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suntama urel
青木 裕; 青山 聡嗣; 有澤 泰; 有光 章倫; 池田 繁; 石田 健太; 井上 銀河; inoue@global-research.co.jp; 伊橋
誠一; 岩井 胤仁; 岩田 里紗; 上田 博章; 宇田 雅志; 内田 剛; 大曽 根 聡; 大谷 政明; 大橋 主英; 小笠原 貴広;
岡田 篤; shogo-osada@mugen-estate.co.jp; 越智 良行; s-kashiwagi@sansei-l.co.jp; 加藤 潤;
with@coral.ocn.ne.jp; 金沢 亨; 神谷 順也; 上林 星伶奈; kikuchi@iimori-kaikei.com; 北島 明男; ykitahara@grp.daikyo.co.jp; 木村雄二; 清野 孝男; r.kugawa@musoh-corp.co.jp; 草野 哲理;
tadashi.kushida@sact-tax.or.jp; start0903@ezweb.ne.jp; info@chouwasha.co.jp; 幸田 典之; 小橋 克洋;
KobayashiYoshihiro@smcon.co.jp; 齋藤 祥文; 酒井 めぐみ; 佐々木 雅弘; 笹原 義明; 佐藤 隆; 清水 永一; 蛇
川 克弥; 末竹 勇雄; 菅野 道子; 鈴木 邦彦; 鈴木 健博; 鈴木 宏宗; shun_suzuki@keiofudosan.co.jp; 砂川 直
輝; 世良田 健; 仙波 主税; 高木 悠志; 高梨 晴義; keisuke_takano@mecyes.co.jp; 高野 健; 高橋 弘;
j.taguchi@shou-ken.co.jp; tatsukawa@with-c.co.jp; 田中 宏一; 田中 秀和; 田辺 裕康; 田邊 実; 田畑 俊;
tchino_office@ybb.ne.jp; chiyo@15ii.co.jp; 寺島 信悟; 戸花 靖典; 冨山祐二; 豊島 寛和; 鳥谷越 剛; mnaitou@j-r-s.co.jp; 中 浩二朗; 永嶋 康雄; 中島康友; 長島 大輔; Takumi_Nakane@haseko.co.jp; 中野 修; tnakamura@sansei-l.co.jp; 中山 裕一; 七原 祐之; k-niwa@tokyowest-hotel.co.jp;
a.numata@ka.baynet.ne.jp; 橋本 明; 馬場 邦男; 原嶋 和利; souzoku@road.ocn.ne.jp; 樋口 裕; 平井 謙二;
平田 紗保子; 平馬 良一; 布川 隆司; 福山 稔; 藤田 勝彦; 藤田 伸紀; 藤谷 将; 藤村 茂; tofuruzawa@axel.ocn.ne.jp; 前田 洋司; 牧坂 満; 松井 時弘; 松原 英久; 丸山 瑞枝; 三上 兼; 三上 英比古; 宮澤
信三郎; 美山 茂敏; 三好 恭輔; 村野 章; 村野 春夫; 室矢 朋徳; arusen-mo.08@opal.plala.or.jp; 森 一仁; 諸澄
誠司; 諸橋 禎一; 安島 志郎; yasunaga.sb@om.asahi-kasei.co.jp; 安本 義彦; 明治大学マスコミクラブ;
(株)アスプラント; 山崎 英樹; 山﨑 由佳; 山下 和慶; 柚木 克也; 淀 静香; 渡辺 文雄; 進藤 俊二;
kunihiko_oinuma@keiofudosan.co.jp; yasuhiro_satou@keiofudosan.co.jp; shii.k@taisei-yuraku.co.jp;
hagiuda@tokyo-sakura-law.jp; n.hasumi@towaplan.com; ngsk@dtrj.co.jp; hasumi@l-seed.co.jp; t-usui@igconsulting.co.jp; minagawa@cloverland.co.jp
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UREL SUN TAMA
会員各位
明けましておめでとうございます!
いつもお世話になっております。
URELさんたま事務局の朝日リビング笹原です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第68回「UREL SUN TAMA」のご案内です。
日時 2月10日(金)18:30~
場所 府中グリーンプラザ7階第5（府中市府中町1-1-1）
　　　（定員30名の教室スタイルとなります。30名を超えた場合は
　　　　立ち見になりますことを予めご承知おきください。）
懇親会会場は「シマトネリコ」さんです。
府中アーバンホテル別館
府中市宮西町1-11-1（042-367-7777）
会費 情報交換会1000円 懇親会3000円 両方参加4000円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今年最初のさんたまとなります。
皆様の出欠をお知らせください。
（早めにお返事をいただけますと事務局は大変助かります!）
以上、よろしくお願いします。
PS,名簿を添付しましたので、変更、修正、加筆など
ございましたらお気軽にお知らせください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
UREL SUN TAMA 事務局
朝日リビング株式会社町田本社営業部
笹原（淀）義明
sasahara@asahi-lv.co.jp
042-726-5211
090-8648-6620
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

