
資料２

｢知」の集積と活用の場

産学官連携協議会の

会員入会状況

※ 協議会規約（案）第 33 条により、準備会会員は協議会会員となります。

平成28年4月20日17時現在

○入会申込数

個人会員 ２２６

法人、団体会員、特別会員 ５２３

計 ７４９



平成28年4月20日17時現在

法人名 法人名

39 サッポロホールディングス（株）

1 （株）ATTA 40 さつまいもカンパニー合同会社

2 （株）奄美養蚕 41 （株）サラダコスモ

3 磐田シティファーム（株） 42 三栄源エフ･エフ･アイ（株）

4 沖縄MIE 43 サントリー食品インターナショナル（株）

5 （有限）竹内園芸 44 三和油脂（株）

6 （株）つのたんIP 45 招德酒造（株）

7 （株）日本農林社 46 （株）神明

8 （株）萩原農場生産研究所 47 （株）セラバリューズ

9 PLANT DATA JAPAN（株） 48 （株）ゼンショーホールディングス

10 プランツラボラトリー（株） 49 太陽化学（株）

11 (有)へちま産業 50 辻製油（株）

12 メビオール（株） 51 ニチニチ製薬（株）

13 （株）大和農園 52 日興油脂（株）

14 両備ホールディングス（株） 53 （株）日清製粉グループ本社

15 （株）ルートレック・ネットワークス 54 日本製粉（株）

農林水産・食品産業（林産業）（２） 55 日本KFCホールディングス（株）

16 王子木材緑化（株） 56 八海醸造（株）

17 （株）雪国まいたけ 57 （株）ビーエムエス

農林水産・食品産業（水産業）（４） 58 不二製油（株）

18 （株）あおもり海山 59 フジッコ（株）

19 日本水産（株） 60 プリマハム（株）

20 （株）ホリエイ 61 マイクロアルジェコーポレーション（株）

21 マルハニチロ（株） 62 （株）Mizkan Holdings

農林水産・食品産業（食品産業）（４８） 63 明陽食品工業(有)

22 アークレイからだサポート研究所 64 森永製菓（株）

23 アサヒグループホールディングス（株） 65 森永乳業（株）

24 アサヒ醸造（株） 66 ヤヱガキ醗酵技研（株）

25 旭松食品（株） 67 （株）ユニアル

26 味の素（株） 68 理研ビタミン（株）

27 一丸ファルコス（株） 69 PETROCO ASIA LIMITED

28 井村屋（株） 農林水産・食品産業（種苗産業）（１７）

29 植田製油（株） 70 アカヲ種苗（株）

30 ヱスビー食品（株） 71 （有）石井育種場

31 大関（株） 72 （株）神田育種農場

32 大塚食品（株） 73 （株）久留米原種育成会

33 （株）オカムラ食品工業 74 （株）サカタのタネ

34 カゴメ（株） 75 ソスイ種苗園

35 カルビー（株） 76 タキイ種苗（株）

36 キッコーマン（株） 77 トキタ種苗（株）

37 キユーピー（株） 78 徳農種苗（株）

38 月桂冠（株） 79 トヨハシ種苗（株）

「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（業種別）

農林水産・食品産業（農業）（１５）

注：業種は事務局において区分したものである。
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法人名 法人名

80 ナント種苗（株） 化学工業（２６）

81 日光種苗（株） 117 （株）アーダン

82 ハクサンインターナショナル（株） 118 旭化成ケミカルズ（株）

83 フカセ種苗（株） 119 アリスタライフサイエンス（株）

84 福花園種苗（株） 120 エーザイフード・ケミカル（株）

85 （株）武蔵野種苗園 121 恵比須化学工業（株）

86 横浜植木（株） 122 （株）カネカ

農林水産・食品産業（農業機械製造業）（５） 123 甲陽ケミカル（株）

87 井関農機（株） 124 堺化学工業（株）

88 大島農機（株） 125 サンスター（株）

89 （株）クボタ 126 ジェイカムアグリ（株）

90 ヤンマー（株） 127 （株）J-ケミカル

91 ヤンマーホールディングス（株） 128 （株）資生堂

農業法人（９） 129 信越化学工業（株）

92 アグリホールディングス（株） 130 積水フィルム（株）

93 アルファイノベーション（株） 131 DIC（株）

94 農業生産法人（有）えこふぁーむ 132 帝人デュポンフィルム（株）

95 NKアグリ（株） 133 （株）トクヤマ

96 （株）クレオ 134 （株）ニッショー化学

97 （合同）作州連合坪井農場 135 日本液炭（株）

98 （株）サラダボウル 136 林化成（株）

99 牧野農園 137 富士フイルム（株）

100 （株）ヨシムラファーム 138 扶桑化学工業（株）

医薬品製造業（６） 139 三井化学（株）

101 （株）エスケア 140 （株）三菱ケミカルホールディングス

102 大正製薬（株） 141 三菱樹脂（株）

103 東亜新薬（株） 142 ユニバーサル　マテリアルズ　インキュベーター（株）

104 Bloom Technology（株） 紙加工品製造業（２）

105 丸善製薬（株） 143 （株）アイザック

106 ロート製薬（株） 144 レンゴー（株）

印刷業（２） 建設業（１０）

107 大日本印刷（株） 145 大建工業（株）

108 凸版印刷（株） 146 大成建設（株）

卸売業（８） 147 大和ハウス工業（株）

109 北東京商事（株） 148 （株）竹中工務店

110 JFE商事エレクトロニクス（株） 149 中央開発（株）海外事業部

111 （株）Jalux 150 （株）中央設計

112 東京千住青果（株） 151 日揮（株）

113 （株）バイタルネット 152 ミサワホーム（株）

114 丸紅食料（株） 153 三井ホーム（株）

115 三井物産（株） 154 三井ホームコンポーネント（株）

116 （株）ヤマタネ

「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（業種別）

注：業種は事務局において区分したものである。
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法人名 法人名

