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勤務先 所属 役職 業種
愛知県 東京事務所産業誘致課 副課長 官公庁・自治体・団体
愛知県 企業庁 企業誘致担当課長 官公庁・自治体・団体
愛知県 東京事務所産業誘致課 課長 官公庁・自治体・団体
愛媛県 東京事務所 産業振興部 観光物産振興課 課長 官公庁・自治体・団体
青森県 商工労働部地域産業課農工連携産業創出グループ 主事 官公庁・自治体・団体
青森県 エネルギー総合対策局エネルギー開発振興課 主幹 官公庁・自治体・団体
青森県 地域産業課 官公庁・自治体・団体
青森県 エネルギー総合対策局 主幹 官公庁・自治体・団体
秋田県 産業労働部地域産業振興課 主査 官公庁・自治体・団体
秋田県 企業立地事務所 主査 官公庁・自治体・団体
秋田県 企画振興部学術振興課 官公庁・自治体・団体
石川県 環境部 地球温暖化対策室 主事 官公庁・自治体・団体
茨城県 科学技術振興課 係長 官公庁・自治体・団体
茨城県 企画部科学技術振興課新エネルギー対策室 新エネルギー対策室 官公庁・自治体・団体
茨城県 立地推進東京本部 副本部長 官公庁・自治体・団体
大阪府 成長産業振興室 主査 官公庁・自治体・団体
岡山県 産業振興課 主幹 官公庁・自治体・団体
岡山県 東京事務所営業課 主任 官公庁・自治体・団体
岡山県 産業労働部産業振興課 副参事 官公庁・自治体・団体
鹿児島県　 東京事務所 専門員 官公庁・自治体・団体
神奈川県 産業技術センター 顧問 官公庁・自治体・団体
岐阜県 東京事務所　総務課振興係 主事 官公庁・自治体・団体
岐阜県 企業誘致課 企業立地コーヂネーター 官公庁・自治体・団体
岐阜県 商工労働部新産業・エネルギー振興課 課長 官公庁・自治体・団体
京都府 文化学術研究都市推進課 官公庁・自治体・団体
京都府 政策企画部新技術拠点整備課 主査 官公庁・自治体・団体
熊本県 環境立県推進課 主任主事 官公庁・自治体・団体
熊本県 東京事務所くまもとセールス課 参事 官公庁・自治体・団体
群馬県 企画部新エネルギー推進課 主任 官公庁・自治体・団体
群馬県 環境政策課 課長 官公庁・自治体・団体
高知県 高知県東京事務所 理事・所長 官公庁・自治体・団体
高知県 商工労働部新産業推進課 官公庁・自治体・団体
高知県 東京事務所 商工・林業・環境担当 官公庁・自治体・団体
埼玉県 環境部 温暖化対策課 主査 官公庁・自治体・団体
埼玉県 埼玉県農林総合研究センター園芸研究所 研究所長 官公庁・自治体・団体
埼玉県 下水道局下水道事業課 技師 官公庁・自治体・団体
埼玉県 埼玉県川越農林振興センター 管理部地域支援担当　担当部長 官公庁・自治体・団体
埼玉県 下水道事業課 主査 官公庁・自治体・団体
埼玉県 農林部　森づくり課 森林技術・林業支援担当　主幹 官公庁・自治体・団体
埼玉県 農林部　農業ビジネス支援課 農商工連携・６次産業化担当　主査 官公庁・自治体・団体
埼玉県 農林部森づくり課 木材利用推進担当　主幹 官公庁・自治体・団体
佐賀県 首都圏事務所 参与 官公庁・自治体・団体
滋賀県 官公庁・自治体・団体
滋賀県 甲賀森林整備事務所 主幹 官公庁・自治体・団体
静岡県 企業局 企業局長 官公庁・自治体・団体
静岡県 企画広報部地域政策課 主査 官公庁・自治体・団体
静岡県 経済産業部'産業成長戦略推進課 主査 官公庁・自治体・団体
島根県 東京事務所管理行政部 （農林水産担当）課長 官公庁・自治体・団体
千葉県 千葉農業事務所企画振興課 副主幹 官公庁・自治体・団体
東京都 港湾局 臨海開発部 海上公園課 調整指導係 官公庁・自治体・団体
東京都 環境局都市地球環境部 係長 官公庁・自治体・団体
東京都 港湾局海上公園課 官公庁・自治体・団体
東京都 都市エネルギー部都市エネルギー推進課 担当係長 官公庁・自治体・団体
東京都 港湾局臨海開発部海上公園課 主事 官公庁・自治体・団体
東京都 環境局 官公庁・自治体・団体
徳島県 官公庁・自治体・団体
栃木県 環境森林政策課 主査 官公庁・自治体・団体
栃木県 環境森林部地球温暖化対策課 主査 官公庁・自治体・団体
長崎県 環境局産業労働部グリーンニューディール推進室 室長 官公庁・自治体・団体
長野県 官公庁・自治体・団体
新潟県 農林水産部農業総務課 主任 官公庁・自治体・団体
新潟県 東京事務所　誘致グループ 所長代理 官公庁・自治体・団体
広島県 大阪情報センター 次長 官公庁・自治体・団体
兵庫県 企画県民部特区推進課 主査 官公庁・自治体・団体
福岡県 東京事務所 企業誘致第二課長 官公庁・自治体・団体
福島県 商工労働部産業創出課 副主査 官公庁・自治体・団体
福島県 産業振興センター 官公庁・自治体・団体
福島県 東京事務所 '企業誘致課 主事 官公庁・自治体・団体
三重県 雇用経済部 主査 官公庁・自治体・団体
三重県 エネルギー政策・ICT活用課 主幹 官公庁・自治体・団体
三重県 雇用経済部エネルギー政策・ICT活用課 主任 官公庁・自治体・団体
宮城県 宮城県東京事務所 課長 官公庁・自治体・団体
宮城県 宮城県東京事務所 主査 官公庁・自治体・団体
宮城県 農林水産部'美里農業改良普及センター 所長 官公庁・自治体・団体
宮城県 東京事務所 主事 官公庁・自治体・団体
宮城県 農林水産部畜産課 官公庁・自治体・団体
宮崎県 東京事務所 流通物産担当 主査 官公庁・自治体・団体
宮崎県 企業局　総務課 主任技師 官公庁・自治体・団体
山梨県 エネルギー局エネルギー政策課 課長補佐 官公庁・自治体・団体
山梨県 林業振興課 主査 官公庁・自治体・団体
山梨県 エネルギー政策課 副主幹 官公庁・自治体・団体
山形県 東京事務所 企業振興課 主査 官公庁・自治体・団体
山形県 エネルギー政策推進課 エネルギー政策推進主査 官公庁・自治体・団体
山口県 商工労働部 新産業振興課 官公庁・自治体・団体
山口県 農林水産部農林水産政策課 主任 官公庁・自治体・団体
山梨県 エネルギー局エネルギー政策課 課長補佐 官公庁・自治体・団体
和歌山県 東京事務所 官公庁・自治体・団体
足利市役所 生活環境部 環境政策課 主任 官公庁・自治体・団体
荒川区役所 産業経済部 産学連携上級推進員 官公庁・自治体・団体
伊東市役所 総務部財政課管財係 主査 官公庁・自治体・団体
飯田市役所 環境モデル都市推進課 地球温暖化対策課 官公庁・自治体・団体
飯山市役所 商工観光課 副主幹 官公庁・自治体・団体
射水市役所 産業経済部農林水産課 主幹 官公庁・自治体・団体
射水市役所 産業経済部 次長 官公庁・自治体・団体
射水市役所 産業経済部農林水産課 主任 官公庁・自治体・団体
射水市役所 産業経済部農林水産課 課長 官公庁・自治体・団体
いわき市役所 東京事務所 次長 官公庁・自治体・団体
浦安市役所 市議会 市議 官公庁・自治体・団体
上野村役場 振興課 課長補佐 官公庁・自治体・団体
大阪市役所 経済戦略局 立地推進部 立地推進担当課長 官公庁・自治体・団体
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大阪市役所 環境局エネルギー政策担当 課長代理 官公庁・自治体・団体
奥州市役所 財務部 財産運用課 課長 官公庁・自治体・団体
桶川市役所 市民生活部環境課 主幹 官公庁・自治体・団体
桶川市役所 市民生活部環境課 主査 官公庁・自治体・団体
大田原市役所 総合政策部政策推進課 主査 官公庁・自治体・団体
大村市役所 東京事務所 所長 官公庁・自治体・団体
帯広市役所 官公庁・自治体・団体
鹿嶋市役所 環境政策課 課長 官公庁・自治体・団体
柏崎市役所 環境政策課 主査 官公庁・自治体・団体
鎌倉市役所 環境部 官公庁・自治体・団体
上士幌町役場 農林課 畜産担当主査 官公庁・自治体・団体
軽井沢町役場 生活環境課環境係 係長 官公庁・自治体・団体
軽井沢町役場 企画課企画係 主任 官公庁・自治体・団体
軽井沢町役場 生活環境課環境係 主幹 官公庁・自治体・団体
川崎市役所 官公庁・自治体・団体
川崎市役所 官公庁・自治体・団体
川崎市役所 臨海部国際戦略本部　臨海部事業推進部 担当係長 官公庁・自治体・団体
京田辺市役所 経済環境部産業振興課 主任 官公庁・自治体・団体
北九州市役所 シティプロモーション首都圏本部 企業立地支援担当部長 官公庁・自治体・団体
北九州市役所 シティプロモーション首都圏本部 企業立地支援担当課長 官公庁・自治体・団体
京都市役所 環境政策局　地球温暖化対策室 環境管理士 官公庁・自治体・団体
郡山市役所 産業観光部産業創出課 主任 官公庁・自治体・団体
郡山市役所 産業観光部 主査 官公庁・自治体・団体
佐伯市役所 商工振興課 課長補佐兼総括主幹 官公庁・自治体・団体
寒河江市役所 官公庁・自治体・団体
山武市役所 経済環境部 わがまち活性課 主査補 官公庁・自治体・団体
山武市役所 農林水産課ﾊﾞｲｵﾏｽ推進室 主査補 官公庁・自治体・団体
静岡市役所 環境局環境創造部環境総務課 主査 官公庁・自治体・団体
標茶町役場 企画財政課 参事 官公庁・自治体・団体
標茶町役場 農林課 課長 官公庁・自治体・団体
杉並区役所 環境部環境課 主事 官公庁・自治体・団体
高梁市議会 官公庁・自治体・団体
高鍋町役場 官公庁・自治体・団体
秩父市役所 環境部環境立市推進課 主事 官公庁・自治体・団体
つくば市役所 環境生活部 部長 官公庁・自治体・団体
つくば市役所 環境都市推進課 係長 官公庁・自治体・団体
東海村役場 官公庁・自治体・団体
東海村役場 環境政策課 主任 官公庁・自治体・団体
鳥羽市役所 企画財政課 係長 官公庁・自治体・団体
豊田市役所 産業部ものづくり産業振興課 主任 官公庁・自治体・団体
豊岡市役所 農林水産課 主査 官公庁・自治体・団体
成田市議会 官公庁・自治体・団体
長野市役所 環境部環境政策課 主査 官公庁・自治体・団体
長泉町役場 くらし環境課 主幹 官公庁・自治体・団体
七尾市役所 産業部産業振興課 主査 官公庁・自治体・団体
七尾市役所 産業振興課 企業立地推進員 官公庁・自治体・団体
那珂川町役場 企画財政課 課長補佐 官公庁・自治体・団体
那珂川町役場 環境総合推進室 室長補佐 官公庁・自治体・団体
那珂川町役場 環境総合推進室 係長 官公庁・自治体・団体
新潟市役所 農林水産部食と花の推進課 国際見本市シニアディレクター 官公庁・自治体・団体
新潟市役所 東京事務所 企業誘致 官公庁・自治体・団体
浜松市役所 産業部エネルギー政策課 主任 官公庁・自治体・団体
浜松市役所 産業部 エネルギー政策担当参与 官公庁・自治体・団体
日立市役所 秘書課 副市長 官公庁・自治体・団体
姫路市役所 産業局商工部産業振興課 課長 官公庁・自治体・団体
姫路市役所 産業局商工部産業振興家 係長 官公庁・自治体・団体
弘前市役所 都市環境部 官公庁・自治体・団体
広島市役所 官公庁・自治体・団体
松本市役所 商工観光部商工課 主事 官公庁・自治体・団体
真庭市役所 産業観光部　林業・バイオマス産業課 主査 官公庁・自治体・団体
南アルプス市役所 官公庁・自治体・団体
みどり市役所 産業観光部 次長 官公庁・自治体・団体
宮古市役所 官公庁・自治体・団体
武蔵野市役所 官公庁・自治体・団体
