
異業種交流会501  御登壇講師一覧 2022.6.1

企業名 役職 氏名

1 株式会社インターフードテクノロジーズ 代表取締役 丸山俊和

2 株式会社リビングファースト 代表取締役会長兼社長 冨島隆

3
興銀インベストメント株式会社

（現：みずほキャピタル株式会社）
取締役社長 与謝野肇

4 経済産業省　新規産業室　　　　 調整係長 林愼一郎

5 株式会社シーエスエス 代表取締役社長 加納諭

6 オイシックス株式会社 代表取締役社長 高島宏平

7 ＭＵＺＩＣＪＡＭ（慶大印南研究室）　 プロジェクト・リーダー 李鳳教

8 株式会社いまじん 代表取締役会長 榎本計介

9 株式会社アットマーク・ラーニング 理事長 日野公三

10 株式会社オックスプランニング 代表取締役 三浦巌嗣

11 株式会社ジョブウェブ 代表取締役社長 佐藤孝治

12 株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役 南場智子

13 リュウド株式会社 代表取締役 長澤久吉

14 株式会社エスビーエス 代表取締役社長 鎌田正彦

15 株式会社ツカサ 取締役社長 川又三智彦

16 株式会社セントラルサービスシステム 代表取締役社長 野口卓

17 株式会社ローソン 代表取締役社長執行役員 新浪剛

18 日本ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ投資事業組合 ゼネラルパートナー 村口和孝

19 エン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 越智通勝

20 株式会社キアコン 代表取締役社長 沢田貴司

21 株式会社ベンチャーコントロール 代表取締役 田中美孝

22 株式会社トレジャー・ファクトリー 代表取締役社長 野坂英吾

23 株式会社ネクシィーズ 代表取締役社長 近藤太香巳

24 株式会社まぐろ市場 代表取締役社長 久保居雅基

25 株式会社カカクコム 代表取締役 穐田誉輝

26 ディー・ブレイン証券株式会社 代表取締役会長兼社長 出縄良人

27 キュービーネット株式会社 代表取締役会長 小西國義

28 株式会社マックハウス 代表取締役社長 栗原勝利

29 株式会社ＭＫＳパートナーズ　　　　 代表取締役ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ 川島隆明

