07110341 伊藤　明和 ㈱ダイマル 10031121

14名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

奥村　浩久 ㈱群馬第一興商 08060529 小関　行男 Ｙ．Ｋ．カラオケサービス 10031108

猪又　朋広 ㈱長野第一興商 10031139 岡村　東 ㈱エクシング高崎支店 07070405

畠山　由章 ㈱長野第一興商長野支店 11031225 平野　佳秀 ㈱群馬第一興商 07040074

佐藤　唯義 ㈱クレセント新潟 07030233 長澤　安晃 ㈱群馬第一興商 10031109

村上　昭二 ㈱新潟第一興商 07050052 山畠　克博 ㈱第一興商山梨支店 07050048

細野　哲司 ㈲ユニック 08030785 宮　俊之 ㈱第一興商山梨支店 10091155

柿沼　良次 ㈱埼玉第一興商草加支店 10041141 早乙女　崇之 ㈱栃木第一興商小山支店 07040160

13名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

飛田　竜史 ㈱フジジュークサービス 09040993 中川　広仁 ㈱エクシング千葉支店 07050111

鈴木　忠佳 ㈱栃木第一興商 07040159 谷塚　隆志 ㈱埼玉第一興商 08040808

細木　義弘 ㈱常磐第一興商 07050307 松井　章 ㈱栃木第一興商 07080090

波多野　周司 ㈱第一興商千葉支店 07110345 福嶋　俊行 ㈱常磐第一興商 10041163

若目田　達也 ㈱栃木第一興商 11041210

吉尾　和彦 ㈱音研商事 11041428 吉川　信夫 ㈱日本自動販売 11041207



首都圏支部

中部支部

近畿支部

荒木　久英 ㈱エクシング 07020436 池田　翼 ㈱エクシング池袋支店 11051232

27名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

稲川　大介 ㈱エクシング池袋支店 07050430 稲庭　豊 ㈱台東第一興商荒川支店 11051448

石渡　祐司 ㈱エクシング湘南支店 11051233 一野　謙志 ㈱湘南第一興商 07050309

大塚　浩二 ㈱城西第一興商 07090230 大橋　祐右 ㈱東東京第一興商 07050212

内宮　裕二  ㈱エクシング 07050440 大杉　和範 ㈱湘南第一興商小田原支店 10051145

五月女　進 信栄商事㈱ 07050354 澤野　幸大 ㈱東東京第一興商城北支店 09020900

桂　希一 ㈱エクシング東京支店 07050373 木沢　廣一 ㈱第一興商東京支店 11051242

杉嵜　保夫 ㈱エスティーシーコーポレーション 09050930 田口　弘之 ㈱音通エンタテイメント東京営業所 10051143

柴田　清高 ㈱第一興商多摩支店 11051287 末永　秀基 ㈱第一興商東京南支店 07050348

藤野　淳之介 ㈱エクシング横浜支店 10051113 松田　啓二 ㈱音通エンタテイメント東京営業所 07050336

堤　健人 ㈱エクシング横浜支店 09050932 鍔　直樹 ㈱台東第一興商 09050923

八木　亮 ㈱エクシング台東支店 09040959 吉岡　正徳 ㈱湘南第一興商 08070824

宮腰　洋祐 ㈱湘南第一興商湘南支店 10051122 望月　健太郎  ㈱エクシング 08040805

和田　朝比古 ㈱湘南第一興商 09060947

46名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

石倉　尚紀 ㈱エクシング豊橋支店 10061093 市川　正幸 ㈱市川商事 11061213

青木　宏和 エスエー商事㈱ 08060548 阿部　宏一 ㈱第一興商岐阜支店 08040775

岩下　浩二 ㈱エクシング富士支店 10081124 遠藤　義仁 ㈱第一興商岐阜支店 08060574

石原　清行 ㈱カジ・コーポレーション一宮営業所 09061001 伊藤　真也 ㈱カジ・コーポレーション三重営業所 09061004

金森　央洋 ㈱東海第一興商 10061165 河上　泰一郎 ㈱北陸第一興商 11061254

