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GG チャプターのビジョン
◆メンバーのプレゼンを真剣に聞き、素人にも分かりや
すい、きちんと準備されたプロフェッショナルなプ
レゼンテーションをするプロ意識の高いチャプター。
◆プロとして専門性の高いサービスを提供するため、
サービス品質を常に向上しようと努力しているプロ
意識の高いチャプター。ギブできる人間であるため
に専門家として自立し、自己成長のための時間の投
資を惜しまない。経験と能力と姿勢の３つを大切に
したい。

ここをタップ！
「GG チャプター」をタップ
➡ GG チャプターの Facebook へ GO！
「メンバーの写真」をタップ
➡ 各メンバーの Facebook へ GO！
をタップ ➡ 各メンバーの HP へ GO！
をタップ ➡ 各メンバー資料や動画を DL！

飲食業

GG チャプター メンバー紹介
①紹介してほしい人

1 日本そば
田中 佑介

②仕事内容を説明するためのキーワード

タナカ ユウスケ
①50〜60 代の徒歩 20 分圏内のご夫婦
女性の株を上げたい男性の方
②食べログ 3.7 あるお蕎麦屋、
オシャレ、美味い、人気
③直接連絡下さい。
誰々さんの紹介と言ってもらえれば、
喜んでいただけるおもてなしを
させていただきます

4 クライアント・ファースト（不動産買取）
長谷 浩健

ハセ ヒロタケ

①少し安くても不動産を売却したい方、不動産
業、不動産の扱いがある弁護士、税理士、老
人ホーム仲介
③25 年の不動産経験を持つ買取業者が不動産
業者と繋がりたい、普通よりも手数料や紹介
料をたくさん払ってくれる不動産買取業者が
不動産の扱いがある方と繋がりたいらしい、
簡単に入力するだけの不動産価格査定サイト
を持つ買取業者を紹介するよ

7 クライアント・ファースト（家財整理相談）
飯塚 憲貴

イイヅカ ノリタカ

大網 幸治

オオアミ コウジ
①接待需要の多い会社役員、

シノハラ ユウヒ

①ビル・マンションオーナー、管理会社様、

クドウ ユウスケ

①不動産オーナー、リフォーム会社、管理物件の
ある不動産屋さん、個人でお掃除に手が回らな
い方
②家の中の掃除はお任せください。
ご自宅のエ
アコンや台所の換気扇を見てみて気になったら
ご相談ください。
③使ったあと換気扇に触ってみてください。
ベタついたらご連絡を！エアコンの吹出口
に黒い点々があったらご連絡ください！

