
魔 長

Twitter名 名称 役職 その他

1 toku9071 徳田　明義 主席支配人

2 monsterdannce 中田　英介 経理部部長

3 hiroshi_hunda 工藤　洋 広報部部長

4 kurosawa44_bot 黒沢 統制部部長

5 kanaman7 金井　誠 名誉部長

6 minamo1109 美菜萌 総務部部長

7 momocauranai 立花ももか 瞑想部部長

8 akiyo358 磯貝あきよ 宣伝部部長

9 sukekiyo666 のりちか 営業部部長

10 ikachan3hkw Chinami Kai 放送部部長

11 becky_bot ベッキー 取締役宣伝本部長

12 kitaede Kijimax クリエイター部部長

13 kts_00 かつお～ クリエイティブ部部長

14 yuumi_k 木村　友泉 女スーパーバイザー部部

15 goussk 佐々木　剛 企画部部長

16 mahaloha_chica chica 研究開発部部長

17 Hime_Yoshino 芳野　祥子 幽霊部部長

18 happy_happy55 元祖ハイカー 物流部部長

19 garapapa fujikama toshihiko 商品管理部部長

20 rira_3x りら子 秘書室室長

21 nasiｎotuｂute べんとう談志 経理部課長

22 toyotoyo1 taro 広報部課長

23 remitty まなみ 統制部課長

24 momoko000 ももこ 瞑想部課長

25 nohohon_pon なべゆ 宣伝部課長
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				Twitter名 メイ				名称 メイショウ				役職 ヤクショク				その他 タ

