
「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1 農林水産・食品産業（農業） （有）嘉野良寛園

2 農林水産・食品産業（農業） （株）植物育種研究所

3 農林水産・食品産業（農業） （株）新海養蜂場

4 農林水産・食品産業（農業） 牧野農園

5 農林水産・食品産業（林産業） （株）スリービー

6 農林水産・食品産業（水産業） ISF（同）

7 農林水産・食品産業（食品産業） （株）アミノアップ化学

8 農林水産・食品産業（食品産業） カルビーポテト（株）

9 農林水産・食品産業（食品産業） 環境創研（株）

10 農林水産・食品産業（食品産業） 深川油脂工業（株）

11 農林水産・食品産業（食品産業） 北海道糖業（株）

12 農林水産・食品産業（食品産業） （株）満寿屋商店

13 農林水産・食品産業（食品産業） （株）山本忠信商店

14 農林水産・食品産業（食品産業） 鹿遠産業（株）

15 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）大学農園

16 農業法人 （有）大塚ファーム

17 農業法人 （株）神門

18 農業法人 （有）中山農場

19 農業法人 （株）NOWAそらち

20 農業法人 （株）バイオファーム

21 農業法人 （株）はまほろ

22 医薬品製造業 宏輝（株）

23 小売業 リライアンス（株）

24 電機・精密機器製造業 フューチャアグリ（株）

25 電機・精密機器製造業 三菱電機（株）

26 建設業 （株）アクト

27 その他製造業 （有）菊一アグリサービス

28 その他製造業 共和コンクリート工業（株）

29 その他製造業 （株）ソラール

30 その他製造業 （株）大金

31 その他製造業 大陽日酸北海道（株）

32 情報通信業 エコモット（株）

33 情報通信業 （株）N43イストラテジア

34 情報通信業 （株）CSソリューション

35 情報通信業 （株）調和技研

36 情報通信業 ビットスター（株）

37 情報通信業 ミントワークス（同）

38 学術研究、専門・技術、サービス業 ICE2.0（同）

39 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）アグリウエザー

40 学術研究、専門・技術、サービス業 芦田・木村国際特許事務所

41 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アステップ

北海道（９５）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

42 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）機能性植物研究所

43 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）クリーンデータ

44 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）更別プリディクション

45 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）大地とエネルギー総合研究所

46 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＤＡＬ・ＤＮＡ解析ラボラトリー

47 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）道銀地域総合研究所

48 学術研究、専門・技術、サービス業 日生バイオ（株）

49 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ノース技研

50 学術研究、専門・技術、サービス業 フュージョン（株）

51 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）北清

52 学術研究、専門・技術、サービス業 前田誠公認会計士事務所

53 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）メディハンズ

54 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）雪屋媚山商店

55 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ロム

56 金融業 大地みらい信用金庫

57 大学・専門学校等 小樽商科大学

58 大学・専門学校等 帯広畜産大学

59 大学・専門学校等 北見工業大学

60 大学・専門学校等 札幌医科大学

61 大学・専門学校等 北海道更別農業高等学校

62 大学・専門学校等 北海道情報大学

63 大学・専門学校等 北海道大学

64 大学・専門学校等 北海道大学 工学研究院

65 大学・専門学校等 北海道大学 大学院農学研究院

66 大学・専門学校等 北海道文教大学

67 公設試験場等 厚岸町カキ種苗センター

68 公設試験場等 北海道立総合研究機構

69 民間研究機関 （公財）函館地域産業振興財団

70 民間研究機関 （公財）北海道科学技術総合振興センター

71 民間団体（農業関係） オホーツク網走農業協同組合

72 民間団体（農業関係） 道東あさひ農業協同組合

73 民間団体（農業関係） 農業協同組合 十勝農業協同組合連合会

74 民間団体（農業関係） ホクレン

75 民間団体（農業関係） 北海道農業協同組合中央会

76 民間団体（農業関係） （一社）北海道ヘンプ協会

77 民間団体（農業関係） （公社）北海道酪農検定検査協会

78 民間団体（水産関係） （一社）北見管内さけ・ます増殖事業協会

79 民間団体（水産関係） NPO法人サーモンサイエンスミュージアム

80 民間団体（水産関係） （一財）函館国際水産・海洋都市推進機構

81 民間団体（食品関係） フードバレーとかち推進協議会

82 民間団体（食品関係） （一社）北海道食産業総合振興機構

83 民間団体（食品関係） （一社）ミート･イメージジャパン

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

84 民間団体（産学連携研究支援） NPO法人 グリーンテクノバンク

85 民間団体（産学連携研究支援） ロバスト農林水産工学科学技術先導研究会

86 民間団体（その他） （公財）とかち財団

87 民間団体（その他） NPO法人 ファーミングサポート北海道

88 民間団体（その他） 北海道経済連合会

89 民間団体（その他） （一社）北海道熱中開拓機構

90 行政・自治体 網走市

91 行政・自治体 更別村

92 行政・自治体 下川町

93 行政・自治体 根室市

94 行政・自治体 北海道

95 行政・自治体 八雲町

青森県（２４）

96 農林水産・食品産業（農業） インターファーム（株）

97 農林水産・食品産業（水産業） （株）あうら

98 農林水産・食品産業（水産業） （株）あおもり海山

99 農林水産・食品産業（水産業） （株）ホリエイ

100 農林水産・食品産業（食品産業） （株）オカムラ食品工業

101 農林水産・食品産業（食品産業） （株）大豊

102 農林水産・食品産業（食品産業） プライフーズ（株）

103 農林水産・食品産業（食品産業） （同）マルカネ

104 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）ササキコーポレーション

105 農業法人 SKファーム（株）

106 農業法人 農事組合法人 岡山牧場

107 農業法人 （有）サンアップル醸造ジャパン

108 電機・精密機器製造業 アルバック東北（株）

109 電機・精密機器製造業 （株）カロリアジャパン

110 電機・精密機器製造業 東和電機工業（株）

111 その他製造業 （同）epco

112 その他製造業 （株）永木精機

113 大学・専門学校等 弘前大学

114 公設試験場等 青森県産業技術センター

115 民間団体（農業関係） 農業協同組合 青森県農村工業農業協同組合連合会

116 民間団体（農業関係） つがる弘前農業協同組合

117 民間団体（農業関係） 出来島みらい集落営農組合

118 民間団体（農業関係） 農業協同組合ゆうき青森

119 行政・自治体 青森県 農林水産部

岩手県（６０）

120 農林水産・食品産業（農業） （株）JAグリーンサービス花巻 プロ農夢花巻事業本部

121 農林水産・食品産業（水産業） （有）北三陸天然市場

122 農林水産・食品産業（水産業） 元正榮北日本水産（株）

123 農林水産・食品産業（水産業） （株）三笑

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

124 農林水産・食品産業（水産業） （株）丸辰カマスイ

125 農林水産・食品産業（食品産業） （株）浅沼醤油店

126 農林水産・食品産業（食品産業） （株）アマタケ

127 農林水産・食品産業（食品産業） （株）井戸商店

128 農林水産・食品産業（食品産業） 小野食品（株）

129 農林水産・食品産業（食品産業） 釜石ヒカリフーズ（株）

130 農林水産・食品産業（食品産業） （株）川秀

131 農林水産・食品産業（食品産業） （株）國洋

132 農林水産・食品産業（食品産業） 白石食品工業（株）

133 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ゼネラル・オイスター

134 農林水産・食品産業（食品産業） （有）高常商店

135 農林水産・食品産業（食品産業） （株）津田商店

136 農林水産・食品産業（食品産業） 藤勇醸造（株）

137 農林水産・食品産業（食品産業） （株）わしの尾

138 農業法人 （株）みちのく伊藤ファーム

139 卸売業 （有）ヤマキイチ商店

140 化学工業 （株）三陸技研

141 化学工業 （株）東北タチバナ

142 建設業 （株）エイワ

143 建設業 （株）東北水道工事

144 建設業 （株）山元

145 電機・精密機器製造業 石村工業（株）

146 電機・精密機器製造業 （株）伊藤工作所

147 電機・精密機器製造業 （株）釜石電機製作所

148 電機・精密機器製造業 東里工業（株）

149 電機・精密機器製造業 （株）成瀬理工

150 その他製造業 （株）テツゲン

151 その他製造業 （株）三亥　

152 その他製造業 和同産業（株）

153 情報通信業 （株）アイシーエス

154 情報通信業 （株）ネクスグループ

155 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）トップクルー

156 金融業 東北銀行

157 大学・専門学校等 岩手医科大学

158 大学・専門学校等 岩手大学

159 大学・専門学校等 岩手大学 三陸水産研究センター

160 公設試験場等 岩手県工業技術センター

161 公設試験場等 岩手県水産技術センター

162 公設試験場等 岩手県農業研究センター

163 公設試験場等 岩手県林業技術センター

164 公設試験場等 （公財）岩手生物工学研究センター

165 民間団体（農業関係） 岩手江刺農業協同組合

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

166 民間団体（農業関係） 新岩手農業協同組合

167 民間団体（農業関係） 全国農業協同組合連合会 岩手県本部農業協同組合

168 民間団体（水産関係） 岩手県沿岸漁船漁業組合

169 民間団体（水産関係） （一社）岩手県栽培漁業協会

170 民間団体（水産関係） 釜石湾漁業協同組合

171 民間団体（産学連携研究支援） （公財）いわて産業振興センター

172 民間団体（産学連携研究支援） （公財）釜石・大槌地域産業育成センター

173 民間団体（その他） （一社）フューチャーネットワークとうほく

174 行政・自治体 岩手県 農林水産部

175 行政・自治体 岩手町

176 行政・自治体 大船渡市

177 行政・自治体 釜石市

178 行政・自治体 久慈市

179 行政・自治体 八幡平市

宮城（６４）

180 農林水産・食品産業（農業） （有）アグリフューチャー

181 農林水産・食品産業（農業） ANVIAN INTERNATIONAL（株）

182 農林水産・食品産業（農業） （株）チバジョウ

183 農林水産・食品産業（農業） 丸山（株）

184 農林水産・食品産業（水産業） （株）阿部長商店

185 農林水産・食品産業（水産業） 三陸飼料（株）

186 農林水産・食品産業（水産業） （有）マルタ水産

187 農林水産・食品産業（食品産業） （株）阿部蒲鉾店

188 農林水産・食品産業（食品産業） （株）一ノ蔵

189 農林水産・食品産業（食品産業） 一ノ蔵酒類販売（株）

190 農林水産・食品産業（食品産業） （株）木の屋石巻水産

191 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ケーエスコーポレーション

192 農林水産・食品産業（食品産業） （一財）蔵王酪農センター

193 農林水産・食品産業（食品産業） スメーブジャパン（株）

194 農林水産・食品産業（食品産業） 盛信冷凍庫（株）

195 農林水産・食品産業（食品産業） はたけなか製麺（株）

196 農林水産・食品産業（食品産業） フィードワンフード東北（株）

197 農林水産・食品産業（食品産業） （有）ヘルシーハット

198 農林水産・食品産業（食品産業） 理研食品（株）

199 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）渡辺採種場

200 農業法人 農事組合法人 蔵王ファーム

201 農業法人 （株）燦燦園

202 卸売業 （株）孝州

203 卸売業 （有）テイスティ伊藤

204 卸売業 （株）バイタルネット

205 化学工業 ファイトケム・プロダクツ（株）

206 建設業 （株）馬渕工業所

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

207 電機・精密機器製造業 信和エンジニアリング（株）

208 電機・精密機器製造業 富国工業（株）

209 鉄鋼・非鉄金属製造業 東北特殊鋼（株）

210 その他製造業 アサヤ（株）

211 その他製造業 （株）リセルバー

212 情報通信業 （株）アイエスビー東北

213 アンデックス（株）

214 情報通信業 （株）イマジックデザイン

215 情報通信業 （株）ＳＪＣ

216 情報通信業 （株）ＮＴＴデータ東北

217 情報通信業 トライポッドワークス（株）

218 情報通信業 （株）ねこまた

219 情報通信業 （株）プロトソリューション

220 学術研究、専門・技術、サービス業 恵和興業（株）

221 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）東北農都共生総合研究所

222 学術研究、専門・技術、サービス業 （福）東北福祉会

223 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）東北野生動物保護管理センター

224 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）福祉工房

225 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）プロジェクト地域活性

226 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校

227 大学・専門学校等 東北工業大学

228 大学・専門学校等 東北大学

229 大学・専門学校等 東北福祉大学

230 大学・専門学校等 宮城大学 食産業学群

231 TLO等 （株）東北テクノアーチ

232 公設試験場等 宮城県産業技術総合センター

233 公設試験場等 宮城県水産技術総合センター

234 公設試験場等 宮城県畜産試験場

235 公設試験場等 宮城県農業・園芸総合研究所

236 公設試験場等 宮城県古川農業試験場

237 公設試験場等 宮城県林業技術総合センター

238 民間団体（農業関係） （一社）アグロエンジニアリング協議会

239 民間団体（水産関係） 気仙沼水産資源活用研究会

240 民間団体（水産関係） （公財）宮城県水産振興協会

241 民間団体（食品関係） 宮城県食品産業協議会

242 民間団体（産学連携研究支援） （一財）青葉工学振興会

243 民間団体（その他） （一社）持続可能で安心安全な社会をめざす新エネルギー活用推進協議会

秋田県（１２）

244 農林水産・食品産業（食品産業） （株）本家比内地鶏

245 農業法人 アグリサービス中仙

246 農業法人 （株）そば研

247 その他製造業 （有）鈴木太鼓店

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

248 その他製造業 （有）ベイクルーズ

249 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）秋田今野商店

250 金融業 秋田県信用組合

251 大学・専門学校等 秋田県立大学

252 大学・専門学校等 秋田県立大学 木材高度加工研究所

253 民間団体（産学連携研究支援） 東北地域農林水産・食品ハイテク研究会

254 行政・自治体 秋田県

255 行政・自治体 にかほ市

山形県（２７）

256 農林水産・食品産業（食品産業） 蔵王米菓（株）

257 農林水産・食品産業（食品産業） サンブラン（株）

258 農林水産・食品産業（食品産業） 三和油脂（株）

259 農林水産・食品産業（食品産業） （株）シベール

260 農林水産・食品産業（食品産業） （株）全農ライフサポート山形

261 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）石井製作所

262 農業法人 （株）いいで農産

263 農業法人 農事組合法人 りぞねっと

264 化学工業 スズモト（株）

265 建設業 アルス（株）

266 建設業 国土防災技術（株）

267 電機・精密機器製造業 NECエンベデッドプロダクツ（株）

268 電機・精密機器製造業 （株）エムエスデー

269 学術研究、専門・技術、サービス業 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（株）

270 大学・専門学校等 慶應義塾大学 先端生命科学研究所

271 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 鶴岡工業高等専門学校

272 大学・専門学校等 山形大学

273 大学・専門学校等 山形大学農学部

274 公設試験場等 山形県工業技術センター

275 公設試験場等 山形県森林研究研修センター

276 公設試験場等 山形県農業総合研究センター

277 行政・自治体 河北町

278 行政・自治体 鶴岡市

279 行政・自治体 山形県 庄内総合支庁産業経済部

280 行政・自治体 山形県 農林水産部

281 行政・自治体 山形県 上総合支庁産業経済部

282 行政・自治体 遊佐町

福島県（１４）

283 農林水産・食品産業（林産業） （株）アメリカ屋

284 農林水産・食品産業（食品産業） 明陽食品工業（有）

285 農業法人 （有）まるせい果樹園

286 農業法人 豊かな福島をつくる豊福ファーム（株）

287 化学工業 （株）クレハ

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

288 建設業 福相建設（株）

289 大学・専門学校等 福島大学

290 国立研究機関等 （独）家畜改良センター

291 公設試験場等 福島県水産試験場

292 公設試験場等 福島県農業総合センター

293 公設試験場等 福島県林業研究センター

294 民間団体（水産関係） （公財）福島県栽培漁業協会

295 民間団体（その他) NPO法人 元気になろう福島

296 行政・自治体 福島県

茨城県（６８）

297 農林水産・食品産業（農業） （有）アクアの里

298 農林水産・食品産業（農業） （株）アグリ総研

299 農林水産・食品産業（農業） 片倉コープアグリ（株）

300 農林水産・食品産業（農業） （株）塚原牧場