11 退去立会代行
藤原 政如

14 不動産賃貸管理
小澤 智幸

建築関係の若い一人親方

②壁紙 お部屋の不具合 模様替え

壁に穴 ペットがいる部屋 空室 長空

③部屋の事の相談できて、長く住みたい
部屋を一緒に作る良い人知ってるよ

12 残置物撤去（特殊清掃）
野口 利也

ノグチ トシヤ

①相続に関わる士業の方、不動産管理会社、
ケアマネージャー、リフォーム . 解体業者
の方、同業者の方

②不用品の買取りから廃棄処分、特殊清掃、
海外リユースまで全て自社で行います！

③ご依頼主のニーズにそった丁寧な作業を心

がけてどの様な現場でも徹底的に片付け致

オザワ トモユキ
①不動産オーナー様、投資用不動産仲介業者様、

します。

15 外装リフォーム（塗装・防水）
四戸 亮

シノへ リョウ

緊急を要する雨漏りでお困りの方

績多数。
『提案型管理』により、満室後の CF の

③外装の足場・塗装・防水・屋根工事など

改善や保険を使った修繕も積極的に提案して

ワンストップで請負、施工、管理

おります。

④本当に必要な工事内容を適正価格で提案

③勉強会などに熱心なオーナー様に色々勉強会

できる施工会社があるよとご紹介下さい

を開いている管理会社がいるとご紹介ください。

17 WEB制作、WEBマーケティング
武藤 秀博

ムトウ ヒデヒロ

①専門分野に集中しすぎてマーケティン

18 包装資材（ポリ袋）
の製造・販売
三河 龍弥

①商品の価値を包装で高めたい方

原反での購入をご希望の加工メーカー様

②WEBマーケティング・ホームページ制作・

協業できる同業者の方、広告代理店様

WEB 広告・新規客数向上・顧客単価向上・

②オリジナルショッピングバッグ・レジ袋

顧客満足度向上・顧客意向調査

ゴミ袋・規格袋・不織布バッグ・テープ

③ガッチリやってくれるホームページ業

③包装資材全般を取り扱っていて、何でも

者、知ってるよ。

小田原 光史

ミカワ リュウヤ

包装資材にかかるコストを見直したい方

グに苦手意識がある人

20 動画制作

①マンション・ビル・戸建住宅オーナー様
②協力会社様

②他社査定より 20〜30％高い家賃での客付け実

気軽に相談できる人がいるよ！

オダワラミツシ
①動画でサービス、商品、

競技の選手、レフェリーやスタッフなどの裏方

メッセージを伝えたい方

・写真写りに自信がないがSNSやHP用にプロ

②商品紹介 PR、営業用動画、

フィール写真をあげたい方

イベント撮影

② 動きもの撮影、
ロケーション・出張撮影

③ スポーツ、ライブ、舞台では迫力あるシーンを、
プ

③アナタの取り組んでいる事業を

ロフィール写真では表情を引き出し、一瞬の笑

動画一本で PR してくれる人がいるよ！

顔を逃しません

③労務管理と総務のお手伝いをします

不動産物件のオーナー

不動産に強い士業様。

①・スポーツシーンで写真を撮られることが少ない

②総務を 10 年経験した社会保険労務士

①不動産仲介・管理会社

ど、情報交換もできます。

面白くPRしてくれる人がいるよ！

①総務部長、飲食店経営者

サクラダ ヨシヒロ

業者がいます。他業者さんのやり方な

③マンガやアニメを使って商品やサービスを

アオキ ジロウ

①【賃貸物件の管理担当者】

櫻田 義博

③ 退去立会を無料で引き受けている内装

書籍・冊子・リーフレット制作・印刷・配送業務

アオキ ジロウ

フジワラ マサユキ

9 住まい（壁紙・張替）

ますか？】

WEB制作（SEO対策・運用・マーケティング）

青木 二朗

に成長していける協力会社を探している会社

②【賃貸物件解約時の退去立会は外注して

有名マンガ家／アニメーションとのコラボPR

21 労務手続き（50人以上）

見積りをとってみませんか？」「5 年 10 年と共
があるけどどう？」

8 ハウスクリーニング

②オリジナルマンガ制作（書籍・冊子・WEB等）

キムラ アツシ

よ」「コスト削減になるかもしれないので一度

か？

自営業で個人のサービス、商品をPRしたい方

敦至

③「創業 40 年無事故のガラス清掃会社がいる

入元。あなたも一度体験されては如何です

いるよ！

木村

会社・安全・創業約 40 年無事故

サウンドマスキング QT100 日本総代理輸

ことができます。

19 出張カメラマン

②清掃・建物をキレイに・コスト削減・協力

トップ企業 1,500 件以上の導入実績を誇る

③リフォーム費用を軽減できる方知って

①企業の広報、PR、商品企画担当の方

①ビルオーナー・ビル管理会社・同業

13年オフィスの音漏れと闘って参りました。

いしており、お客様の負担を最大限軽減する

オオノ アヤコ

カネコ リョウタ

「騒音緩和」騒音を和らげると言う観点から

②リフォーム費用を捻出するところからお手伝

大野 綾子

兼古 亮太

カネシロ ヒトシ

リフォーム検討中の方

16 マンガマーケティング

6 ガラス清掃

5 騒音緩和

次世代に伝える片付けをしています。

篠原 勇陽

① お料理が好きな方！
お酒が好きな方！
お友達になりたい方！
日中交流に興味がある方！
③ 赤坂唯一の本場の四川料理！火鍋！
（食材は本場の中国の四川省から輸入！
漢方食材の使用、健康にいいこと！
溜池山王駅から30 秒！ 40 席の貸切できる）