電気・精密機械製造業（３９） 195 古河電気工業（株）

155 （株）IHI 小売業（１）

156 IDEC（株） 196 イオントップバリュ（株）

157 旭化成エレクトロニクス その他製造業（５１）

158 （株）アルバック 197 アース・スピリット（株）

159 （株）エヌエステック 198 IDECシステムズ&コントロールズ（株）

160 荏原実業（株） 199 旭硝子（株）

161 キヤノンマーケティングジャパン（株） 200 （株）朝日ラバー

162 （株）小糸製作所 201 インターナショナルエクスプレス（株）

163 三明電子産業（株） 202 （株）ヴァイオス

164 三友機器（株） 203 エバ・ジャパン（株）

165 シチズン電子（株） 204 （株）オーシカ　中央研究所

166 シナノケンシ（株） 205 （株）小名細胞アッセイ技術研究所

167 シブヤ精機（株） 206 カモ井加工紙（株）

168 （株）島津製作所 207 関西化工（株）

169 シャープ（株） 208 （有）菊一アグリサービス

170 （株）センチュリーアークス 209 小泉製麻（株）

171 タイガー魔法瓶（株） 210 興和（株）

172 （株）タニタ 211 サイエンス（株）

173 （株）椿本チエイン 212 三進金属工業（株）

174 （有）デザインオフィス・シィ 213 （株）CO2資源化研究所

175 東京エレクトロンデバイス（株） 214 四国大陽日酸（株）

176 （株）東芝 215 ジャパンローヤルゼリー（株）

177 日本電気（株） 216 新電元工業（株）

178 （株）八光電機 217 住化農業資材（株）

179 パナソニック（株） 218 （株）精膳

180 パナソニック（株）アプライアンス社 219 （株）ソラール

181 パナソニックAVCネットワークス社 220 （株）大金

182 パナソニック（株）エコソリューションズ社 221 ダイコー（株）

183 浜松ホトニクス（株） 222 大陽日酸（株）

184 （株）日立製作所 223 大陽日酸北海道（株）

185 富士通（株） 224 中部熱工業（株）

186 フューチャアグリ（株） 225 （株）つきじ嘉久衛門

187 ブラザー工業（株） 226 ディーピーティー（株）

188 （株）堀場製作所 227 東洋鋼鈑（株）

189 （株）前川製作所 228 東洋製罐グループホールディングス（株）

190 三菱電機（株）北海道支社 229 （株）トプコン

191 三菱電機（株）九州支社 230 トミタテクノロジー（株）

192 八洲電業（株） 231 ニシハラ理工（株）

193 （株）リコー 232 日産スチール工業（株）

非鉄金属製造業（２） 233 日東製網（株）

194 住友電気工業（株） 234 日本化薬（株）

「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（業種別）

注：業種は事務局において区分したものである。
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法人名 法人名

235 日本テキサス・インスツルメンツ（株） 275 有限責任事業組合ABCコンサルティング

236 日本ロックウール（株） 276 ＮＥＤＳ

237 （株）農還 277 （株）NTTデータ経営研究所

238 （株）ノムラ 278 MIM土田技術事務所

239 （株）ハプロファーマ 279 （株）大阪海洋研究所

240 （株）氷感サプライ 280 （有）和建築設計事務所

241 藤森工業（株） 281 （株）環境技建ウエーブ

242 ボッシュ（株） 282 キーウェアソリューションズ（株）

243 （株）堀場アドバンスドテクノ 283 （有）クリエイト・キューブ

244 （株）ミヨシ 284 （株）ぐるなび

245 メカテック有限会社 285 （株）Clotho

246 大和製衡（株） 286 経営パワー（株）

247 （株）悠心 287 KUコンサルタンツ

情報通信業（１４） 288 国際航業（株）

248 アリョール（株） 289 株式会社古賀総研

249 （株）イマジックデザイン 290 コミュニケーションデザイン九州合同会社

250 （株）インフォキューブLAFLA 291 （有）サクセスライフインスティチュート

251 （株）エスシーツー 292 サントリーグローバルイノベーションセンター（株）

252 NECソリューションイノベータ（株） 293 シーアイマテックス（株）

253 （株）omoro 294 （株）食料マネジメントサポート

254 （株）サトー 295 （株）ＳＴＡＲＴ

255 （株）大和コンピューター 296 （株）Smile Link Partners

256 （株）チームAIBOD 297 （株）ソトコト総研

257 （株）ナブラ・ゼロ 298 それいけシステムコンサルティング（株）

258 日本電信電話（株） 299 （株）大地とエネルギー総合研究所

259 PSソリューションズ（株） 300 タカラバイオ（株）

260 東日本電信電話（株） 301 （株）WDB環境バイオ研究所

261 （株）見果てぬ夢 302 （株）地球快適化インスティテュート

学術研究、専門・技術サービス業（７２） 303 DBJキャピタル（株）

262 （株）アスケイド 304 合同会社ＴＦＭＨＹ研究所

263 アテックス（株） 305 （株）テクノスルガ・ラボ

264 （株）アドイン研究所 306 デザイナーフーズ（株）

265 （株）アバンアソシエイツ 307 テックマネッジ（株）

266 ＡＭＥＣ（株） 308 トライボテックス（株）

267 アルト経営パートナー（株） 309 （株）ドリームインキュベータ

268 （株）ＥＮ－Ｐｒｏｊｅｃｔ 310 （株）ナレッジデザイン・インスティテュート

269 いであ（株） 311 日新技研（株）

270 （株）インタープライズ・コンサルティング 312 （一財）日本総合研究所

271 （株）インテージコンサルティング 313 （株）日本農水産食品輸出貿易センター

272 インフィニート・ラボ 314 （株）日本能率協会総合研究所

273 （株）インプランタイノベーションズ 315 NETZO（株）

274 （株）エーエヌディー 316 （株）農林中金総合研究所

「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（業種別）

注：業種は事務局において区分したものである。
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法人名 法人名