30 株式会社クリーク・アンド・リバー社 代表取締役 井川幸広

31 株式会社レオックジャパン 代表取締役社長 小野寺裕司

32 アルファグループ株式会社 代表取締役社長 上岳史

33 株式会社かに道楽 専務取締役 今津久雄

34 株式会社イデアインターナショナル 代表取締役 橋本雅治

35 株式会社長崎屋 代表取締役社長 上山健二

36 株式会社篠崎屋 代表取締役 樽見茂

37 株式会社ジェイティービーモチベーションズ 代表取締役社長 大塚雅樹

※企業名・役職は御登壇当時のものとなります（敬称略）。

※2001年の初回から2021年の東京開催まで、これまでに新潟・東京で御登壇いただきました講師の方々になります。



38 株式会社ドーム 代表取締役 安田秀一

39 株式会社ネクストジャパン 代表取締役 長江芳実

40 株式会社サウザー 代表取締役 大村一雄

41
株式会社セレブリックス

（現：ｾﾚﾌﾞﾘｯｸｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）

代表取締役会長兼ＣＥＯ

代表取締役社長兼ＣＥＯ

三戸薫

櫻井富美男

42 ピナクル株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ 安田育生

43 株式会社フィデック 代表取締役社長 深田剛

44 株式会社テレウェイブ 代表取締役社長 齋藤真織

45 アビックス株式会社 代表取締役社長 熊﨑友久

46 株式会社マクロミル 代表取締役会長ＣＥＯ 杉本哲哉

47 株式会社アプレシオ 代表取締役 馬場正信

48 アウンコンサルティング株式会社 代表取締役 信太明

49 株式会社虎の穴 代表取締役 吉田博高

50 株式会社イオレ 代表取締役 吉田直人

51 株式会社プラップジャパン 代表取締役社長 矢島尚

52 株式会社ハブ 代表取締役社長 金鹿研一

53 株式会社ラストリゾート 代表取締役社長 高橋透

54 ジャーナリスト 上村孝樹

55 株式会社ぱど 代表取締役社長 倉橋泰

56 株式会社メンバーズ 代表取締役社長 剣持忠

57 有限会社てっぺん塾 代表取締役 大嶋啓介

58 株式会社GABA COO（副社長兼最高執行責任者） 須原清貴

59 株式会社イオンフォレスト 代表取締役社長 岩田松雄

60 サイボウズ株式会社 代表取締役社長 青野慶久

61 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 研究科長・教授 原敏明

62 株式会社ハードオフコーポレーション 代表取締役会長 山本善政

63 株式会社ブックオフスタートアップ 代表取締役 上田雅彦

64 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 教授 信田和宏

65 株式会社キタムラ 代表取締役社長 武川泉

66 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 教授 田中延弘

67 株式会社イントランス 代表取締役社長 上島規男

68 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 准教授 赤木弘喜

69 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 学長 湯川真人

70 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 講師 丸山一芳

71 株式会社ルネサンス 代表取締役社長会長執行役員 斎藤敏一

72 株式会社ウェザーニューズ 代表取締役社長会長 石橋博良

73 株式会社バックスグループ 代表取締役社長会長 西岡雄彦

74 新潟市 新潟市長 篠田昭

75 ケンコーコム株式会社 代表取締役社長 後藤玄利

76 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 准教授 小嶋宏文

77 株式会社光彩工芸 代表取締役社長 深沢栄治

78 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 専務理事 久保田裕

79 株式会社小布施堂 代表取締役 市村次夫



80 オラクル・ひとみ・しくみ研究所 代表 小阪裕司

81 農事組合法人伊賀の里　モクモク手作りファーム 専務理事 吉田修

82 アリババマーケティング株式会社 代表取締役 山本康二

83 新潟県 新潟県知事 泉田裕彦

84 株式会社ザッパラス 代表取締役社長 平井陽一朗

85 ジャイロ総合コンサルタント株式会社 代表取締役 大木博史

86 不等辺演劇倶楽部 主催者 林成彦

87 株式会社シェイプアップハウス 代表取締役 下村朱美

88 元経済産業事務次官 北畑隆生

89 久米繊維工業株式会社 代表取締役 久米信行

90 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 講師 石谷康人

91 アートグリーン株式会社 代表取締役社長 田中豊

92 株式会社キュリエ 代表取締役 吉岡康一

93 ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア株式会社 代表取締役 丸岡正