横浜市役所 環境監視センター 官公庁・自治体・団体
高鍋町役場 官公庁・自治体・団体
習志野市役所 環境部 環境政策課 主事 官公庁・自治体・団体
南陽市役所 東京事務所 所長 官公庁・自治体・団体
習志野市役所 環境部 環境政策課 係長 官公庁・自治体・団体
南城市役所 政策調整課 課長 官公庁・自治体・団体
直方市役所 官公庁・自治体・団体
日立市役所 秘書課 副市長 官公庁・自治体・団体
広島市役所 官公庁・自治体・団体
町田市役所 環境資源部 循環型施設建設担当部長 官公庁・自治体・団体
町田市役所 環境資源部 循環型施設整備課 主事 官公庁・自治体・団体
松本市役所 商工観光部商工課 工業振興担当係長 官公庁・自治体・団体
三鷹市議会 市議会公明党 幹事長 官公庁・自治体・団体
武蔵野市役所 官公庁・自治体・団体
八女市役所 林業振興課 参事補佐兼新産業創出係長 官公庁・自治体・団体
横須賀市役所 経済部企業誘致・工業振興課 係長 官公庁・自治体・団体
横浜市役所 温暖化対策統括本部 官公庁・自治体・団体
米沢市役所 産業部 商工課 ものづくり産学連携専門員 官公庁・自治体・団体
秋田県産業技術センター 新エネルギー産業創出コーディネーター 官公庁・自治体・団体
（一財）大阪科学技術センター 技術振興部 部長 官公庁・自治体・団体
一般財団法人大阪国際経済振興センター 国際部 主査 官公庁・自治体・団体
大田区産業振興協会 官公庁・自治体・団体
大崎ものづくりネットワーク振興会 事務局　 官公庁・自治体・団体
（公財）大田区産業振興協会 取引促進グループ 市場開拓推進員 官公庁・自治体・団体
柏商工会議所 中小企業相談所 柏市インキュベーションマネージャー 官公庁・自治体・団体
神奈川県産業技術センター 化学技術部バイオ技術チーム 主任研究員 官公庁・自治体・団体
北九州市シティプロモーション首都圏本部 企業立地支援担当部長 官公庁・自治体・団体
九州経済連合会 国際ビジネス推進室 担当部長 官公庁・自治体・団体
公益財団法人京都高度技術研究所 産学連携事業部 地域連携コーディネータ 官公庁・自治体・団体
公益財団法人静岡県産業振興財団 事業育成支援チーム 販路開拓コーディネータ 官公庁・自治体・団体
公益財団法人横浜企業経営支援財団 官公庁・自治体・団体
静岡県工業技術研究所 環境科 研究員 官公庁・自治体・団体
千葉県産業支援技術研究所 プロジェクト推進室 上席研究員 官公庁・自治体・団体
千葉県畜産総合研究センター 官公庁・自治体・団体
地方独立行政法人山口県産業技術センター イノベーション推進センター プロジェクトプロデューサー 官公庁・自治体・団体
東京都中小企業振興公社 多摩支社 コーディネーター 官公庁・自治体・団体
東京都立産業技術研究センター 官公庁・自治体・団体



バイオマスエキスポ　来場者データ抜粋 3

勤務先 所属 役職 業種
東京都立産業技術研究センター 技術経営支援室 製品開発ラボマネージャー 官公庁・自治体・団体
富山県農林水産総合技術センター 木材研究所 官公庁・自治体・団体
新潟県工業技術総合研究所 下越技術支援センター 専門研究員 官公庁・自治体・団体
兵庫県立工業技術センター 技術企画部 参与 官公庁・自治体・団体
兵庫ものづくり支援センター播磨 研究コーディネーター 官公庁・自治体・団体
福岡県リサイクル総合研究事業化センター 官公庁・自治体・団体
北海道総合研究機構中央農業試験場 生産研究部 主査（機械） 官公庁・自治体・団体
北海道立総合研究機構 林産試験場利用部 研究主任 官公庁・自治体・団体
北海道立総合研究機構 中央農業試験場 官公庁・自治体・団体
北海道林産試験場 場長 官公庁・自治体・団体
ものづくり支援センターしもすわ センター長 官公庁・自治体・団体
ものづくり支援センターしもすわ 6次化・産学連携コーディネータ 官公庁・自治体・団体
環境省 地球環境局　地球温暖化対策課 バイオマス活用推進班長・水素技術実証担当 官公庁・自治体・団体
環境省 地球環境局　地球温暖化対策課 官公庁・自治体・団体
経済産業省 基準認証政策課 官公庁・自治体・団体
経済産業省 情報電気標準化推進室 係長 官公庁・自治体・団体
経済産業省'　資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 バイオマス・小水力 係長 官公庁・自治体・団体
経済産業省　関東経済産業局 資源エネルギー環境部　新エネルギー対策課 課長補佐 官公庁・自治体・団体
経済産業省　中部経済産業局 資源エネルギー環境部　エネルギー対策課 新エネルギー対策官 官公庁・自治体・団体
経済産業省　特許庁 特許審査第１部自然資源 審査官 官公庁・自治体・団体
経済産業省　四国経済産業局 資源エネルギー環境部 資源エネルギー環境課 電力開発計画室 電力開発計画係長 官公庁・自治体・団体
経済産業省東北経済産業局 官公庁・自治体・団体
国土交通省 北海道局 企画調整官 官公庁・自治体・団体
国土交通省 北海道局 主査 官公庁・自治体・団体
国土交通省 大臣官房官庁営繕部　設備・環境課 機械技術係 官公庁・自治体・団体
総務省 関東総合通信局 局長 官公庁・自治体・団体
総務省 関東総合通信局 無線通信部陸上第二課 官公庁・自治体・団体
内閣府 官公庁・自治体・団体
復興庁 企画官 官公庁・自治体・団体
農林水産省 大臣官房 生産振興審議官 官公庁・自治体・団体
農林水産省 大臣官房政策課情報分析室 官公庁・自治体・団体
農林水産省 生産局　花き産業・施設園芸振興室 次世代施設園芸推進グループリーダー 官公庁・自治体・団体
農林水産省 農林水産政策研究所 官公庁・自治体・団体
農林水産省 食料産業局　バイオマス循環資源課 調査員 官公庁・自治体・団体
農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究調整官 官公庁・自治体・団体
農林水産省 広報評価課 情報分析室長 官公庁・自治体・団体
農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究専門官 官公庁・自治体・団体
農林水産省　近畿農政局 生産部園芸特産課 野菜振興係 官公庁・自治体・団体
林野庁 技術開発推進室 室長 官公庁・自治体・団体
林野庁 研究指導課技術開発推進室 研究企画官 官公庁・自治体・団体
林野庁 研究指導課 指導係長 官公庁・自治体・団体
文部科学省 科学技術・学術政策研究所 特別研究員 官公庁・自治体・団体
（国研）科学技術振興機構 国際科学技術部 主任調査員 官公庁・自治体・団体
（国研）科学技術振興機構 産学共同開発部 官公庁・自治体・団体
（国研）科学技術振興機構 研究開発戦略センター フェロー 官公庁・自治体・団体
（国研）科学技術振興機構 産学連携展開部　先端計測室 主任調査員 官公庁・自治体・団体
（国研）科学技術振興機構 産学共同開発部 主任調査員 官公庁・自治体・団体
（国研）国立環境研究所 官公庁・自治体・団体
（国研）産業技術総合研究所 安全科学研究部門 総括研究主幹 官公庁・自治体・団体
（国研）産業技術総合研究所 産学・地域連携室 官公庁・自治体・団体
（国研）産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 主任研究員 官公庁・自治体・団体
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 広報部 官公庁・自治体・団体
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部 主査 官公庁・自治体・団体
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 総務部 課長代理 官公庁・自治体・団体
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部 主査 官公庁・自治体・団体
（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部バイオマスＧ 主査 官公庁・自治体・団体
（国研）森林総合研究所 木材特性研究領域 チーム長 官公庁・自治体・団体
（国研）森林総合研究所 森林管理研究領域 領域長 官公庁・自治体・団体
（国研）森林総合研究所 企画部産学官連携推進室 室長 官公庁・自治体・団体
（国研）森林総合研究所 きのこ・微生物研究領域　微生物工学研究室 主任研究員 官公庁・自治体・団体
（国研）森林総合研究所 バイオマス化学研究領域 主任研究員 官公庁・自治体・団体
（国研）森林総合研究所 木材特性研究領域 任期付研究員 官公庁・自治体・団体
（国研）森林総合研究所 加工技術研究領域 官公庁・自治体・団体
（独）中小企業基盤整備機構 農工大・多摩小金井ベンチャーポート チーフインキュベーションマネジャー 官公庁・自治体・団体
（独）製品評価技術基盤機構 企画管理部長 官公庁・自治体・団体
（独）交通安全環境研究所 環境研究領域 主席研究員 官公庁・自治体・団体
（独）製品評価技術基盤機構 認定センター 官公庁・自治体・団体
（独）日本貿易振興機構(ジェトロ) 機械・環境産業部 専門家 官公庁・自治体・団体
（独）日本貿易振興機構(ジェトロ) 対日投資部 ビジネスアドバイザー 官公庁・自治体・団体
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 本部 震災復興研究統括監 官公庁・自治体・団体
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 連携普及部　連携広報センター 顧問 官公庁・自治体・団体
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 連携普及部 主任研究員 官公庁・自治体・団体
（独）農研機構 東北農業研究センター 官公庁・自治体・団体
（独）農研機構食品総合研究所 食品バイオテクノロジー研究領域 領域長 官公庁・自治体・団体
（独）理化学研究所 社会知創成事業　事業開発室 連携促進コーディネーター 官公庁・自治体・団体
JAXA 宇宙輸送ミッション本部 開発員 官公庁・自治体・団体
アメリカ大使館 商務部 官公庁・自治体・団体
アメリカ大使館 農務部 官公庁・自治体・団体
米国ミシシッピ州政府駐日代表事務所 企業誘致部 代表 官公庁・自治体・団体
アラブ首長国連邦 大使館　東京 経済・エネルギー気候変動部長 官公庁・自治体・団体
オランダ大使館 科学技術部 官公庁・自治体・団体
カナダ大使館 商務部 商務官 官公庁・自治体・団体
スロヴェニア共和国大使館 官公庁・自治体・団体
中国政府 都市企画 官公庁・自治体・団体
チリ大使館 広報部 広報担当 官公庁・自治体・団体
チリ大使館 科学部 一等書記官 官公庁・自治体・団体
デンマーク大使館 官公庁・自治体・団体
フランス大使館 貿易投資庁 貿易担当官 官公庁・自治体・団体
フィンランド大使館 フィンランド技術庁 主席アドバイザー 官公庁・自治体・団体
フィンランド大使館 商務部 上席商務官 官公庁・自治体・団体
南アフツカ大使館 農林水産部 官公庁・自治体・団体
ベルギー王国ワロン地域政府 貿易振興部 商務官 官公庁・自治体・団体