		1		toku9071				徳田　明義 トクダアキヨシ				主席支配人 シュセキシハイニン

		2		monsterdannce				中田　英介 ナカダエイスケ				経理部部長 ケイリブブチョウ

		3		hiroshi_hunda				工藤　洋 クドウヒロシ				広報部部長 コウホウブブチョウ

		4		kurosawa44_bot				黒沢 クロサワ				統制部部長 オサムセイブブチョウ

		5		kanaman7				金井　誠 カナイマコト				名誉部長 メイヨブチョウ

		6		minamo1109				美菜萌 ミナモエ				総務部部長 ソウムブブチョウ

		7		momocauranai				立花ももか タチバナ				瞑想部部長 メイソウブブチョウ

		8		akiyo358				磯貝あきよ イソガイ				宣伝部部長 センデンブブチョウ

		9		sukekiyo666				のりちか				営業部部長 エイギョウブブチョウ

		10		ikachan3hkw				Chinami Kai				放送部部長 ホウソウブブチョウ

		11		becky_bot				ベッキー				取締役宣伝本部長 トリシマリヤクセンデンホンブチョウ

		12		kitaede				Kijimax				クリエイター部部長 ブブチョウ

		13		kts_00				かつお～				クリエイティブ部部長 ブブチョウ

		14		yuumi_k				木村　友泉 キムラトモイズミ				魔女スーパーバイザー部部長 マジョブブチョウ

		15		goussk				佐々木　剛 ササキゴウ				企画部部長 キカクブブチョウ

		16		mahaloha_chica				chica				研究開発部部長 ケンキュウカイハツブブチョウ

		17		Hime_Yoshino				芳野　祥子 ヨシノショウコ				幽霊部部長 ユウレイブブチョウ

		18		happy_happy55				元祖ハイカー ガンソ				物流部部長 ブツリュウブブチョウ

		19		garapapa				fujikama toshihiko				商品管理部部長 ショウヒンカンリブブチョウ

		20		rira_3x				りら子 コ				秘書室室長 ヒショシツシツチョウ

		21		nasiｎotuｂute				べんとう談志 ダンシ				経理部課長 ケイリブカチョウ

		22		toyotoyo1				taro				広報部課長 コウホウブカチョウ

		23		remitty				まなみ				統制部課長 トウセイブカチョウ

		24		momoko000				ももこ				瞑想部課長 メイソウブカチョウ

		25		nohohon_pon				なべゆ				宣伝部課長 センデンブカチョウ

		26		amikaihushi				夢プレゼンター☆美智子 ユメミチコ				宣伝本部課長 センデンホンブカチョウ

		27		YUKO10000				皆口　優子 ミナグチユウコ				クリエイター部課長 ブカチョウ

		28		moretenni				テニスでゴン				クリエイティブ部課長 ブカチョウ

		29		ichigocake1972				ichigocake1972				幽霊部課長 ユウレイブカチョウ

		30		umibooooo				ょすけ				魔女スーパーバイザー部　課長 マジョブカチョウ

		31		shigechi_888				ゲジゲジ∞				企画部課長 キカクブカチョウ

		32		yoko1012				YOKO				研究開発部課長 ケンキュウカイハツブカチョウ

		33		laylaandchurch				Masato Kanasashi				商品管理部課長 ショウヒンカンリブカチョウ

		34		tomitomi_k				Tommy				物流部課長 ブツリュウブカチョウ

		35		truelove_sakuya				このはなさくや				名誉部課長 メイヨブカチョウ

		36		nonbee_sen				宣＠飲兵衛 センノヘイエイ				放送部課長 ホウソウブカチョウ

		37		takkun2os				サトミ				秘書課課長 ヒショカカチョウ

		38		lwai_Ray				美容マエストラ♪いわいれい♪ ビヨウ				秘書係長 ヒショカカリチョウ

		39		okkun0219				小川　幸治 オガワコウジ				経理部係長 ケイリブカカリチョウ

		40		makehair				ひし				統制部係長 トウセイブカカリチョウ

		41		kicooco_chan				キーココちゃん♪				名誉部係長 メイヨブカカリチョウ

		42		syunbapa				駿ぱぱ シュン				総務部課係長 ソウムブカカカリチョウ

		43		akaiyo				redx				瞑想部係長 メイソウブカカリチョウ

		44		UK_69				UG_katoh				宣伝部係長 センデンブカカリチョウ

		45		kokkyo_koko				国教航行 クニオシコウイ				放送部係長 ホウソウブカカリチョウ

		46		kusamisirier				草むしらー クサ				宣伝本部係長 センデンホンブカカリチョウ

		47		miya5963				みや				クリエイター部係長 ブカカリチョウ

		48		shii0610				shii hishinura				クリエイティブ部係長 ブカカリチョウ

		49						欠番 ケツバン

		50		MI_N_TO				ミント				魔女スーパーバイザー部係長 マジョブカカリチョウ

		51		march0312				土屋誠一郎 ツチヤセイイチロウ				企画部係長 キカクブカカリチョウ

		52		miyapone				都（リンパの達人） ミヤコタツジン				研究開発部係長 ケンキュウカイハツブカカリチョウ

		53		logiforum				清水としはる シミズ				幽霊部可係長 ユウレイブカカカリチョウ

		54		minamiohtuka				南大塚ネットワーク ミナミオオツカ				物流部係長 ブツリュウブカカリチョウ

		55		miran_ks				美欄 ミラン				商品管理部係長 ショウヒンカンリブカカリチョウ

		56		aimomo15				ぁぃももいちご				東京都支部長 トウキョウトシブチョウ

		57		fukutosin				副都心 フクトシン				宮崎県支部長 ミヤザキケンシブチョウ

		58		enzyeru_kaori				天使香GIANTS_Love テンシカオリ				神奈川県支部長 カナガワケンシブチョウ

		59		achin0319				青木さん アオキ				東京都副支部長 トウキョウトフクシブチョウ

		60		chocopy3288				ショコラ				大阪府支部長 オオサカフシブチョウ

		61		kiriharaDBD				桐原書店 キリハラショテン				関東地区本部長 カントウチクホンブチョウ

		62		tahayukisugai				菅井　隆行 スガイタカユキ				神奈川県支部理事 カナガワケンシブリジ

		63		andorisu				あんどうりす				埼玉県副支部長

		64		totoro5729				りょうちゃん				佐賀県支部長

		65		bebe4316				べべ				四国地区支部長 シコクチクシブチョウ

		66		sorami_minmi				そらみちゃん				神奈川県副支部長 カナガワケンフクシブチョウ

