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女性経営幹部

・リーダー名

有限会社アイエヌビー 経理 因幡　利枝子

株式会社アイスタイル ヒューマンリソース本部 ピープルリレーション部 部長 奥田　早央里

株式会社ITAGE 経営管理部　健康づくり担当 神谷　保菜美

株式会社愛和 マーケティング課主任 吉田　紫里

社会福祉法人青谷学園 事務局長 鈴村　由里子

アカウントエージェント株式会社 社長室・秘書 近藤　正子

有限会社アクシス21 オフィスリーダー 山口　真理子

アクロスロード株式会社 経営企画室　主任 森川　可南子

朝日航洋株式会社 技術企画部技術･知財戦略室 杉森　純子

株式会社アーツテック 企画営業部 坂井　夢花

株式会社at-Planning 取締役 佐藤　梨奈

アーモンドクリニック 事務長 前田　姫乃

株式会社アユザック・ホワイトニングカフェ WEBデザイン 村上　由未子

ARIA司法書士事務所 副代表 上田　美優

有木株式会社 総務部・取締役 有木　梨沙

ARINA株式会社 取締役 高橋　陽子

有限会社アール・エム・シー・モリ 生命保険担当 山下　幾子

アルゴ株式会社 総務部・専務取締役 青山　恭子

株式会社アルファインターナショナル 保健師 中西　舞

株式会社アロンソ 営業部 杉山　りな

アンドロメディア合同会社 コンサルタント 猪山　恵美

イーサテック株式会社 石垣島ゲストハウス部門　部長 佐藤　泉

石井商事株式会社 経営管理部 課長 清瀬　鏡子

株式会社一期コンサルティング 取締役 船田　昌子

株式会社インキューブ＆リリーズＨＬＤＧＳ． 取締役 菊池　里奈

インターコネクト株式会社 本社 酒井　千佐子

ウィズブライズ株式会社 代表取締役 大西　美帆

株式会社ウィルリンク EC事業部　部長 川口　優菜

株式会社ウェイバック スタッフ 渡辺　美咲

株式会社ウェブノート 取締役 園田　美保子

ウェルネスワーク株式会社 健康づくり担当 藤田　誠子

医療法人DIC宇都宮セントラルクリニック 看護師 圓井　順子

株式会社エアラボ CS部門・部長 海道　敦子

駅前AGAクリニック熊本院 カウンセラー 鹿子木　あや

合同会社SHL 本部・社員 仲間　佳子

株式会社ＳＰＦ保険 事務 享保　佳子

株式会社SPコンシェルジュ デザイン部　次長 鈴木　佳奈

弁護士法人えそら 代表社員 鹿野　舞

NYマーケティング株式会社 役員 中川　里奈

エファタ株式会社 経理 加納　桃子

株式会社Ｍ＆Ｆパートナーズ 取締役 高橋　佳代

MPower Partners ゼネラルパートナー 村上　由美子

エレビスタ株式会社 メディア事業部 前田　美保

株式会社エンマインド オフィス 松田　恵美

『Working RIBBON』にご賛同いただいている団体・企業のご紹介です。（50音順）　　　　　　　　　　　　　　　　280社（2022年10月時点）
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大川カイロプラクティックセンター