警視庁 官公庁・自治体・団体
海上自衛隊横須賀警備隊 陸警隊 官公庁・自治体・団体
消防庁消防研究センター 技術研究部 主任研究官 官公庁・自治体・団体
東京消防庁 予防部危険物課 課長補佐 官公庁・自治体・団体
東京消防庁 予防部危険物課 主任 官公庁・自治体・団体
（公益財団法人）東京都中小企業振興公社 中小企業ニューマーケット開拓支援事業 ビジネスナビゲータ 官公庁・自治体・団体
成田国際空港株式会社 官公庁・自治体・団体
若狭湾エネルギー研究センター 技術活用コーディネータ 官公庁・自治体・団体
関税中央分析所 官公庁・自治体・団体
国土技術政策総合研究所 官公庁・自治体・団体
中小企業基盤整備機構 官公庁・自治体・団体
横須賀警備隊 陸警隊 官公庁・自治体・団体
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(一社）アルコール協会 研究開発部 官公庁・自治体・団体
（一財）九州環境管理協会 総合企画室 参与 官公庁・自治体・団体
（一財）塩尻市振興公社 工業振興部門 顧問 官公庁・自治体・団体
（一財）省エネルギーセンター 試験部 専門職 官公庁・自治体・団体
（一財）日本環境衛生センター 企画・再生可能エネルギー事業部 主任 官公庁・自治体・団体
（一財）バイオインダストリー協会 先端技術･開発部 部長 官公庁・自治体・団体
(一社）日本産業機械工業会 環境装置部 課長代理 官公庁・自治体・団体
(一社）九州経済連合会 国際ビジネス推進室 担当部長 官公庁・自治体・団体
(一社）日本産業機械工業会 環境装置部 官公庁・自治体・団体
コージェネ財団 官公庁・自治体・団体
新産業創造研究機構 研究コーディネート部 部長 官公庁・自治体・団体
大連国際貨運代理協会 副秘書長 官公庁・自治体・団体
地域活性化支援機構 専務理事付 専務理事秘書 官公庁・自治体・団体
(一社）地域環境資源センター 地域環境資源研究所 バイオマスチームリーダー 官公庁・自治体・団体
(一社）千葉県発明協会 知財総合支援窓口事業 知財アドバイザー 官公庁・自治体・団体
公益財団法人　東京都中小企業振興公社 多摩支社 コーディネーター 官公庁・自治体・団体
(一社）日中環境型新産業都市開発協会 事務局 局長 官公庁・自治体・団体
（一財）日本クリーン環境推進機構 理事長 官公庁・自治体・団体
ＮＰＯ日本スターリングエンジン普及協会 事務局長 理事 官公庁・自治体・団体
(一社）バイオビジネス創出研究会 長浜バイオインキュベーションセンター シニアマネージャー 官公庁・自治体・団体
PFI岡山インキュベート株式会社 岡山リサーチパークインキュベーションセンター センター長 官公庁・自治体・団体
香港経済貿易代表部　投資推進室 次長 官公庁・自治体・団体
自然エネルギー財団 官公庁・自治体・団体
岩手県林業技術センター 企画総務部 上席専門研究員 官公庁・自治体・団体
神奈川中央養鶏農業協同組合 理事 官公庁・自治体・団体
日南町森林組合 官公庁・自治体・団体
千葉県南部林業事務所 森林振興課 主幹 官公庁・自治体・団体
出光興産株式会社 アグリバイオ事業部 電力・エネルギー
出光興産株式会社 安全環境・品質保証部 グループリーダー 電力・エネルギー
出光興産株式会社 先進技術研究所　環境・エネルギー研究室 主任研究員 電力・エネルギー
出光興産株式会社 生産技術センター管理課 電力・エネルギー
出光興産株式会社 先進技術研究所 主任研究員 電力・エネルギー
出光興産株式会社 新エネルギー部 統括マネージャー 電力・エネルギー
（株）インテリジェンス 新エネルギービジネス推進グループ 顧問 電力・エネルギー
NTTファシリティーズ スマートビジネス部 電力・エネルギー
（株）エネルギーアドバンス 地域エネルギー事業部 課長 電力・エネルギー
大阪ガス株式会社 エンジニアリング部 マネジャー 電力・エネルギー
（株）オリエンタルコンサルタンツ プロジェクト開発部 電力・エネルギー
オリックス株式会社 電力事業部　 課長代理 電力・エネルギー
関西電力株式会社 エネルギー利用技術研究所 所長 電力・エネルギー
関西電力株式会社 お客さま本部　法人営業グループ 電力・エネルギー
関西電力株式会社 総合企画本部地域エネルギー開発グループ マネジャー 電力・エネルギー
関西電力株式会社 グループ経営推進本部　新エネ発電・環境ビジネス推進グループ 副部長 電力・エネルギー
関西電力株式会社 電力技術研究所　環境技術研究センター 電力・エネルギー
関西電力株式会社 エネルギー利用技術研究所 電力・エネルギー
関西電力株式会社 お客さま本部エンジニアリンググループ マネジャー 電力・エネルギー
関西電力株式会社 研究開発室　技術調査グループ 電力・エネルギー
関西電力株式会社 総合企画本部　地域エネルギー開発グループ リーダー 電力・エネルギー
関電エネルギーソリューション 東京支社 東京支社長 電力・エネルギー
関電プラント株式会社 電力・エネルギー
九州電力株式会社 国際事業本部 電力・エネルギー
九州電力株式会社 国際事業本部海外事業技術グループ 電力・エネルギー
京葉ガス株式会社 人事部 部長 電力・エネルギー
国際石油開発帝石株式会社 経営企画本部・事業企画ユニット・事業企画グループ コーディネーター 電力・エネルギー
（株）サイサン 産業ガス部　エネルギー開発課 電力・エネルギー
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 中央技術研究所　先端領域研究所バイオグループ プリンシパルリサーチャー 電力・エネルギー
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 中央技術研究所バイオグループ マネージャー 電力・エネルギー
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 中央技術研究所技術戦略室　Ｒ＆Ｄ企画グループ アシスタントマネージャー 電力・エネルギー
四国電力株式会社 東京支社　技術課 電力・エネルギー
静岡ガス株式会社 エネルギー営業部 電力・エネルギー
昭和シェル石油株式会社 研究開発部企画管理課 電力・エネルギー
鈴与商事株式会社 企画開発部 電力・エネルギー
関彰商事株式会社 関東第2支店 主査 電力・エネルギー
石油資源開発株式会社 電力・エネルギー
中国電力株式会社 経営企画部門 担当 電力・エネルギー
中国電力株式会社 東京支社 電力・エネルギー
中国電力株式会社 東京支社　技術担当 マネージャー 電力・エネルギー
中部電力株式会社 お客さま本部　法人営業部　ソリューショングループ 課長 電力・エネルギー
中部電力株式会社 岐阜支店営業部法人営業Ｇ 電力・エネルギー
中部電力株式会社 法人営業部 主任 電力・エネルギー
電源開発株式会社 取締役常務執行役員 電力・エネルギー
電力中央研究所 応用生物工学領域 主任研究員 電力・エネルギー
東京ガス・エンジニアリング株式会社 首都圏営業部 部長 電力・エネルギー
東京ガス・エンジニアリング株式会社 土壌環境部 部長 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 ＮＧＶ事業部スタンドＧ 担当課長 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 スマエネ推進部 担当部長 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 ソリューション技術部 課長 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 総合エネルギー事業部 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 基盤技術部 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 リビング営業部　商品開発Ｇ 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 原料部 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 都市エネルギー事業部公益営業部 環境システム担当部長 電力・エネルギー
東京ガス株式会社 環境部 主任 電力・エネルギー
東京電設サービス株式会社 リレーイノベーションセンター 所長 電力・エネルギー
東京電力株式会社 福島原子力補償相談室 グループマネージャー 電力・エネルギー
東京電力エナジーパートナー株式会社 経営企画室 部長 電力・エネルギー
東電設計株式会社 システム企画部 担当 電力・エネルギー
東邦ガス株式会社 環境部 次長 電力・エネルギー
東邦ガス株式会社 技術企画部 部長 電力・エネルギー
東邦ガス株式会社 技術部 課長 電力・エネルギー
東邦ガス株式会社 東京支社 支社長 電力・エネルギー
東邦ガス株式会社 技術部 グループマネジャー 電力・エネルギー
日新電機株式会社 電力・エネルギー
日本GE株式会社 政策推進本部 部長 電力・エネルギー
日本GE株式会社 人事部 電力・エネルギー
日立キャピタル株式会社 環境エネルギー事業推進部 課長 電力・エネルギー
（株）日立産機システム システム推進事業部新エネルギー推進部 部長 電力・エネルギー
日立ＧＥニュークリア・エナジー株式会社 経営企画グループ 主任技師 電力・エネルギー
（株）日立ハイテクソリューションズ 産業機器ソリューション２部 産業機器担当部長代理 電力・エネルギー
北電テクノサービス株式会社 富山北支店 電力・エネルギー
北陸電力株式会社 営業部 営業担当 電力・エネルギー
北海道電力株式会社 お客さま本部営業部サービス企画グループ 電力・エネルギー
（株）ミツウロコ ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ担当 取締役執行役員 電力・エネルギー
（株）ミツウロコ 営業統括部エネルギーマネジメント担当 主任 電力・エネルギー
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三菱重工環境・化学エンジニアリング 技術開発部 主査 電力・エネルギー
山一電機株式会社 CS開発営業部 部長 電力・エネルギー
アズビル株式会社 ＡＡＣ営業本部　営業３部 主任 電気
アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニー　営業本部営業１部１グループ グループマネージャー 電気
アズビル株式会社 技術開発本部 副部長 電気
アズワン株式会社 マーケティンググループ スーパーバイザー 電気
アルプス電気株式会社 第１営業部　第２グループ 電気
（株）出雲村田製作所 第二製造部技術課 電気
インテル株式会社 ソフトウェア&サービス事業開発本部 組込み/IoT 担当部長 電気
ウシオ電機株式会社 営業部 課長 電気
ウシオ電機株式会社 光プロセスＢＵ 次長 電気
EIZO株式会社 営業1部フィールドソリューションビジネス課 係長 電気
SMK株式会社 事業戦略室SLBプロジェクト 電気
（株）ンプラス 事業開発部 電気