301 農林水産・食品産業（農業） （株）つくば薬草研究所

302 農林水産・食品産業（農業） 日本農産工業（株）

303 農林水産・食品産業（農業） （株）ＨＡＴＡＫＥカンパニー

304 農林水産・食品産業（農業） 明治飼糧（株）

305 農林水産・食品産業（水産業） マルハニチロ（株）

306 農林水産・食品産業（食品産業） タカノフーズ（株）

307 農林水産・食品産業（食品産業） 東京フード（株）

308 農林水産・食品産業（食品産業） （株）西村製麺

309 農林水産・食品産業（食品産業） 日清製粉（株）

310 農林水産・食品産業（食品産業） 日本ハム（株）

311 農林水産・食品産業（食品産業） 不二製油グループ本社（株）

312 農林水産・食品産業（食品産業） プリマハム（株）

313 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）ウエルシード

314 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）ムラカミシード

315 農業法人 岡野農園

316 農業法人 （株）田口農園

317 農業法人 （有）横田農場

318 農業法人 （株）れんこん三兄弟

319 医薬品製造業 共立製薬（株）

320 医薬品製造業 協和発酵バイオ（株）

321 卸売業 （株）ジャパンアグリイノベーション

322 化学工業 出光興産（株）

323 化学工業 小川香料（株）

324 化学工業 （株）金陽社

325 （株）ニッショー化学ホールディングス

326 建設業 （株）安藤・間

327 建設業 住友林業（株）

328 電機・精密機器製造業 新菱冷熱工業（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

329 電機・精密機器製造業 （株）日立製作所

330 電機・精密機器製造業 （株）前川製作所

331 その他製造業 （株）フジキン

332 情報通信業 アカデミックエクスプレス（株）

333 情報通信業 （株）ビジョンテック

334 情報通信業 （株）LIGHTz

335 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）クリエイト・キューブ

336 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ナレッジデザイン・インスティテュート

337 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）リーフ

338 大学・専門学校等 茨城大学

339 大学・専門学校等 筑波大学 国際産学連携本部

340 大学・専門学校等 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構

341 大学・専門学校等 筑波大学 サイバニクス研究センター

342 大学・専門学校等 筑波大学 生命環境系

343 大学・専門学校等 筑波大学 人工知能科学センター

344 大学・専門学校等 筑波大学 つくば機能植物イノベーション研究センター

345 学会 日本学術振興会　産学協力第178委員会

346 国立研究機関等 （国研）建築研究所

347 国立研究機関等 （国研）国際農林水産業研究センター

348 国立研究機関等 （国研）国立環境研究所

349 国立研究機関等 （国研）産業技術総合研究所

350 国立研究機関等 （国研）森林研究・整備機構

351 国立研究機関等 （国研）農業・食品産業技術総合研究機構

352 国立研究機関等 （国研）物質・材料研究機構

353 国立研究機関等 （国研）防災科学技術研究所 気象災害軽減イノベーションセンター

354 国立研究機関等 （国研）理化学研究所 バイオリソース研究センター

355 公設試験場等 茨城県畜産センター

356 公設試験場等 茨城県農業総合センター

357 公設試験場等 茨城県林業技術センター

358 民間団体（農業関係） 全国農業協同組合連合会 茨城県本部

359 民間団体（農業関係） 農業を科学する研究会

360 民間団体（農業関係） NPO法人圃場診断システム推進機構

361 民間団体（食品関係） フードビジネス推進機構

362 民間団体（その他） 環境管理センター

363 民間団体（その他） 次世代化学材料評価技術研究組合

364 行政・自治体 茨城県

栃木県（２４）

365 農林水産・食品産業（農業） アイ・イート（株）

366 農林水産・食品産業（農業） （有）グリーンハートティーアンドケイ

367 農林水産・食品産業（農業） （株）チーム那須

368 農林水産・食品産業（農業） ニイヌマ（株）

369 農林水産・食品産業（食品産業） カゴメ（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

370 農林水産・食品産業（食品産業） カルビー（株）

371 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）トーホク

372 農林水産・食品産業（種苗産業） 日光種苗（株）

373 農業法人 いなほ総合農園

374 化学工業 （株）田熊火工

375 建設業 宮沢建設（株）

376 電機・精密機器製造業 キヤノンメディカルシステムズ（株）

377 電機・精密機器製造業 （株）誠和

378 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）F&T JAPAN

379 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）CrowLab

380 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）那須環境技術センター

381 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ファーマーズ・フォレスト

382 大学・専門学校等 宇都宮大学

383 公設試験場等 栃木県水産試験場

384 公設試験場等 栃木県畜産酪農研究センター

385 公設試験場等 栃木県農業試験場

386 公設試験場等 栃木県林業センター

387 民間団体（産学連携研究支援） （公財）栃木県産業振興センター

388 行政・自治体 栃木県 農政部

群馬県（２２）

389 農林水産・食品産業（食品産業） （株）神戸万吉商店

390 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）カネコ種苗

391 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）岡田製作所

392 医薬品製造業 （株）免疫生物研究所

393 化学工業 カーリットホールディングス（株）

394 化学工業 （株）絹工房

395 化学工業 （株）群栄化学工業

396 化学工業 しげる工業（株）

397 化学工業 （株）フコク

398 電機・精密機器製造業 群馬電機（株）

399 その他製造業 （有）ソルチ

400 情報通信業 （株）クオリコ

401 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）石川エナジーリサーチ

402 大学・専門学校等 群馬大学

403 大学・専門学校等 高崎商科大学

404 大学・専門学校等 前橋工科大学

405 公設試験場等 群馬県蚕糸技術センター

406 公設試験場等 群馬県水産試験場

407 公設試験場等 群馬県農業技術センター

408 公設試験場等 群馬県林業試験場

409 民間団体（その他) （一社）下仁田町観光協会

410 行政・自治体 群馬県 農政部

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

埼玉県（５１）

411 農林水産・食品産業（農業） （株）AnimoScience

412 農林水産・食品産業（食品産業） コンビ（株）

413 農林水産・食品産業（食品産業） （株）T.M.L

414 農林水産・食品産業（食品産業） （株）日清製粉グループ本社

415 農林水産・食品産業（食品産業） （株）むらせ

416 農林水産・食品産業（食品産業） 雪印ビーンスタークスノー（株）

417 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ロッテ

418 農林水産・食品産業（種苗産業） トキタ種苗（株）

419 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）中島

420 農業法人 アルファイノベーション（株）

421 農業法人 （株）クレオ

422 化学工業 朝日工業（株）

423 化学工業 アロマピクシス（株）

424 化学工業 オカヤス（株）

425 化学工業 サンアグロ（株）

426 化学工業 サンケイ化学（株）

427 化学工業 （株）シルクモア研究所

428 建設業 日本地工（株）

429 電機・精密機器製造業 （株）三和

430 電機・精密機器製造業 （株）セネコム

431 電機・精密機器製造業 大起理化工業（株）

432 電機・精密機器製造業 東京理化器械（株）

433 その他製造業 （株）朝日ラバー

434 その他製造業 （株）グローエンジニアリング

435 その他製造業 サイエンス（株）

436 その他製造業 新電元工業（株）

437 その他製造業 （株）大仙

438 その他製造業 （株）タムロン

439 その他製造業 ナノサミット（株）

440 その他製造業 ニシハラ理工（株）

441 情報通信業 パシフィックシステム（株）

442 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）EcoInformatics

443 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）office 3.11

444 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）サクセスライフインスティチュート

445 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）サワディカップジャパン

446 学術研究、専門・技術、サービス業 日本総合技術研究所

447 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ヒロセ・スタジオ

448 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）本田技術研究所

449 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）松下設計

450 大学・専門学校等 城西大学

451 国立研究機関等 （独）農林水産消費安全技術センター

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

452 国立研究機関等 （国研）理化学研究所 環境資源科学研究センター

453 国立研究機関等 （国研）理化学研究所 光量子工学研究領域

454 国立研究機関等 （国研）理化学研究所 仁科加速器科学研究センター

455 公設試験場等 埼玉県環境科学国際センター

456 公設試験場等 埼玉県産業技術総合センター

457 公設試験場等 埼玉県茶業研究所

458 民間団体（その他） （公社）埼玉県生態系保護協会

459 民間団体（その他） （公財）埼玉りそな産業経済振興財団

460 民間団体（その他） （公財）本庄早稲田国際リサーチパーク

461 行政・自治体 埼玉県 農林部

千葉県（５４）

462 農林水産・食品産業（農業） （株）ATTA

463 農林水産・食品産業（農業） （株）サンエスブリーディング

464 農林水産・食品産業（農業） 清水港飼料（株）

465 農林水産・食品産業（農業） （株）新海養蜂園

466 農林水産・食品産業（農業） 東部農林環境（株）

467 農林水産・食品産業（食品産業） キーコーヒー（株）

468 農林水産・食品産業（食品産業） キッコーマン（株）

469 農林水産・食品産業（食品産業） 昭和産業（株）

470 農林水産・食品産業（食品産業） ハウス食品グループ本社（株）

471 農林水産・食品産業（食品産業） （株）フードリボン

472 農林水産・食品産業（食品産業） ボーソー油脂（株）

473 農林水産・食品産業（種苗産業） みかど協和（株）

474 農林水産・食品産業（種苗産業） 雪印種苗（株）

475 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）丸山製作所

476 農業法人 イオンアグリ創造（株）

477 農業法人 （株）グリーンファームかずさ

478 農業法人 農事組合法人 清和畜産

479 農業法人 （株）千葉農産

480 農業法人 （株）房の駅農場

481 印刷業 大日本印刷（株）

482 小売業 イオントップバリュ（株）

483 化学工業 アクテイブ（株）

484 化学工業 DIC（株）

485 化学工業 日産化学（株）

486 建設業 （株）朝日工業社

487 電機・精密機器製造業 （株）アビー

488 その他製造業 （株）キッツ

489 その他製造業 （株）つきじ嘉久衛門

490 情報通信業 （株）ジオグリフ

491 情報通信業 水産資源システム（株）

492 情報通信業 （株）プラムシックス

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

493 学術研究、専門・技術、サービス業 アグリコンサルティング（株）

494 学術研究、専門・技術、サービス業 R&D グリットファブ

495 学術研究、専門・技術、サービス業 ACA（株）

496 学術研究、専門・技術、サービス業 （公財）園芸植物育種研究所

497 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）サーマス

498 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）JEDI

499 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ダイナコム

500 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）TXアントレプレナーパートナーズ

501 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）フィールドクロップ

502 学術研究、専門・技術、サービス業 PLANT DATA JAPAN（株）

503 学術研究、専門・技術、サービス業 三井不動産（株）

504 学術研究、専門・技術、サービス業 柳野アソシエイツ（株）

505 金融業 千葉銀行

506 大学・専門学校等 千葉大学 教育学部

507 大学・専門学校等 千葉大学 大学院園芸学研究科

508 大学・専門学校等 東京大学 大学院新領域創成科学研究科

509 大学・専門学校等 東京大学 フューチャーセンター推進機構

510 公設試験場等 千葉県畜産総合研究センター

511 公設試験場等 千葉県農林総合研究センター

512 民間研究機関 （公財）かずさDNA研究所

513 民間団体（農業関係） NPO法人 植物工場研究会

514 民間団体（農業関係） 八街落花生商工協同組合

515 民間団体（その他) 新風研テクノ

東京都（６６２）

516 農林水産・食品産業（農業） （株）アグリメディア

517 農林水産・食品産業（農業） 伊藤忠飼料（株）

518 農林水産・食品産業（農業） （株）大田花き

519 農林水産・食品産業（農業） Gitobi（同）

520 農林水産・食品産業（農業） ＣＡＢ（株）

521 農林水産・食品産業（農業） （株）シムコ

522 農林水産・食品産業（農業） デラバル（株）

523 農林水産・食品産業（農業） （株）トーヨーエネルギーファーム

524 農林水産・食品産業（農業） 日本ニュートリション（株）

525 農林水産・食品産業（農業） （株）日本農林社

526 農林水産・食品産業（農業） 農匠ナビ（株）

527 農林水産・食品産業（農業） （株）ファイトクローム

528 農林水産・食品産業（農業） プランツラボラトリー（株）

529 農林水産・食品産業（農業） （株）フレネットHIBIYA

530 農林水産・食品産業（農業） （株）Meattech

531 農林水産・食品産業（農業） （株）ワイピーテック

532 農林水産・食品産業（林産業） 高広木材（株）

533 農林水産・食品産業（林産業） 木構造振興（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

534 農林水産・食品産業（水産業） IMTエンジニアリング（株）

535 農林水産・食品産業（水産業） （株）ニチモウマリカルチャー

536 農林水産・食品産業（水産業） 日本水産（株）

537 農林水産・食品産業（水産業） （株）フーディソン

538 農林水産・食品産業（水産業） 明治水産（株）

539 農林水産・食品産業（食品産業） アサヒグループホールディングス（株）

540 農林水産・食品産業（食品産業） 旭食品（株）

541 農林水産・食品産業（食品産業） 味の素AGF（株）

542 農林水産・食品産業（食品産業） アリメント工業（株）

543 農林水産・食品産業（食品産業） （株）一世

544 農林水産・食品産業（食品産業） 伊藤忠食糧（株）

545 農林水産・食品産業（食品産業） 伊藤ハム（株）

546 農林水産・食品産業（食品産業） ヱスビー食品（株）

547 農林水産・食品産業（食品産業） オリエンタル酵母工業（株）

548 農林水産・食品産業（食品産業） オリザ油化（株）

549 農林水産・食品産業（食品産業） （株）オリジン生化学研究所

550 農林水産・食品産業（食品産業） キユーピー（株）

551 農林水産・食品産業（食品産業） キリンホールディングス（株）

552 農林水産・食品産業（食品産業） （株）銀座・トマト

553 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ケーツーコミュニケーションズ

554 農林水産・食品産業（食品産業） ケンコーマヨネーズ（株）

555 農林水産・食品産業（食品産業） サッポロホールディングス（株）

556 農林水産・食品産業（食品産業） さつまいもカンパニー（同）

557 農林水産・食品産業（食品産業） （株）サラダクラブ

558 農林水産・食品産業（食品産業） （株）三協

559 農林水産・食品産業（食品産業） サントリーワインインターナショナル（株）

560 農林水産・食品産業（食品産業） （株）J-オイルミルズ

561 農林水産・食品産業（食品産業） シージェイジャパン（株）

562 農林水産・食品産業（食品産業） （株）GT

563 農林水産・食品産業（食品産業） 純藍（株）

564 農林水産・食品産業（食品産業） （株）神明

565 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ZEアグリ

566 農林水産・食品産業（食品産業） （株）セラバリューズ

567 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ゼンショーホールディングス

568 農林水産・食品産業（食品産業） テーブルマーク（株）

569 農林水産・食品産業（食品産業） デリア食品（株）

570 農林水産・食品産業（食品産業） 東海物産（株）

571 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ドトールコーヒー

572 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ドール

573 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ニチレイ

574 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ニチレイフレッシュ

575 農林水産・食品産業（食品産業） 日清食品ホールディングス（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