		67		tahayukisugai				菅井　隆行 スガイタカユキ				神奈川県支部理事 カナガワケンシブリジ

		68		sarasoujinohana				沙羅双樹の花 サラソウジュハナ				神奈川県支部理事 カナガワケンシブリジ

		69		mizukimoto				武藤みずき ムトウ				国際本部長兼埼玉県支部長 コクサイホンブチョウケンサイタマケンシブチョウ

		70		ｓｙｈｃｒo777				碇　シンジ イカリ				愛媛県支部理事長 エヒメケンシブリジチョウ

		71		m_ace0814				m_ace0814				千葉県支部長 チバケンシブチョウ

		72		ｄｄｗｔｓ５０３				佐藤青児 サトウアオジ				健康管理部総本部長 ケンコウカンリブソウホンブチョウ

		73		jinmyaku				人脈コネクター ジンミャク				本州統括本部長 ホンシュウトウカツホンブチョウ

		74		ozaki0920				尾崎　綾子 オザキアヤコ				愛媛県支部長 エヒメケンシブチョウ

		75		kenjirou				kenjirou_takasima				熊本県支部長 クマモトケンシブチョウ

		76		crazy_camel2				キャメルライダー２				三重県支部長 ミエケンシブチョウ

		77		peachhomb235				コヤマフミコ				東京都支部理事

		78		maynonamide				カサブランカ				東京都支部理事　　　　　　兼熊本県人会会長 トウキョウトシブリジケンクマモトケンジンカイカイチョウ

		79		totoro5729				りょうちゃん				東海地区本部長 トウカイチクホンブチョウ

		80		minami6661								熊本県支部副部長 クマモトケンシブフクブチョウ

		81

		82		yamashita_mizue				メンタル セラピスト　 山志多 みずゑ				新宿区統括部外本部部長 シンジュククトウカツブソトホンブブチョウ

		83		Youto68				ゆうと				北陸地区本部長　　　　　兼富山県支部理事 ホクリクチクホンブチョウケントヤマケンシブリジ

		84		harryasoboro				兵頭はりねずみ ヒョウドウ				子育て支援プレパーク部長 コソダシエンブチョウ

		85

		86		ctblanc				ブラン				熊本県支部理事 クマモトケンシブリジ

		87		waiwaiwai3				waiwaiwai				関西地区本部長 カンサイチクホンブチョウ

		88		kvwahara_triz				桑原　正浩 クワハラマサヒロ				熊本県支部理事 クマモトケンシブリジ

		89		ｃreamy_nana				ミン				東京都支部理事 トウキョウトシブリジ

		90		tuhonori				通宝海苔株式会社 ツウタカラノリカブシキガイシャ				熊本県支部理事 クマモトケンシブリジ

		91		segiryosuke				瀬木　良介 セキリョウスケ				中国地区本部長　　　　　　兼山口県本部理事 チュウゴクチクホンブチョウケンヤマグチケンホンブリジ

		92		shinji_river				シンジ				広島県支部長 ヒロシマケンシブチョウ

		93		ｔimeblue0705				Time Blue				千葉県副支部長 チバケンフクシブチョウ

		94		lovepowersayu				いぶわならぶ党首 トウシュ				鹿児島県支部長 カゴシマケンシブチョウ

		95		smilerelax				リラックスルームスマイル				新潟県支部長 ニイガタケンシブチョウ

		96		monreve55				モンブレ子 コ				本部洋菓子部長　　　　　兼熊本県支部理事 ホンブヨウガシブチョウケンクマモトケンシブリジ

		97

		98		paserimizu				パセリ				熊本県支部理事　　　　　兼婦人部本部副理事 クマモトケンシブリジケンフジンブホンブフクリジ

		99

		100

		101

		102

		103		_yoko_w				YoKo				支配人付秘書室副室長　　兼神奈川県支部理事 シハイニンツキヒショシツフクシツチョウケンカナガワケンシブリジ

		104		kawakami_tomie				大魔道師富江 ダイマドウシフエ				幽霊部参次 ユウレイブサンジ

		105		tokoro_koda				こうだ　あきこ				埼玉県支部理事 サイタマケンシブリジ

		106		runpapa2006				るんぱぱ				ソーシャルメディア本部長兼埼玉兼支部理

		107		AyanoIkai				Rendez-vous Tokyo				スマイル販売本部長　　　兼東京都支部理事

		108		tarao_bot				タラちゃん				テレビアニメ本部長　　　兼東京都支部理事

		109		katuhisa2				吉村　克久 ヨシムラカツヒサ				東京支部理事 トウキョウシブリジ

		110		pooh_shimrei				しんぺ〜)				岡山県支部支部長

		111		mainkuroi				黒井芽衣				情報本部本部長

		112		Kimusansan				キムタソ＠バナナウェーブ研究所				広島県副支部長

		113		M_sayo				sayo				岡山県支部副支部長

		114		tibi_rinco				tibi				神奈川県支部理事

		115		asanuna mayumi				浅沼真由美				本部開運本部長　　　　　兼東京都支部理事

		116		cirorinrin				cirorin				本部オークション本部長　兼東京都支部理事

		117		miekocolor				美恵子・カラーヒーリングの琴寄　美恵子				本部カラーヒーリング本部長兼東京都支部理事

		118		kumit3				りくむ				本部ミュージック本部長　兼神奈川県支部理事

		119		amesyo_eagle				A君				報道本部本部長　　　　　兼神奈川県支部理事

		120		tomo_120				Tomo☆Goto				ミュージックリサーチ本部本部長兼熊本県支部理事

		121		s_y_envy				さよたろう				不動産本部本部長兼　　　沖縄県支部理事

		122		TOKINOKANE_kun				時の鐘くん				時の鐘本部本部長　　　　兼埼玉県支部理事

		123		sumiechisaka				ナビゲーター　　チサカスミエ				癒し本部本部長兼　　　　東京都支部理事

		124		snna choco				濱盛杏菜				アロマセラピー本部本部長兼沖縄県支部本部長

		125		misumi51				三角浩一				ロイスクルーガー本部本部長兼東京都支部理事

		126		shiki_yuichi				志岐 雄一				マネージャー本部本部長　兼千葉県支部理事

		127		HIROBOUw				博坊				引越本部本部長　　　　　兼千葉県支部理事

		128		hitomi_0805				ひとみ				癒し本部副部長兼　　　　東京都支部理事 フク

		129

		130

		131

		132

		133

		134

		135

		136

		137

		138

		139

		140

		141
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		1		toku9071				徳田　明義 トクダアキヨシ				主席支配人 シュセキシハイニン