大崎電気工業株式会社 システム・機器部　営業課 電気
オムロン株式会社 グローバル戦略本部　経営戦略部　事業インキュベーショングループ 電気
オリエンタルモーター株式会社 環境品質マネジメント課 課長 電気
カシオ計算機株式会社 コンシューマ事業部第一開発部 リーダー 電気
（株）加藤電器製作所 事業戦略室 スペシャリスト 電気
（株）カナデン FAシステム二部機器一課 課長 電気
河村電器産業株式会社 マーケティング統括部　マーケティング東日本グループ グループ長 電気
河村電器産業株式会社 新事業推進グループ 電気
河村電器産業株式会社 マーケティング統括部　再エネプロジェクト プロジェクトリーダー 電気
（株）キーエンス センサ事業部　SPグループ 電気
北川工業株式会社 内部監査室 参事 電気
北芝電機株式会社 技術責任者 電気
キヤノン株式会社 記録材料22開発室 主幹研究員 電気
キヤノンファインテック株式会社 販売戦略統括室 電気
（株）京三製作所 開発センター 部長 電気
（株）京三製作所 開発センター 課長 電気
京セラ株式会社 システム研究開発統括部 部責任者 電気
京セラ株式会社 国内営業部 電気
京セラ株式会社 システム研究開発統括部 シニアエキスパート 電気
京セラ株式会社 研究開発本部システム研究開発本部 メンバー 電気
京セラ株式会社 新事業統括部マーケティング部市場開発部市場開発課 課責任者 電気
コアトロニック東京事務所 営業 顧問 電気
KOA株式会社 技創りセンター 電気
KOA株式会社 ものづくりIV　技創りC　企画応用技術G 電気
KOA株式会社 要素技術開発グループ 電気
（株）三社電機製作所 西日本営業部 電気
（株）ＧＳユアサ 産業電池電源事業部　特機本部　技術開発部 担当部長 電気
JFE電制株式会社 エンジニアリング本部 副本部長 電気
シナノケンシ株式会社 OHビジネスユニット事業企画部 電気
シャープ株式会社 研究開発本部 電気
シャープ株式会社 東京支社　渉外部 担当部長 電気
シャープ株式会社 生産技術開発本部　センシング技術開発センター 所長 電気
（株）昭電 通信メディア営業部 課長 電気
新光電気工業株式会社 営業統括部　マーケティング部 担当課長 電気
新光電気工業株式会社 開発統括部 主席部長 電気
新コスモス電機株式会社 国内営業本部 部長 電気
新電元工業株式会社 販売推進部 電気
シンフォニアテクノロジー株式会社 開発本部技術戦略室 室長 電気
シンフォニアテクノロジー株式会社 振動機営業部 部長付 電気
シンフォニアテクノロジー株式会社 開発本部　研究部 部長 電気
スター精密株式会社 事業管理部 取締役執行役員 電気
スター精密株式会社 R&Dセンター 執行役員　センター長 電気
セイコーエプソン株式会社 電気
ソニーイーエムシーエス株式会社 電気
ソニー株式会社 研究開発企画部門 係長 電気
ソニー株式会社 ＤＳＢＧ・ＩＳ事業部・ＩＳビジネス3部 シニアマネージャ 電気
ソニー株式会社 研究開発推進室 電気
ソニーセミコンダクタ株式会社 Business Research and Promotion室 課長 電気
ダイキン工業株式会社 マーケティングリサーチ本部 電気
ダイキン工業株式会社 化学事業部　開発営業部 主事 電気
（株）大昌電子 営業本部 主事 電気
大電株式会社 東京支社　海外営業部 電気
田淵電機株式会社 R&Dセンター 電気
中電技術コンサルタント株式会社 電気本部 電気通信部 電気
（株）中部プラントサービス バイオマス発電本部 担当部長 電気
中立電機株式会社 ＦＡ事業部・新事業開発部 執行役員　 電気
中立電機株式会社 技術企画部 部長 電気
千代田インテグレ㈱ 開発センター　市場開発室 主査 電気
TDK株式会社 先端技術開発センター 技師 電気
TDK株式会社 アプライドフィルム部 電気
（株）ディック電子 鹿児島営業所 営業所長 電気
デンヨー株式会社 営業企画部 執行役員　部長 電気
東海光学株式会社 光機能事業部 電気
東京エネシス 工務本部 理事　工務本部長 電気
東京エレクトロン株式会社 新製品プロモーション部 アシスタントマネージャー 電気
東京エレクトロンデバイス株式会社 GM GM 電気
（株）東光高岳 技術開発本部　技術企画部 部長 電気
（株）東光高岳 国際部 国際部長 電気
（株）東芝 コミュニティ・ソリューション事業部 主務 電気
（株）東芝 コーポレートコミュニケーション部　産業政策渉外室 担当部長 電気
（株）東芝 コミュニティ・ソリューション社 統括技師長 電気
（株）東芝 コミュニティ・ソリューション社　技術管理部 参事 電気
（株）東芝 コミュニティ・ソリューション社総務部 部長 電気
（株）東芝 環境システム営業部　環境システム第一担当 グループ長 電気
（株）東芝 研究開発センター 主任研究員 電気
（株）東芝 産業システム機器統括部 主務 電気
（株）東芝 事業開発センター 参事 電気
（株）東芝 社会インフラシステムソリューション部公共ソリューション担当 電気
（株）東芝 新規事業開発部 参事 電気
（株）東芝 生産技術センター　光技術研究センター 研究主幹 電気
（株）東芝 太陽光発電システム推進部 主務 電気
（株）東芝 デザインセンター 参事 電気
（株）東芝 エネルギーソリューション開発第二担当 参事 電気
（株）東芝 新規事業開発部 グループ長 電気
（株）東芝 Ｓ＆Ｓ技 電気
（株）東芝 府中事業所　社会インフラシステムソリューション部　開発担当 参事 電気
（株）東芝 コミュニティ・ソリューション事業部　技術第一部 電気
（株）東芝　 セミコンダクター＆ストレージ社 車載IC応用技術部 電気
東芝ＩＴコントロールシステム株式会社 電気
東芝キヤリア コアテクノロジーセンター 電気
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東芝産業機器システム株式会社 技術部 部長 電気
東芝テック株式会社 オートＩＤ第二営業部 主任 電気
東芝電機サービス株式会社 社長室 顧問 電気
東芝マテリアル株式会社 材料・部品製品部　磁性部品技術担当 電気
東芝ライテック株式会社 住空間システム部　ＥＭ商品部 担当部長 電気
東北パイオニア株式会社 技術開発センター 主任技師 電気
東洋電機製造株式会社 産業事業部海外営業部 課長 電気
日星電気株式会社 光・電子事業部 電気
日東工業株式会社 営業支援グループ(名古屋駐在) 担当課長 電気
日東工業株式会社 ソリューション技術 電気
日東工業株式会社 商品企画部 電気
日本航空電子工業株式会社 電気
日本電産コパル電子 センサ事業部　事業企画部 部長 電気
パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社 広島研究所 電気
パナソニックエコシステムズ株式会社 電気
パナソニック株式会社 R&D本部 参事 電気
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社　事業開発センター チームリーダー 電気
パナソニック株式会社 ハウジングシステム事業部　R&Dセンター 参事 電気
パナソニック株式会社 AIS社 制御機器事業部 総合企画G 参事 電気
パナソニック株式会社 AVC技術開発センター 主幹技師 電気
パナソニック株式会社 ＥＳ社事業開発センター 主事 電気
パナソニック株式会社 R&D本部 グループマネージャ 電気
パナソニック株式会社 アプライアンス社　スマートエネルギーシステム事業部　経営企画グループ　事業企画チチームリーダー 電気
パナソニック株式会社 アプライアンス社　事業開発センター 主任技師 電気
パナソニック株式会社 コーポレート情報システム社　クラウド事業基盤センター ＧＭ 電気
パナソニック株式会社 スマートエネルギーシステム事業部 主任技師 電気
パナソニック株式会社 ブランドコミュニケーション本部 リーダー 電気
パナソニック株式会社 メカトロデバイスDIV長付け 参事 電気
パナソニック株式会社 モノづくり本部　生産技術研究所 主幹技師 電気
パナソニック株式会社 技術政策推進室 参事 電気
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 主事 電気
パナソニック株式会社 ES社　事業開発センター　ビジネスインキュベーションG 参事 電気
パナソニック株式会社 ＡＶＣネットワークス社　ソリューション事業推進室 参事 電気
パナソニック株式会社 R&D本部 参事 電気
パナソニック株式会社 インダストリアル営業本部　国内営業統括部 参事 電気
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 新規事業本部 主任技師 電気
パナソニック株式会社 スマートエネルギーシステム事業部 参事 電気
パナソニック株式会社 ビジネスソリューション本部 担当部長 電気
パナソニック株式会社 モノづくり本部　環境生産革新センター 電気
パナソニック株式会社 市場開発グループ 参事 電気
パナソニック株式会社 渉外本部　渉外グループ 課長 電気
パナソニック株式会社 モノづくり本部 本部長 電気
パナソニック株式会社 技術本部　コア技術開発センター 電気
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 事業開発本部 事業企画グループリーダー 電気
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 技術開発ユニット マネージャー 電気
パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社 電気
パナソニック　ライティングデバイス 商品開発部　新規事業推進課 電気
ハネウェルジャパン株式会社 電気
浜松ホトニクス株式会社　 東京支店　渉外グループ 電気
日立マクセル株式会社 電気
（株）日立産機システム 営業統括本部 本部員 電気
（株）日立製作所 インフラシステム社　広報部 部長代理 電気
（株）日立製作所 エネルギーソリューションセンター 主任技師 電気
（株）日立製作所 横浜研究所 生産技術研究センタ シニアアドバイザ 電気
（株）日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部　ソリューション・ビジネス推進本部　スマートエネル 　主任技師 電気
（株）日立製作所 情報・通信システム社　スマート情報システム統括本部 本部主管 電気
（株）日立製作所 新エネルギー推進本部 電気
（株）日立製作所 電力流通事業部電源システム部 技師 電気
（株）日立製作所 インフラシステム社都市・エネルギーソリューション事業部 事業部長付 電気
（株）日立製作所 横浜支社企画部 コーディネーター 電気
（株）日立製作所 公共システム営業統括本部学術情報営業部 部長 電気
（株）日立製作所 社会イノベーションプロジェクト本部　(ソリ推)　(ＳＣＰ) 部長代理 電気
（株）日立製作所 情報・通信システム社 社長付 電気
（株）日立製作所 社会システム営業本部 専門部長 電気
（株）日立製作所 松戸開発センター 担当部長 電気
（株）日立製作所 東北支社　復興推進本部 本部長 電気