銀座の鉄板焼き知ってるよ

工藤 悠介

ライフサポート

火鍋

イベント

金城 均

士業

アオヤマ サトミ

③何でもワガママ聞いてくれる

③全部ゴミにせず、所有者の想いを

13 建物被災診断（工務店）

青山 聡美

懐石料理、アレルギー、貸切銀座

一括で行えます。

①マンション管理組合理事長様・
不動産管理会社様
②換気扇・レンジフード・ガス給湯器・
電気温水器・トイレ・水栓金具・
ウォシュレット・井戸ポンプ・エアコン・
照明・古井戸再生・洗面化粧台・LED・
インターホン・リフォーム
③上記のキーワードに興味をもって頂ける
方が居ましたら、是非、ご紹介ください。
必ず役立たせて頂きます。

3 四川料理

②バリアフリー、ステーキ、

②買取から分別して廃棄まで

モリヤマ アユム

美容・ヘルスケア

管理職、クラブ経営者、ママ

リユースリサイクル業

守山 歩

企業サポート

2 日本料理・鉄板焼

①不動産仲介業者、成年後見人、

10 住まい (水道・電気メンテナンス)

保険

③紹介するポイント

広告・マーケティング

不動産ビジネス

助成金 ）
（労務管理

22 新設法人支援社労士
戸田 剛

トダ ツヨシ

①法人化して社会保険未加入の会社。従業員を

採用する予定の会社。契約書や就業規則を作
りたい会社。

②就業規則、雇用契約書、従業員採用、労務環
境適正化→助成金、残業代計算、

③従業員採用予定なんだね。労務環境適正に整
えると、国から返済不要で使途自由の助成金
が出るらしいよ。社労士の話聞いてみない？

23 社会保険労務士（組織分析）
岩沢 智広

イワサワ トモヒロ

①人材のことで悩んでいる事業主や総務人事の
方。飲食店の店長。
②仕事は人間関係だと思っている人で、人材の
定着や組織を活性化したいと考えている方
③今、流行りの HR テックを使って人材の「見
える化」をしてみたい！と考えている人がい
たら、ぜひ紹介してください。

25 家庭問題（弁護士）

24 労働問題（弁護士）
米澤 章吾

佐藤 隆志

ヨネザワ ショウゴ
①1：協同組合（全日本全身美容業協同組合等）、
保険代理店会連合会
2：60 代以上の年齢の顧問弁護士が一名いる
会社
② 法律顧問、契約書チェック・作成、交渉、裁
判、セミナー講師、労働問題
③ 1→住友不動産等でセミナー講師してる
弁護士を講師として使ってみない？
2→顧問弁護士がいると便利だよね？
→No→本当に便利な弁護士いるよ

27 中小企業診断士（会計・資金調達・税務申告）
丸目 晃利

マルメ アキトシ

伊藤 智晴

①お家やマイカーの保険をどうしようか迷って
いる方、見直したい方。火災保険や賠償保険
関係等でお悩みのオーナー様、法人個人問い
ません。寂しがり屋で様々なリスクに備えた
保険の相談役が欲しい方。ご紹介下さい。
②動産不動産、会社、大切な物をリスクから守
る為の保険の提案
③無駄を省いて保険料を安くがモットーの
保険屋

33 環境改善素材（メディカルフラワー）
フクシマ ヒロシ

キムラ アキラコ

①財産は、自宅と預貯金と上場有価証券や金融
商品のみという、庶民の小さな相続案件をご
紹介ください！
②小さな相続専門税理士！ 上記①の要件に該
当する相続は、税務申告 20万円＋税、名義
変更手続 30 万円＋税で承ります！ 追加料金
ナシ！
③親身になってくれて、説明上手、明るい税理
士さんだよ！

②相続、離婚、不倫、交通事故、自己破産、
成年後見、損害賠償
③家庭や個人の法律問題に強い弁護士で
す。キャリア 8 年の弁護士が誠実かつ丁
寧に仕事をします。

28 生命保険（会社員専門）
小川 毅

29 フリーランス社保・福利厚生（生命保険）
宮本 誠之

オガワ ツヨシ

①結婚のキーワードに当たる方
（これから結婚する方、結婚後保険の
見直しをしていない方）
②生命保険（ライフプランの見直し）
資産形成
③これからのライフプランについて
相談してみたら？