		2		monsterdannce				中田　英介 ナカダエイスケ				経理部部長 ケイリブブチョウ

		3		hiroshi_hunda				工藤　洋 クドウヒロシ				広報部部長 コウホウブブチョウ

		4		kurosawa44_bot				黒沢 クロサワ				統制部部長 オサムセイブブチョウ

		5		kanaman7				金井　誠 カナイマコト				名誉部長 メイヨブチョウ

		6		minamo1109				美菜萌 ミナモエ				総務部部長 ソウムブブチョウ

		7		momocauranai				立花ももか タチバナ				瞑想部部長 メイソウブブチョウ

		8		akiyo358				磯貝あきよ イソガイ				宣伝部部長 センデンブブチョウ

		9		sukekiyo666				のりちか				営業部部長 エイギョウブブチョウ

		10		ikachan3hkw				Chinami Kai				放送部部長 ホウソウブブチョウ

		11		becky_bot				ベッキー				取締役宣伝本部長 トリシマリヤクセンデンホンブチョウ

		12		kitaede				Kijimax				クリエイター部部長 ブブチョウ

		13		kts_00				かつお～				クリエイティブ部部長 ブブチョウ

		14		yuumi_k				木村　友泉 キムラトモイズミ				魔女スーパーバイザー部部長 マジョブブチョウ

		15		goussk				佐々木　剛 ササキゴウ				企画部部長 キカクブブチョウ

		16		mahaloha_chica				chica				研究開発部部長 ケンキュウカイハツブブチョウ

		17		Hime_Yoshino				芳野　祥子 ヨシノショウコ				幽霊部部長 ユウレイブブチョウ

		18		happy_happy55				元祖ハイカー ガンソ				物流部部長 ブツリュウブブチョウ

		19		garapapa				fujikama toshihiko				商品管理部部長 ショウヒンカンリブブチョウ

		20		rira_3x				りら子 コ				秘書室室長 ヒショシツシツチョウ

		21		nasiｎotuｂute				べんとう談志 ダンシ				経理部課長 ケイリブカチョウ

		22		toyotoyo1				taro				広報部課長 コウホウブカチョウ

		23		remitty				まなみ				統制部課長 トウセイブカチョウ

		24		momoko000				ももこ				瞑想部課長 メイソウブカチョウ

		25		nohohon_pon				なべゆ				宣伝部課長 センデンブカチョウ

		26		amikaihushi				夢プレゼンター☆美智子 ユメミチコ				宣伝本部課長 センデンホンブカチョウ

		27		YUKO10000				皆口　優子 ミナグチユウコ				クリエイター部課長 ブカチョウ

		28		moretenni				テニスでゴン				クリエイティブ部課長 ブカチョウ

		29		ichigocake1972								幽霊部課長 ユウレイブカチョウ

		30		umibooooo				ょすけ				魔女スーパーバイザー部課長 マジョブカチョウ
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		33		laylaandchurch				Masato Kanasashi				商品管理部課長 ショウヒンカンリブカチョウ