（株）日立製作所 技術開発本部松戸開発センタ 主任研究員 電気
（株）日立パワーソリューションズ インフラシステム営業本部　 本部長付 電気
（株）日立パワーソリューションズ プロジェクト統括部 部長 電気
（株）日立パワーソリューションズ 受変電本部 部長 電気
（株）日立パワーソリューションズ エネルギーネットワーク本部 上席執行役員　本部長 電気
（株）フジクラ 環境エネルギー研究所 室長 電気
富士通セミコンダクター 電気
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 電気
富士電機株式会社 営業本部電力・社会インフラ営業統括部 副統括部長 電気
富士電機株式会社 エネルギーソリューション開発部 電気
富士電機株式会社 営業本部）電力社会インフラ営業統括部営業第4部 部長 電気
富士電機株式会社 技術開発本部　 副センター長 電気
富士電機株式会社 産業インフラ事業本部計測制御システム事業部制御システム推進部 主席 電気
富士電機株式会社 千葉工場　設計第一部　変圧器課 主査 電気
富士電機株式会社 発電プラント事業部　新エネルギー技術部 顧問 電気
富士電機株式会社 スマートコミュニティ総合技術部 主査 電気
富士電機株式会社 営業本部産業インフラ第一営業統括部 アシスタントマネジャー 電気
富士電機株式会社 技術開発本部）製品技術研究所）パワエレ技術開発センター）共通技術開発部 部長 電気
富士電機株式会社 産業インフラ第一営業統括部　営業第四部 部長 電気
富士電機株式会社 九州支社営業一部営業第一課 担当課長 電気
富士電機株式会社 営業本部営業企画室 主任 電気
富士電機株式会社 九州支社熊本営業所 担当部長 電気
富士電機株式会社 経営企画本部　経営企画室　企画部 担当課長 電気
富士電機株式会社 社会システム事業部 電力流通技術部 担当部長 電気
富士電機機器制御株式会社 業務部プロモーション課 電気
富士電機機器制御株式会社 事業企画本部　マーケティング室 担当課長 電気
双葉電子工業株式会社 経営戦略支援室 主席技師長 電気
双葉電子工業株式会社 経営戦略支援室 技師長 電気
北電テクノサービス株式会社 金沢支店 工務営業担当課長 電気
北陸電機製造株式会社 営業部 常務取締役 電気
（株）堀場エステック 東京営業部 電気
（株）ミエテック 新規PJ 課長 電気
三菱電機エンジニアリング株式会社 構造技術部HN構造課 専任 電気
三菱電機株式会社 インタフェースデザイン部 電気
三菱電機株式会社 神戸製作所（本社駐在）社会システム第一部 主席技師長 電気
三菱電機株式会社　 営業本部 事業推進部 担当課長 電気
三菱電機株式会社 スマートコミュニティ・グローバル事業推進部 担当課長 電気
三菱電機株式会社 渉外部 技術担当部長 電気
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三菱電機株式会社 神戸製作所　社会システム・スマートコミュニティプロジェクトグループ プロジェクトグループマネージャー 電気
三菱電機株式会社 名古屋製作所FAシステム二部計装システム開発課 専任 電気
三菱電機住環境システムズ株式会社 東京支社　開発営業本部 事業推進担当部長 電気
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 電力産業事業推進本部 嘱託 電気
ミネベア株式会社 計測機器事業部　システム技術部 統括次長 電気
（株）村田製作所 マーケティング＆コミュニケーション部 担当課長 電気
（株）メイコー 開発営業グループ 担当部長 電気
（株）明電舎 研究開発本部　開発統括部　企画管理課 専任課長 電気
（株）明電舎 中部支社 副支社長 電気
（株）明電舎 プラント建設部 主任 電気
（株）明電舎 プラント建設部 技師長 電気
（株）明電舎 研究開発本部　開発統括部 専任部長 電気
（株）明電舎 水環境　技術部 主管技師 電気
（株）明電舎 ＩＣＴ製品企画部 専門部長 電気
（株）明電舎 システム事業企画部 専任部長 電気
（株）安川電機 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部 課長 電気
（株）安川電機 システムエンジニアリング事業部システム工場社会・環境システム技術部 部長 電気
（株）安川電機 技術開発本部　開発研究所　つくば研究所 技術担当係長 電気
（株）安川電機 マーケティング本部 課長 電気
横河電機株式会社 CSR部CSR課 電気
横河電機株式会社 IA-MK本部　グリーンファクトリー推進室 電気
横河電機株式会社 イノベーション本部　研究・事業開発センター　開発部 マネージャ 電気
横河電機株式会社 国内プロダクト営業3部１課 マネージャー 電気
ラピスセミコンダクタ（株） 新規事業開拓プロジェクト 課長 電気
リコーテクノロジーズ（株） 技術開発センター スペシャリスト 電気
ルネサスエレクトロニクス株式会社 グローバル事業戦略統括部　エコシステム推進部 担当課長 電気
株式会社アイ・オー・データ機器 事業戦略室 シニアリーダー 情報通信・IT
アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社 環境ソリューション部 主任 情報通信・IT
アダマンド株式会社 フォトニクス事業部 情報通信・IT
株式会社イーシーエス 新規事業部 エンジニア 情報通信・IT
株式会社イージーエス 環境技術部 部長 情報通信・IT
ＮＥＣエンジニアリング株式会社 インターネットターミナル事業部・第三テクノロジー開発部 マネージャー 情報通信・IT
NECソリューションイノベータ(株) ビジネス推進本部 リーダー 情報通信・IT
ＮＥＣソリューションプロバイダ株式会社 情報通信・IT
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 装置ソリューション事業部　第二営業部 部長 情報通信・IT
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 公共ソリューション営業本部第二営業部 営業課長 情報通信・IT
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 新事業開発部 マネージャ 情報通信・IT
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 環境エネルギー営業推進部 主任 情報通信・IT
ＮＥＣフィールディング株式会社 プラットフォームサービス本部 情報通信・IT
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 社会公共システム部第三公共 情報通信・IT
NTTアドバンステクノロジ株式会社 情報通信・IT
NTTコミュニケーションズ株式会社 IAC 主査 情報通信・IT
NTTコミュニケーションズ株式会社 P&K部　環境保護推進室 担当課長 情報通信・IT
ＮＴＴコムウェア株式会社 品質生産性技術本部 スペシャリスト 情報通信・IT
NＴＴドコモ 第二法人営業部第八営業 情報通信・IT
（株）NTTPCコミュニケーションズ フィールドクラウド部 情報通信・IT
NTT東日本 営業部　ビルテナント営業部門 担当課長 情報通信・IT
（株）NTTぷらら 技術本部サービス開発部 マネージャー 情報通信・IT
オージス総研 エンタープライズソリューション第一部 情報通信・IT
沖電気工業株式会社 キャリア営業本部市場開発営業部 担当部長 情報通信・IT
沖電気工業株式会社 パートナ営業本部パートナ営業部 マネージャー 情報通信・IT
沖電気工業株式会社 経済・政策調査部 渉外企画部長 情報通信・IT
キヤノンITソリューションズ キヤノンMJインフラ運用部 情報通信・IT
京セラコミュニケーションシステム株式会社 資材統括部 京都資材部長 情報通信・IT
京セラコミュニケーションシステム株式会社 商品事業部 情報通信・IT
（株）構造計画研究所 営業本部 コーディネーター 情報通信・IT
Samsung Electronics 購買Ｔｅａｍ 部長 情報通信・IT
サン電子株式会社 モバイルソリューション事業部 副事業部長 情報通信・IT
（株）シー・エス・イー インフラ＆セキュリティ本部 情報通信・IT
シャープ株式会社 市場開拓本部　車載事業開拓ＰＪ 参与 情報通信・IT
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 社会公共SOL事業部自治体医療推進部 エキスパート 情報通信・IT
（株）ゼンリン マーケティング部 情報通信・IT
ソフトバンクテレコム株式会社 M2M推進第一部 課長 情報通信・IT
ソフトバンクテレコム株式会社 ITサービス開発本部　ビジネス推進室 情報通信・IT
ソフトバンクテレコム株式会社 新規事業営業本部　IoT事業統括部 情報通信・IT
ソレキア株式会社 東北支店 スペシャリスト 情報通信・IT
（株）ＤＴＳ ｉＣＴ営業部 情報通信・IT
東芝ＩＴサービス株式会社 サポートセンタサービス推進部 情報通信・IT
東芝ソリューション株式会社 流通・運輸ソリューション営業部 グループ長 情報通信・IT
トランスコスモス株式会社 営業第一本部 情報通信・IT
ナカヨ通信機 IPS開発営業部 課長 情報通信・IT
（株）ナカヨ通信機 営業統括本部　ＩＰＳ開発営業部 課長代理 情報通信・IT
西日本電信電話株式会社 情報通信・IT
（株）日進通工　東京支店 営業部 部長 情報通信・IT
日本アイ・ビー・エム株式会社 知的財産 情報通信・IT
日本ＡＴＭ株式会社 人事・総務本部総務・購買部 マネジャー 情報通信・IT
日本システムウエア株式会社 総務人事部 センター長 情報通信・IT
日本電気株式会社 宇宙・防衛事業推進本部　事業開発戦略室 情報通信・IT
日本電気株式会社 ＮＴＴシステム事業部 主任 情報通信・IT
日本電気株式会社 宇宙・防衛事業推進本部　事業開発戦略室 シニアエキスパート 情報通信・IT
日本電気株式会社 東北支社 主任 情報通信・IT
日本電気株式会社 交通・都市基盤事業部　第二システム部 マネージャ 情報通信・IT
日本電信電話株式会社 環境エネルギー研究所 情報通信・IT
日本プロセス株式会社 ＰＭＯ 取締役 情報通信・IT
日本マイクロソフト株式会社 CloudOS営業部 情報通信・IT
日本無線株式会社 イノベーション推進部 情報通信・IT
日本無線株式会社 ソリューション営業部 担当部長 情報通信・IT
東日本電信電話株式会社 ＮＷ事業推進本部　エンジニアリング部　建物・電力部門 部門長 情報通信・IT
（株）日立国際電気 情報通信・IT
（株）日立システムズ 事業企画部 担当部長 情報通信・IT
（株）日立システムズ 社会営業統括本部 営業本部 第一営業部　第二グループ 主任 情報通信・IT
（株）富士通エフサス 情報通信・IT
富士通株式会社 福井支店 支店長 情報通信・IT
富士通株式会社 コストマネジメント推進室 エキスパート 情報通信・IT
富士通株式会社 公共地域新ビジネス推進統括部 情報通信・IT
富士通株式会社 GSB統括部 シニアマネージャー 情報通信・IT
