
守成クラブ岡山会場主催　第241回「仕事バンバンプラザ岡山」
【参加者名簿】 テーブル番号 開催日時：2022年6月27日（月）18：30～/場所：ANAクラウンプラザホテル岡山

№ 所属 チーム 氏名 ふりがな 1回目 2回目 TL 分類 役職名 事業者名 入会年月日 紹介者 営業内容（40文字程度）

1 岡山(常時) R 安部 真里 あべ　 まり 正会員 オーナーママ Marigo 20191024 山﨑　浩樹 お食事もできるスナックです

2 岡山(常時) D 石原　加絵 いしはらかえ 正会員 代表取締役 ㈱SHIN　心 20160928 市川　修 造園　設計　施工　管理　草刈り　癒しの庭つくり

3 岡山(常時) S 石川　圭三 いしかわ　けいぞう 正会員 代表取締役 株式会社ネムロット 20190828 甲斐　雅彦 それはまるで--光る紙！持ち運べる看板で集客力アップ！ 寝具ベッドの販売もしてます。

4 岡山(常時) D 今井　崇博 いまいたかひろ 正会員 代表 保険工房１０１ 20130328 築地原　康成 損害保険・生命保険のコンサル販売

5 岡山(常時) S 岡　紘平 おか　こうへい 正会員 代表 Wecceed(ウェクシード) 20211028 木野　誠也 インスタグラム集客のコンサルと運用代行

6 岡山 S 岡田　敏弘 おかだとしひろ 正会員 代表 たこ吉本店 20130626 藤田　周子 「たこ焼」20種類以上、近くには配送も行っています。http://takokichi.net/

7 岡山(常時) S 柿木　将志 かききまさゆき 正会員 代表 かっきー’Ｓ　ＢＡＲ 20180124 千田　裕三 夢を語れるBAR。岡山一！癒しのジントニック、自家製燻製、ジビエ提供。麒麟川島似

8 岡山(常時) S 神原  利昭 かんばら　としあき 正会員 代表 リサイクルショップたまの 20211124 岡田　敏弘 リサイクル品の買取・販売

9 岡山 S 木野　誠也 きのせいや 正会員 代表取締役 株式会社Trust Material 20161212 中西　清美 収益物件提案(LEDビジョン、キャッシュレス回線)、婚活支援、動画作成、催事販促

10 岡山 S 小萩　倫久 こはぎみちひさ 正会員
代表取締役&ビアソムリ
エ 麦酒島-omotecho-(Uale株式会社) 20180228 服部　秀一 厳選クラフトビールを日替わりで約40種類を提供するワンランク上のビアダイニング

11 岡山(常時) R 篠原　莉央 しのはら　りお 正会員 専務取締役 株式会社 Creative Agency 20191024 藤井 智美
データがあれば5分で名刺作れます。ネイルサロン・求人マッチングサイトの運営・求人広告・デザイン制作・人材派遣・セルフホワイト
ニング初めました！

12 岡山(常時) R 髙野 よしくに たかの よしくに 正会員 代表 オフィス ニコスコ 20100924 三宅　晶子 ・出張整体院・「リーチコンディショニングラボ」運営・出張健康教室開催

13 岡山(常時) S 髙橋　和樹 たかはしかずき 正会員 マスター Live Bar The K 20160127 萱野　優 生演奏のライブを聞きながらお酒や料理が楽しめるBar　最大５０名ほど入店可能です

14 岡山(常時) S 坪田　絵美 つぼた　えみ 正会員 オーナートリマー 犬の床屋さんDOG EIGHT 20190926 石川　圭三
犬のトリミング、フード.オヤツの販売、ペットホテル、愛犬について何でもご相談ください！これで愛犬を洗ったらサ
ロン仕上がりのふわふわに!!シャワーヘッド販売

15 岡山 R 東本　孝 とうもとたかし 正会員 取締役 株式会社　キリン 20041122 岡野　文彦 写真撮影、PR動画制作、sns集客サポート (Instagram、LINE )

16 岡山(常時) S 中川 将夫 なかがわ まさお 正会員 オーナー兼店長 BAR GROWING 20210427 岡田　敏弘 BAR GROWINGの経営

17 岡山(常時) S 中西　清美 なかにしきよみ 正会員 女将 かがみの亭 20150128 大森　貴幸 ランチをしている居酒屋！  持ち帰り弁当、オ―ドブル有ります！