		34		tomitomi_k				Tommy				物流部課長 ブツリュウブカチョウ

		35		truelove_sakuya				このはなさくや				名誉部課長 メイヨブカチョウ

		36		nonbee_sen				宣＠飲兵衛 センノヘイエイ				放送部課長 ホウソウブカチョウ

		37		takkun2os				サトミ				秘書課課長 ヒショカカチョウ

		38		lwai_Ray				美容マエストラ♪いわいれい♪ ビヨウ				秘書係長 ヒショカカリチョウ

		39		okkun0219				小川　幸治 オガワコウジ				経理部係長 ケイリブカカリチョウ

		40		makehair				ひし				統制部係長 トウセイブカカリチョウ

		41		kicooco_chan				キーココちゃん♪				名誉部係長 メイヨブカカリチョウ

		42		syunbapa				駿ぱぱ シュン				総務部課係長 ソウムブカカカリチョウ

		43		akaiyo				redx				瞑想部係長 メイソウブカカリチョウ

		44		UK_69				UG_katoh				宣伝部係長 センデンブカカリチョウ

		45		kokkyo_koko				国教航行 クニオシコウイ				放送部係長 ホウソウブカカリチョウ

		46		kusamisirier				草むしらー クサ				宣伝本部係長 センデンホンブカカリチョウ

		47		miya5963				みや				クリエイター部係長 ブカカリチョウ

		48		shii0610				shii hishinura				クリエイティブ部係長 ブカカリチョウ

		49						欠番 ケツバン

		50		MI_N_TO				ミント				魔女スーパーバイザー部係長 マジョブカカリチョウ

		51		march0312				土屋誠一郎 ツチヤセイイチロウ				企画部係長 キカクブカカリチョウ

		52		miyapone				都（リンパの達人） ミヤコタツジン				研究開発部係長 ケンキュウカイハツブカカリチョウ

		53		logiforum				清水としはる シミズ				幽霊部可係長 ユウレイブカカカリチョウ

		54		minamiohtuka				南大塚ネットワーク ミナミオオツカ				物流部係長 ブツリュウブカカリチョウ

		55		miran_ks				美欄 ミラン				商品管理部係長 ショウヒンカンリブカカリチョウ

		56		fukutosin				副都心 フクトシン				東京都支部長 トウキョウトシブチョウ

		57		aimomo15				ぁぃももいちご				宮崎県支部長 ミヤザキケンシブチョウ

		58		enzyeru_kaori				天使香GIANTS_Love テンシカオリ				神奈川県支部長 カナガワケンシブチョウ

		59		achin0319				青木さん アオキ				東京都副支部長 トウキョウトフクシブチョウ

		60		chocopy3288				ショコラ				大阪府支部長 オオサカフシブチョウ

		61		kiriharaDBD				桐原書店 キリハラショテン				関東地区本部長 カントウチクホンブチョウ

		62		tahayukisugai				菅井　隆行 スガイタカユキ				神奈川県支部理事 カナガワケンシブリジ

		63		TotoroBot				TotoroBot

		64		andorisu				あんどうりす				佐賀県支部長 サガケンシブチョウ

		65		bebe4316				べべ				四国地区支部長 シコクチクシブチョウ

		66		sorami_minmi				そらみちゃん				神奈川県副支部長 カナガワケンフクシブチョウ

		67		tahayukisugai				菅井　隆行 スガイタカユキ				神奈川県支部理事 カナガワケンシブリジ

		68		sarasoujinohana				沙羅双樹の花 サラソウジュハナ				神奈川県支部理事 カナガワケンシブリジ

		69		mizukimoto				武藤みずき ムトウ				国際本部長兼埼玉県支部長 コクサイホンブチョウケンサイタマケンシブチョウ

		70		ｓｙｈｃｒo777				碇　シンジ イカリ				愛媛県支部理事長 エヒメケンシブリジチョウ

		71		m_ace0814				m_ace0814				千葉県支部長 チバケンシブチョウ

		72		ｄｄｗｔｓ５０３				佐藤青児 サトウアオジ				健康管理部総本部長 ケンコウカンリブソウホンブチョウ

		73		jinmyaku				人脈コネクター ジンミャク				本州統括本部長 ホンシュウトウカツホンブチョウ

		74		ozaki0920				尾崎　綾子 オザキアヤコ				愛媛県支部長 エヒメケンシブチョウ