富士通株式会社 開発基盤統括部 情報通信・IT
富士通株式会社 公共地域新ビジネス推進統括部 情報通信・IT
富士通株式会社 産ビジ）エンジ統括）建設・不動産営業部 シニアディレクター 情報通信・IT
富士通株式会社 第一ソリ研 情報通信・IT
富士通株式会社 スマートシティ・エネルギー推進本部ソリューション統括部 情報通信・IT
富士通株式会社 知財・スタンダード戦略統括部 情報通信・IT
富士通研究所 ものづくり技術研究所　ハードウェアエンジニアリング研究部 主任研究員 情報通信・IT
（株）富士通総研 公共事業部 情報通信・IT



バイオマスエキスポ　来場者データ抜粋 8

勤務先 所属 役職 業種
（株）富士通ミッションクリティカルシステムズ 情報通信・IT
（株）ブロードネットマックス 機器システム本部 課長 情報通信・IT
マカフィー グローバルアライアンス 情報通信・IT
ミツイワ株式会社 eSS推進室 マネージャ 情報通信・IT
三菱電機株式会社 情報通信・IT
（株）メタテクノ ITソリューション事業部ビジネスソリューション部 部長 情報通信・IT
（株）ヤマイチ　テクノ 営業部 情報通信・IT
裕幸計装株式会社 原価管理部 部長 情報通信・IT
昱株式会社 企画室企画課 課長代理 建設・エンジニアリング
（株）朝日工業社 エンジニアリング企画設計部 建設・エンジニアリング
（株）朝日工業社 営業本部 副本部長 建設・エンジニアリング
（株）朝日工業社 技術本部　技術企画部 部長代理 建設・エンジニアリング
（株）朝日工業社 積算部 副参事 建設・エンジニアリング
（株）朝日工業社 設計部 社員 建設・エンジニアリング
（株）アサヒファシリティズ 東京本店技術部 部長付 建設・エンジニアリング
アジア航株式会社 経営管理本部 理事 建設・エンジニアリング
アジア航株式会社 仙台支店 課長 建設・エンジニアリング
（株）安部日鋼工業 営業管理本部 顧問 建設・エンジニアリング
（株）安藤・間 技術本部　環境開発部 主任 建設・エンジニアリング
（株）安藤・間 技術本部　技術研究所 副所長 建設・エンジニアリング
（株）安藤・間 技術本部環境開発部 担当部長 建設・エンジニアリング
永大産業株式会社 総合研究所 所長 建設・エンジニアリング
(株)エービーシー商会 商品開発部 部長 建設・エンジニアリング
NTCコンサルタンツ株式会社 開発事業部 部長 建設・エンジニアリング
（株）NTTファシリティーズ中央 FM事業本部 課長 建設・エンジニアリング
（株）NTTファシリティーズ 九州支店企画部 建設・エンジニアリング
（株）ＮＴＴファシリティーズ中央 建築事業本部 課長 建設・エンジニアリング
エムイーシーテクノ株式会社 営業統括部 課長代理 建設・エンジニアリング
（株）大林組 エンジニアリング本部 上級主席技師 建設・エンジニアリング
（株）大林組 ビジネスイノベーション室 副課長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 環境施設エンジニアリング部 上級主席技師 建設・エンジニアリング
（株）大林組 技術本部 課長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 技術本部環境ソリューション部 主任 建設・エンジニアリング
（株）大林組 生産技術本部ダム技術部 担当部長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 本社　エンジニアリング本部　環境施設エンジニアリング部 担当課長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 開発事業本部東京開発推進第2部 副部長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 環境技術研究部 主任 建設・エンジニアリング
（株）大林組 技術研究所環境技術研究部 上級主席研究員 建設・エンジニアリング
（株）大林組 技術本部ビジネス・イノベーション室 部長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 技術本部企画推進室 課長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 技術本部企画推進室 副部長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 土木本部営業推進部 部長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 東京開発推進第二部 副部長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 本社　技術本部　企画推進室 部長 建設・エンジニアリング
（株）大林組 環境技術第二部 課長 建設・エンジニアリング
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 環境エンジニアリング部　環境ＳＥ１課 担当マネージャー 建設・エンジニアリング
（株）オリエンタルコンサルタンツ 関東支店　都市地域創生事業部門 プロジェクト開発部 建設・エンジニアリング
鹿島建設株式会社 エンジニアリング本部 執行役員　副本部長 建設・エンジニアリング
鹿島建設株式会社 土木管理本部土木技術部 課長代理 建設・エンジニアリング
鹿島建設株式会社 環境本部環境ソリューショングループ グループ長 建設・エンジニアリング
鹿島建設株式会社 環境本部　環境施設グループ 次長 建設・エンジニアリング
鹿島建設株式会社 営業本部　営業部 部長 建設・エンジニアリング
鹿島建設株式会社 技術研究所　地球環境・バイオグループ 主任研究員 建設・エンジニアリング
鹿島建設株式会社 建築設計本部　設備設計統括グループ 建設・エンジニアリング
パナソニック環境エンジニアリング 事業開発本部 常務取締役 建設・エンジニアリング
倉敷紡績株式会社 エンジニアリング部 部長 建設・エンジニアリング
倉敷紡績株式会社 技術研究所 事業開発グループ 建設・エンジニアリング
（株）クリマテック 設計部 部長 建設・エンジニアリング
（株）ケー・エフ・シー 技術部 トンネル基礎技術室　部長 建設・エンジニアリング
原子力サ-ビスエンジニアリング株式会社 役員室 取締役 建設・エンジニアリング
（株）建設技術研究所 東京本社　地球環境センター 技師 建設・エンジニアリング
（株）建設技術研究所 東京本社　地球環境センター 主任 建設・エンジニアリング
コマツハウス㈱ 首都圏本部 工事部 工事部主査 建設・エンジニアリング
五洋建設株式会社 技術研究所 担当部長 建設・エンジニアリング
五洋建設株式会社 建築設計部 部長 建設・エンジニアリング
佐藤工業株式会社 多角化事業統括部　多角化事業企画部 部長 建設・エンジニアリング
サンエイ株式会社 事業開発室技術開発グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 建設・エンジニアリング
三機工業株式会社 東京支社 統括部長 建設・エンジニアリング
三協フロンテア株式会社 本社技術部 嘱託 建設・エンジニアリング
三建設備工業株式会社 技術本部 執行役員　技術担当 建設・エンジニアリング
サンスター技研会社 営業開発室 建設・エンジニアリング
JFEエンジニアリング株式会社 大阪支店エネルギー営業部 部長代理 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 環境・エネルギーソリューション室 主査 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 技術研究所 上席マネージャー 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 技術戦略室 主査 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 自然共生事業推進室 主査 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 経営企画部 主査 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 自然共生事業推進室 主査 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 コーポレート企画室　経営企画部 副部長 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 環境・エネルギーソリューション室 主査 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 技術研究所 上席マネージャー 建設・エンジニアリング
清水建設株式会社 設計本部設備設計部３部 建設・エンジニアリング
（株）シミズビルライフケア リニューアル事業本部診断部 副部長 建設・エンジニアリング
ジョンソンコントロールズ株式会社 建設・エンジニアリング
（株）神鋼環境ソリューション 市場開発部企画室 課長 建設・エンジニアリング
新興プランテック株式会社 メンテナンス技術部　技術開発グループ 建設・エンジニアリング
新日鉄住金エンジニアリング株式会社 戦略企画センター　事業開発企画部　企画・情報室 マネジャー 建設・エンジニアリング
新菱冷熱工業株式会社 丸の内支店 課長 建設・エンジニアリング
水ing株式会社 提案推進室 室長 建設・エンジニアリング
水ing株式会社 汚泥技術室 室長 建設・エンジニアリング
住重環境エンジニアリング株式会社 企画管理部　経営品質Ｇ 主管 建設・エンジニアリング
住友林業株式会社 筑波研究所 建築住まいグループ 主任研究員 建設・エンジニアリング
住友林業株式会社 海外資源製造部 技師長 建設・エンジニアリング
住友林業株式会社 生活サービス推進部 マネージャー 建設・エンジニアリング
住友林業株式会社 筑波研究所 研究員 建設・エンジニアリング
住友林業株式会社 環境・エネルギー部　環境エネルギー部 グループマネージャー 建設・エンジニアリング
西武建設株式会社 土木事業部環境営業部 課長 建設・エンジニアリング
(株）錢高組 事業統轄本部 参与 建設・エンジニアリング
(株）錢高組 土木事業本部 営業統轄部営業部 副課長 建設・エンジニアリング
(株）大気社 エネルギーソリューション室 建設・エンジニアリング
ダイキンエアテクノ エンジニアリング本部 建設・エンジニアリング
大成温調株式会社 環境省エネグループ・環境具術開発センター 部長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 営業推進本部ライフサイクルケア推進部 課長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 知的財産部 主事 建設・エンジニアリング
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勤務先 所属 役職 業種
