
社員名簿 2016年5月28日現在

会員種別 氏名または団体名
1 個人正会員 相関　雅信
2 個人正会員 浅田　未延
3 個人正会員 浅野　明子
4 個人正会員 阿部　剛司
5 個人正会員 安部　正弘
6 個人正会員 荒井　延明
7 個人正会員 飯島　英恵
8 個人正会員 居上　智典
9 個人正会員 池田　毅
10 個人正会員 石原　学
11 個人正会員 石原　幹章
12 個人正会員 伊藤　雅章
13 個人正会員 猪俣　治太郎
14 個人正会員 上田　健治
15 個人正会員 臼井　玲子
16 個人正会員 内田　美由紀
17 個人正会員 大島　誠之助
18 個人正会員 岡崎　留美
19 個人正会員 沖　紀代
20 個人正会員 小野　めぐみ
21 個人正会員 影山　利夫
22 個人正会員 柏櫓　廣美
23 個人正会員 勝山　亜佐美
24 個人正会員 茅野　智子
25 個人正会員 川岸　恵子
26 個人正会員 川口　和清
27 個人正会員 日下　まこ
28 個人正会員 經德　禮文
29 個人正会員 駒田　房江
30 個人正会員 菰田　ゆかり
31 個人正会員 斉藤　久美子
32 個人正会員 坂川　逸海
33 個人正会員 﨑田　克康
34 個人正会員 櫻内　京子
35 個人正会員 佐々木　勲
36 個人正会員 佐藤　久美子
37 個人正会員 實藤　憲正
38 個人正会員 椎野　雅博
39 個人正会員 篠崎　紘一
40 個人正会員 清水　憲子
41 個人正会員 下田　八郎
42 個人正会員 東海林　克彦
43 個人正会員 菅野　茂
44 個人正会員 鈴木　登
45 個人正会員 鈴木　松衛
46 個人正会員 須田　静子
47 個人正会員 髙野　哲代
48 個人正会員 武田　和彦
49 個人正会員 武富　和夫
50 個人正会員 竹之内　悦子
51 個人正会員 立石　淳子
52 個人正会員 田中　由美子
53 個人正会員 対馬　美香子
54 個人正会員 堤田　治
55 個人正会員 天川　九二夫
56 個人正会員 藤松　富男



会員種別 氏名または団体名
57 個人正会員 長岡　裕子
58 個人正会員 長尾　直枝
59 個人正会員 中村　淳
60 個人正会員 永吉　保
61 個人正会員 名取　裕憲
62 個人正会員 西原　春美
63 個人正会員 西村　尚一
64 個人正会員 西村　洋
65 個人正会員 橋本　洋一
66 個人正会員 長谷川　良昭
67 個人正会員 畠山　雅子
68 個人正会員 花澤　公子
69 個人正会員 林　順一
70 個人正会員 林谷　秀樹
71 個人正会員 平井　潤子
72 個人正会員 平光　宣子
73 個人正会員 福田　真由美
74 個人正会員 宮城　直子
75 個人正会員 宮崎　誠
76 個人正会員 向井　務
77 個人正会員 村上　泉
78 個人正会員 村松　梅太郎
79 個人正会員 望月　克夫
80 個人正会員 望月　由紀子
81 個人正会員 柳　美子
82 個人正会員 山崎　いく子
83 個人正会員 山田　広美
84 個人正会員 山田　ゆかり
85 個人正会員 山畑　如矢
86 個人正会員 山本　厚
87 個人正会員 山本　由美
88 個人正会員 芳川　雅美
89 個人正会員 吉田　公子
90 個人正会員 吉村　美紀
91 個人正会員 渡部　奈美
92 団体正会員 全日本動物輸入業者協議会
93 団体正会員 一般社団法人ジャパンケネルクラブ
94 団体正会員 一般社団法人ペットフード協会
95 団体正会員 一般社団法人全国ペットフード・用品卸商協会
96 団体正会員 関東睦鳥獣商組合
97 団体正会員 愛知ペット事業組合
98 団体正会員 中国四国鳥獣商業組合
99 団体正会員 群馬県愛玩動物商組合
100 団体正会員 東北ペット専門店組合
101 団体正会員 広島県ペットショップ連合会