吉田 光行

福利厚生、事業承継、税務対策

③無駄になっている保険をきちんと整理して、
末永く保全フォローしてくれる担当者がいたら
嬉しくないですか？ 入口だけでなく途中や出口

までしっかりフォローする担当者がいたら嬉しく
ないですか？

ホンダ ワタル

①設備投資や更新を予定している経営者

①電気代削減に興味のある経営者・総務部長

新たな事業展開を考えている経営者

特にビルオーナー様、介護福祉事業者様、

②返済の要らない資金調達＝補助金

飲食店経営者

銀行は補助金範囲で資金提供＝つなぎ融資

②電力小売事業（電気代削減＋環境問題貢献）

③費用 0 で、手続き 5 分。平均約 8％、最大約

③補助金の審査員をやっていたコンサル

30％の電気代の削減ができる新電力会社を

毎年 20 件以上の採択と入金迄サポート

知っているのですが興味ありませんか？

施策活用で着手金なし

34 鍼灸セラピスト
北村 瞳

①クリニック、介護ステーション、レストラン、
相撲部屋及び後援会、動物病院、
ペットショップ
②アレルギー、健康、安心
③医療業界 25 年以上のプロが安心と信頼のア
レルギー対策のアーティフィシャルフラワー
をやってるよ。一流デザイナー監修の豪華な
アレンジのアーティフィシャルフラワーを提供
します

①社員 2 〜 100 人未満の中小経営者

②企業防衛、事業保障、緊急予備資金、

本多 航

ヨシダ ミツユキ

行政登録専門家

ミヤモト マサユキ

32 電力小売業（経費削減・エコ）

31 補助金コンサルタント

イトウ チハル

福島 弘司

木村 聡子

①家庭や個人の問題で悩んでいる人

①資金繰りを良くして成長したい
中小、小規模企業の経営者
従業員規模 数名〜 50 名ぐらい
②会計コンサルティング（事業計画作成、記帳
〜申告）
資金繰り支援（融資、補助金、節税）
上記セットにした顧問サービス
③制度を駆使して会社にお金を残すことに強い
中小企業診断士がいるよ

30 損害保険

26 税理士（相続専門）

サトウ タカシ

35 水素生活
安村 遠

キタムラ ヒトミ
①飲食店経営者さん、及びスタッフさん、
お身体に辛い所がある方やケアを考えて
いる方
②鍼灸、痛み辛い、心と身体、楽にする
③治療からアフターケアまで出来る人を知って
るよ、身体も心も楽にしてくれる先生を知っ
てるよ

ヤスムラ ハルカ
①美容、健康に関心の強い方。鍼灸院、整骨院、
整体院、ヨガインストラクター、エステティ
シャン、ネイリスト、パーソナルトレーナー
②水素風呂、水素吸入器レンタル、育毛剤、
糖尿病、アトピー
③医療、福祉事業に２２年携わっている医療専
門職の方が、水素レンタルやエビデンスある
美容、健康商材を扱っているよ。また、海外販
売チャンネルを持っているよ！

36 セルフホワイトニング
須田 美紀

スダ ミキ

① 人前でお話する機会が多い方、これから
大事なイベントを控えている方
② サービスに特化した男女比半々のセルフ
ホワイトニングサロンです！
③ 歯科より安くホワイトニング出来るよ！
と、お声がけ下さい！

38 自動車（鈑金・塗装）

37 自動車（外車）
岡田 竜司

天辰 裕晶

オカダ リュウジ

①損害保険の代理店
整備工場
ガソリンスタンド
②鈑金 塗装 コーティング
パーツ販売
③大切な愛車にキズ、ヘコミでお困りの
方。
事故を起こしてしまいパニックの方。

①外車にお乗りの方

②自動車販売、買取、修理、車検、整備、
ボディーコーティング

③車検を安くやってくれる知り合いが
いるよ。

とお声がけください

40 探偵

関 大成

片木 裕一

勝又 隆弘

カタギ ユウイチ

①台湾が好きな方、台湾に興味のある方
これから台湾を学びたい方も歓迎です

きたいと思っている方。

②浮気不倫調査、婚前調査、素行調査、採用者

②台湾関係イベント、台湾最新情報、台湾グッ

③全 国 60 支 部 以 上 あ っ て、調 査 員 の 1/3 が

③「台湾」ならば、台湾ツアー 60 回以上実施し

経歴調査

ズ、台湾ビジネス通訳等対応します

元々お客さんとして依頼した 側だったって

ている私＆日本生まれの台湾人社長の

いう探偵事務所を知って るよ。

① インフルエンサーの方、アンバサダーの方、
ご購入されたい方、インフラ関係の方、教育
関係の方
②クロスバイク、ロードバイク、ピストバイク、
トライアスロン、子供車、幼児車
③自転車購入考えてたら相談してみたら？
自転車屋開業考えてたら相談してみたら？
自転車の教育、普及したい気持ちあれば相談
してみたら？

