
ソフィア経済人倶楽部 

第 3 期役員(2014 年 11 月) 2014.11.11 現在  （任期 2014.11.11～2015.11 理事会迄) 

＊印 は新役員 

 

会長   濱口 敏行    （1967 年経経）ヒゲタ醤油株式会社代表取締役社長 

副会長  堀口   彰   （1966 年法法）小林製薬株式会社 社友 （元代表取締役副社長） 

専務理事 戸川 宏一    （1963 年経商）一般社団法人日本経営管理協会 理事 

理事   柳本信一郎    （1963 年経商）株式会社ビュ－ティ花壇 社外取締役 

理事   石川 雅弥    （1965 年外英）THAT コーポレ－ション／dbx－tv 東京事務所 所長 

理事   大坂 靖彦    （1968 年経経）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 

理事   秋元 征紘    （1968 年経経）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 年経経）東京エグゼクティブサ－チ株式会社 相談役最高顧問 

理事   渡辺 邦昭    （1971 年法法）ウィンワークス株式会社代表取締役社長 

理事   蟹瀬 令子    （1975 年文英）レナ・ジャポン・インスティテュ－ト株式会社代表取締役  

理事   上原 隆一    （1976 年経営）株式会社小田萬 代表取締役社長 

理事   黒水 則顯    （1978 年文新）株式会社 WOWOW コミュニケ－ションズ 代表取締役社長  

理事   エリック・ウルナ－（1979 年国際）キングステッドリミテッド 首席代表／日本駐在員 

理事   高野孫左ヱ門   （1979 年経営）株式会社吉字屋 代表取締役社長 

理事   佐々木かをリ   （1983 年外比）株式会社イー・ウ－マン代表取締役社長 

理事   田澤 由利    （1985 年外西）株式会社テレワ－クマネジメント代表取締役 

理事   森 正文     （1986 年法法）株式会社 一休 代表取締役社長 

理事   伊藤 麻美    （1990 年外比）日本電鍍工業株式会社代表取締役 

 

顧問   和泉 法夫    （1970 年理機）前ソフィア会会長、日本 SGI 株式会社元代表取締役社長 

顧問＊  上原 治也    （1969 年経営）ソフィア会会長、三菱 UFJ 信託銀行株式会社 最高顧問 

 

事務局長   池田 賢吾  （1965 年経商）元日本冶金工業健康保険組合常務理事 

事務局長補佐 伊達万壽夫  （1977 年経営）ヨコハマ・マテリアル代表 

事務局長補佐 小川 晃一  （2004 年経営）富士通株式会社 

事務局    大野 陽子  （2006 年独文）アルビオン株式会社 

 

監査委員長  大滝 史博  （1963 年経経）大滝公認会計士事務所（公認会計士） 

監査委員   仲井 一彦  （1974 年経経）仲井公認会計士事務所（公認会計士） 

 

法務委員長  松田 道佐  （1993 年法法）海岸通り法律事務所 弁護士 

 

 



 

（各種委員会一覧） 

総務委員会    システム委員会   産学共同事業委員会   広報委員会    関西地区委員会 

財務委員会    事業企画委員会   組織委員会       国際委員会    海外委員会 

監査委員会    法務委員会 

 

（委員会メンバー）          ＊新役員 

総務委員会 

委員長    八木 達郎  （1974 年経営）株式会社ユーキャン  海外事業部 

副委員長   小森   始 （1965 年経経）元サンド薬品株式会社総務部長 

アドバイザ－ 星島 明光  （1968 年経経）前ソフィア会事務局主事 

アドバイザ－ 荒川 修   （1975 年経経）株式会社トリニティア－ツ 前代表取締役社長 

委員     木下 和子  （1978 年経営）株式会社青田代表取締役 

委員     溝間 良輔  （1978 年経営）ア－ル・エム・コンサルティング株式会社代表取締役社長 

委員     高田奈央子  （2002 年文独）株式会社 Silky Style 代表取締役 CEO 

 

財務委員会 

委員長    田村 隆   （1977 年経経）田村工業株式会社代表取締役 

副委員長   桑原 清幸  （1995 年経営）新日本有限責任監査法人 公認会計士 

委員     柴田 亮   （1997 年理機）柴田亮公認会計士税理士事務所 代表（公認会計士） 

 

システム委員会 

委員長    伊達万壽夫  （1977 年経営）ヨコハマ・マテリアル代表 

副委員長＊  阿見 利治  （1973 年理数）ﾁｬ-ﾃｨｽ･ﾌｧ-ｲ-ｽﾄ･ﾎ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 ｱｼｽﾀﾝﾄ VP 

副委員長   浜田 大輔  （2004 年理機）日本ユニシス株式会社 主任 

委員     阿部 松夫  （1977 年経営）大鳳商事株式会社穀物部部長 

委員     小笠原 寛  （1999 年経営）株式会社キャリア研 代表取締役 

 