576 農林水産・食品産業（食品産業） 日新製糖（株）

577 農林水産・食品産業（食品産業） （株）日本海水

578 農林水産・食品産業（食品産業） 日本たばこ産業（株）

579 農林水産・食品産業（食品産業） 日本甜菜製糖（株）

580 農林水産・食品産業（食品産業） 日本ピュアフード（株）

581 農林水産・食品産業（食品産業） ネスレ日本（株）

582 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ヘンプフーズジャパン

583 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ホットランド

584 農林水産・食品産業（食品産業） 三井農林（株）

585 農林水産・食品産業（食品産業） ミヨシ油脂（株）

586 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ユーグレナ

587 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ユニアル

588 農林水産・食品産業（食品産業） （株）吉野家ホールディングス

589 農林水産・食品産業（食品産業） 理研ビタミン（株）

590 農林水産・食品産業（食品産業） ワタミ（株）

591 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）ジェーピーシー

592 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）武蔵野種苗園

593 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）クボタ

594 農業法人 アグリホールディングス（株）

595 医薬品製造業 あすかアニマルヘルス（株）

596 医薬品製造業 エーザイ（株）

597 医薬品製造業 （株）エスケア

598 医薬品製造業 杏林製薬（株）

599 医薬品製造業 興和（株）

600 医薬品製造業 ゾエティス・ジャパン（株）

601 医薬品製造業 東亜新薬（株）

602 医薬品製造業 大正製薬（株）

603 医薬品製造業 日本化薬（株）

604 医薬品製造業 浜理薬品工業（株）

605 医薬品製造業 富士フイルム和光純薬（株）

606 医薬品製造業 Bloom Technology（株）

607 医薬品製造業 （株）プロップジーン

608 印刷業 凸版印刷（株）

609 卸売業 アンデスアジア（株）

610 卸売業 兼松（株）

611 卸売業 北東京商事（株）

612 卸売業 JFE商事エレクトロニクス（株）

613 卸売業 （株）CMT日本

614 卸売業 （株）Jalux

615 卸売業 新東亜交易（株）

616 卸売業 大陸貿易（株）

617 卸売業 東京千住青果（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

618 卸売業 東京デリカフーズ（株）

619 卸売業 日通商事（株）

620 卸売業 （株）日本農業

621 卸売業 （株）葱善

622 卸売業 丸紅（株）

623 卸売業 丸紅食料（株）

624 卸売業 三井物産（株）

625 卸売業 三菱商事（株）

626 卸売業 （株）ヤマタネ

627 卸売業 らでぃっしゅぼーや（株）

628 小売業 JD.COM京東日本（株）

629 化学工業 アイ－コンポロジー（株）

630 化学工業 （株）ADEKA

631 化学工業 アリスタライフサイエンス（株）

632 化学工業 伊藤忠ケミカルフロンティア（株）

633 化学工業 （株）井上事務所

634 化学工業 エーザイフード・ケミカル（株）

635 化学工業 恵比須化学工業（株）

636 化学工業 花王（株）

637 化学工業 （株）カナオカ

638 化学工業 KISCO（株）

639 化学工業 キョーラク（株）

640 化学工業 クミアイ化学工業（株）

641 化学工業 Green Earth Institute（株）

642 化学工業 （株）コスメティック・アイーダ

643 化学工業 （株）コバヤシ

644 化学工業 五洋紙工（株）

645 化学工業 （株）阪上製作所

646 化学工業 JX ANCI（株）

647 化学工業 ＪＸＴＧエネルギー（株）

648 化学工業 ジェイカムアグリ（株）

649 化学工業 （株）J-ケミカル

650 化学工業 （株）資生堂

651 化学工業 昭光通商（株）

652 化学工業 信越化学工業（株）

653 化学工業 新日本薬業（株）

654 化学工業 住化積水フィルム（株）

655 化学工業 積水化学工業（株）

656 化学工業 積水マテリアルソリューションズ（株）

657 化学工業 （株）ダイセル

658 化学工業 太陽石油（株）

659 化学工業 帝人デュポンフィルム（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

660 化学工業 東亜化学工業（株）

661 化学工業 東京インキ（株）

662 化学工業 東洋サイエンス（株）

663 化学工業 （株）トクヤマ

664 化学工業 ナミキ商事（株）

665 化学工業 日産合成工業（株）

666 化学工業 日本液炭（株）

667 化学工業 日本金属化学（株）

668 化学工業 日本ゼオン（株）

669 化学工業 日本ゼトック（株）

670 化学工業 日本曹達（株）

671 化学工業 日本農薬（株）

672 化学工業 林化成（株）

673 化学工業 BASFジャパン（株）

674 化学工業 富士フイルム（株）

675 化学工業 保土谷化学工業（株）

676 化学工業 三谷産業（株）

677 化学工業 三井化学（株）

678 化学工業 （株）三井コスメティックス

679 化学工業 三井デュポンポリケミカル（株）

680 化学工業 三菱ガス化学（株）

681 化学工業 三菱ケミカル（株）

682 化学工業 三菱ケミカルアグリドリーム（株）

683 化学工業 有機合成薬品工業（株）

684 化学工業 （株）ユニック

685 化学工業 ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター（株）

686 化学工業 横浜ゴム（株）

687 化学工業 リファインホールディングス（株）

688 紙加工品製造業 （株）アイザック

689 紙加工品製造業 日本製紙（株）

690 建設業 アイディールブレーン（株）

691 建設業 （株）大林組

692 建設業 共和化工（株）

693 建設業 清水建設（株）

694 建設業 大建工業（株）

695 建設業 大成建設（株）

696 建設業 （株）竹中工務店

697 建設業 中央開発（株）

698 建設業 東亜グラウト工業株式会社（株）

699 建設業 東洋建設（株）

700 建設業 （株）ドット・コーポレーション

701 建設業 ハウディー（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

702 建設業 ミサワホーム（株）

703 建設業 三井住友建設（株）

704 建設業 三井ホーム（株）

705 建設業 三井ホームコンポーネント（株）

706 建設業 安永クリーンテック（株）

707 建設業 吉佳エンジニアリング（株）

708 建設業 （株）リナジェン

709 電機・精密機器製造業 （株）IHI

710 電機・精密機器製造業 （株）ＩＤＤＫ

711 電機・精密機器製造業 アイメックス（株）

712 電機・精密機器製造業 アースパワー（株）

713 電機・精密機器製造業 アナテック（株）

714 電機・精密機器製造業 アルファ・モス・ジャパン（株）

715 電機・精密機器製造業 （株）イセキ

716 電機・精密機器製造業 （株）イーラボ・エクスペリエンス

717 電機・精密機器製造業 岩崎通信機（株）

718 電機・精密機器製造業 ウシオ電機（株）

719 電機・精密機器製造業 英弘精機（株）

720 電機・精密機器製造業 （株）エヌエステック

721 電機・精密機器製造業 荏原実業（株）

722 電機・精密機器製造業 FPV Robotics（株）

723 電機・精密機器製造業 大崎電気工業（株）

724 電機・精密機器製造業 （株）カセダ

725 電機・精密機器製造業 キヤノン（株）

726 電機・精密機器製造業 キヤノンマーケティングジャパン（株）

727 電機・精密機器製造業 京セラ（株）

728 電機・精密機器製造業 （株）クリアテック

729 電機・精密機器製造業 坂田電機（株）

730 電機・精密機器製造業 （株）サン科学

731 電機・精密機器製造業 三基計装（株）

732 電機・精密機器製造業 三相電機（株）

733 電機・精密機器製造業 サン電子（株）

734 電機・精密機器製造業 サンリッチジャパン（株）

735 電機・精密機器製造業 （株）ジェネシア

736 電機・精密機器製造業 ＣＫＤ（株）

737 電機・精密機器製造業 シシド静電気（株）

738 電機・精密機器製造業 （株）島津製作所

739 電機・精密機器製造業 （株）シンキー

740 電機・精密機器製造業 シンフォニアテクノロジー（株）

741 電機・精密機器製造業 （株）シンメイ

742 電機・精密機器製造業 （株）SCREENホールディングス

743 電機・精密機器製造業 （株）SenSprout

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

744 電機・精密機器製造業 （株）センチュリーアークス

745 電機・精密機器製造業 （株）相馬光学

746 電機・精密機器製造業 大作商事（株）

747 電機・精密機器製造業 （株）タカハシ

748 電機・精密機器製造業 （株）タニタ

749 電機・精密機器製造業 （株）千代田

750 電機・精密機器製造業 （株）TKR

751 電機・精密機器製造業 （株）テクニカ

752 電機・精密機器製造業 （株）テヌート

753 電機・精密機器製造業 東機産業（株）

754 電機・精密機器製造業 （株）東芝

755 電機・精密機器製造業 東芝デベロップメントエンジニアリング（株）

756 電機・精密機器製造業 東神電気（株）

757 電機・精密機器製造業 東阪電子機器（株）

758 電機・精密機器製造業 ニシム電子工業（株）

759 電機・精密機器製造業 日本航空電子工業（株）

760 電機・精密機器製造業 日本電気（株）

761 電機・精密機器製造業 日本電産サーボ（株）

762 電機・精密機器製造業 日本電子（株）

763 電機・精密機器製造業 ネポン（株）

764 電機・精密機器製造業 パナソニック（株）

765 電機・精密機器製造業 パナソニック（株）エコソリューションズ社

766 電機・精密機器製造業 富士通（株）

767 電機・精密機器製造業 富士平工業（株）

768 電機・精密機器製造業 （株）FullDepth

769 電機・精密機器製造業 （株）プレスカ

770 電機・精密機器製造業 （株）ベックス

771 電機・精密機器製造業 マクセル（株）

772 電機・精密機器製造業 武藤工業（株）

773 電機・精密機器製造業 （株）山電

774 電機・精密機器製造業 横河電機（株）

775 鉄鋼・非鉄金属製造業 岡谷鋼機（株）

776 鉄鋼・非鉄金属製造業 （株）神戸製鋼所

777 鉄鋼・非鉄金属製造業 東洋製罐（株）

778 鉄鋼・非鉄金属製造業 東洋製罐グループホールディングス（株）

779 鉄鋼・非鉄金属製造業 古河電気工業（株）

780 その他製造業 （株）秋山製作所

781 その他製造業 （株）井上政商店

782 その他製造業 エア・ウォーター（株）

783 その他製造業 AGC（株）

784 その他製造業 エバ・ジャパン（株）

785 その他製造業 （株）オーシカ

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

786 その他製造業 （株）カクイチ

787 その他製造業 （株）クルス

788 その他製造業 （株）小松製作所

789 その他製造業 （株）CO2資源化研究所

790 その他製造業 ジャパンライフ（株）

791 その他製造業 ジャパンローヤルゼリー（株）

792 その他製造業 昭和飛行機工業（株）

793 その他製造業 （株）Space Entertainment Laboratory

794 その他製造業 （株）ZEエナジー

795 その他製造業 セントラル硝子（株）

796 その他製造業 ダイコー（株）

797 その他製造業 大陽日酸（株）

798 その他製造業 東洋紡糸工業株式会社

799 その他製造業 （株）トプコン

800 その他製造業 （株）巴商会

801 その他製造業 日本クロージャー（株）

802 その他製造業 （株）日本ペットフード

803 その他製造業 日本ロックウール（株）

804 その他製造業 （株）ハプロファーマ

805 その他製造業 藤森工業（株）

806 その他製造業 ボッシュ（株）

807 その他製造業 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ（株）

808 その他製造業 （株）ミヨシ

809 その他製造業 レンフロ・ジャパン（株）

810 情報通信業 （株）ISP Networks 

811 情報通信業 アイディア（株）

812 情報通信業 （株）ACCESS

813 情報通信業 アリョール（株）

814 情報通信業 （株）アルテ

815 情報通信業 （株）Answerch

816 情報通信業 イーソル（株）

817 情報通信業 （株）INGEN

818 情報通信業 （株）インターネットイニシアティブ

819 情報通信業 （株）インテック

820 情報通信業 ヴィヴィドワークス（株）

821 情報通信業 （株）ウフル

822 情報通信業 （株）エコージャパン

823 情報通信業 （株）Eco-Pork

824 情報通信業 NECソリューションイノベータ（株）

825 情報通信業 ＮＴＴテクノクロス（株）

826 情報通信業 （株）NTTドコモ

827 情報通信業 （株）エーブリッジ

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

828 情報通信業 エルピクセル（株）

829 情報通信業 （株）オネスト

830 情報通信業 （株）オプティマ

831 情報通信業 （株）オプティム

832 情報通信業 （株）ギョロマン

833 情報通信業 Genomedia（株）

834 情報通信業 （株）コア

835 情報通信業 （株）サトー

836 情報通信業 （株）シー・シー・ダブル

837 情報通信業 （株）システム計画研究所

838 情報通信業 しゅくみねっと（株）

839 情報通信業 （株）ショーナン

840 情報通信業 （株）スカイマティクス

841 情報通信業 スペースアグリ（株）

842 情報通信業 （株）セラク

843 情報通信業 （株）セールスフォース・ドットコム

844 情報通信業 ソフトバンク・テクノロジー（株）

845 情報通信業 （株）ソラコム

846 情報通信業 （株）DTSインサイト

847 情報通信業 DTラボ（株）

848 情報通信業 デザミス（株）

849 情報通信業 日経BP社

850 情報通信業 （株）日新システムズ

851 情報通信業 日本アイ・ビー・エム（株）

852 情報通信業 日本電信電話（株）

853 情報通信業 日本ユニシス（株）

854 情報通信業 （株）ネクス・ソリューションズ

855 情報通信業 （株）Bark to Imagine

856 情報通信業 Pacific Spatial Solutions（株）

857 情報通信業 PSソリューションズ（株）

858 情報通信業 東日本電信電話（株）

859 情報通信業 （株）日立システムズ

860 情報通信業 （株）ファームノート

861 情報通信業 （株）ブイキューブロボティクス

862 情報通信業 ぷらっとホーム（株）

863 情報通信業 （株）PROPELa

864 情報通信業 ベジタリア（株）

865 情報通信業 （株）ベスプラ

866 情報通信業 ミツイワ（株）

867 情報通信業 （株）見果てぬ夢

868 情報通信業 ヤマトシステム開発（株）

869 情報通信業 ユニアデックス（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

870 情報通信業 （株）ユビキタス

871 情報通信業 （株）読売情報開発

872 情報通信業 （株）リアルカ

873 情報通信業 （株）リューズ

874 学術研究、専門・技術、サービス業 愛京産業（株）

875 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アイメックＲＤ

876 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アイメプロ

877 学術研究、専門・技術、サービス業 アクセンチュア（株）

878 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アグリインキュベーター

879 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アグリガーデンスクール＆アカデミー

880 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）旭リサーチセンター

881 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アスケイド

882 学術研究、専門・技術、サービス業 アテックス（株）

883 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アドイン研究所

884 学術研究、専門・技術、サービス業 アニコム先進医療研究所（株）

885 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アドライト

886 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アバンアソシエイツ

887 学術研究、専門・技術、サービス業 ＡＭＥＣ（株）

888 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＲＨパテントサービス

889 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）RDサポート

890 学術研究、専門・技術、サービス業 アルト経営パートナー（株）

891 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アールピーエム

892 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アンチエイジングバンク

893 学術研究、専門・技術、サービス業 イー・アンド・イー ソリューションズ（株）

894 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）EEN

895 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＥＮ－Ｐｒｏｊｅｃｔ

896 学術研究、専門・技術、サービス業 井上綜合知財事務所

897 学術研究、専門・技術、サービス業 岩谷国際特許事務所

898 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）インターネット総合研究所

899 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）インタープライズ・コンサルティング

900 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）インテージコンサルティング

901 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）インフォバイオ

902 学術研究、専門・技術、サービス業 インフォリーフ（株）

903 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ウィット

904 学術研究、専門・技術、サービス業 ウェルタイムコーポレーション（株）

905 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ウォールナット

906 学術研究、専門・技術、サービス業 ウンログ（株）

907 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）エー・アソシエイツ研究所

908 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ANA総合研究所

909 学術研究、専門・技術、サービス業 有限責任事業組合 ABCコンサルティング

910 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）エコエナジーラボ

911 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）SEL Blue

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

912 学術研究、専門・技術、サービス業 ＮＫメディコ（株）

913 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）NTTデータ経営研究所

914 学術研究、専門・技術、サービス業 F2エナジー（株）

915 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）エープラスエイ

916 学術研究、専門・技術、サービス業 MIM土田技術事務所

917 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）MTI

918 学術研究、専門・技術、サービス業 エムバイオテック（株）

919 学術研究、専門・技術、サービス業 恵良税理士事務所

920 学術研究、専門・技術、サービス業 応用技術（株）

921 学術研究、専門・技術、サービス業 応用地質（株）

922 学術研究、専門・技術、サービス業 特許業務法人 落合特許事務所

923 学術研究、専門・技術、サービス業 AuB（株）

924 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）オルトメディコ

925 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＫＡＩ

926 学術研究、専門・技術、サービス業 神田国際特許商標事務所

927 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）漢方キッチン

928 学術研究、専門・技術、サービス業 キーウェアソリューションズ（株）

929 学術研究、専門・技術、サービス業 近畿日本ツーリスト（株）

930 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）キースタッフ

931 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）クニエ

932 学術研究、専門・技術、サービス業 グリーン＆ウォーター（株）

933 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ぐるなび

934 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）Clotho

935 学術研究、専門・技術、サービス業 経営パワー（株）

936 学術研究、専門・技術、サービス業 KUコンサルタンツ

937 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ケーナインラボ

938 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）健康長寿実現推進機構

