
リード力開発道場訪問企業履歴

1期 訪問企業 1
A（訪問） 大新東(株)
2期 訪問企業 3
A（訪問） ㈱黒姫和漢薬研究所 会長狩野誠　社長狩野土
A（訪問） ㈱エレガンス 社長 棚澤青路
A（訪問） 七福醸造㈱ 社長 犬塚敦統
3期 訪問企業 11
A（事例研究） ㈱再春館製薬所
A（事例研究） ㈱ミスミ
A（事例研究） ㈱ホンダクリオ新神奈川
A（事例研究） 東京ディズニーランド
B（企業分析） ヤマト運輸
B（企業分析） ユニクロ
B（企業分析） IBM
B（企業分析） ニッサン
B（企業分析） トヨタ
C（訪問） 大新東㈱ 副社長 野口義和
C（訪問） ㈱仙仁温泉岩の湯
4期 訪問企業 7
A（事例研究） ㈱アドバネクス
A（事例研究） 大里総合管理㈱
A（訪問） 豊安工業㈱ 杉山専務インタビュー
B事例研究等 上杉、星野、八甲田山、日産自動車、ｾﾌﾞﾝイレブン、BEAMS
C（訪問） 装いの道㈱
C（訪問） ㈱サイボクハム
C（訪問） ㈱木の城たいせつ
5期 訪問企業 9
A（訪問） 東京・コカコーラ
A（訪問） 資生堂 代表取締役　前田新造
A（訪問） ミズノ 代表取締役　水野正人
A（訪問） キッコーマン 代表取締役　牛久崇司
B（訪問） 七福醸造㈱ 代表取締役　犬塚敦統
B（訪問） ㈱アドバネクス 代表取締役　加藤雄一
C（訪問） 伊那食品工業 会長 塚越
C（訪問） 瑞宝太鼓長崎能力開発センター
C（訪問） 石毛グループ 会長 石毛敬一
6期 訪問企業 8
A（訪問） 法師
A（訪問） 赤福
B（訪問） 帝人ファイバー㈱ 野口常務執行役員
B（訪問） 東京コカ・コーラボトリング㈱
B（訪問） ㈱イエローハット
C（訪問） 七福醸造㈱ 犬塚敦統
C（訪問） ㈱イエローハット 鍵山秀三郎
C（訪問） 片倉製糸紡績㈱ 社長 片倉康行
7期 訪問企業 6
A（訪問） ㈱小布堂 社長 市村次夫
A（訪問） 日置電機㈱ 日置相談役
A（訪問） ㈱キタック 社長 中山
B（復活劇） ㈱丸和運輸機関 （和佐見社長）
B（復活劇） ㈱ガリバーインターナショナル （羽鳥社長）
B（復活劇） ツカサ都心開発㈱ （川又代長）