317 （株）バイオマーカーサイエンス 357 東京海洋大学

318 （株）ハイペップ研究所 358 東京大学

319 （株）博報堂 359 東京大学 政策ビジョン研究センター

320 （株）ハレックス 360 東京農工大学

321 （株）日立ソリューションズ 361 東北大学

322 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（株） 362 徳島大学

323 フィールド・フロー（株） 363 鳥取大学

324 （株）富士通総研 364 長崎大学水産学部

325 （株）ブランシェ 365 名古屋大学

326 Flow Garage 366 新潟大学地域創生推進機構

327 マイクロブロット（株） 367 日本医科大学　日本獣医生命科学大学

328 （株）前川総合研究所 368 法政大学　植物医科学センター

329 （株）三菱化学テクノリサーチ 369 星薬科大学

330 （株）雪屋媚山商店 370 北海道大学工学研究院

331 （株）リバネス 371 北海道大学産学・地域協働推進機構

332 （公財）流通経済研究所 372 北海道大学大学院農学研究院

333 ワールドエコロジー（株） 373 三重大学

金融関連（４） 374 山口大学農学部

334 大地みらい信用金庫 375 山梨大学ワイン科学研究センター

335 多摩信用金庫 376 早稲田大学 持続型食・農・バイオ研究所

336 農林中央金庫 学会（２）

337 三井住友銀行 377 NPO法人産学連携学会

大学（３９） 378 （公社）日本農芸化学会

338 茨城大学 TLO等（２）

339 岩手大学三陸水産研究センター 379 （株）ﾃｸﾉﾈｯﾄﾜｰｸ四国

340 宇都宮大学  地域共生研究開発センター 380 （株）三重ティーエルオー

341 愛媛大学 国立研究機関（５）

342 大阪市立大学 381 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

343 岡山大学 382 国立研究開発法人森林総合研究所

344 九州大学大学院農学研究院 383 国立研究開発法人水産研究・教育機構

345 京都大学 384 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

346 京都府立医科大学 385 国立研究開発法人農業生物資源研究所

347 高知大学 公設試験場（３２）

348 静岡県立大学 386 石川県農林総合研究センター

349 静岡大学農学部 387 茨城県農業総合センター

350 島根大学　産学連携センター 388 岩手県林業技術センター

351 順天堂大学 389 (公財)岩手生物工学研究センター

352 信州大学 食・農産業の先端学際研究会 390 愛媛県農林水産研究所

353 信州大学 バイオメディカル研究所健康長寿研究チーム 391 岡山県農林水産総合センター

354 筑波大学遺伝子実験センター 392 香川県森林センター

355 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 393 岐阜県産業技術センター

356 電気通信大学 394 岐阜県森林研究所

「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（業種別）

注：業種は事務局において区分したものである。
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395 京都府農林水産技術センター 434 長崎県果樹研究会

396 群馬県林業試験場 435 日本農業情報システム協会

397 高知県立森林技術センター 436 （公社）日本農業法人協会

398 静岡県畜産技術研究所 437 （一社）日本農林規格協会（JAS協会）

399 静岡県農林技術研究所 438 （一社）農業電化協会

400 千葉県農林総合研究センター 439 農業を科学する研究会

401 東京都農林水産振興財団東京都農林総合研究センター 440 農林水産･食品産業マイクロ･ナノバブル技術研究組合

402 徳島県立工業技術センター 441 （一社）はたけの教室

403 徳島県立農林水産総合技術支援センター 442 浜松商工会議所　浜松農商工連携研究会

404 富山県農林水産総合技術センター 443 福祉・介護農園普及推進会

405 長崎県総合水産試験場 民間団体（林業関係）（２）

406 長崎県農林技術開発センター 444 日本合板工業組合連合会

407 長野県工業技術総合センター食品技術部門 445 （一社）日本CLT協会

408 長野県林業総合センター 民間団体（水産関係）（４）

409 奈良県森林技術センター 446 長崎蒲鉾水産加工業協同組合

410 兵庫県立農林水産技術総合センター 447 長崎漁港水産加工団地協同組合

411 広島県立総合技術研究所食品工業技術センター 448 長崎県かん水魚類養殖協議会

412 北海道立総合研究機構 449 （一社）長崎県水産加工振興協会

413 三重県農業研究所 民間団体（食品関係）（９）

414 三重県林業研究所 450 全国蕎麦製粉協同組合

415 山形県農業総合研究センター 451 （一社）食の安全分析センター

416 山梨県森林総合研究所 452 NPO法人21世紀の食と健康文化会議

417 和歌山農林水産観光資源振興研究所 453 （一社）日本回転寿司協会

民間研究機関（１０） 454 （一財）日本冷凍食品検査協会

418 （一社）ALFAE 455 フードバレーとかち推進協議会

419 （一社）おいしさの科学研究所 456 フードビジネス推進機構

420 （公財）神奈川科学技術アカデミー 457 （一社）北海道食産業総合振興機構

421 （公財）九州先端科学技術研究所 458 宮城県食品産業協議会

422 （公財）静岡県産業振興財団フーズ・サイエンスセンター 民間団体（産学連携研究支援）（７）

423 NPO法人代替医療科学研究センター 459 九州バイオリサーチネット

424 （一社）テラプロジェクト 460 NPO法人近畿アグリハイテク

425 （公財）栃木県産業振興センター 461 NPO法人グリーンテクノバンク

426 （公財）函館地域産業振興財団 462 NPO法人　中国四国農林水産・食品先進技術研究会

427 （公財）北海道科学技術総合振興センター 463 NPO法人東海地域生物系先端技術研究会

民間団体（農業関係）（１６） 464 東北地域農林水産・食品ハイテク研究会

428 （一社）アグリビジネス推進研究協会 465 （公社）農林水産・食品産業技術振興協会

429 （合資）次世代技術 民間団体（その他）（３３）

430 NPO法人　植物工場研究会 466 有限責任 あずさ監査法人

431 （一社）全国農業改良普及支援協会 467 （一財）インターネット協会

432 全国農業協同組合連合会 468 M-SAKUネットワークス

433 地方創生農林水産業ロボット推進協議会 469 （一社）OSTi

「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（業種別）

注：業種は事務局において区分したものである。



平成28年4月20日17時現在

法人名 法人名

470 お茶の水内外特許事務所 510 鳥取県西部総合事務所

471 環境管理センター 511 長崎県水産部

472 （公財）北九州産業学術推進機構 512 長野県農政部

473 （公財）九州経済調査協会 513 根室市

474 （一財）九州産業技術センター 514 「農」イノベーションひょうご推進協議会

475 （公財）京都産業21 515 宮崎県

476 （一社）絆結～kiryu～ 516 山形県鶴岡市

477 NPO法人経営支援NPOクラブ 517 山形県　農林水産部

478 （公財）埼玉りそな産業経済振興財団 518 山梨県農政部農業技術課

479 NPO法人産学連携推進機構 519 横浜市

480 （一社）JPBM その他（４）

481 NPO法人ジオライフ協会 520 オランダ王国大使館

482 次世代化学材料評価技術研究組合 521 （独）国立高等専門学校機構

483 （公財）しまね産業振興財団 522 国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校

484 （一社）ジャパン・コスメティックセンター 523 日本弁理士会

485 （公社）新化学技術推進協会（JACI)