事業企画委員会 

委員長    上原 隆一  （1976 年経営）株式会社小田萬 代表取締役社長 

副委員長   秋葉 哲   （1967 年経経）株式会社共栄  顧問営業推進役 

副委員長   鬼嶋 俊二  （1981 年理化）扶桑電機株式会社専務取締役 

副委員長   五井 泰彦  （1983 年文史）プルデンシャル生命保険株式会社部長 

副委員長   藤本 洋生  （2000 年法法）クレディ・スイス銀行東京支店 ﾘﾚ-ｼｮﾝｼｯﾌﾟ ﾏﾈ-ｼﾞｬ- 

アドバイザ－ 小泉 基靖  （1969 年経経）元アドア－ズ株式会社取締役 

アドバイザ－ 小國 敏雄  （1978 年文史）中央不動産鑑定株式会社代表取締役社長 不動産鑑定士 

委員     藤井 裕志  （1978 年文仏）アンビシャスネット株式会社 代表取締役 

委員     小林 大輔  （1995 年経営）株式会社三越伊勢丹ﾎ-ﾙﾃﾞﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 人事部人事企画 G 

委員     内田真由美  （2001 年外葡）リブラ司法書士・行政書士事務所  所長 司法・行政書士 

 



産学共同事業委員会 

委員長    清水  進  （1971 年経営）元みずほ銀行支店長  コンサルタント 

 

組織委員会 

委員長    佐藤 光利  （1979 年経営）株式会社放送衛星システム 取締役 

委員     佐藤正由起  （1971 年理機）上智大学理工学部同窓会 専務理事 

委員     角井 亮一  （1991 年経経）株式会社イ－・ロジット代表取締役 CEO 

委員     徳江順一郎  （1996 年経営）東洋大学国際地域学部国際観光学科 准教授 

 

広報委員会 

委員長    黒水 則顯（1978 年文新）株式会社 WOWOW コミュニケ－ションズ 代表取締役社長 

副委員長   宮地 信幸（1991 年文新）㈱セブン＆アイ・ホ－ルディング CSR 統轄部 オフィサ－ 

アドバイザ－ 飯尾 右一（1976 年理物）有限会社飯尾眼鏡店代表取締役 

アドバイザ－兼会報編集長  

       岡崎  眞 （1967 年理電子）イ－ブックス・システムズ株式会社代表取締役社長 

委員     山田 洋子 （1977 年外独） 株式会社 SUCCESS21 コンサルタント 

委員     土屋 夏彦 （1980 年理電） ソネット株式会社 エグゼクティブプロデュ－サ－ 

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

委員     マリー秋沢 （1992 年比文） 有限会社ビューティーニーズ代表 

委員     髙増 文  （2003 年経営） 前グリ－株式会社 広告事業本部 Global ad 部門 

 

国際委員会 

委員長   エリック・ウルナ－（1979 年国際）キングステッド・リミッテド首席代表／日本代表 

副委員長  池田 真一    （1978 年理化）フュ－チャ－・グロ－株式会社 代表取締役会長 

副委員長＊ チャンダ－・メヘラ（1979 年国際）Tandoor Inc． President 

副委員長  永山 妙子    （1983 年外比）成都天府ソフトウエアパ－ク有限公司 日本商務代表 

副委員長＊ 根本竜太郎    （2003 年外英）ブリッジ 代表兼英語翻訳家 

委員    三木 眞弘    （1971 年経経）三木アソシエイツ・インターナショナル代 

委員    清水 進     （1971 年経営）元みずほ銀行支店長  コンサルタント 

委員    シンシア・ジ－ン・コネリ－ 

               （1984 年外比）株式会社モデュラ－ジャパン コンサルタント 

委員    岩崎 強     （1984 年外英）Fourth Valley Pte．Ltd アセアン事業戦略室 GM 

委員    工藤わかな    （1986 年外独）ﾎﾟｯｼｭｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ株式会社 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｺﾝﾄﾛ-ﾗ 管理部長 

委員    坂本理恵     （1989 年外比）株式会社 UBIC   コ－ポレ－トコミニケ－ション担当  

委員    田中 潤     （1989 年外比）紀州技研工業株式会社 総務企画本部長  

 

関西地区委員会 

委員長          堀口 彰 （1966 年法法）小林製薬株式会社 社友  

 



海外委員会 

委員長          石川 雅弥（1965 年外英）THAT コーポレ－ション 極東担当部長 

副委員長（台湾地区担当） 駒澤辰弥 （1994 年法法）日本ベース株式会社 代表取締役社長 

 

 

事務局・各委員会担当理事の分担 

事務局       専務理事    戸川 宏一 

総務委員会     担当理事    柳本信一郎、渡辺 邦昭、高野孫左ヱ門 

財務委員会     担当理事    柳本信一郎 

システム委員会   担当理事    柳本信一郎 

事業企画委員会   担当理事    加藤 春一、 蟹瀬 令子、 上原 隆一 

産学共同事業委員会 担当理事    秋元 征紘、 田澤 由利 

組織委員会     担当理事    石川 雅弥 

広報委員会     担当理事    黒水 則顯 

国際委員会     担当理事    エリック・ウルナ－、 佐々木かをり、 伊藤 麻美 

海外委員会     担当理事    石川 雅弥 

関西地区委員会   副会長     堀口 彰 

 