8期 訪問企業 11
A（訪問） ㈱SPDセキュリA 社長 樋口恵二郎
A（訪問） ㈱大正堂 社長 渋谷金隆
A（訪問） イオン㈱ 常務取締役 上山静一
B（訪問） 東京日産自動車販売 社長 林文子
B（訪問） ホッピービバレッジ(株) 副社長 石渡美奈
B（訪問） (株)アドバネクス 社長 加藤雄一
B（訪問） (株)かとう製菓 社長 加藤進
B（訪問） 七福醸造 社長 犬塚敦統
C（訪問） 日本パテントデータサービス㈱
C（訪問） ㈱広洋技研
C（訪問） ㈱クラウンパッケージ
9期 訪問企業 12
A（訪問） 笠原工業㈱
A（訪問） まるき葡萄酒㈱
A（訪問） ㈱八幡屋磯五郎
A（訪問） ㈱酒千蔵野
A（訪問） ㈱吉字屋本店
B(訪問) シチズンﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 相談役(元社長)梅原誠
B(訪問) ワタミ㈱ 会長・CEO 渡邊美樹
B(訪問) アサヒビール㈱ 専務　泉谷直木
B(訪問) ㈱モスフードサービス 社長 櫻田厚
B(訪問) ㈱はせがわ 会長 長谷川裕一
C 元ダイヤモンド社長　現㈱ティーイーエヌ 川島譲
C 宝醤油㈱ 茂木幸也
10期 訪問企業 20
A（訪問） シナノケンシ㈱ 社長 金子元昭
A（訪問） ファードゥ㈱ 代表取締役 岩井雅之
A（訪問） ㈱栗山米菓 社長 栗山敏昭
A（訪問） ㈲秋山木工 代表 秋山利輝
A（訪問） 群馬ヤクルト販売㈱ 社長 星野哲也
B(訪問) ㈱タニタハウジングウェア 社長 谷田泰
B(訪問) ホッピービバレッジ㈱ 社長 石渡美奈
B(訪問) エビナ電化工業㈱ 社長 海老名伸哉
B(訪問) ㈱鈴廣かまぼこ 社長 鈴木博晶
B(訪問) ㈱山本海苔店 社長 山本徳次郎
B(訪問) セコム㈱ 会長 木村昌平
C（訪問） GMOインターネット㈱ 社長 加藤敏明
C（訪問） 竹田製菓㈱ 会長 竹田 和平
C（訪問） ㈱北国からの贈り物 社長 加藤敏明
C（訪問） グラコム㈱ 社長 山田敦郎
C（訪問） ㈱アルビレックス新潟 会長 池田弘
C（訪問） ソフトバンク㈱ 室長 嶋聡
C（訪問） NSGグループ
C（訪問） ㈱ミクロ技術研究所 社長 吉川実
C（訪問） TOMAコンサルタントグループ 社長 藤間秋男



11期 訪問企業 17
Ａ(訪問) ㈱八木澤商店
Ａ(訪問) ㈱カネシメイチ
Ａ(訪問) 橘倉酒造㈱
Ａ(訪問) ㈱大直
Ａ(訪問) 菅原工芸硝子㈱
Ａ(訪問) 内外テック㈱
Ａ(訪問) ㈱ホテルオークラ
B(訪問) ㈱石巻水産 社長 木村長努
B(訪問) ㈱ｴｲﾄ 近藤　一美
B(訪問) ㈱ヤマグチ 山口勉
B(訪問) 新越金網㈱ 山後春信
C（訪問） ㈱阿部長商店 阿部泰浩
C（訪問） ㈲森川製作所 森川明子
C（訪問） エムケーカシヤマ㈱ CEO 樫山高士
C（訪問） ㈱セルコ 小林延行
C（訪問） ㈱玉川堂 玉川基行
C（訪問） 日本キヌカ㈱ 長田竜太
12期 訪問企業 21
Ａ(訪問) 伊那食品工業㈱ 会長　塚越寛
Ａ(訪問) 池内タオル㈱ 代表取締役　池内計司
Ａ(訪問) ㈱スワン 代表　海津歩
Ａ(訪問) アビリティーズ・ケネット㈱ 会長兼社長　伊東弘泰
Ａ(訪問) 富士ソフト企画㈱ 社長　長嶋龍平
Ａ(訪問) ㈱飯野製作所 社長　飯野耕司
Ａ(訪問) 高瀬物産㈱ 会長兼社長　高瀬孝三
Ａ(訪問) ㈱ウィリー 代表取締役　橋口政治
Ａ(訪問) ㈱パンゲア 代表取締役　宮崎郁子
B(訪問) ㈱ディスコ 社長　関家一馬
B(訪問) 古田土公認会計士・税理士事務所 代表取締役 古田土満
B(訪問) ㈱アメニティ 代表　山戸里志
B(訪問) ㈱能代資源 社長　佐藤肇治
B(訪問) インフォグリーン㈱ 社長　竹原司
B(訪問) ㈱徳倉 代表　徳倉基宏
C（訪問） メーカーズシャツ鎌倉㈱ 会長　貞末良雄
C（訪問） ㈱コロナ 社長　内田力
C（訪問） ㈱セブン・セブン 社長　澁木収一
C（訪問） 中央タクシー㈱ 会長　宇都宮恒久
C（訪問） ㈱高齢社 会長　上田研二
C（訪問） ㈱大谷 会長　大谷勝彦
13期 訪問企業 13
Ａ(訪問) 中里スプリング製作所 社長　中里　良一
Ａ(訪問) 株式会社　ソーケン 社長　有吉　徳洋
Ａ(訪問) 株式会社田中金属製作所 社長　田中　一嘉
Ａ(訪問) ガトーフェスタ ハラダ 社長　山田　雅裕
Ａ(訪問) 未来工業株式会社 社長　山田　雅裕
B(訪問) タマス 社長　山田俊策
B(訪問) 旅館ふかざわ 社長　深澤　里奈子
B(訪問) ピーズスタッフ 社長　山本　欣子