18 岡山(常時) S 山内  宣仁 やまうち  のりひと 正会員 代表 合同会社Okamachi 20200325 中西　清美 Okamachi、PGwatch、サブクエ、建サポなどのサービスを行っています。ペットリフォーム、フリーペーパーの作成

19 岡山(常時) R 山田　剛 やまだつよし 正会員 代表取締役 ㈱YIC（ワイアイシー） 20151027 久野　智宏 外構工事業、美容健康事業

20 岡山(常時) S 横田　誠一 よこたせいいち 正会員 代表取締役 株式会社ワンズ 20150929 山本　博己 インナーウェアの企画、製造、販売、下駄サンダルの販売

21 岡山(常時) R 吉武　稜真 よしたけ　りょうま 正会員 店長 麺や　心楽 20200924 藤井 智美 朝ラーしてます【時間】6時～14時【場所】北区丸の内1丁目14-10【水曜定休】　夜しゃぶしゃぶしてます

22 岡山(常時) S 浅賀  優人 あさが ゆうと 準会員 代表 BAR Roi De Poulpe 20210521 岡田　敏弘 たこ焼き作り、お酒の提供、時々マジック

23 岡山(常時) D 浦本　知子 うらもと　ともこ 準会員 代表 浦本　知子 202204 藤井　裕子
Tubaプレイヤー。イベント、式典などの演奏依頼、演奏企画。保育園、幼稚園マーチングレッスン。中高生の部活動
レッスンから高校大学受験向けレッスンなど音楽の事ならご相談下さい。

24 岡山(常時) S 東條　浩茂 とうじょう　ひろしげ 準会員 代表 東條ゴルフレッスン 20220126 神原  利昭 ゴルフレッスン,個人レッスン,グループレッスン,ラウンドレッスン

25 岡山(常時) R 豊田　康浩 とよた　やすひろ 準会員 代表取締役 株式会社　豊徳ウェルスマネジメント 20211001 日笠 真由美 戦略的財務コンサルティング、誰でも資産を数百万～数千万円プラスに出来るコーチング

26 岡山(常時) R 仲原 美矢子 なかはら　みやこ 準会員 代表 フードファスティングケア 20220329 渡部　賢一 ファスティング、お料理教室、新電力、携帯電話・インターネット、水素水サーバー事業

27 岡山(常時) D 原田　慎也 はらだ　しんや 準会員 代表 原田公認会計士・税理士事務所 20220126 中井　康博 節税相談、法人設立、上場準備、法定監査等

28 岡山(常時) S 藤田　蓮 ふじた　れん 準会員 代表 Total Car Support Fleurir 20210728 石川　圭三 北区中仙道で中古車販売、整備、コーティング等を行ってます　オイル交換お任せ下さい

29 岡山(常時) R 堀谷  高大 ほりたに  たかひろ 準会員 マネージャー 晴レノヒ株式会社 20220126 髙橋　直也 飲食店　和ダン晴じゃ　おでん酒場　呑　鉄板横丁はれ街

30 岡山(常時) R 前原  美都恵 まえはら　みつえ 準会員 オーナー ダイニング前原 20220526 安部 真里 岡山市北区南中央町の大雲寺交差点で居酒屋を経営してます。ダイニング前原です。営業時間18時～24時

31 岡山(常時) D マリアン まりあん 準会員 オーナーママ マリアン 20220427 吉見　潤 気軽に入りやすいスナックです。基本的に日曜日休みですがご連絡あれば対応します。

32 岡山 R 恵　隼斗 めぐみ　はやと 準会員 代表 ベビーカステラ　ｔｅｔｅ 20220526 柴田  知央 米粉ベビーカステラの移動販売、イベント販売

33 岡山(常時) R 吉永  奈央 よしなが なお 準会員 代表 Lindo. 20220427 土井　完吾
岡山市南区　完全プライベートサロン【脳洗浄】オールハンドで脳にアプローチしてむくみをとり、頭・顔などに導きま
す。

34 岡山 秋山　京子 あきやま　きょうこ ゲスト オーナーママ Tina 村井　祐夫 Tina ラウンジ 　BABE カラオケスナック 　アスパイア参番館6F　2店舗営業してます。

35 岡山 五十嵐　尚輝 いがらし　なおき ゲスト 取締役 エヌエス日進株式会社 岡　つよし 解体工事業・リサイクル事業

36 岡山 井上 超雄 いのうえ まさお ゲスト 代表 炭焼お肉キッチンUGA 山﨑　浩樹 お肉メインで炭焼やローストビーフ  テイクアウト、デリバリーなどしております。
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【ＰＡＲＴＮＥＲ会場】