大成建設株式会社 プロポーザル・ソリューション部 参与 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 環境本部 環境開発部長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 環境本部 課長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 環境本部環境計画部 課長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 ソリューション営業本部 参与 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 関東支店営業部 担当部長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 技術センター 課長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 土木営業本部公共第二営業部 部長 建設・エンジニアリング
ダイダン株式会社 技術研究所 知財担当 建設・エンジニアリング
ダイダン株式会社 産業施設事業部 事業部長 建設・エンジニアリング
太平洋セメント株式会社 環境事業部　アクア事業Ｇ リーダー 建設・エンジニアリング
太平洋セメント株式会社 海外事業本部 企画部 建設・エンジニアリング
太平洋マテリアル株式会社 商事営業部 部長代理 建設・エンジニアリング
太陽工業株式会社 環境ビジネスセンター センター長 建設・エンジニアリング
太陽工業株式会社 産業施設カンパニー東京営業課 建設・エンジニアリング
大和ハウス工業株式会社 総合技術研究所　材料・ものづくり研究室 建設・エンジニアリング
ダイワラクダ工業㈱ 経営企画室 課長 建設・エンジニアリング
大和リース株式会社 環境緑化事業部 上席主任 建設・エンジニアリング
大和リース株式会社 環境緑化事業部 部長 建設・エンジニアリング
高砂熱学工業株式会社 営業本部FS部 担当部長 建設・エンジニアリング
高砂熱学工業株式会社 経営管理本部 担当部長 建設・エンジニアリング
高砂熱学工業株式会社 環境ソリューション事業部環境ソリューション部 部長 建設・エンジニアリング
株式会社高田工業所 経営企画部 企画グループ長 建設・エンジニアリング
（株）竹中工務店 ＴＱＭ推進室 ＴＱＭ推進室長 建設・エンジニアリング
（株）竹中工務店 環境エンジニアリング本部 部長 建設・エンジニアリング
（株）竹中工務店 技術研究所　環境計画部門 主任研究員 建設・エンジニアリング
（株）竹中工務店 技術本部知的財産部 部長 建設・エンジニアリング
（株）竹中工務店 設計部 課長 建設・エンジニアリング
（株）竹中工務店 本店長席企画グループ 専門役 建設・エンジニアリング
（株）竹中工務店 環境エンジニアリング本部 本部長 建設・エンジニアリング
（株）竹中土木 建設・エンジニアリング
中電技術コンサルタント株式会社 地域マネジメント部 課長 建設・エンジニアリング
中電技術コンサルタント株式会社 電気本部 エグゼクティブエンジニア 建設・エンジニアリング
千代田化工建設株式会社 ChAS事業本部 コンサルタント 建設・エンジニアリング
千代田化工建設株式会社 事業開発ユニット 計画チームリーダー 建設・エンジニアリング
千代田化工建設株式会社 化学プロジェクト セクションリーダー 建設・エンジニアリング
鉄建建設(株) 土木本部エンジニアリング部 担当次長 建設・エンジニアリング
東亜建設工業株式会社 エンジニアリング事業部 担当部長 建設・エンジニアリング
東亜道路工業株式会社 企画営業本部　環境部 部長 建設・エンジニアリング
東急建設株式会社 安全環境部 グループリーダー 建設・エンジニアリング
東急建設株式会社 建築本部　設備部　設備企画グループ 専門部長 建設・エンジニアリング
東急建設株式会社 ソリューション事業部新事業推進部 課長代理 建設・エンジニアリング
東京ガス・エンジニアリング株式会社 エネルギー・環境技術部 建設・エンジニアリング
株式会社東京鐵骨橋梁 取手工場　製造部　保全課 課員 建設・エンジニアリング
東京パワーテクノロジー株式会社 経営改革本部 課長 建設・エンジニアリング
東芝プラントシステム株式会社 技術企画部　技術開発担当 参与 建設・エンジニアリング
東芝プラントシステム株式会社 産業建設部 建設・エンジニアリング
東芝プラントシステム株式会社 社会インフラ事業部　社会インフラ営業部 参事 建設・エンジニアリング
東芝プラントシステム株式会社 火力改良保全グループ 主任 建設・エンジニアリング
東芝プラントシステム株式会社 技術企画開発部 建設・エンジニアリング
戸田建設株式会社 価値創造推進室開発センター 副センター長 建設・エンジニアリング
戸田建設株式会社 本社環境ソリューション部技術１課 課長 建設・エンジニアリング
戸田建設株式会社 土木営業部 専任職 建設・エンジニアリング
戸田建設株式会社 本社土木営業第２部 課長 建設・エンジニアリング
トヨタホーム株式会社 建設・エンジニアリング
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ 経営企画部 上席技師 建設・エンジニアリング
株式会社ナック 建築コンサルティング事業部 建設・エンジニアリング
株式会社西原環境 知的財産・契約管理室 建設・エンジニアリング
西松建設株式会社 建設・エンジニアリング
日揮株式会社 経営戦略室 マネージャー 建設・エンジニアリング
日揮株式会社 事業推進プロジェクト事業本部 プロジェクトマネージャー 建設・エンジニアリング
日揮株式会社 営業本部アジア・オセアニア営業部 セールスマネージャー 建設・エンジニアリング
日揮株式会社 第３プロジェックト本部新事業プロジェクト部 建設・エンジニアリング
日鉄住金環境株式会社 建設・エンジニアリング
日特建設株式会社 技術本部 建設・エンジニアリング
日本管材センター株式会社 第五営業統括部 部長代理 建設・エンジニアリング
日本コムシス株式会社 建設・エンジニアリング
日本上下水道設計株式会社 環境マネジメント部 建設・エンジニアリング
日本植生株式会社 環境緑化部　河川･緑地課　環境設備担当 主任 建設・エンジニアリング
ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 土木部 取締役土木部長 建設・エンジニアリング
大成建設株式会社 ソリューション営業本部 プランナー 建設・エンジニアリング
パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社　マネジメント事業部 主任 建設・エンジニアリング
パシフィックコンサルタンツ株式会社 環境エネルギー部 技術次長 建設・エンジニアリング
パシフィックコンサルタンツ株式会社 事業開発本部環境エネルギー部次世代社会推進室 技術次長 建設・エンジニアリング
(株)長谷工コーポレーション 建設・エンジニアリング
飛騨産業株式会社 コントラクト 部長 建設・エンジニアリング
(株)日立プラントサービス 営業統括本部 サービス営業本部(中部支店) 専門部長 建設・エンジニアリング
(株)日立プラントサービス 経営戦略本部 部長 建設・エンジニアリング
(株)日立プラントサービス 新事業推進本部 副本部長 建設・エンジニアリング
(株)フジタ 営業本部企画営業部 次長 建設・エンジニアリング
(株)フジタ 営業本部企画営業部 主任 建設・エンジニアリング
(株)フジタ 建設本部環境エンジニアリングセンター センター長 建設・エンジニアリング
富士古河E&C株式会社 新事業推進センター 主任 建設・エンジニアリング
富士古河E&C株式会社 技術開発室 理事 建設・エンジニアリング
富士古河E&C株式会社 太陽光発電事業部　技術部 担当部長 建設・エンジニアリング
前田建設工業株式会社 技術研究所 研究員 建設・エンジニアリング
前田建設工業株式会社 設備設計部 建設・エンジニアリング
三谷産業株式会社 環境ソリューション部リニューアル技術課 建設・エンジニアリング
三井金属エンジニアリング 国内営業部 主任 建設・エンジニアリング
三井住商建材株式会社 東京建設資材部 部長付リーダー 建設・エンジニアリング
三井住友建設株式会社 土木本部土木営業推進部 部長 建設・エンジニアリング
三井住友建設株式会社 土木本部土木営業推進部 課長代理 建設・エンジニアリング
三井住友建設株式会社 土木本部土木技術部 次長 建設・エンジニアリング
三井造船環境エンジニアリング株式会社 環境施設事業本部設計部 主管 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 マーケティングセンタービジネス開発推進室 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 プロジェクト第二本部 部長 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 技術本部プロセス設計部 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 経営企画室 部長 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 鹿島営業所 部長代理 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 ビジネス開発推進室 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 ビジネス開発推進室 部長代理 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 プロジェクト第2本部企画管理室 取締役 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 PJ2本部企画管理室 建設・エンジニアリング
三菱化学エンジニアリング株式会社 エンジ１部プロセス設計グループ 部長代理 建設・エンジニアリング
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勤務先 所属 役職 業種
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ 資源リサイクル事業部リサイクルプラント部 主事 建設・エンジニアリング
三菱電機ビルテクノサービス 人材開発センター 建設・エンジニアリング
メタウォーター株式会社 資源エネルギー開発Gr 建設・エンジニアリング
メタウォーター株式会社 新事業技術部 建設・エンジニアリング
メタウォーター株式会社 プラントエンジニアリング事業本部 技師長 建設・エンジニアリング
メタウォーター株式会社 事業戦略本部　R&Dセンター　基盤事業開発部　プラント開発グループ 建設・エンジニアリング
八洲電機株式会社 新事業推進グループ グループ長 建設・エンジニアリング
（株）ヤマダ・エスバイエルホーム 東京支店　総務 主任 建設・エンジニアリング