B(訪問) ダイヤ精機株式会社 社長　諏訪貴子
B(訪問) 久米繊維工業株式会社 社長　久米　博康
C（訪問） イマジンプラス 笹川祐子
C（訪問） 株式会社パスポート 濵田総一郎
C（訪問） 銀河鉄道株式会社 社長　山本　宏昭
C（訪問） 株式会社日本レーザー 社長　近藤　宣之



14期 訪問企業 15
Ａ(訪問) 株式会社アイエスエフネット　 渡邊社長
Ａ(訪問) 株式会社ダンクソフト　 星尾社長
Ａ(訪問) 株式会社ベアーズ　 髙橋社長
Ａ(訪問) ダンウェイ株式会社　 髙橋社長
Ａ(訪問) 株式会社テレワークマネジメント　 田澤社長
Ａ(訪問) 株式会社ナリカ　 中村社長
Ａ(訪問) 株式会社ミス・パリ 下村社長
B(訪問) カネパッケージ　 金坂社長
B(訪問) 時代屋　 藤原社長
B(訪問) 西尾硝子　 西尾社長
B(訪問) 東成　 上野社長
C（訪問） 有限会社福祉ネットワークさくら　 横山社長
C（訪問） 株式会社アートエンディング　 西本社長
C（訪問） 株式会社柳田織物　 柳田社長
C（訪問） 萩大島船団丸　 坪内社長
15期 訪問企業 16
Ａ(訪問) 一般社団法人アプローズ 光枝社長
Ａ(訪問) 上田情報ビジネス専門学校 比田井社長
Ａ(訪問) 中央牧草センター 増田社長
Ａ(訪問) 株式会社夢創造 野口社長
Ａ(訪問) 株式会社マイファーム 西辻社長
Ａ(訪問) 株式会社セントラルユニ 増田社長
B(訪問) 株式会社　銀座ミツバチ 田中淳夫社長
B(訪問) 芝園開発　株式会社 海老沼社長
B(訪問) 有限会社　エニシング 西村社長
B(訪問) フラワー・ロボティクス　株式会社 松井社長
B(訪問) 石坂産業　株式会社 石坂社長
C（訪問） 株式会社和える 矢島社長
C（訪問） 三陸鉄道株式会社 望月社長
C（訪問） 日本理化学工業株式会社 大山会長
C（訪問） いすみ鉄道株式会社 鳥塚社長
C（訪問） サイバーダイン株式会社 山海社長
16期 訪問企業 12
Ａ(訪問) 株式会社臼福本店 臼井社長
Ａ(訪問) 株式会社アップルファーム 渡部社長
Ａ(訪問) 有限会社オイカワデニム 及川社長・及川常務
Ａ(訪問) 株式会社アンプリー 谷社長
Ａ(訪問) 株式会社オハナ 渡邊社長
B(訪問) 面白法人カヤック 柳澤社長
B(訪問) 株式会社ウエマツ 福田社長
B(訪問) 株式会社人形町今半 髙岡社長
C（訪問） 北星鉛筆株式会社 杉谷社長
C（訪問） リンデン・ビーアイ株式会社 横井社長
C（訪問） 旅館澤の屋 澤館主
C（訪問） 株式会社OMOしろい 宇賀社長