大沼　潤一 ㈱湘南第一興商沼津支店 11061243 岡崎　英志  ㈱エクシング 09060934

木村　仁 ㈱カジ・コーポレーション名古屋営業所 10061151 桑原　繁治 北日本クラリオン㈱ 07060264

金子　隆樹 ㈱東海第一興商名東支店 11061244 川越　則幸 ㈱第一興商豊橋支店 08050540

柴田　祥行 ㈱カジ・コーポレーション豊田営業所 09061003 柴野　豊 ㈱北陸第一興商 11061253

小林　裕美 ㈱サンク 11061453 佐藤　弘之 ㈱東海第一興商南支店 09060984

高須　雄一 ㈱エクシング静岡支店 10051112 高本　健三 ㈱ゼロ 10061089

芝原　秀和 ㈱静岡第一興商静岡支店 10061191 平松　幹也 ㈱東海第一興商尾張支店 08060550

田中　孝司 ㈱カジ・コーポレーション北陸営業所 07060153 茶谷　智和 ㈱エクシング金沢支店 07060399

竹下　満 ㈱静岡第一興商静岡支店 09060968 田所　実 羽島自動機器㈱ 10061194

野中　政夫 ㈱ＦＢＣオンパイ 07060251 平松　弘光 ㈱エクシング福井支店 07090422

土家　健二 ㈱カジ・コーポレーション名古屋南営業所 10061150 長尾　篤司 ㈱エクシング錦栄支店 08030817

本多　壮一郎 ㈱カジ・コーポレーション北陸営業所 09060966 前田　勝彦 ㈱ＦＢＣオンパイ 07060252

別所　本康 ㈱第一興商豊橋支店 10061164 堀口　厚志 ㈱第一興商三重支店 09061007

南　祐史 富山クラリオン㈱ 08060792 森　信秀 ㈱第一興商豊橋支店 08060892

松岡　幸二 松岡電気㈱ 10061153 松下　英明 ㈱カジ・コーポレーション北陸営業所 09060963

山田　博勝 ㈱東海第一興商尾張支店 07060360 吉田　正輝 ㈱北陸第一興商富山支店 10061092

安澤　行利 ㈱ミニジューク岐阜 07060064 安澤　嘉崇 ㈱ミニジューク岐阜 11061212

13名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

芳村　弘樹 ㈱静岡第一興商浜松支店 08060552 米田　隆司 ㈱東海第一興商 08060549

小林　政弘 ㈱ミニジューク関西 11071248 酒井　領也 ㈱メグミ 09020908

秋山　絋司 東洋音響㈱ 10071100 池田　真也 ㈱ミニジューク関西 09071027

隅澤　信樹 ㈱ミニジューク関西 11071247 関　尊成 ㈱エクシング京都支店 10061154

佐藤　智也 ㈱ミニジューク関西 09071021 霜越　進也 ㈱エクシング祇園支店 11071236



阪神支部

中国支部

四国支部

九州支部

松田　始 ㈱ミニジューク関西 11071249 宮崎　隆哉 ㈱ミニジューク関西 09071018

古田　正光 ㈱ミニジューク関西田辺営業所 10071116 松田　信也 東洋音響㈱ 08070797

18名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

吉田　祐也 ㈱ミニジューク関西田辺営業所 11071268

井上　武光 ㈱第一興商大阪支店 07110346 井村　貴宏 ㈱ミニジューク関西関空営業所 09081050

明間　裕紀 ㈱ミニジューク関西関空営業所 12081487 秋丸　伸一 ㈱兵庫第一興商加古川支店 10081097

片山　芳彦 ㈱第一興商大阪支店 07090183 京村　修司 ㈱音通エンタテイメント大阪営業所 09080972

岩村　護 ㈱音通エンタテイメント大阪営業所 07050050 大山　信博 ㈱兵庫第一興商阪神支店 09081064

永田　和晶 ㈱音通エンタテイメント大阪営業所 09080973 中谷　慎吾 ㈱エクシング姫路支店 10041146

紺谷　哲生
㈱エクシング

07080432 斉藤　亮二 ㈱エクシング姫路支店 07080404

中村　勝和 ㈱京阪第一興商 09080950 西田　圭樹 ㈱エクシング大阪支店 11081230

永沼　厚 ＡＫ音響システム㈱ 08080801 中野　博史 ㈱兵庫第一興商 08050803

16名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