939 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）コウズホーリー

940 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）古賀総研

941 学術研究、専門・技術、サービス業 国際航業（株）

942 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）コミュニケーション科学研究所

943 学術研究、専門・技術、サービス業 三洋テクノマリン（株）

944 学術研究、専門・技術、サービス業 シーアイマテックス（株）

945 学術研究、専門・技術、サービス業 ジェノスタッフ（株）

946 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ジオ

947 学術研究、専門・技術、サービス業 SHIODAライフサイエンス（株）

948 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）事業性評価研究所

949 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）jast

950 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）Japan Finder

951 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）シュタインバイスジャパン

952 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）情報通信総合研究所

953 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）食品需給研究センター

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

954 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）食料マネジメントサポート

955 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）食感性コミュニケーションズ

956 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）水域ネットワーク

957 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＳＴＡＲＴ

958 学術研究、専門・技術、サービス業 スマートアグリコンサルタンツ（同）

959 学術研究、専門・技術、サービス業 セドナグローバル（株）

960 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）先進医療学術振興会

961 学術研究、専門・技術、サービス業 セントラルスポーツ（株）

962 学術研究、専門・技術、サービス業 それいけシステムコンサルティング（株）

963 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）大広

964 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）竹橋農業研究所

965 学術研究、専門・技術、サービス業 DAS Marketing Services（株）

966 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）タマ

967 学術研究、専門・技術、サービス業 （一財）地域政策デザインオフィス

968 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）地球快適化インスティテュート

969 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）CHINA WAY

970 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）腸管免疫研究所

971 学術研究、専門・技術、サービス業 DBJキャピタル（株）

972 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）ＴＦＭＨＹ研究所

973 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）テクノアソシエーツ

974 学術研究、専門・技術、サービス業 テックマネッジ（株）

975 学術研究、専門・技術、サービス業 デロイトトーマツコンサルティング（同）

976 学術研究、専門・技術、サービス業 東京海上日動火災保険（株）

977 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）東京都市サービス株式会社

978 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ドリームインキュベータ

979 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ナインシグマ・ジャパン

980 学術研究、専門・技術、サービス業 中日本航空（株）

981 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）Natural Environment Energy

982 学術研究、専門・技術、サービス業 ナレッジサイエンス・ラボ

983 学術研究、専門・技術、サービス業 日建リース工業（株）

984 学術研究、専門・技術、サービス業 日本インフォメーション（株）

985 学術研究、専門・技術、サービス業 日本クレア（株）

986 学術研究、専門・技術、サービス業 日本工営（株）

987 学術研究、専門・技術、サービス業 （一財）日本食品分析センター

988 学術研究、専門・技術、サービス業 （一財）日本総合研究所

989 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）日本農業サポート研究所

990 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）日本農水産食品輸出貿易センター

991 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）日本能率協会総合研究所

992 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）日本林業調査会

993 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ネオグリッド・エーピー

994 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ネオテクノロジー

995 学術研究、専門・技術、サービス業 ネットスマイル（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

996 学術研究、専門・技術、サービス業 NETZO（株）

997 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）農林中金総合研究所

998 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）野村総合研究所

999 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）バイオリモテックス

1000 学術研究、専門・技術、サービス業 BINARYSTAR（株）

1001 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ハウスウエア・ハウス

1002 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）博報堂

1003 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ハビタスケア

1004 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ハレックス

1005 学術研究、専門・技術、サービス業 光内外特許事務所

1006 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）日立ソリューションズ

1007 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ビーティエヌ

1008 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）HIROTSUバイオサイエンス

1009 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ファンドレックス

1010 学術研究、専門・技術、サービス業 フォレストテクノロジーサービス（株）

1011 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）富士通総研

1012 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）FoodLife Association

1013 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ブランシェ

1014 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ブレインパッド

1015 学術研究、専門・技術、サービス業 プロスペックAZ（株）

1016 学術研究、専門・技術、サービス業 平和観光開発（株）

1017 学術研究、専門・技術、サービス業 PETROCO ASIA LIMITED

1018 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）前川総合研究所

1019 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）三菱化学テクノリサーチ

1020 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）三菱総合研究所

1021 学術研究、専門・技術、サービス業 （公財）未来工学研究所

1022 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）みらい創造機構

1023 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）村山

1024 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）メイズ

1025 学術研究、専門・技術、サービス業 森田知的財産事務所

1026 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）モリノメグミ

1027 学術研究、専門・技術、サービス業 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン（株）

1028 学術研究、専門・技術、サービス業 郵船ロジスティクス（株）

1029 学術研究、専門・技術、サービス業 吉永国際特許事務所

1030 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ライフスケープマーケティング

1031 学術研究、専門・技術、サービス業 ランドソリューション（株）

1032 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）Realmedia Lab．

1033 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）リバネス

1034 学術研究、専門・技術、サービス業 （公財）流通経済研究所

1035 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）LEOC

1036 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ロシア・ユーラシア政治経済ビジネス研究所

1037 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）WA・ON

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1038 学術研究、専門・技術、サービス業 1WorldSync Japan（同）

1039 金融業 ＪＡ三井リース（株）

1040 金融業 （株）ジャパンインベストメントアドバイザー

1041 金融業 西武信用金庫

1042 金融業 多摩信用金庫

1043 金融業 東京東信用金庫

1044 金融業 農林中央金庫

1045 金融業 芙蓉総合リース（株）

1046 金融業 （株）みずほ銀行

1047 金融業 三井住友銀行

1048 金融業 三井住友信託銀行

1049 金融業 三菱UFJ銀行

1050 金融業 三菱UFJ信託銀行

1051 大学・専門学校等 慶應義塾大学 薬学部

1052 大学・専門学校等 （独）国立高等専門学校機構

1053 大学・専門学校等 芝浦工業大学

1054 大学・専門学校等 順天堂大学

1055 大学・専門学校等 上智大学

1056 大学・専門学校等 中央大学 研究開発機構

1057 大学・専門学校等 帝京科学大学

1058 大学・専門学校等 帝京大学 医学部

1059 大学・専門学校等 電気通信大学

1060 大学・専門学校等 東京医科歯科大学

1061 大学・専門学校等 東京海洋大学

1062 大学・専門学校等 東京家政大学

1063 大学・専門学校等 東京工科大学

1064 大学・専門学校等 東京工業大学 地球インクルーシブセンシング研究機構

1065 大学・専門学校等 東京工業大学 物質理工学院応用化学系

1066 大学・専門学校等 東京慈恵会医科大学

1067 大学・専門学校等 東京大学 医科学研究所

1068 大学・専門学校等 東京大学 工学研究科／未来ビジョン研究センター

1069 大学・専門学校等 東京大学 生産技術研究所

1070 大学・専門学校等 東京大学 大学院工学研究科

1071 大学・専門学校等 東京大学 大学院情報理工学系研究科

1072 大学・専門学校等 東京大学 大学院総合文化研究科

1073 大学・専門学校等 東京大学 大学院農学生命科学研究科

1074 大学・専門学校等 東京大学 大学院理学系研究科

1075 大学・専門学校等 東京電機大学

1076 大学・専門学校等 東京農業大学

1077 大学・専門学校等 東京農工大学

1078 大学・専門学校等 東京バイオテクノロジー専門学校

1079 大学・専門学校等 東京理科大学 研究戦略・産学連携センター

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1080 大学・専門学校等 東洋大学

1081 大学・専門学校等 日本医科大学 知的財産推進センター

1082 大学・専門学校等 日本獣医生命科学大学

1083 大学・専門学校等 法政大学

1084 大学・専門学校等 星薬科大学

1085 大学・専門学校等 明治大学 知的資産センター

1086 大学・専門学校等 早稲田大学 持続型食・農・バイオ研究所

1087 大学・専門学校等 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構

1088 学会 NPO法人 産学連携学会

1089 学会 （一社）日本アロマセラピー学会

1090 学会 （公社）日本農芸化学会

1091 学会 （一社）日本木材学会

1092 学会 （一社）品質工学会

1093 TLO等 （株）キャンパスクリエイト

1094 国立研究機関等 （国研）科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター

1095 国立研究機関等 （国研）国立がん研究センター

1096 国立研究機関等 （国研）国立精神・神経医療研究センター

1097 公設試験場等 （地独）東京都健康長寿医療センター

1098 公設試験場等 （地独）東京都立産業技術研究センター

1099 公設試験場等 東京都農林水産振興財団東京都農林総合研究センター

1100 民間研究機関 （公財）東京都医学総合研究所

1101 民間団体（農業関係） （一財）いも類振興会

1102 民間団体（農業関係） おおた農水産業研究会

1103 民間団体（農業関係） （一社）ＧＡＰ普及推進機構

1104 民間団体（農業関係） 全国精麦工業協同組合連合会

1105 民間団体（農業関係） （一社）全国農業改良普及支援協会

1106 民間団体（農業関係） 全国農業協同組合連合会

1107 民間団体（農業関係） （一社）日本科学飼料協会

1108 民間団体（農業関係） （一社）日本雑穀協会

1109 民間団体（農業関係） （一社）日本種苗協会

1110 民間団体（農業関係） （公財）日本特産農作物種苗協会

1111 民間団体（農業関係） （公財）日本特産農産物協会

1112 民間団体（農業関係） （一財）日本土壌協会

1113 民間団体（農業関係） （公社）日本農業法人協会

1114 民間団体（農業関係） （一社）日本農林規格協会（JAS協会）

1115 民間団体（農業関係） （一社）農業電化協会

1116 民間団体（農業関係） 農林水産･食品産業マイクロ･ナノバブル技術研究組合

1117 民間団体（農業関係） （一社）はたけの教室

1118 民間団体（農業関係） （一社）山口喜久二式自然養蜂普及促進協議会

1119 民間団体（林業関係） （一社）ASUHA

1120 民間団体（林業関係） 国産材製材協会

1121 民間団体（林業関係） （公財）森林文化協会

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1122 民間団体（林業関係） 全国食用きのこ種菌協会

1123 民間団体（林業関係） 日本合板工業組合連合会

1124 民間団体（林業関係） （一社）日本CLT協会

1125 民間団体（林業関係） （公財）日本住宅・木材技術センター

1126 民間団体（林業関係） （一社）日本ツーバイフォー建築協会

1127 民間団体（林業関係） （公社）日本木材加工技術協会

1128 民間団体（林業関係） （公社）日本木材保存協会

1129 民間団体（林業関係） （一社）日本木質バイオマスエネルギー協会

1130 民間団体（水産関係） （一社）海洋水産システム協会

1131 民間団体（水産関係） （公社）全国豊かな海づくり推進協会

1132 民間団体（水産関係） （一社）マリノフォーラム２１

1133 民間団体（食品関係） （一社）食と健康推進協会

1134 民間団体（食品関係） 食品トレーサビリティシステム標準化推進協議会

1135 民間団体（食品関係） 全国蕎麦製粉協同組合

1136 民間団体（食品関係） NPO法人 21世紀の食と健康文化会議

1137 民間団体（食品関係） （一社）日本アイスクリーム協会

1138 民間団体（食品関係） （一社）日本回転寿司協会

1139 民間団体（食品関係） （一財）日本冷凍食品検査協会

1140 民間団体（食品関係） （一社）メデイカルライス協会

1141 民間団体（産学連携研究支援） （一社）オープンイノベーション促進協議会

1142 民間団体（産学連携研究支援） NPO法人 産学連携推進機構

1143 民間団体（産学連携研究支援） （一社）産学連携推進協会

1144 民間団体（産学連携研究支援） （公社）農林水産・食品産業技術振興協会

1145 民間団体（その他） 有限責任 あずさ監査法人

1146 民間団体（その他） （一財）医療経済研究・社会保険福祉協会

1147 民間団体（その他） （一財）インターネット協会

1148 民間団体（その他） NPO法人 NPOビジネスサポート

1149 民間団体（その他） お茶の水内外特許事務所

1150 民間団体（その他） （一財）機械振興協会

1151 民間団体（その他） NPO法人 経営支援NPOクラブ

1152 民間団体（その他） 光合成産業協議会

1153 民間団体（その他） （一社）国際環境研究協会

1154 民間団体（その他） （一社）子供教育創造機構

1155 民間団体（その他） （一社）コンピューターソフトウェア協会

1156 民間団体（その他） （一社）JPBM

1157 民間団体（その他） （公社）新化学技術推進協会（JACI）

1158 民間団体（その他） （一社）スマートシニアビジネス倶楽部

1159 民間団体（その他） （一財）石炭エネルギーセンター

1160 民間団体（その他） 全国イノベーション推進機関ネットワーク

1161 民間団体（その他） （公財）全日本地域研究交流協会

1162 民間団体（その他） （一社）地域資源活用の会

1163 民間団体（その他） （一社）日本エコ・アグリテクノロジー

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1164 民間団体（その他） （一社）日本介護事業連合会

1165 民間団体（その他） （一財）日本規格協会

1166 民間団体（その他） （一社）日本シニア起業支援機構

1167 民間団体（その他） 日本繊維板工業会

1168 民間団体（その他） 日本バイオスティミュラント協議会

1169 民間団体（その他） （一社）日本有機資源協会

1170 民間団体（その他） 農と食女性協会

1171 民間団体（その他） NPO法人 バイオ計測技術コンソーシアム

1172 民間団体（その他） （一社）ファインバブル産業会

1173 民間団体（その他） （一財）リモート・センシング技術センター

1174 その他 オランダ王国大使館

1175 その他 駐日パナマ共和国大使館

1176 その他 日本弁理士会

1177 その他 （独）日本貿易振興機構

神奈川県（１１８）

1178 農林水産・食品産業（農業） （株）創夢奏

1179 （株）日本フードエコロジーセンター

1180 メビオール（株）

1181 農林水産・食品産業（農業） （株）ルートレック・ネットワークス

1182 農林水産・食品産業（食品産業） 味の素（株）

1183 農林水産・食品産業（食品産業） エバラ食品工業（株）

1184 農林水産・食品産業（食品産業） 久津間製粉（株）

1185 農林水産・食品産業（食品産業） （株）グリーンメッセージ

1186 農林水産・食品産業（食品産業） サントリー食品インターナショナル（株）

1187 農林水産・食品産業（食品産業） （株）鈴廣蒲鉾本店

1188 農林水産・食品産業（食品産業） 高梨乳業（株）

1189 農林水産・食品産業（食品産業） 日本製粉（株）

1190 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ファンケル

1191 農林水産・食品産業（食品産業） 富士食品工業（株）

1192 農林水産・食品産業（食品産業） （株）フードケア

1193 農林水産・食品産業（食品産業） （株）フリーデン

1194 農林水産・食品産業（食品産業） （株）明治

1195 農林水産・食品産業（食品産業） メディサイエンス・エスポア（株）

1196 農林水産・食品産業（食品産業） 森永製菓（株）

1197 農林水産・食品産業（食品産業） 森永乳業（株）

1198 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）サカタのタネ

1199 農林水産・食品産業（種苗産業） 横浜植木（株）

1200 農業法人 （有）碧山園

1201 医薬品製造業 （株）セラバイオファーマ

1202 医薬品製造業 MeijiSeikaファルマ（株）

1203 化学工業 （株）伊都研究所

1204 化学工業 大東化学（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1205 化学工業 太陽油脂（株）