千歳烏山整体院
主任 松浦　由佳

大島電気株式会社 業務部・主任、衛生管理者 小杉　隆子

株式会社オゾンヘルスケアラボラトリー 代表取締役 三輪　亜紀

株式会社ODEKO 代表取締役 川﨑　真菜美

オドレート株式会社 マーケティング責任者 長沢　菜摘

株式会社オノモリ 総務部長 小野森　喜子

株式会社Oh my teeth マウスピース矯正 Oh my teeth Growth Div. 木村　真由美

オリーブの木司法書士事務所 司法書士 宮木　由加

社会保険労務士事務所　柏ろうむサポート 所長 川村　由里子

株式会社ガーデンメーカー 取締役経営管理部長 氏永　舞

カーネビ（株式会社ウインターハート） メディア事業部課長 斉藤　智子

医療法人偕行会　在宅医療事業部 在宅医療事業部・課長 竹田　晴奈

通い放題のパーソナルトレーニングジム ELEMENT スタッフ 近藤　芙美

かわぐち整体院 取締役 川口　景子

公益財団法人がん集学的治療研究財団 総務企画課　課長 目黒　麻衣子

QITANO株式会社 北野　絵美

株式会社キネマティクス 福祉部　管理者 磯永　仁美

株式会社キャニオン・マインド 取締役 山本　真由美

キヤノンファインテックニスカ株式会社 経営管理センター　管理部　人事安全衛生課 岡野　美恵子

株式会社キャンサースキャン コーポレートサクセス本部　人事総務チームリーダー 山口　澄玲

協栄エコソリューション株式会社 取締役 寺重　洋子

株式会社京都科学 総務部長 安田　幸子

京都着物レンタル 梨花和服 経理部長 金子 ラナ

合同会社キリン屋 代表社員 秋澤　和望

楠原壜罐詰工業株式会社 取締役経理部長 楠原　千津恵

株式会社グッドオフ 広報 窪山　智恵

株式会社クヌギ 取締役副社長 新城　真寿美

クーミル合同会社 責任者 佐藤　理恵

合同会社grasty 部長 玉城　有紀

さくら薬局グループ 薬局事業部　課長 緒方　直美

グランソール奈良 医療部門統括 田岡　眞由美

グランドトランスポート有限会社 本社営業所 山本　陽子

株式会社クリオ メディア事業部 中園　瑠美

株式会社clevel 営業・健康推進部長 藤本　喜子

クレアル株式会社 代表取締役 渡辺　順子

株式会社クロスワン 販売事業部　部長 中井　祐子

株式会社KOP 管理部 大石　恵

研冷工業株式会社 総務部　部長 酒井　明美

医療法人社団　幸性会 理事長 喜田　直江

有限会社江府技研コンサルタント 総務課・参事 中田　美智恵

一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会 マネージャー シノハラ　ノリコ

株式会社ココエ 代表 近藤恵子

小杉法律事務所 弁護士 木村　治枝

株式会社寿鉄工所 経理事務 杉田　美和

株式会社コムデック 総務 徳田　幾美

株式会社コー・ワークス 経営推進室　室長 岡村　亜希
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・リーダー名