		75		kenjirou				kenjirou_takasima				熊本県支部長 クマモトケンシブチョウ

		76		crazy_camel2				キャメルライダー２				三重県支部長 ミエケンシブチョウ

		77		peachhomb235				コヤマフミコ

		78		maynonamide				カサブランカ				東京都支部理事兼熊本県人会会長 トウキョウトシブリジケンクマモトケンジンカイカイチョウ

		79		totoro5729				りょうちゃん				東海地区本部長 トウカイチクホンブチョウ

		80		minami6661								熊本県支部副部長 クマモトケンシブフクブチョウ

		81						欠番 ケツバン

		82		yamashita_mizue								新宿区統括部外本部部長 シンジュククトウカツブソトホンブブチョウ

		83		Youto68				ゆうと				北陸地区本部長兼富山県支部理事 ホクリクチクホンブチョウケントヤマケンシブリジ

		84		harryasoboro				兵頭はりねずみ ヒョウドウ				子育て支援プレパーク部長 コソダシエンブチョウ

		85

		86		ctblanc				ブラン				熊本県支部理事 クマモトケンシブリジ

		87		waiwaiwai3				waiwaiwai				関西地区本部長 カンサイチクホンブチョウ

		88		kvwahara_triz				桑原　正浩 クワハラマサヒロ				熊本県支部理事 クマモトケンシブリジ

		89		ｃreamy_nana				ミン				東京都支部理事 トウキョウトシブリジ

		90		tuhonori				通宝海苔株式会社 ツウタカラノリカブシキガイシャ				熊本県支部理事 クマモトケンシブリジ

		91		segiryosuke				瀬木　良介 セキリョウスケ				中国地区本部長兼山口県本部理事 チュウゴクチクホンブチョウケンヤマグチケンホンブリジ

		92		shinji_river				シンジ				広島県支部長 ヒロシマケンシブチョウ

		93		ｔimeblue0705				Time Blue				千葉県副支部長 チバケンフクシブチョウ

		94		lovepowersayu				いぶわならぶ党首 トウシュ				鹿児島県支部長 カゴシマケンシブチョウ

		95		smilerelax				リラックスルームスマイル				新潟県支部長 ニイガタケンシブチョウ

		96		monreve55				モンブレ子 コ				本部洋菓子部長兼熊本県支部理事 ホンブヨウガシブチョウケンクマモトケンシブリジ

		97		bendicion_bella				べら				埼玉県支部理事 サイタマケンシブリジ

		98		paserimizu				パセリ				熊本県支部理事兼婦人部本部副理事 クマモトケンシブリジケンフジンブホンブフクリジ

		99		yuimama_runa								熊本県支部理事兼婦人部本部副部長 クマモトケンシブリジケンフジンブホンブフクブチョウ

		100		mattari888				まったり				熊本県支部理事兼婦人部本部長 クマモトケンシブリジケンフジンブホンブチョウ

		101		chebvrim				チェブりん				熊本県支部理事兼婦人部副本部長 クマモトケンシブリジケンフジンブフクホンブチョウ

		102		syouka87				昌華 ショウカ				建設統括本部部長兼熊本支部理事 ケンセツトウカツホンブブチョウケンクマモトシブリジ

		103		_yoko_w				YoKo				支配人付秘書室副室長兼神奈川県支部理事 シハイニンツキヒショシツフクシツチョウケンカナガワケンシブリジ

		104		kawakami_tomie				大魔道師富江 ダイマドウシフエ				幽霊部参次 ユウレイブサンジ

		105		tokoro_koda				こうだ　あきこ				埼玉県支部理事 サイタマケンシブリジ

		106		runpapa2006				るんぱぱ

		107		AyanoIkai

		108						タラちゃん

		109		katuhisa2				吉村　克久 ヨシムラカツヒサ				東京支部理事 トウキョウシブリジ

		110		pooh_shimrei

		111		mainkuroi

		112		Kimusansan

		113		M_sayo

		114		tibi_rinco

		115		asanuna mayumi

		116		cirorinrin

		117		miekocolor

		118		kumit3

		119		amesyo_eagle

		120		tomo_120
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				Twitter名 メイ				名称 メイショウ				役職 ヤクショク				その他 タ