486 全国イノベーション推進機関ネットワーク

487 (公財）全日本地域研究交流協会

488 （一社）地域資源活用の会

489 （公財）とかち財団

490 中嶋国際特許事務所

491 日本繊維板工業会

492 NPO法人日本フォトニクス協議会関西

493 （公財）福岡県産業・科学技術振興財団

494 （一社）フューチャーネットワークとうほく

495 （一社）プラズマ開発機構

496 北海道経済連合会

497 （公財）本庄早稲田国際リサーチパーク

498 （公財）わかやま産業振興財団

行政・自治体（２１）

499 愛知県

500 秋田県

501 茨城県

502 愛媛県農林水産部

503 岐阜県　農政部

504 熊本県

505 西条市　農林水産部　農業水産課

506 埼玉県農林部

507 静岡県

508 島根県

509 田原市

「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（業種別）

※上記の他、生産者及び大学・研究機関の研究者計

２２６名（内訳：大学１４９、研究機関５５、農業者５、

その他１７）が個人会員として入会

注：業種は事務局において区分したものである。
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平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

北海道（２２）

1 農業法人 牧野農園

2 電気・精密機械製造業 フューチャアグリ（株）

3 電気・精密機械製造業 三菱電機（株）北海道支社

4 その他製造業 （有）菊一アグリサービス

5 その他製造業 （株）ソラール

6 その他製造業 （株）大金

7 その他製造業 大陽日酸北海道（株）

8 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

9 学術研究、専門・技術サービス業 （株）雪屋媚山商店

10 金融機関 大地みらい信用金庫

11 大学 北海道大学工学研究院

12 大学 北海道大学産学・地域協働推進機構

13 大学 北海道大学大学院農学研究院

14 公設試験場 北海道立総合研究機構

15 民間研究機関 （公財）函館地域産業振興財団

16 民間研究機関 （公財）北海道科学技術総合振興センター

17 民間団体（食品関係） フードバレーとかち推進協議会

18 民間団体（食品関係） （一社）北海道食産業総合振興機構

19 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

20 民間団体（その他） （公財）とかち財団

21 民間団体（その他） 北海道経済連合会

22 行政・自治体 根室市

青森県（３）

23 農林水産・食品産業（水産業） （株）あおもり海山

24 農林水産・食品産業（水産業） （株）ホリエイ

25 農林水産・食品産業（食品産業） （株）オカムラ食品工業

岩手県（４）

26 大学 岩手大学三陸水産研究センター

27 公設試験場 岩手県林業技術センター

28 公設試験場 (公財)岩手生物工学研究センター

29 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

宮城県（４）

30 卸売業 （株）バイタルネット

31 情報通信業 （株）イマジックデザイン

32 大学 東北大学

33 民間団体（食品関係） 宮城県食品産業協議会

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

秋田県（２）

34 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

35 行政・自治体 秋田県

山形県（６）

36 農林水産・食品産業（食品産業） 三和油脂（株）

37 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）

38 公設試験場 山形県農業総合研究センター

39 行政・自治体 山形県鶴岡市

40 行政・自治体 山形県　農林水産部

41 その他 国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学校

福島県（１）

42 農林水産・食品産業（食品産業） 明陽食品工業(有)

茨城県（２０）

43 農林水産・食品産業（水産業） マルハニチロ（株）

44 農林水産・食品産業（食品産業） プリマハム（株）

45 化学工業 （株）ニッショー化学

46 電気・精密機械製造業 （株）日立製作所

47 電気・精密機械製造業 （株）前川製作所

48 学術研究、専門・技術サービス業 （有）クリエイト・キューブ

49 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

50 大学 茨城大学

51 大学 筑波大学遺伝子実験センター

52 大学 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構

53 国立研究機関 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

54 国立研究機関 国立研究開発法人森林総合研究所

55 国立研究機関 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

56 国立研究機関 国立研究開発法人農業生物資源研究所

57 公設試験場 茨城県農業総合センター

58 民間団体（農業関係） 農業を科学する研究会

59 民間団体（食品関係） フードビジネス推進機構

60 民間団体（その他） 環境管理センター

61 民間団体（その他） 次世代化学材料評価技術研究組合

62 行政・自治体 茨城県

栃木県（５）

63 農林水産・食品産業（食品産業） カゴメ（株）

64 農林水産・食品産業（食品産業） カルビー（株）

65 農林水産・食品産業（種苗産業） 日光種苗（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都県で横浜植木(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）
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業種 法人名

