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ソフィア経済人倶楽部（ＳＢＣ）

赤字：新任

2015.12.1現在

役職 氏名 学部・学科 勤務先・役職

卒年

＜役員＞ 会長 濱口敏行 １９６７経経 ヒゲタ醤油株式会社代表取締役社長

副会長 堀口　彰 １９６６法法 一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ理事

副会長 池田道雄 １９７４経経

副会長 蟹瀬令子 １９７５文英 レナ・ジャポン・インスティテュート株式会社代表取締役

副会長 村田興文 １９７６理化

副会長 佐々木かをり １９８３外比 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長

　

専務理事 戸川宏一 １９６３経商

理事 柳本信一郎 １９６３経商 株式会社ビューティ花壇　社外重役

理事 石川雅弥 １９６５外英 ＴＨＡＴコーポレーション　東京事務所長

理事 秋元征紘 １９６８経経 ワイ・エイ・パートナーズ株式会社　代表取締役

理事 加藤春一 １９６８経経 東京エグゼクティブサーチ株式会社　相談役最高顧問

理事 鳥居正男 １９７０外独

理事 阿見利治 １９７３理数

理事 八木達郎 １９７４経営

理事 臼井祐一 １９７４法法

理事 上原隆一 １９７６経営 株式会社小田萬　代表取締役

理事 田村　隆 １９７７経経 田村工業株式会社代表取締役

理事 黒水則顕 １９７８文新 株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケーションズ　代表取締役社長

理事 エリック・ウルナー １９７９国際

理事 高野孫左ヱ門 １９７９経営 株式会社吉字屋　代表取締役社長

理事 佐藤光利 １９７９経営 株式会社放送衛星システム　取締役

理事 永山妙子 １９８３外比

理事 田澤由利 １９８５外西 株式会社テレワークマネジメント代表取締役

理事 森　正文 １９８６法法 株式会社　一休　代表取締役社長

理事 伊藤麻美 １９９０外比 日本電鍍工業株式会社代表取締役

理事 湯川智子 ２００５短大 株式会社サピエント代表取締役社長

事務局長 池田賢吾 １９６５経商 元日本冶金工業健康保険組合常務理事

事務局長補佐 阿見利治 １９７３理数

事務局 浦田　潤　 ２００７理電子

役職 氏名 学部・学科 勤務先・役職

卒年

＜役員＞ 監査委員 大滝　史博 １９６３経経 大滝公認会計士事務所

監査委員 仲井　一彦	 １９７４経経 仲井公認会計士事務所

法務委員 松田道佐	 　 １９９３年法法 海岸通り法律事務所　弁護士

顧問 上原治也 １９６９経営 ソフィア会会長、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社最高顧問

顧問 和泉法夫 １９７０理機 ソフィア会前会長、元日本ＳＧＩ株式会社代表取締役社長

名誉理事 大坂靖彦 １９６８経経 非営利株式会社ビッグ・エスインターナショナル代表取締役

名誉理事 渡辺邦昭 １９７１法法

株式会社ユーキャン　学び出版部  （元日本総研　業務推進役）

ＡＩＵ損害保険㈱システム統合推進部　シニアマネ－ジャ－

ＡＩＵ損害保険㈱システム統合推進部　シニアマネ－ジャ－

株式会社ゲリラプロダクツ　代表取締役会長

株式会社プレリュ－ダ－ズ 代表取締役　（マネジメント　コンサルタント）

EU Japan Consulting & Associates Co., Ltd.  President

ヤマト運輸株式会社　取締役常務執行役員

Ｉｎｎｅｒｂｒａｉｎ㈱代表取締役　（シンジェンタジャパン㈱前取締役会長）

 第４期役員名簿（２０１５年１２月）

国際経営コンサルタント・一般社団法人日本経営管理協会理事

ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社代表取締役社長

ウィンワ－クス株式会社代表取締役社長

ＪＸエネルギー株式会社顧問 （前取締役副社長執行役員）
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役職 氏名 学部・学科 勤務先・役職