17期 訪問企業 22
Ａ(訪問) 有限会社トップリバー 嶋崎社長
Ａ(訪問) 小僧COM株式会社 平松社長
Ａ(訪問) 株式会社キミカ 笠原社長
Ａ(訪問) 株式会社農業総合研究所 及川社長
Ａ(訪問) 株式会社GRA 岩佐社長
Ａ(訪問) 広島電鉄株式会社 椋田社長
Ａ(訪問) 株式会社福寿園 福井社長
Ａ(訪問) サトーHD株式会社 松山社長
Ａ(訪問) 株式会社JMC 渡邊社長
Ａ(訪問) 発光土地建物株式会社 池端社長
B(訪問) 株式会社ＤＧ・ＴＡＫＡＮＯ 高野社長
B(訪問) 株式会社ＵＨＭ 木下社長
B(訪問) 株式会社テシオ 須藤社長
B(訪問) 株式会社由紀精密 大坪社長
B(訪問) 有限会社原田左官工業所 原田社長
C（訪問） 株式会社八芳園 井上専務
C（訪問） 株式会社浜野製作所 浜野社長
C（訪問） 株式会社吉香 吉川会長
C（訪問） 株式会社久月 横山社長
C（訪問） 相鉄ホテル株式会社 鈴木顧問
C（訪問） 株式会社ティア 冨安社長
C（訪問） 株式会社松井オフィス 松井社長
18期 訪問企業 17
Ａ(訪問) 夢工房だいあん株式会社 光田前社長・相談役
Ａ(訪問) タビオ株式会社 越智会長
Ａ(訪問) 株式会社新規開拓 朝倉社長
Ａ(訪問) 株式会社スーパーホテル 山本会長
Ａ(訪問) 株式会社ハーティスシステムアンドコンサルタント 村瀬社長
B(訪問) 株式会社ユーグレナ 出雲社長
B(訪問) 鎌倉投信株式会社 鎌田社長
B(訪問) Hamee株式会社 樋口社長
B(訪問) 銚子電鉄株式会社 竹本社長
B(訪問) 塩野香料株式会社 塩野社長
B(訪問) 株式会社タチバナ産業 野原社長
B(訪問) キッコーマン株式会社 堀切社長
C（訪問） 株式会社日本システム研究所 松下社長
C（訪問） 株式会社フォーバル 大久保会長
C（訪問） 株式会社野菜くらぶ 澤浦代表
C（訪問） ジェクト株式会社 市川社長
C（訪問） 株式会社桜ゴルフ 佐川代表



19期 訪問企業 15
Ａ(訪問) 株式会社ねぎしフードサービス　 根岸社長
Ａ(訪問) 日本電鍍工業株式会社 伊藤社長
Ａ(訪問) 萩原工業株式会社 浅野社長
Ａ(訪問) 株式会社ペリカン 渡辺専務
Ａ(訪問) 株式会社神奈川ナブコ 原社長
B(訪問) 株式会社榮太樓總本鋪 細田社長
B(訪問) 株式会社 チバダイス 千葉社長
B(訪問) パシフィックパワー　株式会社 栗栖社長
B(訪問) まるか食品 株式会社 丸橋社長
B(訪問) 株式会社吉村 橋本社長
C（訪問） シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 渋澤会長 
C（訪問） 三洲製菓株式会社 斉之平社長 
C（訪問） 認定NPO法人AEFAアジア教育友好協会 谷川代表 
C（訪問） 株式会社 江口オフィス 江口社長 
C（訪問） SBIホールディングス株式会社 北尾社長