66 大学 宇都宮大学  地域共生研究開発センター

67 民間研究機関 （公財）栃木県産業振興センター

群馬県（１）

68 公設試験場 群馬県林業試験場

埼玉県（１３）

69 農林水産・食品産業（食品産業） （株）日清製粉グループ本社

70 農林水産・食品産業（種苗産業） トキタ種苗（株）

71 農業法人 アルファイノベーション（株）

72 農業法人 （株）クレオ

73 医薬品製造業 大正製薬（株）

74 その他製造業 （株）朝日ラバー

75 その他製造業 サイエンス（株）

76 その他製造業 新電元工業（株）

77 その他製造業 ニシハラ理工（株）

78 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

79 民間団体（その他） （公財）埼玉りそな産業経済振興財団

80 民間団体（その他） （公財）本庄早稲田国際リサーチパーク

81 行政・自治体 埼玉県農林部

千葉県（９）

82 農林水産・食品産業（農業） PLANT DATA JAPAN（株）

83 農林水産・食品産業（農業） （株）ATTA

84 農林水産・食品産業（食品産業） キッコーマン（株）

85 印刷業 大日本印刷（株）

86 化学工業 DIC（株）

87 小売業 イオントップバリュ（株）

88 その他製造業 （株）つきじ嘉久衛門

89 公設試験場 千葉県農林総合研究センター

90 民間団体（農業関係） NPO法人　植物工場研究会

東京都（１８１）

91 農林水産・食品産業（農業） （株）日本農林社

92 農林水産・食品産業（農業） プランツラボラトリー（株）

93 農林水産・食品産業（林産業） 王子木材緑化（株）

94 農林水産・食品産業（水産業） 日本水産（株）

95 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）

96 農林水産・食品産業（食品産業） ヱスビー食品（株）

97 農林水産・食品産業（食品産業） キユーピー（株）

98 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）

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都県で横浜植木(株)は２県で申込みあり。
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平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

99 農林水産・食品産業（食品産業） さつまいもカンパニー合同会社

100 農林水産・食品産業（食品産業） （株）神明

101 農林水産・食品産業（食品産業） （株）セラバリューズ

102 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

103 農林水産・食品産業（食品産業） 日本KFCホールディングス（株）

104 農林水産・食品産業（食品産業） PETROCO ASIA LIMITED

105 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ユニアル

106 農林水産・食品産業（食品産業） 理研ビタミン（株）

107 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）武蔵野種苗園

108 農林水産・食品産業（農業機械製造業） （株）クボタ

109 農業法人 アグリホールディングス（株）

110 医薬品製造業 （株）エスケア

111 医薬品製造業 東亜新薬（株）

112 医薬品製造業 Bloom Technology（株）

113 印刷業 凸版印刷（株）

114 卸売業 北東京商事（株）

115 卸売業 JFE商事エレクトロニクス（株）

116 卸売業 （株）Jalux

117 卸売業 東京千住青果（株）

118 卸売業 丸紅食料（株）

119 卸売業 三井物産（株）

120 卸売業 （株）ヤマタネ

121 化学工業 アリスタライフサイエンス（株）

122 化学工業 エーザイフード・ケミカル（株）

123 化学工業 恵比須化学工業（株）

124 化学工業 ジェイカムアグリ（株）

125 化学工業 （株）J-ケミカル

126 化学工業 （株）資生堂

127 化学工業 信越化学工業（株）

128 化学工業 積水フィルム（株）

129 化学工業 帝人デュポンフィルム（株）

130 化学工業 （株）トクヤマ

131 化学工業 日本液炭（株）

132 化学工業 林化成（株）

133 化学工業 富士フイルム（株）

134 化学工業 三井化学（株）

135 化学工業 （株）三菱ケミカルホールディングス

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都県で横浜植木(株)は２県で申込みあり。
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業種 法人名

136 化学工業 三菱樹脂（株）

137 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）

138 紙加工品製造業 （株）アイザック

139 建設業 大建工業（株）

140 建設業 大成建設（株）

141 建設業 （株）竹中工務店

142 建設業 中央開発（株）海外事業部

143 建設業 ミサワホーム（株）

144 建設業 三井ホーム（株）

145 建設業 三井ホームコンポーネント（株）

146 電気・精密機械製造業 （株）IHI

147 電気・精密機械製造業 （株）エヌエステック

148 電気・精密機械製造業 荏原実業（株）

149 電気・精密機械製造業 キヤノンマーケティングジャパン（株）

150 電気・精密機械製造業 （株）島津製作所

151 電気・精密機械製造業 （株）センチュリーアークス

152 電気・精密機械製造業 （株）タニタ

153 電気・精密機械製造業 （株）東芝

154 電気・精密機械製造業 日本電気（株）

155 電気・精密機械製造業 パナソニック（株）

156 電気・精密機械製造業 パナソニック（株）エコソリューションズ社

157 電気・精密機械製造業 富士通（株）

158 電気・精密機械製造業 ブラザー工業（株）

159 非鉄金属製造業 古河電気工業（株）

160 その他製造業 旭硝子（株）

161 その他製造業 エバ・ジャパン（株）

162 その他製造業 （株）オーシカ　中央研究所

163 その他製造業 興和（株）

164 その他製造業 （株）CO2資源化研究所

165 その他製造業 ジャパンローヤルゼリー（株）

166 その他製造業 ダイコー（株）

167 その他製造業 大陽日酸（株）

168 その他製造業 東洋製罐グループホールディングス（株）

169 その他製造業 （株）トプコン

170 その他製造業 日本化薬（株）

171 その他製造業 日本テキサス・インスツルメンツ（株）

172 その他製造業 日本ロックウール（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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

