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2023年 2月 28日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

役員体制ならびに連結子会社の役員体制に関するお知らせ 

 

下記のとおり 2023 年３月１日付役員体制についてお知らせします。また、連結子会社 20 社に

おきましても、下記のとおり役員体制をお知らせします。 

 

記 

 

１．2023年３月１日付 役員体制  

氏名 役職 備考 

下屋 俊裕 代表取締役会長 （株）学研塾ホールディングス代表取締役会長 

福住 一彦 代表取締役社長 （株）学研塾ホールディングス代表取締役社長 

竹内 厚 取締役副社長 グループ内 介護事業担当 

土坂 恭司 専務取締役 （株）TOKYO GLOBAL GATEWAY 代表取締役社長 

原園 明宏 常務取締役 グループ内 学習塾・予備校事業全般担当 

荻原 俊平 取締役 グループ内 教育関連事業全般担当 

尾和 保弘 取締役 グループ内 介護事業担当 

小野 有紀子 

 

取締役 

 

（株）学研塾ホールディングス取締役 

広報、マーケティング担当 

小幡 績 社外取締役  

金澤 匠時 執行役員  

大谷木 進 常勤監査役  

萩原 壽治 監査役  

松田 勉 監査役  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 名 株式会社市進ホールディングス 
代 表 者 名 代表取締役社長 福住 一彦  

（ｺｰﾄﾞ番号 4645 東証スタンダード市場） 
問 合 せ 先 取締役統括本部本部長 尾和 保弘 

電話 047（335）2840      
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２．2023年３月１日付 連結子会社役員体制 

株式会社市進 代表取締役会長 原園 明宏 

代表取締役社長 三木 健二 

取締役 水野 徹 

取締役 平塚 正樹 

取締役 北川 雅洋 

取締役 眞田 剛 

取締役 佐藤 信 

取締役 児玉 修昌（新任） 

取締役相談役 小笠原 宏司 

社外取締役 長野 雅弘 

ＮＰＯ法人次世代フォーラム・リスタ理事長 

執行役員 上田 佳史（新任） 

株式会社市進東京 代表取締役社長 三木 健二 

取締役相談役 小笠原 宏司 

株式会社ＮＰＳ成田予備校 代表取締役会長 横山 英樹 

代表取締役社長 水野 徹 

取締役 髙橋 勲 

取締役 大山 義典 

株式会社個学舎 代表取締役社長 金澤 匠時 

常務取締役 北川 雅洋 

取締役相談役 朝賀 万紀 

執行役員 上田 佳史（新任） 

株式会社茨進 代表取締役会長 小笠原 宏司 

代表取締役社長 竹澤 賢 

取締役相談役 一瀬 誠 

上席執行役員 青木 信行 

執行役員 川﨑 真史 

有限会社典和進学ゼミナール 取締役社長 竹澤 賢 

有限会社敬愛 取締役社長 竹澤 賢 

株式会社市進ラボ 代表取締役社長 眞田 剛 

常務取締役 関口 恵子 

取締役相談役 下屋 俊裕 

社外取締役 尾崎 えり子 

（株）新閃力 代表取締役 

執行役員 中嶋 香代子（新任） 

株式会社ウイングネット 代表取締役社長 荻原 俊平 

常務取締役 平塚 正樹 

取締役相談役 下屋 俊裕 

社外取締役 堀川 直人 

社外取締役 柴田 明彦 

産業能率大学情報マネジメント学部教授 
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ジャパンライム株式会社 代表取締役会長 荻原 俊平 

代表取締役社長 川邊 聡司 

執行役員 中野 憲二 

株式会社 

アイウイングトラベル 

代表取締役社長 中村 晋一 

取締役 荻原 俊平 

取締役 糸山 由美（新任） 

執行役員 下中 良祐（新任） 

株式会社 

江戸カルチャーセンター 

代表取締役社長 崎浜 富三雄 

取締役 楊  蕤（新任） 

取締役相談役 一瀬 誠 

株式会社市進ケアサービス 代表取締役社長 竹内 厚 

取締役 山﨑 健智（新任） 

取締役相談役 守屋 厚志 

株式会社時の生産物 代表取締役社長 竹内 厚 

常務取締役 渡部 公義 

株式会社プレジャー・コム 取締役会長 下屋 俊裕 

代表取締役社長 竹内 厚 

常務取締役 渡部 公義 

株式会社ゆい 代表取締役社長 岩﨑 光登志 

常務取締役 尾和 保弘 

取締役 齋藤 英彦 

取締役 富田 克利 

取締役 佐藤 和世 

紙ふうせん株式会社 代表取締役社長 加藤 はるみ 

常務取締役 渡部 公義 

株式会社市進アシスト 代表取締役社長 尾和 保弘 

取締役 七戸 仁（新任） 

執行役員 斉藤 松成（新任） 

株式会社ＩＧＨ 代表取締役社長 三木 健二 

取締役 橋谷 勝 

株式会社 

市進コンサルティング 

取締役会長 下屋 俊裕（新任） 

代表取締役社長 細谷 幸裕（新任） 

 

以上 