カツマタ タカヒロ

KAKEI 社にお任せください！

44 子ども食堂

ケンロウ

及川 信之

① 世界に発信したい経営者・起業家・

② 365 日子ども食堂、フードバンク、

学 習 メソッド「News logic」、イ ギ リ ス 英 語、

フリースクール、ワークショップ

バイリン脳開発、オンライン講座・セッション

③ 社会貢献、CSR 活動に興味のある法人、

③ 超速で英語を使えるスキルにしてくれる、ロ

個人大歓迎。

ンドン帰りの海外ニュース編集長知ってるよ！

飲食業専門
人材派遣
募集中

①食材をご寄付して下さる食品メーカーさんや
をして下さる方。

② ニュースを活用したデジタル情報時代の英語

45

オイカワ ノブユキ
食料品を扱う店舗、飲食店さん、ボランティア

YouTuber、英語を一からやり直したい人

主な募集中カテゴリー

テライ ツヨシ

①教育機関、被害者支援団体、痴漢や付き纏い
に悩む女性、性暴力被害者、子供のいじめに
悩むご両親、防犯研修を社内で行いたい経営
者、防犯に関心のある女性が集まるコミュニ
ティの運営者
②加害者の心理や思考を元にして被害を未然に
防ぐ為のリスク管理の考え方と生きて帰る為
の負けない戦い方
③加害者の視点に立って性犯罪を未然に防ぐ「リ
スク管理の考え方」を提供している人が居る。

そして台湾とビジネスを始めたい方

る方。離婚に向けて優位な立場で 進めてい

43 英語教育

寺井 剛

42 攻める防犯講師

41 台湾コーディネーター

セキ タイセイ
①パートナーの浮気・不倫を疑って悩ん でい

KENRO

39 子供向け自転車

アマタツ ヒロアキ

46

不動産売買
仲介
募集中

47

広告代理店
募集中

48

司法書士
募集中

49

土地家屋
調査士
募集中

50

漢方・薬膳
料理の講師
募集中

BNI とは？

BNI の基本理念

この種の組織としては世界最大級で、現在世

Givers Gain ギバーズゲイン

界 73 ヵ国にも及ぶ国々で 23 万人を超えるメ

与える者は与えられる

ンバーが 8,200 を超える数のチャプターで活
動しています。

自分よりも先ず他人にビジネスの機会を与える

年間 980 万件に及ぶリファーラル ( 顧客の紹

ことによって自分にもビジネスのチャンスが

介 ) を通じて、1兆4000 億を越えるビジネスが

巡ってくるという考え方。

実現しています。

BNI の用語
チャプター

…様々な事業分野の専門家によって構成される BNI の支部

リファーラル

…信頼関係の下メンバー間で交わされる個人的な事業者の推薦。ビジネスの紹介。

内部リファーラル

…メンバーのサービスをメンバーが受けるお試し。

外部リファーラル

…メンバーのビジネスに適切なメンバー以外の人脈を紹介すること。

外与率

…総リファーラル数のうち外部リファーラルの割合。

サンキュー

…BNI のリファーラルにより発生した売上。これが大きいと皆がうれしい。

ネットワーキングリーダー …前月度により多くメンバーに貢献した人。

ディレクター

各チャプターとそのメンバーがより大きな成果を
BNI の仕組みから得ることができるように
サポートするポジションです。

窪木 千早

クボキ チハヤ

!
!

ミーティング情報

日

時 火曜日 7:00〜8：30（受付 6:45〜）

場

所 オンライン

（ZOOM にて定例会開催中）

参加費 1,000 円

おねがい

携帯電話および電子機器
メンバー及びビジターの皆様の迷惑にならぬよう、
電源を切るか、マナーモードにしてご利用を
お控えくださるようご協力願います。
終了後、会についての詳しい説明会として
オリエンテーションがございます。

