
（順不同敬称略）

オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント

レックスアドバイザーズ レックスアドバイザーズ

ＦＰＧ ＦＰＧ

ITCアエロリーシング ITCアエロリーシング

積水ハウス 積水ハウス

山田コンサルティンググループ 山田コンサルティンググループ

国土工営 国土工営

デューデリ＆ディール デューデリ＆ディール

日本M＆Aセンター 日本M＆Aセンター

東急リバブル ボルテックス

右山 昌一郎 積水ハウス不動産関西 東峰書房

掛 善秀 安部 春之 （税理士） 川田 剛 （税理士） 松原 弘幸 （弁護士） 鳥飼 重和 （弁護士） 積和建設関西 翔陽

（故）　尾崎 三郎 池原 保三 （税理士） 本郷 孔洋 （公認会計士） 和田 慎也 （弁護士） 安達 一彦 （弁護士） トビークル ｴｽｸﾛｰ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ信託

上田 良輝 （税理士） 小池 正明 （税理士） 塩路 広海 （弁護士） 福田 龍介 （司法書士） SBIマネープラザ 新生銀行

上西 左大信 （税理士） 池田 博義 （公認会計士） 清水 良寛（弁護士） 星野 文仁 （司法書士） SKトラスト 総合メディカル

吉田 修平 （弁護士） 北秋 勝己 （税理士） 本郷 尚 （税理士） 野木 良彦 （ﾘｽｸｶｳﾝｾﾗｰ） 芳賀 則人（不動産鑑定士） アイフルビジネスファイナンス キャピタル・アセット・プランニング

関 博 （公認会計士） 石 光仁 （公認会計士） 三宅 茂久 （税理士） 多田 嘉恵（社会保険労務士） 川端 重夫（社会保険労務士） ファンドクリエーション

堂本 道信 （税理士） 禅定 貞男 （税理士） 赤坂 光則 （税理士） 旭化成ホームズ

能瀬 敏文 （弁護士） 山田 義弘 （税理士） 深代 勝美 （公認会計士） 三菱地所ホーム

島田 博一 吉田 勤 （税理士） 城所 弘明 （公認会計士） 三菱地所レジデンス

大野 修（税理士） 北山 雅一 （公認会計士） 高松コンストラクショングループ

パワーズアンリミテッド

ストライク

アポロ

FUNDINNO

右山　昌一郎

柴田 昇 （税理士） 山田 毅志 （公認会計士） 竺川 健治（税理士）　 川田 剛 （税理士） 武田 恒男 （税理士） 平川 茂（税理士） 川田 剛 　 

浅井 剛 （税理士） 高橋 安志 （税理士） 山田 健児（税理士） 伏見 俊行 （税理士） 米山 英一 （税理士） 嶋 敬介 （税理士） 島田 博一

石本 愼一 （税理士） 池畑 芳子 （税理士） 堀内 眞之（税理士） 池田 博義 （公認会計士） 黒田 治彦 （税理士） 中村 亨 （公認会計士） 吉田 修平  

永井 博之 （税理士） 宮森 俊樹 （税理士） 清水 良寛（弁護士） 三宅 茂久 （税理士） 中山 正幸 （税理士） 神門 剛 （公認会計士） 本郷 孔洋  

長田 雅子 （税理士） 花島 宣勝（公認会計士） 塩路 陽香（弁護士） 大野木 孝之 （公認会計士） 多田 恭章 （税理士） 鳥飼 重和  

細川 正直 （公認会計士） 佐武 伸（公認会計士） 船山 雅史 （公認会計士） 大塚 一長 （税理士） 湯浦 正信（税理士） 深代 勝美　

松家 一郎 （税理士） 神門 剛 （公認会計士） 大野  修 （税理士） 田中 大丸 （公認会計士） 大角 良昭 （税理士） 日野上 達也（税理士） 池田 博義　

村井 一雅 （公認会計士） 田中 誠（税理士） 上田 良輝（税理士） 下崎 寛 （税理士） 岡田 秀一 （税理士） 赤坂 光則　

村田 裕人 （税理士） 青山 誠（司法書士） 岩渕 尚樹（税理士） 阿部 幸宣 （税理士） 能渡 洋一 （税理士） 分林 保弘

井上 和彦 （司法書士） 本郷 尚  　

呉羽 芳文 （司法書士） 金崎 定男 （公認会計士） 平川 茂

井上 友一 （税理士）

大阪 東京

東京理事

会計事務所経営研究会
東京理事東京理事

佐々木 文安 （中小企業診断士）

会計人顧問 PSS顧問（ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ）

東京理事

代表

川原田 慶太（司法書士）

資産（税)研究会

平川 茂

嶋 敬介

事務局長

名誉相談役

相談役

大阪理事

人間学を学び楽しむ会
大阪理事

島田 真吾

事務次長 （大阪）

井上 紀子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビジネス会計人クラブ組織図

名誉会長 会長

(故)　山田 淳一郎

副会長 ビジネス協力企業

名誉会長

一柳 良雄 （政策規制ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

国際租税研究会

大阪 東京 大阪 東京

税務調査部会相続・事業承継研究会

賛同者

賛同者

代表 代表 代表 代表

大阪理事

代表 会長

賛同者

賛同者

発起人

発起人

賛同者

顧問 賛同者

賛同者

賛同者

大阪理事