1206 建設業 （株）小島組

1207 建設業 （株）中央設計

1208 建設業 日揮（株）

1209 建設業 （株）ビルドアート

1210 建設業 （株）安間エンジニアリング

電機・精密機器製造業 （株）IHI（再掲）

1211 電機・精密機器製造業 旭化成エレクトロニクス（株）

1212 電機・精密機器製造業 （株）アルバック

1213 電機・精密機器製造業 池上通信機（株）

1214 電機・精密機器製造業 inaho（株）

1215 電機・精密機器製造業 （株）インテリジェントセンサーテクノロジー

1216 電機・精密機器製造業 （株）協同インターナショナル

1217 電機・精密機器製造業 G-8 INTERNATIONAL TRADING（株）

1218 電機・精密機器製造業 （株）ソード

1219 電機・精密機器製造業 東京エレクトロンデバイス（株）

1220 電機・精密機器製造業 （株）徳寿工作所

1221 電機・精密機器製造業 （株）ナノバブル研究所

1222 電機・精密機器製造業 （株）ニコン

1223 電機・精密機器製造業 （株）日本サーキット

1224 電機・精密機器製造業 パナソニック（株）コネクティッドソリューションズ社

1225 電機・精密機器製造業 （株）マクニカ

1226 電機・精密機器製造業 （株）マステック

1227 電機・精密機器製造業 ラピスセミコンダクタ（株）

1228 電機・精密機器製造業 （株）リコー

1229 電機・精密機器製造業 リコーインダストリアルソリューションズ（株）

1230 その他製造業 アース・スピリット（株）

1231 その他製造業 東横化学（株）

1232 その他製造業 トミタテクノロジー（株）

1233 その他製造業 （株）パブコ

1234 その他製造業 フィード・ワン（株）

1235 その他製造業 （株）リガルジョイント

1236 情報通信業 （株）イッツコーポレーション

1237 情報通信業 （有）麗滋累退

1238 情報通信業 （株）omoro

1239 情報通信業 （株）信興テクノミスト

1240 情報通信業 （有）SKY-FIX COM JAPAN

1241 情報通信業 日本ソフトウェアマネジメント（株）

1242 学術研究、専門・技術、サービス業 アイ・シー・エンジニアリング（株）

1243 学術研究、専門・技術、サービス業 Agsoil（株）

1244 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アグリ＆ケア　

1245 学術研究、専門・技術、サービス業 アジア航測（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1246 学術研究、専門・技術、サービス業 いであ（株）

1247 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）インプランタイノベーションズ

1248 学術研究、専門・技術、サービス業 SGSジャパン（株）

1249 学術研究、専門・技術、サービス業 ＮＥＤＳ

1250 学術研究、専門・技術、サービス業 エヌワン特許商標事務所

1251 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）おいしい食研究所

1252 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）産学連携研究所

1253 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）シミュレーション・テクノロジー

1254 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ジーンベイ

1255 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）Smile Link Partners

1256 学術研究、専門・技術、サービス業 地域社会パートナーズ（株）

1257 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）T-LAB.