卒年

＜委員会＞

総務 委員長 八木達郎 １９７４経営

副委員長 小森　始 １９６５経経 元サンド薬品株式会社総務部長

副委員長 清水　進 １９７１経営 元みずほ銀行支店長　　コンサルタント

委員 伊達万壽夫 １９７７経営 ヨコハマ・マテリアル代表

委員 石川裕子 １９７６短大 アルプス食品工業株式会社　相談役

財務 委員長 田村　隆 １９７７経経 田村工業株式会社代表取締役

副委員長 桑原清幸	 １９９５経営 新日本有限責任監査法人　公認会計士

委員 岸もと子 ２０１４経経 有限責任監査法人トーマツ スタッフ

委員 水野貴允 ２０１４経営 新日本有限責任監査法人　スタッフ

組織 委員長 佐藤光利 １９７９経営 株式会社放送衛星システム　取締役

副委員長 大塚哲雄 １９９０文新 メットライフ生命保険株式会社　コンサルタント

広報 委員長 黒水則顕 １９７８文新 株式会社ＷＯＷＯＷコミュニケーションズ代表取締役社長

副委員長 宮地信幸 １９９１文新 （株）セブン＆アイ・ホールディング　ＣＳＲ統轄部　オフィサー

委員 岡崎　眞 １９６７理電子 イ－ブックス・システム株式会社代表取締役社長

委員 山田洋子 1９７７外独 ＳＵＣＣＥ２１　コンサルタント

委員 土屋夏雄 １９８０理電 ソネット株式会社　エクゼクティブプロデュ－サ－

委員 岩崎由美 １９８０文社 株式会社パソナグル－プ　コミュニケ－ションマネジャ－

委員 鳴海雅子 １９９１文新 株式会社マイナビ　広報部部長

事業企画 委員長 上原隆一 １９７６経営

ＰＬ 秋葉　哲 １９６７経経

ＰＬ 清水　進 １９７１経営

ＰＬ 田村　隆 １９７７経経

ＰＬ 小國敏雄 １９７８文史

ＰＬ 鬼嶋俊二 １９８１理化

ＰＬ 五井泰彦 １９８３文史

ＰＬ 永山妙子 １９８３外比

ＰＬ 菊地麻緒子 １９８９法法

ＰＬ 藤本洋生 ２０００法法

役職 氏名 学部・学科 勤務先・役職

卒年

国際 委員長 エリック・ウルナー １９７９国際

副委員長 チャンダ―・メヘラ １９７９国際 Ｔａｎｄｏｏｒ　Ｉｎｃ．Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ

委員 永山妙子 １９８３外比

委員 駒澤辰弥 １９９４法法 日本ベース株式会社代表取締役社長

委員 池田真一 １９７８理化 フューチャー・グロー株式会社代表取締役

委員 高崎英子 １９８０外比 上智大学国際教養学部同窓会（ＳＩＡＡ）理事

委員 松本いく子 １９８５外比

地域 委員長 堀口　彰 １９６６法法 一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ理事

副委員長 高野孫左ヱ門 １９７９経営 株式会社吉字屋　代表取締役社長

株式会社ユーキャン　学び出版部　（元日本総研　業務推進役）

東京靖和綜合法律事務所　弁護士/ニュ－ヨ－ク弁護士

第一リアルタ－株式会社　顧問

株式会社プレリュ－ダ－ズ 代表取締役　（マネジメント　コンサルタント）

アジア開発銀行　太平洋局課長（休職中）

EU Japan Consulting & Associates Co., Ltd.  President

株式会社小田萬　代表取締役社長

株式会社共栄　　顧問営業推進役

元みずほ銀行支店長　　コンサルタント

田村工業株式会社代表取締役

中央不動産株式会社代表取締役社長

扶桑電気株式会社専務取締役

プルデンシャル生命保険株式会社部長

株式会社プレリュ－ダ－ズ　代表取締役