		1		toku9071				徳田　明義 トクダアキヨシ				主席支配人 シュセキシハイニン				a.tokuda@makayama-gr.co.jp

		2		monsterdannce				中田　英介 ナカダエイスケ				経理本部長 ケイリホンブ

		3		hiroshi_hunda				工藤　洋 クドウヒロシ				広報部部長 コウホウブブチョウ

		4		kurosawa44_bot				黒沢 クロサワ				統制部部長 オサムセイブブチョウ

		5		kanaman7				金井　誠 カナイマコト				名誉部長 メイヨブチョウ

		6		minamo1109				美菜萌 ミナモエ				総務部部長 ソウムブブチョウ				minamo@hotmeil.ne.jp

		7		momocauranai				立花ももか タチバナ				瞑想部部長 メイソウブブチョウ

		8		akiyo358				磯貝あきよ イソガイ				宣伝部部長 センデンブブチョウ

		9		sukekiyo666				のりちか				営業部部長 エイギョウブブチョウ

		10		ikachan3hkw				Chinami Kai				放送部部長 ホウソウブブチョウ				c-ika@i.softbank.jp

		11		becky_bot				ベッキー				取締役宣伝本部長 トリシマリヤクセンデンホンブチョウ

		12		kitaede				Kijimax				クリエイター部部長 ブブチョウ

		13		kts_00				かつお～				クリエイティブ部部長 ブブチョウ

		14		yuumi_k				木村　友泉 キムラトモイズミ				魔女スーパーバイザー部部長 マジョブブチョウ

		15		goussk				佐々木　剛 ササキゴウ				企画部部長 キカクブブチョウ

		16		mahaloha_chica				chica				研究開発部部長 ケンキュウカイハツブブチョウ

		17		Hime_Yoshino				芳野　祥子 ヨシノショウコ				幽霊部部長 ユウレイブブチョウ

		18		happy_happy55				元祖ハイカー ガンソ				物流部部長 ブツリュウブブチョウ

		19		garapapa				fujikama toshihiko				商品管理部部長 ショウヒンカンリブブチョウ

		20		rira_3x				りら子 コ				秘書室室長 ヒショシツシツチョウ

		21		nasiｎotuｂute				べんとう談志 ダンシ				経理部課長 ケイリブカチョウ

		22		toyotoyo1				taro				広報部課長 コウホウブカチョウ

		23		remitty				まなみ				統制部課長 トウセイブカチョウ

		24		momoko000				ももこ				瞑想部課長 メイソウブカチョウ

		25		SyakeNamarikawa				なべゆ				宣伝部課長 センデンブカチョウ

		26		amikaihushi				夢プレゼンター☆美智子 ユメミチコ				宣伝本部課長 センデンホンブカチョウ

		27		YUKO10000				皆口　優子 ミナグチユウコ				クリエイター部課長 ブカチョウ

		28		moretenni				テニスでゴン				クリエイティブ部課長 ブカチョウ

		29		ichigocake1972								幽霊部課長 ユウレイブカチョウ

		30		umibooooo				ょすけ				魔女スーパーバイザー部課長 マジョブカチョウ

		31		shigechi_888				ゲジゲジ∞				企画部課長 キカクブカチョウ

		32		yoko1012				YOKO				研究開発部課長 ケンキュウカイハツブカチョウ

		33		laylaandchurch				Masato Kanasashi				商品管理部課長 ショウヒンカンリブカチョウ

		34		tomitomi_k				Tommy				物流部課長 ブツリュウブカチョウ

		35		truelove_sakuya				このはなさくや				名誉部課長 メイヨブカチョウ

		36		nonbee_sen				宣＠飲兵衛 センノヘイエイ				放送部課長 ホウソウブカチョウ

		37		takkun2os				サトミ				秘書課課長 ヒショカカチョウ

		38		lwai_Ray				美容マエストラ♪いわいれい♪ ビヨウ				秘書係長 ヒショカカリチョウ

		39		okkun0219				小川　幸治 オガワコウジ				経理部係長 ケイリブカカリチョウ

		40		makehair				ひし				統制部係長 トウセイブカカリチョウ

		41		kicooco_chan				キーココちゃん♪				名誉部係長 メイヨブカカリチョウ

		42		syunbapa				駿ぱぱ シュン				総務部課係長 ソウムブカカカリチョウ

		43		akaiyo				redx				瞑想部係長 メイソウブカカリチョウ

		44		UK_69				UG_katoh				宣伝部係長 センデンブカカリチョウ

		45		kokkyo_koko				国教航行 クニオシコウイ				放送部係長 ホウソウブカカリチョウ				prisrs.since1989@yahoo.co.jp

		46		kusamisirier				草むしらー クサ				宣伝本部係長 センデンホンブカカリチョウ

		47		miya5963				みや				クリエイター部係長 ブカカリチョウ

		48		shii0610				shii hishinura				クリエイティブ部係長 ブカカリチョウ

		49						欠番 ケツバン

		50		MI_N_TO				ミント				魔女スーパーバイザー部係長 マジョブカカリチョウ

		51		march0312				土屋誠一郎 ツチヤセイイチロウ				企画部係長 キカクブカカリチョウ

		52		miyapone				都（リンパの達人） ミヤコタツジン				研究開発部係長 ケンキュウカイハツブカカリチョウ

		53		logiforum				清水としはる シミズ				幽霊部可係長 ユウレイブカカカリチョウ

		54		minamiohtuka				南大塚ネットワーク ミナミオオツカ				物流部係長 ブツリュウブカカリチョウ

		55		miran_ks				美欄 ミラン				商品管理部係長 ショウヒンカンリブカカリチョウ

		56		fukutosin				副都心 フクトシン

		57		aimomo15				ぁぃももいちご				東京都支部長 トウキョウトシブチョウ

		58		enzyeru_kaori				天使香GIANTS_Love テンシカオリ				神奈川県支部長 カナガワケンシブチョウ

		59		achin0319				青木さん アオキ

		60		chocopy3288				ショコラ

		61		kiriharaDBD				桐原書店 キリハラショテン

		62

		63		TotoroBot				TotoroBot

		64		andorisu				あんどうりす

		65		mizukimoto				武藤みずき ムトウ				埼玉県支部長 サイタマケンシブチョウ

		66		sorami_minmi				そらみちゃん				神奈川県副支部長 カナガワケンフクシブチョウ

		67		tahayukisugai				菅井　隆行 スガイタカユキ

		68		sarasoujinohana				沙羅双樹の花 サラソウジュハナ				神奈川県支部理事 カナガワケンシブリジ

		69		bebe4316				べべ				四国地区支部長 シコクチクシブチョウ

		70		ｓｙｈｃｒo777				碇　シンジ イカリ				愛媛県理事長 エヒメケンリジチョウ

		71		m_ace0814				m_ace0814				千葉県支部長 チバケンシブチョウ

		72

		73		jinmyaku				人脈コネクター ジンミャク				本州統括部長 ホンシュウトウカツブチョウ
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容 い