藤田　裕典 ㈱第一興商近畿 07080228 松田　貴道 ㈱兵庫第一興商加古川支店 08080802

小笠原　務浩 ㈲アイクラフト 10091106 川本　道明 ㈱東映コミュニケーションズ岩国支店 10091196

稲葉　洋幸 ㈱第一興商岡山支店 07100165 井本　康久 ㈱オーケーミュージック 08090500

白石　芳行 ㈱トーゴーマシンサービス 10091102 座木　健 ㈱エクシング広島支店 09111043

清永　浩三 ㈱エクシング岡山支店 10091099 三明　英彦 ㈱エクシング山陰支店 09090979

竹本　順司 ㈱サンイントウエイ 09091065 田中　晃 ㈱エクシング山陰支店 08060790

高橋　丈晴 ㈱エクシング流川支店 09090976 竹射　一貴 ㈱オーケーミュージック 07090192

門之園　光男 ㈱東映コミュニケーションズ 09091081 山村　純平 ㈱トーゴーマシンサービス周南支店 11081222

西山　仁 ㈲アイクラフト 10091105 宮元　純一 ㈱第一興商山口支店 08110825

相浦　豊公 ㈱第一興商 09090975 今井　晴義 ㈱第一興商高知支店 11101270

12名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

澤井　直喜 ㈱Ｂ．Ｍ．Ｃ 10101166 澤井　晴奈 ㈱Ｂ．Ｍ．Ｃ 10101167

大垣　務 ㈱第一興商松山支店 11061224 小山　哲也 ㈱エクシング 07110343

寺本　勝己 ㈱エクシング今治支店 08040786 浜本　高治 ㈱第一興商高松支店 11031241

高田　益伸 ㈱Ｂ．Ｍ．Ｃ 07100311 谷　貴司 ㈱エクシング今治支店 07100218

40名
優秀管理者 会社名 管理者番号 優秀管理者 会社名 管理者番号

森川　健治 ㈱エクシング今治支店 07060400 森本　敏典 ㈱第一興商松山支店 10101131

味坂　周太 ㈱トーニン宮崎営業所 07110366 安達　健一郎 ㈱第一興商熊本支店 09111076

相内　竜志 ㈱サンテスワールド 07110304 愛甲　弘美 ㈱第一興商北九州支店 08110560

伊藤　敏雄 ㈱エクシング 07050441 岩﨑　年雄 ㈱サウンドおおの 11111278

荒川　正美 ㈱エクシング博多支店 07110172 池口　浩美 ㈱エクシング 10111158

仰木　英明 ㈱エクシング 07110425 菊竹　義広 ㈱トーニン佐世保営業所 09111079

内村　祐介 ㈱サウンドおおの 10111157 梅野　広明 ㈱トーニン 09111041

國分　靖哲 ㈱トーニン 07110176 崎山　政夫 ㈲名浦企画 08110822

木村　敏昭 ㈱エクシング博多支店 08110769 兼島　隆行 ㈱タイカン沖縄 08110861

田﨑　和人 ㈱サウンドおおの 11111277 田代　隆 ㈱第一興商鹿児島支店 09080984

佐藤　英寛 ㈱クレビィア大分 07110173 高尾　浩昭 ㈱トーニン佐賀営業所 07110175

田中　稔久 ㈱矢野エンタープライズ 09111058 田中　和彦 ㈱沖縄第一興商 08090508



栂岡　桂 ㈱クレビィア大分 08110566 津村　洋史 ㈱エクシング博多支店 10111134

原　淳一 ㈱第一興商長崎支店 09040957 原田　博光 ㈱カジ・コーポレーション沖縄営業所 08080834

中村　朋広 ㈱ＮＫサービス 11111441 橋口　慎哉 ㈱第一興商北九州支店 10111129

藤川　悟 ㈱第一興商 07110342 平城　渉 ㈲アクティクス福岡営業所 10111174

福田　徳智 ㈱サウンドおおの 11111276 福本　英臣 ㈱エクシング博多支店 08110838

松田　圭介 ㈱トーニン北九州営業所 09111044 山内　隆典 ㈱南九州ビーエムシー 07110278

松井　博樹 ㈱トーニン 10111177 松尾　貴 ㈱エクシング宮崎支店 10111168

渡辺　晃弘 ㈱沖縄第一興商 11111283 渡部　浩司 ㈱第一興商鹿児島支店 11111284

山市　和人 ㈱第一興商大分支店 09020904 吉田　信隆 ㈱サンテスワールド 07110302