1258 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＶｉＡＲ＆Ｅ

1259 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ファインテック

1260 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ファスマック

1261 学術研究、専門・技術、サービス業 フィールドワーク（株）

1262 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）フォーサイトグリーン

1263 学術研究、専門・技術、サービス業 プリバテック

1264 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）分析屋

1265 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）マリン・ワーク・ジャパン

1266 学術研究、専門・技術、サービス業 マルチコプタージャパン（株）

1267 学術研究、専門・技術、サービス業 モーションリブ（株）

1268 学術研究、専門・技術、サービス業 横田コーポレーション

1269 学術研究、専門・技術、サービス業 ListenField（株）

1270 大学・専門学校等 神奈川県立吉田島高等学校

1271 大学・専門学校等 神奈川工科大学

1272 大学・専門学校等 神奈川大学

1273 大学・専門学校等 北里大学

1274 大学・専門学校等 北里大学 海洋生命科学部

1275 大学・専門学校等 慶應義塾大学 ハプティクス研究センター

1276 大学・専門学校等 日本大学生物資源科学部

1277 大学・専門学校等 明治大学 機能性食品開発基盤研究所

1278 大学・専門学校等 横浜市立大学

1279 大学・専門学校等 横浜国立大学

1280 TLO等 よこはまティーエルオー（株）

1281 国立研究機関等 （国研）水産研究・教育機構

1282 国立研究機関等 （国研）理化学研究所 統合生命医科学研究センター

1283 公設試験場等 神奈川県水産技術センター

1284 公設試験場等 神奈川県畜産技術センター

1285 公設試験場等 神奈川県農業技術センター

1286 公設試験場等 神奈川県立産業技術総合研究所

1287 民間研究機関 （公財）実験動物中央研究所

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1288 民間団体（農業関係） 愛川杜仲研究会

1289 民間団体（農業関係） （合資）次世代技術

1290 民間団体（農業関係） 福祉・介護農園普及推進会

1291 民間団体（農業関係） 藤野茶業部会

1292 民間団体（食品関係） （一社）高機能玄米協会

1293 民間団体（その他) （一財）ありがとう

1294 行政・自治体 横浜市

新潟県（３６）

1295 農林水産・食品産業（農業） （株）ベジ・アビオ

1296 農林水産・食品産業（林産業） （株）雪国まいたけ

1297 農林水産・食品産業（食品産業） 石山味噌醤油（株）

1298 農林水産・食品産業（食品産業） 亀田製菓（株）

1299 農林水産・食品産業（食品産業） 佐藤食品工業（株）

1300 農林水産・食品産業（食品産業） 新潟製粉（株）

1301 農林水産・食品産業（食品産業） 八海醸造（株）

1302 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ブルボン

1303 農林水産・食品産業（食品産業） ホリカフーズ（株）

1304 農林水産・食品産業（食品産業） まつや（株）

1305 農林水産・食品産業（食品産業） 丸榮製粉（株）

1306 農林水産・食品産業（農業機械製造業） 大島農機（株）

1307 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）ミツワ

1308 農業法人 （株）グリーンズグリーン

1309 農業法人 （株）白銀カルチャー

1310 その他製造業 （株）悠心

1311 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）キッド

1312 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）きものブレイン

1313 学術研究、専門・技術、サービス業 新潟バイオリサーチパーク（株）

1314 学術研究、専門・技術、サービス業 双葉貿易（株）

1315 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）UniBio

1316 大学・専門学校等 北里大学 保健衛生専門学院

1317 大学・専門学校等 国際総合学園 新潟農業・バイオ専門学校

1318 大学・専門学校等 長岡技術科学大学

1319 大学・専門学校等 新潟工科大学

1320 大学・専門学校等 新潟大学

1321 大学・専門学校等 新潟薬科大学

1322 公設試験場等 新潟県醸造試験場

1323 新潟県内水面水産試験場

1324 公設試験場等 （一財）新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院

1325 公設試験場等 新潟県農業総合研究所

1326 民間団体（農業関係） 木津みずほ生産組合

1327 民間団体（林業関係） 新潟県山林種苗協同組合

1328 民間団体（産学連携研究支援） （公財）にいがた産業創造機構

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1329 行政・自治体 新潟県

1330 行政・自治体 南魚沼市

富山県（１０）

1331 農林水産・食品産業（農業） （株）国際有機公社

1332 農林水産・食品産業（農業） （有）へちま産業

1333 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ウーケ

1334 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）富山環境整備

1335 大学・専門学校等 富山大学 研究推進機構産学連携推進センター

1336 公設試験場等 富山県農林水産総合技術センター

1337 公設試験場等 富山県薬事研究所

1338 民間団体（農業関係） いなば農業協同組合

1339 民間団体（農業関係） 富山県ハトムギ生産振興協議会

1340 民間団体（農業関係） 氷見市農業協同組合

石川県（１９）

1341 農林水産・食品産業（食品産業） （株）スギヨ

1342 農業法人 （株）スギヨファーム

1343 農業法人 （株）ぶった農産

1344 農業法人 （株）ゆめうらら

1345 農業法人 （株）六星

1346 情報通信業 （株）ナブラ・ゼロ

1347 情報通信業 （株）エイブルコンピュータ

1348 学術研究、専門・技術、サービス業 ワールドエコロジー（株）

1349 大学・専門学校等 石川県立大学

1350 大学・専門学校等 金沢工業大学

1351 大学・専門学校等 金沢大学

1352 公設試験場等 石川県工業試験場

1353 公設試験場等 石川県水産総合センター

1354 公設試験場等 石川県農林総合研究センター

1355 民間研究機関 NPO法人 代替医療科学研究センター

1356 民間団体（農業関係） （公財）いしかわ農業総合支援機構

1357 民間団体（林業関係） 森林組合 石川県森林組合連合会

1358 民間団体（産学連携研究支援） （一財）地域未来創生機構

1359 行政・自治体 石川県

福井県（１０）

1360 農林水産・食品産業（農業） （同）上田農園

1361 農林水産・食品産業（水産業） 福井中央魚市（株）

1362 化学工業 福井経編興業（株）

1363 その他製造業 前田工繊（株）

1364 大学・専門学校等 福井県立大学

1365 公設試験場等 ふくい水産振興センター

1366 民間研究機関 NPO法人 若狭湾エネルギー研究センター

1367 民間団体（水産関係） 漁業協同組合 小浜市漁業協同組合

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1368 行政・自治体 小浜市

1369 行政・自治体 福井県

山梨県（１６）

1370 農林水産・食品産業（食品産業） 機山洋酒工業（株）

1371 農林水産・食品産業（食品産業） （株）はくばく

1372 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）ミヨシ

1373 農林水産・食品産業（種苗産業） 三好アグリテック（株）

1374 農業法人 （株）サラダボウル

1375 農業法人 （株）リコペル

1376 電機・精密機器製造業 シチズン電子（株）

1377 その他製造業 HACK UFB（株）

1378 情報通信業 YUIホールディングス（株）

1379 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）カタコトデザイン

1380 学術研究、専門・技術、サービス業 シナプテック（株）

1381 大学・専門学校等 山梨大学 生命環境学域

1382 大学・専門学校等 山梨大学 ワイン科学研究センター

1383 公設試験場等 山梨県森林総合研究所

1384 公設試験場等 山梨県水産技術センター

1385 行政・自治体 山梨県 農政部

長野県（８３）

1386 農林水産・食品産業（農業） こもろ布引いちご園（株）

1387 農林水産・食品産業（食品産業） 旭松食品（株）

1388 農林水産・食品産業（食品産業） 伊那食品工業（株）

1389 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ウェルナス

1390 農林水産・食品産業（食品産業） （株）清水製粉工場

1391 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ストリーム

1392 農林水産・食品産業（食品産業） 大雪渓酒造（株）

1393 農林水産・食品産業（食品産業） デイリーフーズ（株）

1394 農林水産・食品産業（食品産業） （株）長野サンヨーフーズ

1395 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ナガノトマト

1396 農林水産・食品産業（食品産業） 日穀製粉（株）

1397 農林水産・食品産業（食品産業） 平林産業（株）

1398 農林水産・食品産業（食品産業） フーズネットながの（株）

1399 農林水産・食品産業（食品産業） 松本ノーサン（株）

1400 農林水産・食品産業（食品産業） （株）マル井

1401 農林水産・食品産業（食品産業） マルコメ（株）

1402 農林水産・食品産業（食品産業） （有）宮城商店

1403 農林水産・食品産業（食品産業） 養命酒製造（株）

1404 農林水産・食品産業（種苗産業） 日本農産種苗（株）

1405 農林水産・食品産業（農業機械製造業） 片倉機器工業（株）

1406 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）信越工機

1407 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）中嶋製作所

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1408 農業法人 エイアイピイ（株）

1409 卸売業 （有）グランジャ

1410 卸売業 MADE IN 信州（株）

1411 化学工業 興和ゴム工業（株）

1412 化学工業 鈴与マタイ（株）

1413 建設業 （株）合津建材

1414 建設業 （株）小林創建

1415 建設業 小林木材（株）

1416 建設業 （株）テオリアランバーテック

1417 建設業 （株）リゾートメンテナンス

1418 電機・精密機器製造業 アスザック（株）

1419 電機・精密機器製造業 アルプス計器（株）

1420 電機・精密機器製造業 オリオン機械（株）

1421 電機・精密機器製造業 ＫＯＡ（株）

1422 電機・精密機器製造業 （株）サーキットデザイン

1423 電機・精密機器製造業 シナノケンシ（株）

1424 電機・精密機器製造業 新増澤工業（株）

1425 電機・精密機器製造業 日信工業（株）

1426 電機・精密機器製造業 （株）八光電機

1427 その他製造業 伊東産業（株）

1428 その他製造業 信光工業（株）

1429 その他製造業 ニッキトライシステム（株）

1430 その他製造業 ヒルデブランド（株）

1431 その他製造業 マルオカ工業（株）

1432 その他製造業 （株）宮坂製糸所

1433 その他製造業 宮原酸素（株）

1434 その他製造業 （株）山崎屋木工製作所

1435 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）天琴

1436 学術研究、専門・技術、サービス業 ＡＭＰ（株）

1437 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）飯山企画

1438 学術研究、専門・技術、サービス業 ALG国際特許商標事務所

1439 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）和建築設計事務所

1440 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）信濃公害研究所

1441 学術研究、専門・技術、サービス業 精密林業計測（株）

1442 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）プラットフォーム河合

1443 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ブレーンフォース

1444 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）松本微生物研究所

1445 大学・専門学校等 信州大学 食・農産業の先端学際研究会

1446 大学・専門学校等 信州大学 先鋭材料研究所

1447 大学・専門学校等 信州大学 農学部

1448 TLO等 （株）信州TLO

1449 公設試験場等 長野県工業技術総合センター食品技術部門

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1450 公設試験場等 長野県林業総合センター

1451 民間研究機関 （一社）長野県農村工業研究所

1452 民間団体（農業関係） 伊那谷アグリイノベーション推進機構

1453 民間団体（農業関係） 上伊那農業協同組合

1454 民間団体（農業関係） （公財）自然農法国際研究開発センター

1455 民間団体（農業関係） NPO法人 信州アグリトライアル

1456 民間団体（農業関係） 信州自然の恵み

1457 民間団体（農業関係） （公財）長野県農業開発公社

1458 民間団体（林業関係） 森林組合北信州森林組合

1459 民間団体（林業関係） 星の町うすだ山菜きのこ生産組合

1460 民間団体（産学連携研究支援） （公財）長野県テクノ財団

1461 民間団体（その他） M-SAKUネットワークス

1462 行政・自治体 飯綱町

1463 行政・自治体 須坂市

1464 行政・自治体 長野県 北アルプス地域振興局

1465 行政・自治体 長野県 長野地域振興局

1466 行政・自治体 長野県 農政部

1467 行政・自治体 長野県 松本地域振興局

1468 行政・自治体 長野県 林務部

岐阜県（３０）

1469 農林水産・食品産業（農業） （有）小森養蜂場

1470 農林水産・食品産業（農業） （株）サラダコスモ

1471 農林水産・食品産業（農業） （有）東海蜂蜜

1472 農林水産・食品産業（食品産業） （株）秋田屋本店

1473 農林水産・食品産業（食品産業） 一丸ファルコス（株）

1474 農林水産・食品産業（食品産業） マイクロアルジェコーポレーション（株）

1475 農業法人 農事組合法人 おおが

1476 農業法人 （有）カタノピッグファーム

1477 農業法人 たかはしファーム

1478 農業法人 （有）ハシエダ養豚

1479 農業法人 （有）FRUSIC

1480 化学工業 （株）テクノプレニードヒダ

1481 化学工業 （株）東海化成

1482 電機・精密機器製造業 イビデン（株）

1483 電機・精密機器製造業 （有）デザインオフィス・シィ

1484 その他製造業 （株）ハイテム

1485 大学・専門学校等 朝日大学 歯学部附属村上記念病院

1486 大学・専門学校等 岐阜大学

1487 大学・専門学校等 岐阜大学 医学部

1488 大学・専門学校等 岐阜大学 大学院医学系研究科

1489 公設試験場等 岐阜県産業技術センター

1490 公設試験場等 岐阜県森林研究所

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1491 公設試験場等 岐阜県畜産研究所

1492 公設試験場等 岐阜県農業技術センター

1493 公設試験場等 岐阜市民病院 認知症疾患医療センター

1494 民間団体（農業関係） 中濃ミート事業協同組合

1495 民間団体（農業関係） NPO法人 ナイスデイ

1496 民間団体（農業関係） 飛騨ミート農業協同組合連合会

1497 行政・自治体 岐阜県 農政部

1498 行政・自治体 瑞浪市

静岡県（４６）

1499 農林水産・食品産業（農業） 磐田シティファーム（株）

1500 農林水産・食品産業（農業） するが夢苺（株）

1501 農林水産・食品産業（食品産業） 朝霧乳業（株）

1502 農林水産・食品産業（食品産業） （株）伊藤園

1503 農林水産・食品産業（食品産業） （株）たこ満

1504 農林水産・食品産業（食品産業） （株）虎屋

1505 農林水産・食品産業（食品産業） 日研フード（株）

1506 農林水産・食品産業（食品産業） （株）日本予防医学研究所

1507 農林水産・食品産業（食品産業） はごろもフーズ（株）

1508 農林水産・食品産業（食品産業） （株）八馨園

1509 農林水産・食品産業（食品産業） マコジャパン（株）

1510 農林水産・食品産業（食品産業） 焼津水産化学工業（株）

1511 農林水産・食品産業（種苗産業） （有）石井育種場

農林水産・食品産業（種苗産業） 横浜植木（株）（再掲）

1512 農林水産・食品産業（農業機械製造業） カワサキ機工（株）

1513 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）寺田製作所

1514 農業法人 サンファーム中山（株）

1515 農業法人 （株）鈴生

1516 農業法人 農事組合法人 富士農場サービス

1517 化学工業 鈴与商事（株）

1518 化学工業 住友化学園芸（株）

1519 電機・精密機器製造業 川口精機（株）

1520 電機・精密機器製造業 （株）小糸製作所

1521 電機・精密機器製造業 三明電子産業（株）

1522 電機・精密機器製造業 シブヤ精機（株）

1523 電機・精密機器製造業 浜松ホトニクス（株）

1524 電機・精密機器製造業 パルステック工業（株）

1525 その他製造業 （株）ケーイーコーポレーション

1526 その他製造業 豊田肥料（株）

1527 その他製造業 （株）村上開明堂

1528 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）エムスクエア・ラボ

1529 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）鈴与総合研究所

1530 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）テクノスルガ・ラボ

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1531 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）Happy Quality

1532 大学・専門学校等 静岡県立大学

1533 大学・専門学校等 静岡大学 農学部

1534 公設試験場等 静岡県畜産技術研究所

1535 公設試験場等 静岡県農林技術研究所

1536 民間団体（農業関係） 農業協同組合 静岡農業技術支援協同組合

1537 民間団体（農業関係） 地方創生農林水産業ロボット推進協議会

1538 民間団体（農業関係） 浜松商工会議所　浜松農商工連携研究会

1539 民間団体（農業関係） 森下環境研究所

1540 民間団体（産学連携研究支援） （一財）アグリオープンイノベーション機構

1541 民間団体（産学連携研究支援） （公財）静岡県産業振興財団フーズ・サイエンスセンター

1542 民間団体（その他） （一社）静岡県発明協会

1543 行政・自治体 静岡県

愛知県（６８）

1544 農林水産・食品産業（農業） イノチオアグリ（株）

1545 農林水産・食品産業（農業） イノチオホールディングス（株）

1546 農林水産・食品産業（農業） （株）新海養蜂場

1547 農林水産・食品産業（農業） （株）つのたんIP

1548 農林水産・食品産業（農業） 豊橋飼料（株）

1549 農林水産・食品産業（農業） （株）びーはいぶ

1550 農林水産・食品産業（水産業） マリンテック（株）

1551 農林水産・食品産業（食品産業） 敷島製パン（株）

1552 農林水産・食品産業（食品産業） （株）Mizkan Holdings

1553 農林水産・食品産業（種苗産業） 愛三種苗（株）

1554 農林水産・食品産業（種苗産業） アカヲ種苗（株）

1555 農林水産・食品産業（種苗産業） ソスイ種苗園

1556 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）水稲生産技術研究所

1557 農林水産・食品産業（種苗産業） トヨタネ（株）

1558 農林水産・食品産業（種苗産業） ハクサンインターナショナル（株）

1559 農林水産・食品産業（種苗産業） 福花園種苗（株）

1560 農林水産・食品産業（種苗産業） フジ・プランツ（株）

1561 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）ベルディ

1562 農業法人 磯田園製茶（株）

1563 化学工業 旭有機材（株）

1564 化学工業 オーシャンウエイオレンジリミテッド（同）

1565 化学工業 北川工業（株）

1566 建設業 サンエイ（株）

1567 建設業 大有コンクリート工業（株）

1568 電機・精密機器製造業 エナジーサポート（株）

1569 電機・精密機器製造業 千代田電子工業（株）

1570 電機・精密機器製造業 （株）デンソー

1571 電機・精密機器製造業 フルタ電機（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1572 電機・精密機器製造業 三井金属計測機工（株）

1573 鉄鋼・非鉄金属製造業 愛知製鋼（株）

1574 鉄鋼・非鉄金属製造業 三井金属鉱業（株）

1575 その他製造業 （株）協豊製作所

1576 その他製造業 （株）クラシコア

1577 その他製造業 （株）くればぁ

1578 その他製造業 （株）三五

1579 その他製造業 三進金属工業（株）

1580 その他製造業 （株）スイープ環境テクノロジー

1581 その他製造業 中部熱工業（株）

1582 その他製造業 ディーピーティー（株）

1583 その他製造業 トヨタ自動車（株）

1584 その他製造業 （株）氷感サプライ

1585 その他製造業 フタバ産業（株）

1586 情報通信業 （株）ITAGE

1587 情報通信業 （株）DRAGON AGENCY

1588 情報通信業 （株）マップクエスト

1589 学術研究、専門・技術、サービス業 アイシーエス（株）

1590 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）アンバーグリスジャパン

1591 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）エクォス・リサーチ

1592 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）蒲郡オレンジパーク

1593 学術研究、専門・技術、サービス業 グランドグリーン（株）

1594 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）CLINICAL STUDY SUPPORT

1595 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）スターアライアンス

1596 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）地球科学研究所

1597 学術研究、専門・技術、サービス業 デザイナーフーズ（株）

1598 学術研究、専門・技術、サービス業 トライボテックス（株）

1599 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）PGL

1600 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ヘルスケアシステムズ

1601 大学・専門学校等 中部大学

1602 大学・専門学校等 豊橋技術科学大学

1603 大学・専門学校等 名古屋工業大学

1604 大学・専門学校等 名古屋大学

1605 大学・専門学校等 藤田医科大学

1606 公設試験場等 愛知県水産試験場

1607 公設試験場等 愛知県森林・林業技術センター

1608 民間研究機関 （一社）ALFAE

1609 民間団体（産学連携研究支援） NPO法人 東海地域生物系先端技術研究会

1610 行政・自治体 愛知県

1611 行政・自治体 田原市

三重県（４４）

1612 農林水産・食品産業（農業） （株）長谷川養蜂

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1613 農林水産・食品産業（林産業） （有）イトウグリーン

1614 農林水産・食品産業（水産業） 尾鷲物産（株）

1615 農林水産・食品産業（水産業） ケアシェル（株）

1616 農林水産・食品産業（食品産業） （株）伊勢萬

1617 農林水産・食品産業（食品産業） 井村屋（株）

1618 農林水産・食品産業（食品産業） 九鬼産業（株）

1619 農林水産・食品産業（食品産業） 太陽化学（株）

1620 農林水産・食品産業（食品産業） 辻製油（株）

1621 農林水産・食品産業（食品産業） （有）二軒茶屋餅角屋本店

1622 農林水産・食品産業（食品産業） ニチニチ製薬（株）

1623 農林水産・食品産業（食品産業） ミナミ産業（株）

1624 農林水産・食品産業（種苗産業） 三重興農あのつ園研（株）

1625 農業法人 フロンティア（株）

1626 農業法人 （株）モリファーム

1627 医薬品製造業 伊勢くすり本舗（株）

1628 医薬品製造業 御木本製薬（株）

1629 卸売業 （株）交洋

1630 卸売業 （株）丸中商店

1631 卸売業 （株）宮川物産

1632 化学工業 旭化成（株）

1633 化学工業 石原産業（株）

1634 電機・精密機器製造業 （株）アイエスイー

1635 電機・精密機器製造業 （株）光機械製作所

1636 その他製造業 （株）ミキモト

1637 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）イセノート

1638 学術研究、専門・技術、サービス業 大台町報徳診療所

1639 学術研究、専門・技術、サービス業 オフィス・ユリーカ

1640 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）Verde 大台ツーリズム

1641 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）道の駅奥伊勢おおだい

1642 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）宮川観光振興公社

1643 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 鈴鹿工業高等専門学校

1644 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

1645 大学・専門学校等 三重大学

1646 TLO等 （株）三重ティーエルオー

1647 公設試験場等 三重県工業研究所

1648 公設試験場等 三重県水産研究所

1649 公設試験場等 三重県農業研究所

1650 公設試験場等 三重県林業研究所

1651 民間団体（農業関係） 種子繁殖型イチゴ研究会

1652 民間団体（その他) （一社）奥伊勢バイオサイエンスセンター

1653 行政・自治体 大台町

1654 行政・自治体 志摩市

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1655 行政・自治体 三重県 農林水産部

滋賀県（１９）

1656 農林水産・食品産業（種苗産業） 丸種（株）

1657 農業法人 農事組合法人 内野営農組合

1658 農業法人 （株）きたなかふぁーむ

1659 農業法人 （有）フクハラファーム

1660 農業法人 （有）るシオールファーム

1661 小売業 （株）レークケア

化学工業 石原産業（株）（再掲）

1662 化学工業 グンゼ（株）

1663 電機・精密機器製造業 オムロン（株）

1664 電機・精密機器製造業 パナソニック（株）アプライアンス社

1665 その他製造業 日軽パネルシステム（株）

1666 その他製造業 丸三ハシモト（株）

1667 学術研究、専門・技術、サービス業 タカラバイオ（株）

1668 大学・専門学校等 滋賀医科大学

1669 大学・専門学校等 滋賀大学

1670 大学・専門学校等 長浜バイオ大学

1671 大学・専門学校等 立命館大学

1672 大学・専門学校等 龍谷大学

1673 公設試験場等 滋賀県農業技術振興センター

京都府（５４）

1674 農林水産・食品産業（農業） （株）マイファーム

1675 農林水産・食品産業（食品産業） アークレイからだサポート研究所

1676 農林水産・食品産業（食品産業） （株）カネ七畠山製茶

1677 農林水産・食品産業（食品産業） 黄桜（株）

1678 農林水産・食品産業（食品産業） 月桂冠（株）

1679 農林水産・食品産業（食品産業） （株）サン・クロレラ

1680 農林水産・食品産業（食品産業） サントリーウエルネス（株）

1681 農林水産・食品産業（食品産業） （有）童仙房茶舗

1682 農林水産・食品産業（食品産業） 招德酒造（株）

1683 農林水産・食品産業（食品産業） （株）Todoフォーラム

1684 農林水産・食品産業（食品産業） （有）中勢以

1685 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ファーマフーズ

1686 農林水産・食品産業（食品産業） （株）福寿園

1687 農林水産・食品産業（種苗産業） タキイ種苗（株）

1688 農業法人 パープル・ファーム藤岡

1689 医薬品製造業 （株）バイオベルデ

1690 卸売業 （株）食一

1691 卸売業 （株）鈴木本店

1692 化学工業 三洋化成工業（株）

1693 電機・精密機器製造業 （株）イー・ピー・アイ

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1694 電機・精密機器製造業 京都電子工業（株）

1695 電機・精密機器製造業 （株）ケービデバイス

1696 電機・精密機器製造業 （株）デザイオ

1697 電機・精密機器製造業 トスレック（株）

1698 電機・精密機器製造業 ノベリオンシステムズ（株）

1699 電機・精密機器製造業 ローム（株）

1700 その他製造業 アークレイ（株）

1701 その他製造業 （株）ShinSei

1702 その他製造業 （株）精膳

1703 その他製造業 日産スチール工業（株）

1704 その他製造業 （株）堀場アドバンスドテクノ

1705 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）栄養・病理学研究所

1706 学術研究、専門・技術、サービス業 喫茶道・喜多重左衛門

1707 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）京都大和

1708 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）コイズミデザイン

1709 学術研究、専門・技術、サービス業 サントリーグローバルイノベーションセンター（株）

1710 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）バイオマーカーサイエンス

1711 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ハイペップ研究所

1712 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）微生物化学研究所

1713 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＢＵＣ

1714 金融業 京都中央信用金庫

1715 大学・専門学校等 京都工芸繊維大学

1716 大学・専門学校等 京都先端科学大学 バイオ環境学部

1717 大学・専門学校等 京都大学

1718 大学・専門学校等 京都府立医科大学

1719 大学・専門学校等 京都府立大学

1720 大学・専門学校等 同志社女子大学

1721 大学・専門学校等 同志社大学

1722 公設試験場等 京都市産業技術研究所

1723 公設試験場等 京都府農林水産技術センター

1724 民間研究機関 （株）国際電気通信基礎技術研究所

1725 民間団体（産学連携研究支援） NPO法人 近畿アグリハイテク

1726 民間団体（その他） （公財）京都産業21

1727 行政・自治体 京都府 健康福祉部

大阪府（１０２）

1728 農林水産・食品産業（農業） クリザール・ジャパン（株）

1729 農林水産・食品産業（農業） ハンサムガーデン（株）

1730 農林水産・食品産業（林産業） 越井木材工業（株）

1731 農林水産・食品産業（林産業） 双日建材（株）

1732 農林水産・食品産業（食品産業） 大塚食品（株）

1733 農林水産・食品産業（食品産業） グリコ栄養食品（株）

1734 農林水産・食品産業（食品産業） 九里田純白（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1735 農林水産・食品産業（食品産業） （株）昆虫食のentomo

1736 農林水産・食品産業（食品産業） （株）鯖や

1737 農林水産・食品産業（食品産業） 三栄源エフ･エフ･アイ（株）

1738 農林水産・食品産業（食品産業） （有）中垣技術士事務所

1739 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ビーエムエス

1740 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ファミリーネットワークシステムズ

1741 農林水産・食品産業（食品産業） 不二製油（株）

1742 農林水産・食品産業（食品産業） 丸大食品（株）

1743 農林水産・食品産業（食品産業） ヤンマーアグリイノベーション（株）

1744 農林水産・食品産業（食品産業） UHA味覚糖（株）

1745 農林水産・食品産業（農業機械製造業） ヤンマー（株）

1746 農林水産・食品産業（農業機械製造業） ヤンマーアグリ（株）

1747 農林水産・食品産業（農業機械製造業） ヤンマーホールディングス（株）

1748 医薬品製造業 ホロスリン製薬（株）

1749 医薬品製造業 森下仁丹（株）

1750 医薬品製造業 ロート製薬（株）

1751 化学工業 （株）カネカ

1752 化学工業 甲南化工（株）

1753 化学工業 堺化学工業（株）

1754 化学工業 サラヤ（株）

1755 化学工業 サンスター（株）

1756 化学工業 大日本除蟲菊（株）

1757 化学工業 （株）大和真空

1758 化学工業 長瀬産業（株）

1759 化学工業 扶桑化学工業（株）

1760 紙加工品製造業 レンゴー（株）

1761 建設業 朝日ウッドテック（株）

1762 建設業 サンキンＢ＆Ｇ（株）

1763 建設業 東レ建設（株）

1764 建設業 （株）ユニウッドコーポレーション

1765 電機・精密機器製造業 IDEC（株）

1766 電機・精密機器製造業 （株）SIRC

1767 電機・精密機器製造業 タイガー魔法瓶（株）

1768 電機・精密機器製造業 ダイキン工業（株）

1769 電機・精密機器製造業 （株）ダイヘン

1770 電機・精密機器製造業 （株）椿本チエイン

電機・精密機器製造業 パナソニック（株）（再掲）

1771 電機・精密機器製造業 （株）堀場製作所

1772 電機・精密機器製造業 （株）メディカル・タスクフォース

1773 電機・精密機器製造業 八洲電業（株）

1774 鉄鋼・非鉄金属製造業 住友電気工業（株）

1775 その他製造業 IDECシステムズ&コントロールズ（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1776 その他製造業 （株）イクロス