魔 長

子26 amikaihushi 夢プレゼンター☆美智 宣伝本部課長

27 YUKO10000 皆口　優子 クリエイター部課長

28 moretenni テニスでゴン クリエイティブ部課長

29 ichigocake1972 ichigocake1972 幽霊部課長

30 umibooooo ょすけ
魔女スーパーバイザー部

課長

31 shigechi_888 ゲジゲジ∞ 企画部課長

32 yoko1012 YOKO 研究開発部課長

33 laylaandchurch Masato Kanasashi 商品管理部課長

34 tomitomi_k Tommy 物流部課長

35 truelove_sakuya このはなさくや 名誉部課長

36 nonbee_sen 宣＠飲兵衛 放送部課長

37 takkun2os サトミ 秘書課課長

38 lwai_Ray マエストラ♪いわいれ 秘書係長

39 okkun0219 小川　幸治 経理部係長

40 makehair ひし 統制部係長

41 kicooco_chan キーココちゃん♪ 名誉部係長

42 syunbapa 駿ぱぱ 総務部課係長

43 akaiyo redx 瞑想部係長

44 UK_69 UG_katoh 宣伝部係長

45 kokkyo_koko 国教航行 放送部係長

46 kusamisirier 草むしらー 宣伝本部係長

47 miya5963 みや クリエイター部係長

48 shii0610 shii hishinura クリエイティブ部係長

49 欠番

50 MI_N_TO ミント 女スーパーバイザー部係

51 march0312 土屋誠一郎 企画部係長

52 miyapone 都（リンパの達人） 研究開発部係長

53 logiforum 清水としはる 幽霊部可係長

54 minamiohtuka 南大塚ネットワーク 物流部係長



55 miran_ks 美欄 商品管理部係長

56 aimomo15 ぁぃももいちご 東京都支部長

57 fukutosin 副都心 宮崎県支部長

58 enzyeru_kaori 天使香GIANTS_Love 神奈川県支部長

59 achin0319 青木さん 東京都副支部長

60 chocopy3288 ショコラ 大阪府支部長

61 kiriharaDBD 桐原書店 関東地区本部長

62 tahayukisugai 菅井　隆行 神奈川県支部理事

63 andorisu あんどうりす 埼玉県副支部長

64 totoro5729 りょうちゃん 佐賀県支部長

65 bebe4316 べべ 四国地区支部長

66 sorami_minmi そらみちゃん 神奈川県副支部長

67 tahayukisugai 菅井　隆行 神奈川県支部理事

68 sarasoujinohana 沙羅双樹の花 神奈川県支部理事

69 mizukimoto 武藤みずき
国際本部長兼埼玉県支部

長

70 ｓｙｈｃｒo777 碇　シンジ 愛媛県支部理事長

71 m_ace0814 m_ace0814 千葉県支部長

72 ｄｄｗｔｓ５０３ 佐藤青児 健康管理部総本部長

73 jinmyaku 人脈コネクター 本州統括本部長

74 ozaki0920 尾崎　綾子 愛媛県支部長

75 kenjirou kenjirou_takasima 熊本県支部長

76 crazy_camel2 キャメルライダー２ 三重県支部長

77 peachhomb235 コヤマフミコ 東京都支部理事

78 maynonamide カサブランカ
東京都支部理事
兼熊本県人会会長

79 totoro5729 りょうちゃん 東海地区本部長

80 minami6661 熊本県支部副部長

81

82 yamashita_mizue
メンタル セラピスト
山志多 みずゑ

新宿区統括部外本部部長

83 Youto68 ゆうと
北陸地区本部長
兼富山県支部理事



リ ル

研

84 harryasoboro 兵頭はりねずみ
子育て支援プレパーク部

長

85

86 ctblanc ブラン 熊本県支部理事

87 waiwaiwai3 waiwaiwai 関西地区本部長

88 kvwahara_triz 桑原　正浩 熊本県支部理事

89 ｃreamy_nana ミン 東京都支部理事

90 tuhonori 通宝海苔株式会社 熊本県支部理事

91 segiryosuke 瀬木　良介
中国地区本部長
兼山口県本部理事

92 shinji_river シンジ 広島県支部長

93 ｔimeblue0705 Time Blue 千葉県副支部長

94 lovepowersayu いぶわならぶ党首 鹿児島県支部長

95 smilerelax ラックスルームスマイ 新潟県支部長

96 monreve55 モンブレ子
本部洋菓子部長
兼熊本県支部理事

97

98 paserimizu パセリ
熊本県支部理事

兼婦人部本部副理事

99

100

101

102

103 _yoko_w YoKo
支配人付秘書室副室長
兼神奈川県支部理事

104 kawakami_tomie 大魔道師富江 幽霊部参次

105 tokoro_koda こうだ　あきこ 埼玉県支部理事

106 runpapa2006 るんぱぱ
ソーシャルメディア本部
長兼埼玉兼支部理

107 AyanoIkai Rendez-vous Tokyo
スマイル販売本部長
兼東京都支部理事

108 tarao_bot タラちゃん
テレビアニメ本部長
兼東京都支部理事

109 katuhisa2 吉村　克久 東京支部理事

110 pooh_shimrei しんぺ～) 岡山県支部支部長

111 mainkuroi 黒井芽衣 情報本部本部長

112 Kimusansan タソ＠バナナウェーブ 広島県副支部長



113 M_sayo sayo 岡山県支部副支部長

114 tibi_rinco tibi 神奈川県支部理事

115 asanuna mayumi 浅沼真由美
本部開運本部長
兼東京都支部理事

116 cirorinrin cirorin
本部オークション本部長
兼東京都支部理事

117 miekocolor
美恵子・カラーヒーリ
ングの琴寄　美恵子

本部カラーヒーリング本
部長兼東京都支部理事

118 kumit3 りくむ
本部ミュージック本部長
兼神奈川県支部理事

119 amesyo_eagle A君
報道本部本部長

兼神奈川県支部理事

120 tomo_120 Tomo☆Goto
ミュージックリサーチ本
部本部長兼熊本県支部理

事

121 s_y_envy さよたろう
不動産本部本部長兼
沖縄県支部理事

122 TOKINOKANE_kun 時の鐘くん
時の鐘本部本部長
兼埼玉県支部理事

123 sumiechisaka
ナビゲーター　　チサ

カスミエ
癒し本部本部長兼
東京都支部理事

124 snna choco 濱盛杏菜
アロマセラピー本部本部
長兼沖縄県支部本部長

125 misumi51 三角浩一
ロイスクルーガー本部本
部長兼東京都支部理事

126 shiki_yuichi 志岐 雄一
マネージャー本部本部長
兼千葉県支部理事

127 HIROBOUw 博坊
引越本部本部長
兼千葉県支部理事

128 hitomi_0805 ひとみ
癒し本部副部長兼
東京都支部理事

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141
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