173 その他製造業 （株）農還

174 その他製造業 （株）ハプロファーマ

175 その他製造業 藤森工業（株）

176 その他製造業 ボッシュ（株）

177 その他製造業 （株）ミヨシ

178 情報通信業 アリョール（株）

179 情報通信業 NECソリューションイノベータ（株）

180 情報通信業 （株）サトー

181 情報通信業 日本電信電話（株）

182 情報通信業 PSソリューションズ（株）

183 情報通信業 東日本電信電話（株）

184 情報通信業 （株）見果てぬ夢

185 学術研究、専門・技術サービス業 （株）アスケイド

186 学術研究、専門・技術サービス業 アテックス（株）

187 学術研究、専門・技術サービス業 （株）アドイン研究所

188 学術研究、専門・技術サービス業 （株）アバンアソシエイツ

189 学術研究、専門・技術サービス業 ＡＭＥＣ（株）

190 学術研究、専門・技術サービス業 アルト経営パートナー（株）

191 学術研究、専門・技術サービス業 （株）ＥＮ－Ｐｒｏｊｅｃｔ

192 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

193 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

194 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

195 学術研究、専門・技術サービス業 （株）NTTデータ経営研究所

196 学術研究、専門・技術サービス業 MIM土田技術事務所

197 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）

198 学術研究、専門・技術サービス業 （株）ぐるなび

199 学術研究、専門・技術サービス業 （株）Clotho

200 学術研究、専門・技術サービス業 経営パワー（株）

201 学術研究、専門・技術サービス業 KUコンサルタンツ

202 学術研究、専門・技術サービス業 国際航業（株）

203 学術研究、専門・技術サービス業 株式会社古賀総研

204 学術研究、専門・技術サービス業 シーアイマテックス（株）

205 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

206 学術研究、専門・技術サービス業 （株）ＳＴＡＲＴ

207 学術研究、専門・技術サービス業 （株）ソトコト総研

208 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）

209 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

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

210 学術研究、専門・技術サービス業 DBJキャピタル（株）

211 学術研究、専門・技術サービス業 合同会社ＴＦＭＨＹ研究所

212 学術研究、専門・技術サービス業 テックマネッジ（株）

213 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

214 学術研究、専門・技術サービス業 （一財）日本総合研究所

215 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

216 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

217 学術研究、専門・技術サービス業 NETZO（株）

218 学術研究、専門・技術サービス業 （株）農林中金総合研究所

219 学術研究、専門・技術サービス業 （株）博報堂

220 学術研究、専門・技術サービス業 （株）ハレックス

221 学術研究、専門・技術サービス業 （株）日立ソリューションズ

222 学術研究、専門・技術サービス業 （株）富士通総研

223 学術研究、専門・技術サービス業 （株）ブランシェ

224 学術研究、専門・技術サービス業 （株）前川総合研究所

225 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

226 学術研究、専門・技術サービス業 （株）リバネス

227 学術研究、専門・技術サービス業 （公財）流通経済研究所

228 金融機関 多摩信用金庫

229 金融機関 農林中央金庫

230 金融機関 三井住友銀行

231 大学 順天堂大学

232 大学 電気通信大学

233 大学 東京海洋大学

234 大学 東京大学

235 大学 東京大学 政策ビジョン研究センター

236 大学 東京農工大学

237 大学 日本医科大学　日本獣医生命科学大学

238 大学 法政大学　植物医科学センター

239 大学 星薬科大学

240 大学 早稲田大学 持続型食・農・バイオ研究所

241 学会 NPO法人産学連携学会

242 学会 （公社）日本農芸化学会

243 公設試験場 東京都農林水産振興財団東京都農林総合研究センター

244 民間団体（農業関係） （一社）全国農業改良普及支援協会

245 民間団体（農業関係） 全国農業協同組合連合会

246 民間団体（農業関係） （公社）日本農業法人協会

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

247 民間団体（農業関係） （一社）日本農林規格協会（JAS協会）

248 民間団体（農業関係） （一社）農業電化協会

249 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

250 民間団体（農業関係） （一社）はたけの教室

251 民間団体（林業関係） 日本合板工業組合連合会

252 民間団体（林業関係） （一社）日本CLT協会

253 民間団体（食品関係） 全国蕎麦製粉協同組合

254 民間団体（食品関係） NPO法人21世紀の食と健康文化会議

255 民間団体（食品関係） （一社）日本回転寿司協会

256 民間団体（食品関係） （一財）日本冷凍食品検査協会

257 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

258 民間団体（その他） 有限責任 あずさ監査法人

259 民間団体（その他） （一財）インターネット協会

260 民間団体（その他） お茶の水内外特許事務所

261 民間団体（その他） NPO法人経営支援NPOクラブ

262 民間団体（その他） NPO法人産学連携推進機構

263 民間団体（その他） （一社）JPBM

264 民間団体（その他） （公社）新化学技術推進協会（JACI)

265 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

266 民間団体（その他） (公財）全日本地域研究交流協会

267 民間団体（その他） （一社）地域資源活用の会

268 民間団体（その他） 日本繊維板工業会

269 その他 オランダ王国大使館

270 （独）国立高等専門学校機構

271 その他 日本弁理士会

神奈川県（３０）

272 農林水産・食品産業（農業） メビオール（株）

273 農林水産・食品産業（農業） （株）ルートレック・ネットワークス

274 農林水産・食品産業（食品産業） 味の素（株）

275 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）

276 農林水産・食品産業（食品産業） 日本製粉（株）

277 農林水産・食品産業（食品産業） 森永製菓（株）

278 農林水産・食品産業（食品産業） 森永乳業（株）

279 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）サカタのタネ

280 農林水産・食品産業（種苗産業） 横浜植木（株）

281 建設業 （株）中央設計

282 建設業 日揮（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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