株式会社コンテンシャル CDO 川合　有彩

株式会社サイラット 取締役 南雲　美希

株式会社佐賀広告センター 総務部　総務課長 古井　奈知恵

株式会社笹原商産 代表取締役 笹原　早苗

Sasuke Financial Lab株式会社 マーケティング部 大塚　美枝子

サロン総美 サロンオーナー、セミナー講師 吉岡　千裕

株式会社サンワプライニング 取締役 中林　佐登美

株式会社ザンワーズ 取締役 太田　ヒト美

株式会社Sheer メディア事業部 水越　未来

株式会社シー・エム・シー 常務取締役 近藤　葉澄

株式会社cielo azul 取締役 大泉　妙

公益財団法人滋賀県健康づくり財団 健診保健部　部長 小島　由美子

株式会社secret place マネージャー 田岡　理沙子

株式会社しごとウェブ 経営本部・本部長 後藤　晶子

株式会社ＧＯＮ総合保険事務所 代表取締役社長 草薙　志乃ぶ

株式会社シナジア　ウェブマーケティング部 部長 西川　あやか

JIer合同会社 総務部長 熊谷　美麗

ジャストイット メディア事業部 富澤　利恵

一般社団法人　住宅ローン問題解決支援機構 経理・総務部長 清水　眞紀

株式会社１２区 総務部長 平井　理莉

医療法人社団俊秀会　エヌ・ケイ・クリニック 経営企画室　室長 長澤　美和

株式会社shoichi 総務部主任 後藤　京子

城北ヤクルト販売株式会社 CR推進室　課長 清水　恵子

株式会社城南奥元　福岡の結婚相談所 Ivy terrace J 人事部　人事労務部長 園田　彰子

一般社団法人自立学実践研究所 理事長 竹之内　幸子

株式会社シロサキカンパニー 白崎　遥香

鍼灸院　ハリエッセンス 院長 富田　美智子

信幸プロテック株式会社(しんこうぷろてっく） 専務取締役 村松　直子

新宿AGAクリニック 代表取締役 北村　綾子

株式会社新和製作所 業務部 中谷　旬子

株式会社菅原組 管理本部係長 成田　いくみ

株式会社STYLEC 代表取締役 八木　理恵

ＮＰＯ法人スマイルハート 代表理事 橋口　絵里奈

住友重機械工業株式会社 人事本部 組織開発グループ グループリーダー 信太　朱里

株式会社 聖籠第一設備 取締役 波形　愛未

株式会社千幸 総務部 長谷　恵子

株式会社Solferiona 風評被害対策サポートチーム 山下　あい

損害保険ジャパン株式会社　北九州支店 課長 羽生　裕子

損保ジャパンパートナーズ株式会社　筑豊オフィス 課長代理 青木　由美子

損保ジャパンパートナーズ株式会社　長崎支店 課長 片山　富美子

SOMPOヘルスサポート株式会社 執行役員 小島　千佳

第一生命保険株式会社　大阪北支社 営業推進グループ　アシスタントマネジャー 寺岡　亜子

第一生命保険株式会社　柏支社 営業推進グループ・次長 松井　美里

第一生命保険株式会社　立川支社 技術企画部技術･知財戦略室 大橋　千絵

第一生命保険株式会社　中京総合支社 総務担当　課長 吉田　麻紀

第一生命保険株式会社　豊田支社 課長 石原　まどか

第一生命保険株式会社　名古屋東支社 営業推進　課長 細川　万須美
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第一電機工業株式会社 総務部総務課 宮口　好美

弁護士法人　大栄橋法律事務所 マネージャー 小倉　久美

大東建託リーシング株式会社 取締役 有松　由紀子

大同生命保険株式会社　四国支社徳島営業部 アシスタントマネージャー 車谷　優子

大同生命保険株式会社　四国支社高知営業部 アシスタントサポートマネージャー 高橋　紀美江

大同生命保険株式会社　奈良支社 サポートマネージャー 尾上　晃巳

大同生命保険株式会社　東東京支社 東東京支社サービスリーダー 河村　陽子

大同生命保険株式会社　三河支社 三河支社サポートリーダー 板垣　啓子

太陽交通株式会社 管理副部長 長谷川　由香

太陽交通新潟有限会社 管理副部長 長谷川　由香

株式会社台湾トーク　日本中国語センター 教育部　部長
黄　秝榛

(Huang, Li-Chen)