94 株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役 武市智行

95 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 教授 信田和宏

96 株式会社マネジメントサービスセンター パートナーコンサルタント 小林智巳

97 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 白石徳生

98 ミュージックセキュリティーズ株式会社 代表取締役 小松真実

99 株式会社エイベックス研究所 代表取締役 武田隆

100 あさひ新潟法律事務所 代表弁護士 斉木悦男

101 パラカ株式会社　 代表取締役社長 内藤亨

102 株式会社メディマックス 取締役CEO 立川光昭

103 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 教授
宮脇敏哉

沼田秀穂

104 株式会社ミスタータディ 代表取締役社長 清川忠康

105 株式会社JPホールディングス　　 代表取締役社長 山口洋

106 株式会社オウケイウェイブ　 代表取締役 兼元謙任

107 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 教授 富山栄子

108 株式会社メディアフラッグ 代表取締役社長 福井康夫

109 株式会社UniBio 代表取締役 結城洋司

110 あさひ新潟法律事務所 代表弁護士　 斉木悦男

111 株式会社アイデクト 代表取締役社長 藤野匡生

112 株式会社アルテサロンホールディングス 取締役会長 吉原直樹

113 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 准教授 石谷康人

114 株式会社創知 代表取締役CEO 中村達生

115 日本駐車場開発株式会社 代表取締役社長 巽一久

116 株式会社三好池 代表取締役社長 樹神太郎

117 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 准教授 鈴木広樹

118 株式会社エルテス　　 代表取締役 菅原貴弘

119 株式会社東京証券取引所　 上場推進部長 三宅綾

120 株式会社キャリエーラ 代表取締役 藤井佐和子

121 株式会社ベクトル 代表取締役 西江肇司



122 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 代表取締役 本間英明

123 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 学長 仙石正和

124 株式会社バリューＨＲ 代表取締役 藤田美智雄

125 クールジャパン機構 最高投資責任者　取締役 吉崎浩一郎

126 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 教授 五月女政義

127 みんな電力株式会社 代表取締役 大石英司

128 株式会社オークファン 代表取締役 武永修一

129 株式会社クラウドワークス 代表取締役 吉田浩一郎

130 インディペンデンツクラブ 会長 松田修一

131 学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学 教授 渡辺喜宏

132 株式会社果実堂 代表取締役 井出剛

133 日本スキー場開発株式会社 代表取締役 鈴木周平

134 YAMAGATA　DESIGN株式会社 代表取締役 山中大介

135 コネクテックジャパン株式会社 代表取締役 平田勝則

136 株式会社オプトベンチャーズ 代表取締役 野内敦

137 株式会社ものづくり学校 代表取締役 高山勝樹

138 事業創造大学院大学 教授 唐木宏一

139 ベジタリア株式会社 代表取締役 小池聡

140 ユナイテッド株式会社 代表取締役会長 早川与規

141 株式会社デジサーチアンドアドバタイジング 代表取締役 黒越誠治

142 株式会社インソース 代表取締役 舟橋孝之

143 株式会社エルテス 代表取締役 菅原貴弘

144 株式会社データドック 代表取締役 宇佐美浩一

145 フラー株式会社 代表取締役CEO 渋谷修太

146 イーレックス株式会社 代表取締役 本名均

147 株式会社農業総合研究所 代表取締役 及川智正

148 ユニファ株式会社 代表取締役 土岐泰之

149 ライフスタイルアクセント株式会社 代表取締役 山田敏夫

150 株式会社アイスタイル 取締役CQO 山田メユミ

151 株式会社イオレ　　　 代表取締役社長 吉田直人

152 株式会社grooves 　　 取締役 大畑貴文

153 株式会社ピースオブケイク　　 代表取締役CEO 加藤貞顕

154 株式会社 ママスクエア 代表取締役　 藤代聡

155 株式会社ツナググループホールディングス 代表取締役社長 米田光宏

156 一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト シニアダイバーシティファシリテーター 鈴木大樹