1777 その他製造業 EcoSea Tech（同）

1778 その他製造業 （株）KUREi

1779 その他製造業 関西化工（株）

1780 その他製造業 原子燃料工業（株）

1781 その他製造業 ジェックス（株）

1782 その他製造業 住化農業資材（株）

1783 その他製造業 日立造船（株）

1784 その他製造業 （株）堀木工所

1785 その他製造業 美津濃（株）

1786 その他製造業 村上精機（株）

1787 情報通信業 アルドネット（株）

1788 情報通信業 インター・ラボ（株）

1789 情報通信業 （株）大和コンピューター

1790 学術研究、専門・技術、サービス業 アサヒ技研（株）

1791 学術研究、専門・技術、サービス業 Innolink Global Initiative （同）

1792 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）大阪海洋研究所

1793 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）AI総研

1794 学術研究、専門・技術、サービス業 ORIGAMI Lab.（同）

1795 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）クロックミクス

1796 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）ゴーイング

1797 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）SiM24

1798 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）窓飛

1799 学術研究、専門・技術、サービス業 日新技研（株）

1800 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）日本総合研究所

1801 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）ハーモニー

1802 学術研究、専門・技術、サービス業 弁護士法人 飛翔法律事務所

1803 学術研究、専門・技術、サービス業 藤田クリニック

1804 学術研究、専門・技術、サービス業 藤田隆特許事務所

1805 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）MeDream

1806 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ラ・ルバンシュ

1807 学術研究、専門・技術、サービス業 リライズコンサルティング（株）

1808 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ルセット

1809 大学・専門学校等 大阪大学 共創機構

1810 大学・専門学校等 大阪大学 産業科学研究所

1811 大学・専門学校等 大阪大学 大学院工学研究科

1812 大学・専門学校等 大阪市立大学

1813 大学・専門学校等 大阪府立大学

1814 大学・専門学校等 大阪府立大学 植物工場研究センター

1815 大学・専門学校等 関西大学

1816 大学・専門学校等 清風情報工科学院

1817 大学・専門学校等 梅花女子大学

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1818 国立研究機関等 （国研）医薬基盤・健康・栄養研究所

1819 公設試験場等 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所

1820 民間団体（農業関係） NPO法人 EXPECT SUPPORT

1821 民間団体（農業関係） 北大阪農業協同組合

1822 民間団体（水産関係） 漁業協同組合 谷川漁業協同組合

1823 民間団体（その他） NPO法人 近畿バイオインダストリー振興会議

1824 民間団体（その他） NPO法人 ジオライフ協会

1825 民間団体（その他） NPO法人 資源リサイクルシステムセンター

1826 民間団体（その他） NPO法人 日本フォトニクス協議会関西

1827 民間団体（その他） （一社）日本ホロス臨床統合医療機構

1828 民間団体（その他） （一社）プラズマ開発機構

兵庫県（４１）

1829 農林水産・食品産業（農業） （株）籠谷

1830 農林水産・食品産業（農業） （株）博農

1831 農林水産・食品産業（水産業） 神畑養魚（株）

1832 農林水産・食品産業（食品産業） 植田製油（株）

1833 農林水産・食品産業（食品産業） 大関（株）

1834 農林水産・食品産業（食品産業） （株）神明きっちん

1835 農林水産・食品産業（食品産業） 日興油脂（株）

1836 農林水産・食品産業（食品産業） 阪神米穀（株）

1837 農林水産・食品産業（食品産業） フジッコ（株）

1838 農林水産・食品産業（食品産業） 松谷化学工業（株）

1839 農林水産・食品産業（食品産業） （株）明光商事　

1840 農林水産・食品産業（食品産業） ヤヱガキ醗酵技研（株）

1841 農業法人 （株）Amnak

1842 農業法人 （株）東馬場農園

1843 農業法人 （株）マイファームハニー

1844 医薬品製造業 （株）プロトセラ

1845 卸売業 （株）小田垣商店

1846 小売業 （株）G-7アグリジャパン

1847 化学工業 住友化学（株）

1848 化学工業 バンドー化学（株）

1849 化学工業 フジプレアム（株）

1850 電機・精密機器製造業 （株）アタゴ

1851 電機・精密機器製造業 神栄テストマシナリー（株）

1852 電機・精密機器製造業 パテントナビ（株）

1853 電機・精密機器製造業 （株）ロボプラス

1854 鉄鋼・非鉄金属製造業 日亜鋼業（株）

1855 その他製造業 川崎重工業（株）

1856 その他製造業 小泉製麻（株）

1857 その他製造業 大和製衡（株）

1858 その他製造業 ヤンマー舶用システム（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1859 学術研究、専門・技術、サービス業 インフィニート・ラボ

1860 学術研究、専門・技術、サービス業 姫路エコテック（株）

1861 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）野生動物保護管理事務所

1862 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ユニエツクスNCT

1863 大学・専門学校等 神戸大学

1864 大学・専門学校等 神戸薬科大学

1865 大学・専門学校等 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所

1866 公設試験場等 兵庫県森林動物研究センター

1867 公設試験場等 兵庫県立農林水産技術総合センター

1868 民間団体（その他） NPO法人里地里山問題研究所

1869 民間団体（その他） 「農」イノベーションひょうご推進協議会

奈良県（２１）

1870 農林水産・食品産業（農業） （株）カシハラテック

1871 農林水産・食品産業（農業） （株）大和農園

1872 農林水産・食品産業（食品産業） 太陽食品（株）

1873 農林水産・食品産業（食品産業） （株）パンドラファームグループ

1874 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）神田育種農場

1875 農林水産・食品産業（種苗産業） ナント種苗（株）

1876 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）萩原農場生産研究所

1877 農林水産・食品産業（種苗産業） フカセ種苗（株）

1878 建設業 大和ハウス工業（株）

1879 建設業 タミヤ（株）

1880 電機・精密機器製造業 シャープ（株）

1881 電機・精密機器製造業 日本計測システム（株）

1882 その他製造業 吉谷靴下（株）

1883 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）植物ハイテック研究所

1884 学術研究、専門・技術、サービス業 マイクロブロット（株）

1885 大学・専門学校等 近畿大学 農学部

1886 大学・専門学校等 奈良先端科学技術大学院大学

1887 大学・専門学校等 奈良女子大学

1888 公設試験場等 奈良県産業振興総合センター

1889 公設試験場等 奈良県森林技術センター

1890 公設試験場等 奈良県農業研究開発センター

和歌山県（２５）

1891 農林水産・食品産業（農業） （株）八旗農園

1892 農林水産・食品産業（林産業） （株）山長商店

1893 農林水産・食品産業（食品産業） （株）オルト

1894 農林水産・食品産業（食品産業） （株）すさみ物産

1895 農林水産・食品産業（食品産業） 築野食品工業（株）

1896 農林水産・食品産業（食品産業） 東洋ライス（株）

1897 農林水産・食品産業（食品産業） （株）VSフィット

1898 農林水産・食品産業（農業機械製造業） ヨシダエルシス（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1899 農業法人 NKアグリ（株）

1900 農業法人 （株）山東農園

1901 農業法人 （株）ヨシムラファーム

1902 卸売業 （株）ベジフル

1903 その他製造業 （株）ヴァイオス

1904 学術研究、専門・技術、サービス業 （一財）雑賀技術研究所

1905 大学・専門学校等 近畿大学 水産研究所

1906 大学・専門学校等 近畿大学 生物理工学部

1907 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構　和歌山工業高等専門学校

1908 大学・専門学校等 和歌山県立医科大学

1909 公設試験場等 和歌山農林水産観光資源振興研究所

1910 民間団体（農業関係） 農業協同組合紀州みなべいなみ豆部会

1911 民間団体（農業関係） 紀の里農業協同組合

1912 民間団体（その他） NPO法人 ヘルスプロモーション研究センター

1913 民間団体（その他） （公財）わかやま産業振興財団

1914 行政・自治体 有田市

1915 行政・自治体 和歌山県

鳥取県（１４）

1916 農林水産・食品産業（水産業） 弓ヶ浜水産（株）

1917 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ゼンヤクノー

1918 農業法人 （有）田中農場

1919 化学工業 甲陽ケミカル（株）

1920 化学工業 （株）マリンナノファイバー

1921 大学・専門学校等 公立鳥取環境大学

1922 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 米子工業高等専門学校

1923 大学・専門学校等 鳥取大学

1924 公設試験場等 鳥取県園芸試験場

1925 公設試験場等 鳥取県栽培漁業センター

1926 公設試験場等 鳥取県農業試験場

1927 公設試験場等 鳥取県林業試験場

1928 民間研究機関 （一財）日本きのこセンター

1929 行政・自治体 鳥取県 西部総合事務所

島根県（１２）

1930 建設業 大福工業（株）

1931 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）さんわファクトリー

1932 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ひきみ

1933 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）メディカル工笑

1934 大学・専門学校等 島根大学

1935 大学・専門学校等 島根大学 産学連携センター

1936 大学・専門学校等 島根大学 生物資源科学部附属生物資源教育研究センター

1937 公設試験場等 島根県中山間地域研究センター

1938 公設試験場等 島根県農業技術センター

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1939 民間団体（その他） （公財）しまね産業振興財団

1940 民間団体（その他） NPO法人 生活習慣病予防研究センター

1941 行政・自治体 島根県

岡山県（２２）

1942 農林水産・食品産業（農業） 両備ホールディングス（株）

1943 農林水産・食品産業（食品産業） エーゼロ（株）

1944 農林水産・食品産業（食品産業） オハヨー乳業（株）

1945 農林水産・食品産業（食品産業） 備前化成（株）

1946 農林水産・食品産業（農業機械製造業） 小橋工業（株）

1947 農林水産・食品産業（農業機械製造業） みのる産業（株）

1948 農業法人 農業生産法人（有）エーアンドエス

1949 農業法人 （同）作州連合坪井農場

1950 卸売業 （有）グッドライフプランニング

1951 小売業 （有）ヒロハウス

1952 化学工業 カモ井加工紙（株）

1953 化学工業 山陽薬品（株）

1954 化学工業 日本合成化学工業（株）

1955 化学工業 （株）林原

1956 建設業 （株）sunエネルギー

1957 建設業 新日本技研（株）

1958 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）Fermento

1959 大学・専門学校等 岡山大学

1960 大学・専門学校等 岡山理科大学

1961 公設試験場等 岡山県農林水産総合センター

1962 民間団体（産学連携研究支援） NPO法人 中国四国農林水産・食品先進技術研究会

1963 民間団体（その他） 真庭広域廃棄物リサイクル事業協同組合

広島県（４０）

1964 農林水産・食品産業（農業） 大成農材（株）

1965 農林水産・食品産業（農業） （株）Beemonte

1966 農林水産・食品産業（水産業） （株）クラハシ

1967 農林水産・食品産業（水産業） （株）ファームスズキ

1968 農林水産・食品産業（水産業） マリンネクスト（株）

1969 農林水産・食品産業（食品産業） （株）あじかん

1970 農林水産・食品産業（食品産業） アヲハタ（株）

1971 農林水産・食品産業（食品産業） 池田食研（株）

1972 農林水産・食品産業（食品産業） 賀茂鶴酒造（株）

1973 農林水産・食品産業（食品産業） （株）サタケ

1974 農林水産・食品産業（食品産業） 食協（株）

1975 農林水産・食品産業（種苗産業） イノチオ精興園（株）

1976 農業法人 （株）vegeta

1977 農業法人 （有）モリタ農園

1978 医薬品製造業 丸善製薬（株）

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

1979 小売業 （株）エブリイ

1980 建設業 中国木材（株）

1981 電機・精密機器製造業 （株）北川鉄工所

1982 電機・精密機器製造業 （株）寿エンジニアリング

1983 電機・精密機器製造業 （株）東洋高圧

1984 その他製造業 日東製網（株）

1985 その他製造業 （株）広島ヤンマー商事

1986 その他製造業 メカテック（有）

1987 学術研究、専門・技術、サービス業 ICRAS（株）

1988 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）家禽育種研究所

1989 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）計測リサーチコンサルタント

1990 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）生物振動研究所

1991 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）日本総合科学

1992 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）広島クライオプリザベーションサービス

1993 大学・専門学校等 県立広島大学

1994 大学・専門学校等 広島大学 大学院医系科学研究科

1995 大学・専門学校等 広島大学 大学院統合生命科学研究科

1996 大学・専門学校等 広島大学 大学院理学研究科

1997 国立研究機関等 （独）酒類総合研究所

1998 公設試験場等 広島県立総合技術研究所食品工業技術センター

1999 公設試験場等 広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター

2000 公設試験場等 広島県立総合技術研究所農業技術センター

2001 民間団体（農業関係） （公財）広島市農林水産振興センター

2002 行政・自治体 広島県 農林水産局

2003 行政・自治体 広島市

山口県（１７）

2004 農林水産・食品産業（水産業） 下関唐戸魚市場（株）

2005 農業法人 （有）長門アグリスト

2006 農業法人 （株）農業奇兵隊

2007 卸売業 （株）農耕舎

2008 化学工業 宇部マテリアルズ（株）

2009 建設業 （株）AOI

2010 建設業 安藤建設（株）

2011 電機・精密機器製造業 新和工業（株）

2012 電機・精密機器製造業 （株）宝計機製作所

2013 鉄鋼・非鉄金属製造業 東洋鋼鈑（株）

2014 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ＥＥＣＬ

2015 大学・専門学校等 山口大学 工学部

2016 大学・専門学校等 山口大学 農学部

2017 公設試験場等 （地独）山口県産業技術センター

2018 公設試験場等 山口県農林総合技術センター

2019 民間団体（農業関係） 深川養鶏農業協同組合

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2020 民間団体（水産関係） 下関唐戸魚市場仲卸協同組合