37
倉敷せとうち
世話人

荒川　裕子 あらかわ　ゆうこ 正会員 代表取締役 株式会社カラードロップ 藤定　真由美 スクール：アロマテラピー・ハーブ・レメディ　 サロン：ボディ・フェイシャル

38 倉敷 岡　つよし おか　つよし 正会員
専務執行役員事業
本部本部長

岡山両備タクシー株式会社 20071023 下山　勝由 運転者派遣（役員車・送迎車・介護バス・メール便）

39 おかやま後楽 小野 偉智郎 おの　いちろう 正会員 代表取締役 株式会社　ティーアールホーム 20170222 柿迫　宏則 リフォーム（自社工事防水、塗装 防水塗装の下地材製造販売

40 おかやま山陽 狩谷　泰一郎 かりや　たいいちろう 正会員 代表 AIZAC 河村　京子 現場課題調査、組織力強化サポート、面談代行、健康セミナーなど健康企業実現への伴走

41
おかやま山陽
世話人

河村　京子 かわむら　きょうこ 正会員 代表 フローリストジュエル 20130118 小畑　洋子 プリザーブドフラワーアレンジメントの制作・販売、レンタルスペースの運営

42
おかやま後楽
世話人

沢村　佳織 さわむらかおり 正会員 代表 MiyABi 20180314 山田　淳子 コロナ対策も万全 女性も楽しめるスナックです

43 おかやま後楽 村井　祐夫 むらい　まさお 準会員 代表取締役 株式会社アテナ 應本　直希 看板

44
倉敷
世話人

村上  卓実 むらかみ　たくみ 正会員 代表取締役 合同会社Takumi 20170711 渡部  賢一 Takumi美容院、健康用品、健康食品、守成アクセサリー、格安SIMスマホ

45 広島セントラル 渡部　賢一 わたなべけんいち 正会員 代表取締役 株式会社DREAM-KTH 20170120 和波　英雄 新電力・携帯電話・インターネット・水素水サーバー事業 090-8066-3943

【世話人】

46 世話人 D 津阪　潤史 つざかじゅんじ 正会員 オーナー JOE's COFFEE 20180124 長綱　伸泰 カフェ経営、コーヒー豆販売、イベント出店、セミナー開催、レンタルギャラリー

47 世話人 R 土井　完吾 どいかんご 正会員 院長 KAN鍼灸院 20170928 三宅　顕史
鍼灸・整体治療、カイロプラクティック、美容・美顔針 体の不調、美容美顔など、なんでもお申し付け下さい！岡山市
内は往診施術もしております！

48 世話人 R 藤井 智美 ふじいともみ 正会員 代表取締役 株式会社TRANSITION 20111026 遠江　淳 大切な車と楽しい未来に出会えるお店☆自動車販売・リース・レンタカー・コーティング

49 世話人 D 藤井　裕子 ふじいゆうこ 正会員 オーナーママ Felice 20190220 今井　崇博 北区柳町西川100ビル3Fでアットホームなラウンジを経営しています

50 世話人 S 山中　康豊 やまなかやすとよ 正会員 オーナー ラーメン一八 20160713 中西　清美 ラーメン食堂の経営

51 広報かわら版 S 谷野　桂子 たにのけいこ 正会員 代表 ケイ美容室 20160630 藤井　智美 中区長岡で朝8時から22時まで営業してます。美容室、リンパマッサージ、マツエク。

52 事務局 - 徳田　雅彦 とくだまさひこ 正会員 代表取締役 株式会社iBloom 20130529 山下　久 webデザイン、web広告、印刷物全般

53 代表 - 山﨑　浩樹 やまさきひろき 正会員 代表社員 家メギスタイル合同会社 20160323 安部　宣正 建物解体工事　お家に関する工事全般　　※Googleビジネスプロフィール代行事業

54 全国常務理事 - 湯浅　彰規 ゆあさ　あきのり 正会員 代表取締役 株式会社　LDIC 20120315 三宅　晶子 『ユニバーサルライフ岡山支社』運営。保険販売、代理店100年計画の仲間募集。

ブース出展者（受付順）
所属 氏名 ふりがな 分類 役職名 事業者名 出展内容

1 岡山(常時) S 柿木　将志 かききまさゆき 正会員 代表 かっきー’Ｓ　ＢＡＲ 20180124 千田　裕三 自家製燻製の販売。『新作』トリュフナッツ・無添加ベーコン

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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