株式会社タック 総務部　取締役総務部長 高橋　千亜紀

株式会社タックスコム 広報 山下　彩実

タマホーム株式会社 人づくり部・課長代理 高木　舞

公益財団法人ちば県民保健予防財団 企画広報課長 房枝　みち子

有限会社ツインズ企画 CEO 尾ケ瀬　美樹

株式会社ZumLicht 専務取締役・CFO 左藤　優

株式会社DECOMUSIC 内部統括マネージャー 由利　好

テックジム株式会社 コミュニティマネージャー 三浦　明日香

有限会社テンヴィクトリーズ 経理 森野　聡美

社会福祉法人天神会 天神介護老人保健施設　施設長代理 原　真紀子

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 マネジメント シニアビジネスマネジャー 水野　香里

ドイツ銀行東京支店
グローバル・トランザクション・バンキング本部長

マネージングディレクター
本山　玲

ドイツ証券株式会社 人事部長 ジャナ・リヨン

東京都信用金庫健康保険組合 健康相談室・室長 貝原　富士子

東神ハウス株式会社 取締役 鈴木　香

東電運輸株式会社 総務人事部 伊東　裕子

株式会社TOSEI 保健師 益田　明子

株式会社常磐植物化学研究所 管理本部　経理部長 鈴木　文華

株式会社徳山電機製作所 取締役管理部長 徳山　ひろみ

トドクヨ合同会社 小河原　沙友里

株式会社TONOSAMA Web制作事業部マネージャー 澤田　麻衣子

豊田合成株式会社 健康推進室・主担当 山本　史絵

株式会社トランス 代表取締役社長 猪口　祐紀子

トリニティ工業株式会社 安全健康推進部健康管理室　業務主任 山下　晴子

株式会社トリム 代表取締役 久保田　美智子

株式会社ナレッジソースワークス 経理 神田　茜

株式会社何とかするコーポレーション 取締役 川畑　恵理子

合同会社西尾経営管理事務所 健康づくり担当 西尾　優子

西川税理士事務所 なし 藤岡　由妃

日本生命保険相互会社　佐賀支社 ライフプラザ佐賀店長 百島　美代子

一般社団法人日本探偵興信所協会 事務局長 泉谷　美奈子

日本調剤株式会社 FINDAT事業部　部長 上田　彩

日本バブルサッカー協会 フードコーディネート事業 松森　恵美

日本リーダーシップ・オブ・マネジメント株式会社 パート社員 長岡　由美枝
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一般財団法人　日本老人福祉財団 本部総務部 竹井　万里