徳島県（２８）

2021 農林水産・食品産業（農業） （有限）竹内園芸

2022 農林水産・食品産業（食品産業） 貞光食糧工業（株）

2023 農林水産・食品産業（食品産業） （株）マリン大王

2024 農林水産・食品産業（種苗産業） 徳農種苗（株）

2025 農業法人 Tファームいしい（株）

2026 農業法人 （株）みのりの森

2027 医薬品製造業 池田薬草（株）

2028 小売業 （株）ボン・アーム

2029 化学工業 OATアグリオ（株）

2030 建設業 トヨタエンジニアリング（有）

2031 情報通信業 スタンシステム（株）

2032 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）アプロサイエンス

2033 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）いろどり

2034 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）シンク・スリー

2035 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）セツロテック

2036 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）WDB環境バイオ研究所

2037 学術研究、専門・技術、サービス業 ニタコンサルタント（株）

2038 大学・専門学校等 四国大学

2039 大学・専門学校等 徳島大学

2040 大学・専門学校等 徳島文理大学

2041 公設試験場等 徳島県立工業技術センター

2042 公設試験場等 徳島県立農林水産総合技術支援センター

2043 民間団体（農業関係） （一社）ジャパンブルー上板

2044 民間団体（農業関係） 農業協同組合 東とくしま農業協同組合 上勝支所

2045 民間団体（林業関係） （公社）徳島森林づくり推進機構

2046 民間団体（産学連携研究支援） （公財）とくしま産業振興機構

2047 民間団体（その他） （公財）ｅ－とくしま推進財団

2048 行政・自治体 徳島市

香川県（１８）

2049 農林水産・食品産業（農業） Orchard＆Technology（株）

2050 化学工業 大倉工業（株）

2051 電機・精密機器製造業 大豊産業（株）

2052 その他製造業 四国大陽日酸（株）

2053 学術研究、専門・技術、サービス業 （同）アイ・アグリ

2054 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）四国総合研究所

2055 学術研究、専門・技術、サービス業 自然免疫応用技研（株）

2056 大学・専門学校等 香川大学

2057 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 香川高等専門学校

2058 TLO等 （株）テクノネットワーク四国

2059 公設試験場等 香川県産業技術センター

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2060 公設試験場等 香川県森林センター

2061 公設試験場等 香川県水産試験場

2062 公設試験場等 香川県畜産試験場

2063 公設試験場等 香川県農業試験場

2064 民間研究機関 （一社）おいしさの科学研究所

2065 民間団体（その他） NPO法人 環瀬戸内自然免疫ネットワーク

2066 民間団体（その他） 自然免疫制御技術研究組合

愛媛県（１８）

2067 農林水産・食品産業（水産業） （株）宇和島プロジェクト

2068 農林水産・食品産業（水産業） キョクヨーマリン愛媛（株）

2069 農林水産・食品産業（水産業） （株）ダイニチ

2070 農林水産・食品産業（水産業） （株）ヨンキュウ

2071 農林水産・食品産業（食品産業） （株）マエダ

2072 農林水産・食品産業（種苗産業） ベルグアース（株）

2073 農林水産・食品産業（農業機械製造業） 井関農機（株）

2074 農業法人 （有）ジェイ・ウィングファーム

2075 卸売業 （株）リバースプロジェクトトレーディング

2076 電機・精密機器製造業 （株）NPシステム開発

2077 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）クロスポイント

2078 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ジツタ

2079 大学・専門学校等 愛媛大学

2080 公設試験場等 愛媛県産業技術研究所

2081 公設試験場等 愛媛県農林水産研究所

2082 民間団体（その他） 五十崎商工連盟

2083 行政・自治体 愛媛県 農林水産部

2084 行政・自治体 西条市 農林水産部

高知県（８）

2085 小売業 （株）エレパ

2086 電機・精密機器製造業 （株）坂本技研

2087 電機・精密機器製造業 宮地電機（株）

2088 大学・専門学校等 高知大学

2089 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校

2090 公設試験場等 高知県工業技術センター

2091 公設試験場等 高知県農業技術センター

2092 公設試験場等 高知県立森林技術センター

福岡県（６５）

2093 農林水産・食品産業（水産業） （株）拓水

2094 農林水産・食品産業（水産業） マリンバイオテクノロジー（株）

2095 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）福岡園芸

2096 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）筑水キャニコム

2097 農業法人 エスジーグリーンハウス（株）

2098 医薬品製造業 （株）PGAバイオ技術研究所

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2099 卸売業 福岡大同青果（株）

2100 卸売業 九州農産物通商（株）

2101 卸売業 九州農水産物直販（株）

2102 卸売業 住友商事九州（株）

2103 化学工業 三省製薬（株）

2104 化学工業 （株）新菱

2105 建設業 日鉄エンジニアリング（株）

2106 電機・精密機器製造業 エスペックミック（株）

2107 電機・精密機器製造業 （株）オーラテック

2108 電機・精密機器製造業 九州計測器（株）

2109 電機・精密機器製造業 三友機器（株）

2110 電機・精密機器製造業 末松九機（株）

2111 電機・精密機器製造業 （株）ピーエムティー

電機・精密機器製造業 三菱電機（株）（再掲）

2112 その他製造業 インターナショナルエクスプレス（株）

2113 その他製造業 （株）小名細胞アッセイ技術研究所

2114 その他製造業 KFT（株）

2115 その他製造業 （株）黄河

2116 その他製造業 佐藤産業（株）

2117 その他製造業 （株）ノムラ

2118 その他製造業 （株）富士エコ研究開発

2119 情報通信業 （株）インフォキューブLAFLA

2120 情報通信業 （株）エスシーツー

2121 情報通信業 ジュール（有）

2122 情報通信業 （株）チームAIBOD

2123 情報通信業 （株）ハウインターナショナル

2124 情報通信業 （株）ワビット

2125 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）英農会

2126 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）エーエヌディー

2127 学術研究、専門・技術、サービス業 エフエスラボ（株）

2128 学術研究、専門・技術、サービス業 加藤特許事務所

2129 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）九州食品流通科学研究所

2130 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）久留米リサーチ・パーク

2131 学術研究、専門・技術、サービス業 コミュニケーションデザイン九州（同）

2132 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）JHUA

2133 学術研究、専門・技術、サービス業 中嶋国際特許事務所

2134 学術研究、専門・技術、サービス業 日本ハラールスタンダード（同）

2135 学術研究、専門・技術、サービス業 ファーマシーソリューションズ（株）

2136 学術研究、専門・技術、サービス業 フィールド・フロー（株）

2137 学術研究、専門・技術、サービス業 Flow Garage

2138 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ボスコガーデン

2139 大学・専門学校等 北九州市立大学

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2140 大学・専門学校等 九州工業大学 大学院情報工学研究院

2141 大学・専門学校等 九州大学 大学院農学研究院

2142 大学・専門学校等 中村学園大学 流通科学研究所

2143 大学・専門学校等 福岡大学 医学部

2144 TLO等 （株）産学連携機構九州（九大ＴＬＯ）

2145 公設試験場等 福岡県農林業総合試験場

2146 民間研究機関 （公財）九州先端科学技術研究所

2147 民間団体（農業関係） NPO法人 私善

2148 民間団体（農業関係） 日本農業情報システム協会

2149 民間団体（その他） （一社）OSTi

2150 民間団体（その他） （公財）北九州産業学術推進機構

2151 民間団体（その他） （公財）九州経済調査協会

2152 民間団体（その他） （一社）九州経済連合会

2153 民間団体（その他） （一財）九州産業技術センター

2154 民間団体（その他） （公財）福岡県産業・科学技術振興財団

2155 民間団体（その他） 水資源-水面栽培-光合成研究会

2156 行政・自治体 築上町

佐賀県（９）

2157 農林水産・食品産業（食品産業） 九州唐津おいしかと（株）

2158 その他製造業 （株）炭化

2159 学術研究、専門・技術、サービス業 アグリ・クリエイティブ・シード（株）

2160 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）新栄設計事務所

2161 大学・専門学校等 佐賀大学 大学院工学系研究科

2162 大学・専門学校等 佐賀大学 農学部

2163 民間団体（その他） （一社）ジャパン・コスメティックセンター

2164 行政・自治体 唐津市

2165 行政・自治体 佐賀県 農林水産部

長崎県（２３）

2166 農林水産・食品産業（食品産業） （株）サンダイ

2167 農林水産・食品産業（種苗産業） 八江農芸（株）

2168 その他製造業 粕谷製網（株）

2169 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）環境ビジネスソリューション

2170 学術研究、専門・技術、サービス業 ハウステンボス（株）

2171 大学・専門学校等 長崎県立大学

2172 大学・専門学校等 長崎大学 海洋未来イノベーション機構

2173 大学・専門学校等 長崎大学 水産学部

2174 大学・専門学校等 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科

2175 公設試験場等 長崎県総合水産試験場

2176 公設試験場等 長崎県農林技術開発センター

2177 民間団体（農業関係） 長崎県果樹研究会

2178 民間団体（農業関係） 長崎県養鶏農業協同組合

2179 民間団体（農業関係） ながさき高機能茶有限責任事業組合

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2180 民間団体（水産関係） 長崎蒲鉾水産加工業協同組合

2181 民間団体（水産関係） 長崎漁港水産加工団地協同組合

2182 民間団体（水産関係） 長崎県かん水魚類養殖協議会

2183 民間団体（水産関係） （一社）長崎県水産加工振興協会

2184 民間団体（その他） （有）地域活性事業センター

2185 民間団体（その他） NPO法人 長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

2186 行政・自治体 五島市

2187 行政・自治体 長崎県 水産部

2188 行政・自治体 長崎県 農林部

熊本県（２６）

2189 農林水産・食品産業（農業） （株）果実堂

2190 農林水産・食品産業（食品産業） （株）大麦や

2191 農林水産・食品産業（食品産業） 熊本製粉（株）

2192 農林水産・食品産業（食品産業） 西田精麦（株）

2193 農林水産・食品産業（食品産業） （株）丸美屋

2194 農林水産・食品産業（食品産業） 森川健康堂（株）

2195 農業法人 （株）ＡＧＬ

2196 農業法人 ネットワーク大津（株）

2197 農業法人 農事組合法人 豊穣

2198 農業法人 （株）農匠なごみ

2199 化学工業 グリーンサイエンス・マテリアル（株）

2200 電機・精密機器製造業 （株）末松電子製作所

2201 その他製造業 （株）多自然テクノワークス

2202 その他製造業 （株）日本リモナイト

2203 情報通信業 （同）ゴダイベスト

2204 情報通信業 （株）ユキシオ

2205 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）果実堂テクノロジー

2206 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）衝撃波応用技術研究所

2207 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）ペコＩＰＭパイロット

2208 大学・専門学校等 熊本大学 熊本創生推進機構

2209 大学・専門学校等 東海大学 農学部

2210 公設試験場等 熊本県水産研究センター

2211 公設試験場等 熊本県農業研究センター

2212 民間団体（農業関係） 全国ハトムギ生産技術協議会

2213 民間団体（産学連携研究支援） 九州バイオリサーチネット

2214 行政・自治体 熊本県

大分県（１５）

2215 農林水産・食品産業（水産業） 姫島車えび養殖（株）

2216 農林水産・食品産業（食品産業） （株）菊家

2217 農林水産・食品産業（食品産業） 三和酒類（株）

2218 農業法人 （有）お花屋さんぶんご清川

2219 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）グリーン発電大分

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2220 学術研究、専門・技術、サービス業 社会福祉法人 七瀬陽史会

2221 金融業 大分銀行

2222 金融業 日本政策金融公庫

2223 大学・専門学校等 （国）大分大学 ＣＯＣ＋推進機構

2224 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 大分工業高等専門学校

2225 公設試験場等 大分県産業科学技術センター

2226 公設試験場等 大分県農林水産研究指導センター

2227 民間団体（農業関係） 玖珠町大麦プロジェクト研究会

2228 民間団体（農業関係） 豊後高田そば生産組合

2229 行政・自治体 大分県

宮崎県（２５）

2230 農林水産・食品産業（農業） サンクールシステム（株）

2231 農林水産・食品産業（農業） 大和検査鉱業（株）

2232 農林水産・食品産業（林産業） （株）長倉樹苗園

2233 農林水産・食品産業（林産業） 都農ペレット工業（株）

2234 農林水産・食品産業（水産業） 黒瀬水産（株）

2235 農林水産・食品産業（食品産業） （有）白水舎乳業

2236 農林水産・食品産業（食品産業） （同）日南食品

2237 農林水産・食品産業（食品産業） 道本食品（株）

2238 農林水産・食品産業（食品産業） 宮崎県農協果汁（株）

2239 農業法人 （株）くしまアオイファーム

2240 電機・精密機器製造業 清本鐵工（株）

2241 電機・精密機器製造業 （株）システム技研

2242 電機・精密機器製造業 （株）のなか

2243 その他製造業 （株）あきやま

2244 情報通信業 （株）クリエート

2245 大学・専門学校等 国立高等専門学校機構 都城工業高等専門学校

2246 大学・専門学校等 宮崎大学

2247 公設試験場等 宮崎県木材利用技術センター

2248 民間団体（農業関係） 宮崎県経済農業協同組合連合会

2249 民間団体（食品関係） （一社）食の安全分析センター

2250 民間団体（食品関係） 宮崎県冷凍野菜加工事業者連携推進協議会

2251 民間団体（その他） 延岡市SATOYAMA保全推進会議

2252 民間団体（その他） （公財）宮崎県産業振興機構

2253 行政・自治体 延岡市

2254 行政・自治体 宮崎県

鹿児島県（４０）

2255 農林水産・食品産業（農業） （株）奄美養蚕

2256 農林水産・食品産業（農業） （株）カミチクホールディングス

2257 農林水産・食品産業（農業） （株）ジャパンファーム

2258 農林水産・食品産業（農業） （有）羽子田人工授精所

2259 農林水産・食品産業（農業） （名）南商店

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2260 農林水産・食品産業（食品産業） （株）サナス

2261 農林水産・食品産業（食品産業） 新光糖業（株）

2262 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ヒガシマル

2263 農業法人 農業生産法人 （有）えこふぁーむ

2264 農業法人 鹿児島堀口製茶（有）

2265 農業法人 農事組合法人 霧島第一牧場

2266 農業法人 （有）サンフィールズ

2267 化学工業 （株）アーダン

2268 建設業 （株）DFC

2269 電機・精密機器製造業 （株）エルム

2270 その他製造業 （株）グリーン環境マテリアル

2271 情報通信業 （株）アクティブスタイル

2272 情報通信業 （株）エス・テー・ラボ

2273 情報通信業 （株）ドリームワンカゴシマ

2274 情報通信業 （株）南日本情報処理センター

2275 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）スディックスバイオテック

2276 学術研究、専門・技術、サービス業 （有）そおリサイクルセンター

2277 金融業 鹿児島銀行

2278 大学・専門学校等 鹿児島大学 共同獣医学部

2279 大学・専門学校等 鹿児島大学 産学官連携推進センター

2280 大学・専門学校等 鹿児島大学 水産学部

2281 大学・専門学校等 鹿児島大学 大学院連合農学研究科

2282 大学・専門学校等 鹿児島大学 農学部

2283 TLO等 （株）鹿児島TLO

2284 公設試験場等 鹿児島県農業開発総合センター畜産試験場

2285 民間団体（農業関係） 鹿児島きもつき農業協同組合

2286 民間団体（農業関係） 農業協同組合鹿児島県経済農業協同組合連合会

2287 民間団体（農業関係） （公社）鹿児島県糖業振興協会

2288 民間団体（農業関係） マルイ農業協同組合

2289 民間団体（水産関係） 東町漁業協同組合

2290 民間団体（水産関係） 鹿屋市漁業協同組合

2291 行政・自治体 鹿児島県

2292 行政・自治体 大崎町

2293 行政・自治体 志布志市

2294 行政・自治体 和泊町

沖縄県（２６）

2295 農林水産・食品産業（農業） 沖縄MIE

2296 農林水産・食品産業（水産業） （株）ジーオー・ファーム

2297 農林水産・食品産業（水産業） Marine Llnk（株）

2298 農林水産・食品産業（食品産業） 石垣島製糖（株）

2299 農林水産・食品産業（食品産業） 沖縄健康創業（株）

2300 農林水産・食品産業（食品産業） （名）新里酒造

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。



「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会　法人・団体会員及び特別会員名簿（都道府県別）

令和元年12月31日現在

業種 法人名

2301 農業法人 （株）美らイチゴ

2302 化学工業 （株）ECOMAP

2303 電機・精密機器製造業 パネフリ工業（株）

2304 情報通信業 （株）okicom

2305 情報通信業 沖縄セルラー アグリ＆マルシェ（株）

2306 情報通信業 （株）シナジー

2307 学術研究、専門・技術、サービス業 （一社）沖縄綜合科学研究所

2308 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）沖縄リサーチセンター

2309 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）環境技建ウエーブ

2310 学術研究、専門・技術、サービス業 （株）バイオジェット

2311 大学・専門学校等 琉球大学 農学部

2312 公設試験場等 沖縄県海洋深層水研究所

2313 公設試験場等 沖縄県畜産研究センター

2314 公設試験場等 沖縄県農業研究センター

2315 民間団体（農業関係） 沖縄蔗作研究協会

2316 民間団体（農業関係） 二見あかカラシナ生産組合

2317 民間団体（水産関係） 沖縄県車海老漁業協同組合

2318 民間団体（水産関係） 知念漁業協同組合

2319 民間団体（その他） （一社）絆結～kiryu～

2320 行政・自治体 名護市

※上記の他、生産者及び大学・研究機関の研究者計９４９（内訳：大学６１４、研究機関１９９、農

業者等７１、その他６５）が個人会員として入会

注１：業種は事務局において区分したものである。
注２：(株)IHIは２都県で三菱電機（株）は２道県でパナソニック（株）は２都府で横浜植木(株)、石原産業（株）は２県で申込みあり。