283 電気・精密機械製造業 旭化成エレクトロニクス

284 電気・精密機械製造業 （株）アルバック

285 電気・精密機械製造業 東京エレクトロンデバイス（株）

286 パナソニックAVCネットワークス社

287 電気・精密機械製造業 （株）リコー

電気・精密機械製造業 （株）IHI（再掲）

288 その他製造業 アース・スピリット（株）

289 その他製造業 トミタテクノロジー（株）

290 情報通信業 （株）omoro

291 学術研究、専門・技術サービス業 いであ（株）

292 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

293 学術研究、専門・技術サービス業 ＮＥＤＳ

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

295 国立研究機関 国立研究開発法人水産研究・教育機構

296 民間研究機関 （公財）神奈川科学技術アカデミー

297 民間団体（農業関係） （一社）アグリビジネス推進研究協会

298 民間団体（農業関係） （合資）次世代技術

299 民間団体（農業関係） 福祉・介護農園普及推進会

300 行政・自治体 横浜市

新潟県（５）

301 農林水産・食品産業（林産業） （株）雪国まいたけ

302 農林水産・食品産業（食品産業） 八海醸造（株）

303 農林水産・食品産業（農業機械製造業） 大島農機（株）

304 その他製造業 （株）悠心

305 大学 新潟大学地域創生推進機構

富山県（２）

306 農林水産・食品産業（農業） (有)へちま産業

307 公設試験場 富山県農林水産総合技術センター

石川県（４）

308 情報通信業 （株）ナブラ・ゼロ

309 学術研究、専門・技術サービス業 ワールドエコロジー（株）

310 公設試験場 石川県農林総合研究センター

311 民間研究機関 NPO法人代替医療科学研究センター

山梨県（５）

312 農業法人 （株）サラダボウル

313 電気・精密機械製造業 シチズン電子（株）

314 大学 山梨大学ワイン科学研究センター

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

315 公設試験場 山梨県森林総合研究所

316 行政・自治体 山梨県農政部農業技術課

長野県（１０）

317 農林水産・食品産業（食品産業） 旭松食品（株）

318 電気・精密機械製造業 シナノケンシ（株）

319 電気・精密機械製造業 （株）八光電機

320 学術研究、専門・技術サービス業 （有）和建築設計事務所

321 大学 信州大学 食・農産業の先端学際研究会

322 大学 信州大学 バイオメディカル研究所健康長寿研究チーム

323 公設試験場 長野県工業技術総合センター食品技術部門

324 公設試験場 長野県林業総合センター

325 民間団体（その他） M-SAKUネットワークス

326 行政・自治体 長野県農政部

岐阜県（７）

327 農林水産・食品産業（食品産業） 一丸ファルコス（株）

328 農林水産・食品産業（食品産業） （株）サラダコスモ

329 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）

330 電気・精密機械製造業 （有）デザインオフィス・シィ

331 公設試験場 岐阜県産業技術センター

332 公設試験場 岐阜県森林研究所

333 行政・自治体 岐阜県　農政部

静岡県（１６）

334 農林水産・食品産業（農業） 磐田シティファーム（株）

335 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）

336 電気・精密機械製造業 （株）小糸製作所

337 電気・精密機械製造業 三明電子産業（株）

338 電気・精密機械製造業 シブヤ精機（株）

339 電気・精密機械製造業 浜松ホトニクス（株）

340 学術研究、専門・技術サービス業 （株）テクノスルガ・ラボ

341 大学 静岡県立大学

342 大学 静岡大学農学部

343 公設試験場 静岡県畜産技術研究所

344 公設試験場 静岡県農林技術研究所

345 民間研究機関 （公財）静岡県産業振興財団フーズ・サイエンスセンター

346 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

347 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

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

348 行政・自治体 静岡県

愛知県（１８）

349 農林水産・食品産業（農業） （株）つのたんIP

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

351 農林水産・食品産業（種苗産業） アカヲ種苗（株）

352 農林水産・食品産業（種苗産業） ソスイ種苗園

353 農林水産・食品産業（種苗産業） トヨハシ種苗（株）

354 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）

355 農林水産・食品産業（種苗産業） 福花園種苗（株）

356 その他製造業 三進金属工業（株）

357 その他製造業 中部熱工業（株）

358 その他製造業 ディーピーティー（株）

359 その他製造業 （株）氷感サプライ

360 学術研究、専門・技術サービス業 デザイナーフーズ（株）

361 学術研究、専門・技術サービス業 トライボテックス（株）

362 大学 名古屋大学

363 民間研究機関 （一社）ALFAE

364 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

365 行政・自治体 愛知県

366 行政・自治体 田原市

三重県（９）

367 農林水産・食品産業（食品産業） 井村屋（株）

368 農林水産・食品産業（食品産業） 太陽化学（株）

369 農林水産・食品産業（食品産業） 辻製油（株）

370 農林水産・食品産業（食品産業） ニチニチ製薬（株）

371 化学工業 旭化成ケミカルズ（株）

372 大学 三重大学

373 TLO等 （株）三重ティーエルオー

374 公設試験場 三重県農業研究所

375 公設試験場 三重県林業研究所

滋賀県（２）

376 電気・精密機械製造業 パナソニック（株）アプライアンス社

377 学術研究、専門・技術サービス業 タカラバイオ（株）

京都府（１５）

378 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

379 農林水産・食品産業（食品産業） 月桂冠（株）

380 農林水産・食品産業（食品産業） 招德酒造（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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

381 農林水産・食品産業（種苗産業） タキイ種苗（株）

382 その他製造業 （株）精膳

383 その他製造業 日産スチール工業（株）

384 その他製造業 （株）堀場アドバンスドテクノ

385 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）

386 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

387 学術研究、専門・技術サービス業 （株）ハイペップ研究所

388 大学 京都大学

389 大学 京都府立医科大学

390 公設試験場 京都府農林水産技術センター

391 民間団体（産学連携研究支援） NPO法人近畿アグリハイテク

392 民間団体（その他） （公財）京都産業21

大阪府（２９）

393 農林水産・食品産業（食品産業） 大塚食品（株）

394 農林水産・食品産業（食品産業） 三栄源エフ･エフ･アイ（株）

395 農林水産・食品産業（食品産業） （株）ビーエムエス

396 農林水産・食品産業（食品産業） 不二製油（株）

397 農林水産・食品産業（農業機械製造業） ヤンマー（株）

398 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）

399 医薬品製造業 ロート製薬（株）

400 化学工業 （株）カネカ

401 化学工業 堺化学工業（株）

402 化学工業 サンスター（株）

403 化学工業 扶桑化学工業（株）

404 紙加工品製造業 レンゴー（株）

405 電気・精密機械製造業 IDEC（株）

406 電気・精密機械製造業 タイガー魔法瓶（株）

407 電気・精密機械製造業 （株）椿本チエイン

408 電気・精密機械製造業 （株）堀場製作所

409 電気・精密機械製造業 八洲電業（株）

410 非鉄金属製造業 住友電気工業（株）

411 その他製造業 IDECシステムズ&コントロールズ（株）

412 その他製造業 関西化工（株）

413 その他製造業 住化農業資材（株）

414 情報通信業 （株）大和コンピューター

415 学術研究、専門・技術サービス業 （株）大阪海洋研究所

416 学術研究、専門・技術サービス業 日新技研（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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