以下は東京にて御登壇された講師の方々となります。

157 株式会社エルディ 代表取締役社長 川底孝一郎

158 株式会社メキキ 代表取締役社長 出口光

159 株式会社フュービック 代表取締役 黒川将太

160 株式会社アートフードインターナショナル 代表取締役社長 湯沢忠則

161 株式会社システム・テクノロジー・アイ 代表取締役社長 松岡秀紀

162 アビックス株式会社 代表取締役社長 熊崎友久



163 株式会社ＯＭＧ 代表取締役 大平雄伸

164 株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役社長 南場智子

165 デジット株式会社 代表取締役社長 船川治郎

166 サライ＆バリュー株式会社 代表取締役 佐藤頼太

167 株式会社イオレ 代表取締役 吉田直人

168 アニコムインターナショナル株式会社 代表取締役 小森伸昭

169 ブイキューブ株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ 間下直晃

170 有限会社てっぺん 代表取締役 大嶋啓介

171 株式会社アトム 代表取締役 青木宏真

172 ソーシャル・アライアンス株式会社 代表取締役 桑原正守

173 株式会社時代屋グループ 代表取締役 掛谷大介

174 株式会社イノベーショントラスト 代表取締役社長 井上浩一郎

175 株式会社メディアフラッグ 代表取締役社長 福井康夫

176 イーコミュニケーションズ株式会社 代表取締役 宮澤明宏

177 株式会社ビー・スタイル 代表取締役社長 三原邦彦

178 株式会社デモコム 代表取締役 増永勝

179 株式会社Ｏｈ庭yａ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 増島靖史

180 株式会社イノベーション 代表取締役 富田直人

181 株式会社エイテック 代表取締役 坂崎文彦

182 株式会社エアトランセ 代表取締役 江村林香

183 軒先株式会社 代表取締役 西浦明子

184 株式会社ピーカチ 取締役副社長 西林巌史

185 株式会社メイション 代表取締役 近藤浩

186 株式会社メンズスタイル 代表取締役 宇賀神政人

187 株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役 田邊裕之

188 感動連鎖株式会社 代表取締役 伊藤恵一

189 株式会社APT 代表取締役 井上良太

190 株式会社イデアルークス 代表取締役 原田信克

191 株式会社JCサービス 代表取締役 中久保正己

192 学校法人新潟総合学園 総長 池田弘

193 株式会社Ｍ＆Ｋパワーズ 代表取締役 増子一豊

194 プリモ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 澤野直樹

株式会社やすらぎ 顧問

株式会社シンプル 代表取締役社長

196 株式会社ミュージックセキュリティーズ 取締役 猪尾愛隆

197 株式会社ユーグレナ 代表取締役 出雲充

198 株式会社ビューティーホールディングス 代表取締役 今村泰久

199 株式会社ファンネル 創業者 澤田将人

200 株式会社ミスタータディ― 代表取締役社長 清川忠康

201 株式会社旅キャピタル 代表取締役社長 吉村英毅

202 株式会社カーセブンディベロプメント 代表取締役社長 井上貴之

203 エッセンス株式会社 代表取締役社長 米田昌紀

須田忠雄195



204 株式会社ツインプラネット 常務取締役 芦沢岳人

205 株式会社スポットライト 代表取締役 柴田陽

206 株式会社オーシャナイズ 代表取締役社長 菅澤聡

207 Air Aroma Japan株式会社 代表取締役 柳川舞

208 フードディスカバリー株式会社 代表取締役社長 福井栄治

209 テラモーターズ株式会社 代表取締役社長 徳重徹

210 株式会社ニュートン 代表取締役社長 荻野勝朗

211 株式会社メンバーズ 代表取締役 剣持忠

212 株式会社ティア 代表取締役 冨安徳久

213 ﾌﾟﾘﾝｼﾌﾟﾙ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社 代表取締役 秋山進

214 株式会社イマジンプラス 代表取締役社長 笹川祐子

215 株式会社モリス 代表取締役社長 森孝仁

216 株式会社エコグリーン 代表取締役 石井光暢

217 株式会社ディー・エヌ・エー ファウンダー 南場智子

218 多摩大学 名誉教授 野田一夫

219 株式会社creww 代表取締役 伊地知天

220 株式会社EYS-STYLE 代表取締役 吉岡秀和

221 株式会社うるる 取締役 小林伸輔

222 株式会社ファイブグループ 代表取締役 坂本憲史

223 株式会社オフィスミル 代表取締役 白木航

224 株式会社サーチフィールド 取締役 齋藤隆太

225 株式会社wizpra 代表取締役 今西良光

226 株式会社フリープラス 代表取締役 須田健太郎

227 株式会社ごはん 代表取締役 大島知美

228 株式会社スペースマーケット 代表取締役/CEO 重松大輔

229 株式会社AsMama 代表取締役社長/CEO 甲田恵子

230 gCストーリー株式会社 代表取締役社長 西坂勇人

231 株式会社Miew 代表取締役 刀禰真之介

232 FULLER株式会社 代表取締役CEO 渋谷修太

233 株式会社おかん 代表取締役CEO 沢木恵太

234 株式会社YAZ 代表取締役 田中康之

235 株式会社Nicogory 代表取締役 浦野幸

236 Sansan株式会社
広報部 コネクタ 兼

Eightエヴァンジェリスト
日比谷尚武

237 株式会社ダブルエル 代表取締役 保手濱彰人

238 データアーティスト株式会社 代表取締役社長 山本覚

239 株式会社クリエ・ジャパン 代表取締役 COO 渡邊克彦

240 株式会社データドック 代表取締役社長 CEO 宇佐美浩一

241 株式会社HOSTY 代表取締役社長 山口博生

242 株式会社インフキュリオン 代表取締役 丸山弘毅

243 株式会社シプード 代表取締役 PRコンサルタント 舩木真由美

244 トークノート株式会社 代表取締役 小池温男

245 株式会社スクールウィズ 代表取締役 太田英基



246 株式会社Ｏrb 代表取締役 仲津正朗

247 November,Inc CEO&Founder/Producer 山田翔太

248 株式会社grooves 代表取締役 池見幸浩

249 株式会社meleap CEO 福田浩士

250 ユニファ株式会社 代表取締役 土岐泰之

251 株式会社TBM 代表取締役 山﨑敦義

252 株式会社Huber. 代表取締役CEO 紀陸武史

253 株式会社Sakaseru 代表取締役 小尾龍太郎

254 株式会社GLOBAL EDUCATIONAL PARTNERS 代表取締役社長 モントゴメリー道緒

255 株式会社ナイトレイ 代表取締役 石川豊

256 株式会社ママスクエア 代表取締役 藤代聡

257 株式会社ピースオブケイク 代表取締役CEO 加藤貞顕

258 株式会社epoc 代表取締役 佐藤信之

259 Green Earth Institute株式会社 代表取締役/CEO 伊原智人

260 iYell株式会社 代表取締役社長兼CEO 窪田光洋

261 株式会社サマリー 代表取締役 山本憲資

262 株式会社AGREE 代表取締役 伊藤俊一郎

263 株式会社クラウドリアルティ 代表取締役/Founder&CEO 鬼頭武嗣

264 株式会社ビースポーク 代表取締役 綱川明美

265 WAmazing株式会社 代表取締役CEO 加藤史子

266 アルクテラス株式会社 代表取締役 新井豪一郎

267 株式会社笑美面 代表取締役 榎並将志

268 株式会社エー・スター・クォンタム 代表取締役社長兼CEO 船橋弘路

269 株式会社 PicUApp 代表取締役 田中悠斗

270 株式会社Zuva 代表取締役 櫻井崇之

271 AuB株式会社 代表取締役 鈴木啓太

272 株式会社セツロテック 代表取締役 竹澤慎一郎

273 JPYC株式会社 代表取締役 岡部典孝

274 株式会社GIG-A 代表取締役 ラウル・アリキヴィ

275 TradFit 株式会社 代表取締役 戸田良樹