株式会社ハートソフトウェア ディレクター 花田　美香

株式会社Paddle 取締役 赤堀　純子

株式会社林原 人事総務部 小川　理恵子

ハリウッド株式会社 取締役 山名　群

株式会社HAL 管理部 森岡　桃花

Haru整骨院 広報課 小窪　加奈

阪急阪神不動産株式会社 人事部　副部長 水谷　有喜

阪急阪神ホールディングス株式会社 グループ開発室　課長 下瀬　陽子

任意団体)兵庫県生涯学習インストラクターの会

阪神ブロック
代表者 清谷　善子

兵庫トヨタ自動車株式会社 経営企画室　部長 山元　弘生

BR JAPON株式会社 経理 松田　優子

株式会社B.Wave 業務課 住吉　優子

株式会社PDCAの学校 管理部　課長 青木　華栄

株式会社Ｐｅｒｉｏｄ． 代表取締役 寺尾　彩加

PRSサービス株式会社 取締役 下田　佐江子

株式会社ファノーヴァ スタッフ 樋口　遥香

株式会社Fab 副社長 山川　真奈

for,Freelance株式会社 key MOVIE事業部マネージャー 小林　仁子

フクタ建設株式会社 取締役 松尾　麻紀

有限会社藤総合企画 代表取締役 稲垣　麻里

株式会社フジタ建設コンサルタント 管理部　参事 三木　朋子

株式会社フジヒサ 総務部・課長 慶徳　由希子

富士フイルム和光純薬株式会社 保健師 廣田　恵子

有限会社船宿あみ達 女将 髙橋　並子

株式会社Blanket 代表取締役 秋本　可愛

株式会社フリージア イラストディレクター 森下　由香

株式会社プリンシプルジャパン 総務部長 一之瀬　もとみ

合同会社FRUORE 代表社員 上ノ園　智絵

株式会社ブルーシップ 広報部 中山　直美

株式会社プロシードデザイン 広報部・課長 西田　雪乃

株式会社ベアーズ 取締役副社長 高橋　ゆき

株式会社ベース 代表取締役 近藤　順子

ベッド通販セラピス 責任者 辻田　美紗子

ベンジー株式会社 取締役 緒方　真由美

株式会社ベンチャーネット 取締役 筒井　のぞ美

望水荘株式会社 マネージャー 神田　茜

保険・クラスター株式会社 鹿児島支店長 益満　美登

保険サービス株式会社 総務部統括部長 山上　綾子

ポップコーン株式会社 総務 萩原　由加

株式会社ポトマック セクションリーダー 坂口　奈央

有限会社松本保険事務所 リーダー 松本　恭子

株式会社松本ほけんセンター 取締役 松本　久美子

株式会社Maneql 総務・リーダー 岡田　典子

株式会社ママクリエイターラボ 代表取締役 榊原　杏奈

株式会社マリコローレ 代表取締役 金岡　茉莉子



企業・団体名 部署名・肩書
女性経営幹部

・リーダー名

株式会社水野本社 総務部・秘書 坂本　法子

三井住友海上全国代理店会　岡山MSA

三井住友あいおい生命　倉敷生保支社
副長 片山　陽子

三井製糖北糖健康保険組合 常務理事 出嶋　由美子

御津電子株式会社 リーダー 小橋　絵美

三菱ケミカル株式会社 執行役員　チーフヒューマンリソースオフィサー 平岡　朋代

みなみ司法書士合同事務所 不動産事業部 三浦　範子

株式会社都工業 取締役 安本　明未

合同会社ミラノ メディア事業部長 小菅　富子

株式会社メジオ 社長室 松元　麻莉

株式会社メープルホーム 代表取締役 吉田　淑子

株式会社メル 代表取締役・メンタルヘルス部 宮森　弘美

株式会社モア・コンフォート 副店長 中川　静香

MOTEO 編集長 青松　美里

森三樹脂株式会社 代表取締役 森　洋子

矢崎健康保険組合 矢崎健康保険組合　事務長 長田　和美

ヤマタホールディングス株式会社 室長 前田　香織

株式会社ヤマタホーム　ハウスドゥ！鳥取駅南店 店長 清水　亜希子

株式会社ヤマタライフサポート リーダー 岡田　康子

医療法人社団 友愛会　岩砂病院・岩砂マタニティ 医療技術統括部 西脇　睦

ユウキ薬局 経理担当者 森　亜有子

株式会社YOUDEAL 主任 田中　絵美

ユナイテッド・ソリューション 副社長 三宅　則羽

株式会社ユナイテッドリバーズ 事業開発部長 八戸　尭子

ユニコム株式会社 総務部・部長 渡邊　由佳

株式会社　ヨシケイ浜松 管理部 伊藤　真生

株式会社吉田測量設計 総務部総務課主任 倉部　さおり

有限会社ライヴ 営業　ISO品質管理責任者 吉田　弘美

株式会社ライフアカデミア 取締役 鎌田　範子

株式会社LIFE with CHALK 代表取締役 近藤　麻美

株式会社ライフキャリアサポート 代表取締役 常光　瑞穂

ライフコンシェルジュ株式会社 クラーク 山田　真有

株式会社ライフサポート・ワン 代表取締役 西澤　陽子

株式会社ライフバリュークリエイション 東京支社長 正崎　真弓

Radical Conscious株式会社 営業部 毛利　恵

ラドミス 管理部 篠　萌視

合同会社ラビッツ 代表社員 石川　麻衣子

株式会社ラブ・ラボ L3リーダー 青井　晶子

LISH株式会社 経営企画室マネージャー 吉田　伽那

株式会社Ri-Plus 課長 宮野　咲希

LINXAS株式会社 EC事業部　部長 井上　レイ

有限会社ルセント 役員 酒井　由美子

社会保険労務士法人レイナアラ 副代表 荒川　ゆう

株式会社レナテック 代表取締役 加藤　桂

株式会社レーマン 代表取締役 tokco

一般社団法人労災センター 野村　綾子

株式会社LOHASTYLE DM事業部 松枝　礼華



企業・団体名 部署名・肩書
女性経営幹部

・リーダー名

株式会社ワーク・ライフバランス 代表取締役 小室　淑恵

ワールドトレードジャパン株式会社 総務 佐藤　恵子

株式会社ワールドワイドベース 宅地建物取引士 大野　周子

ワンエイトプランニング マネージャー 高橋　美幸

株式会社ワン・シード 総務 大木　澄子

ONE-VALUE株式会社 代表取締役 フィ　ティ　ホア