417 大学 大阪市立大学

418 民間研究機関 （一社）テラプロジェクト

419 民間団体（その他） NPO法人ジオライフ協会

420 民間団体（その他） NPO法人日本フォトニクス協議会関西

421 民間団体（その他） （一社）プラズマ開発機構

兵庫県（１０）

422 農林水産・食品産業（食品産業） 植田製油（株）

423 農林水産・食品産業（食品産業） 大関（株）

424 農林水産・食品産業（食品産業） 日興油脂（株）

425 農林水産・食品産業（食品産業） フジッコ（株）

426 農林水産・食品産業（食品産業） ヤヱガキ醗酵技研（株）

427 その他製造業 小泉製麻（株）

428 その他製造業 大和製衡（株）

429 学術研究、専門・技術サービス業 インフィニート・ラボ

430 公設試験場 兵庫県立農林水産技術総合センター

431 行政・自治体 「農」イノベーションひょうご推進協議会

奈良県（９）

432 農林水産・食品産業（農業） （株）萩原農場生産研究所

433 農林水産・食品産業（農業） （株）大和農園

434 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）神田育種農場

435 農林水産・食品産業（種苗産業） ナント種苗（株）

436 農林水産・食品産業（種苗産業） フカセ種苗（株）

437 建設業 大和ハウス工業（株）

438 電気・精密機械製造業 シャープ（株）

439 学術研究、専門・技術サービス業 マイクロブロット（株）

440 公設試験場 奈良県森林技術センター

和歌山県（５）

441 農業法人 NKアグリ（株）

442 農業法人 （株）ヨシムラファーム

443 その他製造業 （株）ヴァイオス

444 公設試験場 和歌山農林水産観光資源振興研究所

445 民間団体（その他） （公財）わかやま産業振興財団

鳥取県（３）

446 化学工業 甲陽ケミカル（株）

447 大学 鳥取大学

448 行政・自治体 鳥取県西部総合事務所

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

島根県（３）

449 大学 島根大学　産学連携センター

450 民間団体（その他） （公財）しまね産業振興財団

451 行政・自治体 島根県

岡山県（６）

452 農林水産・食品産業（農業） 両備ホールディングス（株）

453 農業法人 （合同）作州連合坪井農場

454 その他製造業 カモ井加工紙（株）

455 大学 岡山大学

456 公設試験場 岡山県農林水産総合センター

457 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

広島県（４）

458 医薬品製造業 丸善製薬（株）

459 その他製造業 日東製網（株）

460 その他製造業 メカテック有限会社

461 公設試験場 広島県立総合技術研究所食品工業技術センター

山口県（２）

462 その他製造業 東洋鋼鈑（株）

463 大学 山口大学農学部

徳島県（６）

464 農林水産・食品産業（農業） （有限）竹内園芸

465 農林水産・食品産業（種苗産業） 徳農種苗（株）

466 学術研究、専門・技術サービス業 （株）WDB環境バイオ研究所

467 大学 徳島大学

468 公設試験場 徳島県立工業技術センター

469 公設試験場 徳島県立農林水産総合技術支援センター

香川県（４）

470 その他製造業 四国大陽日酸（株）

471 TLO等 （株）ﾃｸﾉﾈｯﾄﾜｰｸ四国

472 公設試験場 香川県森林センター

473 民間研究機関 （一社）おいしさの科学研究所

愛媛県（５）

474 農林水産・食品産業（農業機械製造業） 井関農機（株）

475 大学 愛媛大学

476 公設試験場 愛媛県農林水産研究所

477 行政・自治体 愛媛県農林水産部

478 行政・自治体 西条市　農林水産部　農業水産課

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

高知県（２）

479 大学 高知大学

480 公設試験場 高知県立森林技術センター

福岡県（２３）

481 農林水産・食品産業（食品産業） アサヒ醸造（株）

482 農林水産・食品産業（種苗産業） （株）久留米原種育成会

483 電気・精密機械製造業 三友機器（株）

484 電気・精密機械製造業 三菱電機（株）九州支社

485 その他製造業 インターナショナルエクスプレス（株）

486 その他製造業 （株）小名細胞アッセイ技術研究所

487 その他製造業 （株）ノムラ

488 情報通信業 （株）インフォキューブLAFLA

489 情報通信業 （株）エスシーツー

490 情報通信業 （株）チームAIBOD

491 学術研究、専門・技術サービス業 （株）エーエヌディー

492 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合同会社

493 学術研究、専門・技術サービス業 フィールド・フロー（株）

494 学術研究、専門・技術サービス業 Flow Garage

495 大学 九州大学大学院農学研究院

496 民間研究機関 （公財）九州先端科学技術研究所

497 民間団体（農業関係） 日本農業情報システム協会

498 民間団体（その他） （一社）OSTi

499 民間団体（その他） （公財）北九州産業学術推進機構

500 民間団体（その他） （公財）九州経済調査協会

501 民間団体（その他） （一財）九州産業技術センター

502 民間団体（その他） 中嶋国際特許事務所

503 民間団体（その他） （公財）福岡県産業・科学技術振興財団

佐賀県（１）

504 民間団体（その他） （一社）ジャパン・コスメティックセンター

長崎県（９）

505 大学 長崎大学水産学部

506 公設試験場 長崎県総合水産試験場

507 公設試験場 長崎県農林技術開発センター

508 民間団体（農業関係） 長崎県果樹研究会

509 民間団体（水産関係） 長崎蒲鉾水産加工業協同組合

510 民間団体（水産関係） 長崎漁港水産加工団地協同組合

511 民間団体（水産関係） 長崎県かん水魚類養殖協議会

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都県で横浜植木(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）

平成28年4月20日17時現在

業種 法人名

512 民間団体（水産関係） （一社）長崎県水産加工振興協会

513 行政・自治体 長崎県水産部

熊本県（２）

514 民間団体（産学連携研究支援） 九州バイオリサーチネット

515 行政・自治体 熊本県

宮崎県（２）

516 民間団体（食品関係） （一社）食の安全分析センター

517 行政・自治体 宮崎県

鹿児島県（３）

518 農林水産・食品産業（農業） （株）奄美養蚕

519 農業法人 農業生産法人（有）えこふぁーむ

520 化学工業 （株）アーダン

沖縄県（３）

521 農林水産・食品産業（農業） 沖縄MIE

522 学術研究、専門・技術サービス業 （株）環境技建ウエーブ

523 民間団体（その他） （一社）絆結～kiryu～

※上記の他、生産者及び大学・研究機関の研究者計２２６名（内訳：大学１

４９、研究機関５５、農業者５、その他１７）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都県で横浜植木(株)は２県で申込みあり。