（株）ヤマダ・エスバイエルホーム 福岡支店 副支店長 建設・エンジニアリング
（株）ヤマト 管理本部 理事　 建設・エンジニアリング
JR東日本 本社　総合企画本部　投資計画部 戦略的新駅特命課長 不動産
東急コミュニティー 営業開発事業部　第二営業部 主席 不動産
株式会社東急コミュニティー BM事業部京橋ビル運営部 不動産
東急不動産株式会社 不動産
（株）日立アーバンサポート 営業企画部 課長 不動産
森ビル株式会社 設計統括部 不動産
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 先行企画部 部長 自動車・自動車関連
アイシン精機株式会社 顧問 自動車・自動車関連
アイシン精機株式会社 L&Eシステム開発部 自動車・自動車関連
アイシン精機株式会社 機関技術部 ＴＬ 自動車・自動車関連
ＮＴＮ 複合材料商品事業部　営業技術部 自動車・自動車関連
オイレス工業株式会社 軸受第二事業部　技術部　技術三課 主任 自動車・自動車関連
（株）オーツカ 取締役社長 自動車・自動車関連
カシオ計算機 時計事業部　モジュール開発部 自動車・自動車関連
北芝電機株式会社 モータシステム事業推進部　モータシステム営業グループ 参事 自動車・自動車関連
株式会社キャタラー 次世代ビジネスプロジェクト室 室長 自動車・自動車関連
京浜精密工業株式会社 改善推進室 部長 自動車・自動車関連
小島プレス工業㈱ 新事業推進室 主担当員 自動車・自動車関連
三桜工業（株） 研究開発部 自動車・自動車関連
シークス株 大阪営業部 マネージャー 自動車・自動車関連
自動車部品工業㈱ エンジン実験部 部長 自動車・自動車関連
昭和飛行機工業株式会社 技術開発部 自動車・自動車関連
スズキ株式会社 要素技術開発部 専任職 自動車・自動車関連
住友電気工業株式会社 アドバンストマテリアル研究所 主査 自動車・自動車関連
住友電気工業株式会社 自動車事業本部　中部営業統轄部 担当部長 自動車・自動車関連
住友電気工業株式会社 研究統轄部 自動車・自動車関連
タイガースポリマー株式会社 営業部　市場開発室 課長 自動車・自動車関連
（株）大真空 事業本部　技術部 自動車・自動車関連
大和化成工業株式会社 技術部　第二技術課 担当 自動車・自動車関連
田中精密工業株式会社 技術開発 主任 自動車・自動車関連
㈱ＤＲＤ 営業統括部 課長 自動車・自動車関連
（株）デンソー 技術企画部 担当係長 自動車・自動車関連
（株）デンソー 研究開発１部 FC領域開発室 担当次長 自動車・自動車関連
（株）デンソー 材料技術部 担当部長 自動車・自動車関連
（株）デンソー 技術企画部 担当部長 自動車・自動車関連
(株)東郷製作所 開発室 主査 自動車・自動車関連
東洋ゴム工業株式会社 テック新商品開発グループ 自動車・自動車関連
豊田合成株式会社 技術管理部 主監ｼﾆｱﾊﾟｰﾄﾅｰ 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 エネルギー調査企画室 主幹 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 新事業企画部 グループ長 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 新事業企画部 主査 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 製品企画室 主幹 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 東富士研究所　管理部開発支援技術室 主任 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 新事業企画部 所長 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 流通情報改善部 グループ長 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 新事業統括部 プロフェッショナルパートナー 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 ＦＰ部１５Ｕ 主幹 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 新事業企画部 主幹 自動車・自動車関連
トヨタ自動車株式会社 総合企画部 主幹 自動車・自動車関連
トヨタ自動車九州株式会社 R&Dセンター 主査 自動車・自動車関連
トヨタ車体株式会社 デザイン部デザイン企画開発室 自動車・自動車関連
（株）豊田中央研究所 社会・産業・交通G 主任研究員 自動車・自動車関連
豊田鉄工株式会社 開発部 自動車・自動車関連
ニチアス株式会社 研究開発本部企画開発部 係長 自動車・自動車関連
日産自動車 材料技術部 自動車・自動車関連
日産自動車 総合研究所先端材料研究所 研究員 自動車・自動車関連
日産ライトトラック株式会社 経理部 C1 Budget グループ 自動車・自動車関連
ニッタ株式会社 経営戦略室 担当部長 自動車・自動車関連
（株）日本自動車部品総合研究所 ３４研究室 自動車・自動車関連
日本精機株式会社 開発部 シニアマネジャー 自動車・自動車関連
日本特殊陶業株式会社 SOFCプロジェクト 主任 自動車・自動車関連
(株)ハイレックスコーポレーション 産業機器営業グループ 自動車・自動車関連
日野自動車株式会社 ユニット生技部 係長 自動車・自動車関連
フタバ産業株式会社 事業企画部 課長 自動車・自動車関連
（株）ブリヂストン イノベーション企画調査部 自動車・自動車関連
プレス工業株式会社 常勤監査役 自動車・自動車関連
ポップリベットファスナー株式会社 第１技術部 AE 自動車・自動車関連
本田技研工業 知的財産部 自動車・自動車関連
（株）本田技術研究所 ４輪R&Dセンタ栃木　第０開発室２ブロック 主任研究員 自動車・自動車関連
（株）本田技術研究所 基礎技術研究センター　研究戦略企画室 主任研究員 自動車・自動車関連
（株）本田技術研究所 第10技術開発室第6ブロック 自動車・自動車関連
（株）マーレフィルターシステムズ テクニカルセンター アシスタントマネジャー 自動車・自動車関連
マツダ株式会社 開発調査部 主幹 自動車・自動車関連
（株）ミツバ 工機部 自動車・自動車関連
モリテックスチール株式会社 東京営業所 担当 自動車・自動車関連
ヤマトオートワークス株式会社 自動車・自動車関連
ユアサ電池サービス販売株式会社 営業部 部長代理 自動車・自動車関連
ＭＨＰＳコントロールシステムズ 横浜事業部制御システム技術部エンジン制御グループ 輸送用機器
極東開発工業株式会社 環境事業部　事業企画室 課長 輸送用機器
新明和工業株式会社 流体事業部システム技術部 輸送用機器
（株）ジャムコ 総務部環境課 課長 輸送用機器
昭和飛行機工業株式会社 事業企画室　企画課 嘱託 輸送用機器
新明和工業株式会社 事業推進部 担当部長 輸送用機器
新明和工業株式会社 流体事業部事業企画部 担当部長 輸送用機器
新明和工業株式会社 特装車事業部事業推進部 部長 輸送用機器
住商エアロシステムズ 名古屋支店 理事 輸送用機器
大同メタル工業 研究開発センター 輸送用機器
田中精密工業株式会社 技術開発ブロック 主任 輸送用機器
トーコービルシステム株式会社 設計統括部 取締役　設計統括部長 輸送用機器
（株）豊田自動織機 エンジン事業部営業企画部 課長 輸送用機器
（株）豊田自動織機 管理部 基幹職３ 輸送用機器
（株）豊田自動織機 物流ソリューション事業室　事業企画部 主査 輸送用機器
ナブテスコ株式会社 企画本部 本部長 輸送用機器
（株）ホンダアクセス 総務部　法務知財ブロック ブロックリーダー 輸送用機器
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勤務先 所属 役職 業種
三井造船株式会社 営業推進部 主管 輸送用機器
三井造船株式会社 千葉技術開発センター 主任 輸送用機器
三井造船株式会社 営業推進部 主管 輸送用機器
三井造船株式会社 営業推進部 主管 輸送用機器
ヤマハ発動機株式会社 渉外部 傷害担当部長 輸送用機器
（株）IHI エネルギープラントセクター 理事 機械
（株）IHI 営業本部総合営業部 課長 機械
（株）IHI 技術開発本部　インキュベーションセンター 課長代理 機械
（株）IHI 広報･ＩＲ室 部長 機械
（株）IHI 航空宇宙事業本部 本部長補佐 機械
（株）IHI 新事業推進部 顧問 機械
（株）IHI エネルギープラントセクター　エンジニアリングセンター 課長代理 機械
（株）IHI エネルギープラントセクター　ボイラ保守統括部 機械
（株）IHI 営業本部 本部長補佐 機械
（株）IHI 航空宇宙事業本部　相馬第一工場　技術グループ 機械
（株）IHI 総合営業部 部長 機械
（株）ＩＨＩジェットサービス 社長補佐 社長補佐 機械
（株）ＩＨＩ環境エンジニアリング プロジェクト統括部 取締役/部長 機械
（株）ＩＨＩ環境エンジニアリング 営業本部 次長 機械
（株）ＩＨＩ環境エンジニアリング 経営企画本部 本部長 機械
（株）IHIスター 営業本部 副本部長 機械
旭サナック株式会社 NC事業部 取締役事業部長 機械
アネスト岩田株式会社 総務グループ 機械
（株）石垣 PPP/PFI推進プロジェクト プロジェクト・リーダー 機械
荏原商事　株式会社 東京支社　エンジニアリング部 機械
オークマ株式会社 大口製造部　ＤＳ１部品課 課長 機械
大森機械工業株式会社 営業本部　南エリア リーダー 機械
オルガノ株式会社 開発センター企画管理グループ 課長 機械
川重冷熱工業株式会社 エネルギーソリューション部 課長 機械
（株）キッツ 事業開発部 部長 機械
キャタピラーイーストジャパン株式会社 広域営業事業部 課長 機械
（株）クボタ 水・環境総合研究所 担当部長 機械
（株）クボタ 水処理システム事業部 部長 機械
（株）クボタ 戦略企画部 部長 機械
（株）クボタ 計測制御技術センター 担当課長 機械
栗田工業株式会社 開発本部開発企画部企画課 機械
栗田工業株式会社 開発本部基盤技術グループ第一チーム チームリーダー 機械
栗田工業株式会社 新事業推進部 専門課長 機械
(株)栗本鐵工所 技術開発室マーケティング部 部長 機械
光洋機械産業 社長室 課長 機械
コマツ 機械
(株)サトー 公共事業部 機械
サンデン株式会社 国内営業統括本部 部長 機械
サンデン株式会社 開発本部デザイングループ グループリーダー 機械
CKD株式会社 自動機械事業本部第２技術部 副部長 機械
CKD株式会社 自動機械事業本部 機械
（株）昭特製作所 企画管理部 副参事 機械
㈱神鋼環境ソリューション 総務部 グループ長 機械
新東工業株式会社 技術開発センター 技術員 機械
新東工業株式会社 技術開発センター 主任担当員 機械
住友建機株式会社 マーケティング部 主査 機械
住友建機販売株式会社 営業企画部 主査 機械
住友重機械工業株式会社 産業機器事業部　設計部　成膜装置グループ 主任技師 機械
住友重機械工業株式会社 技術研究所 主任研究員 機械
住友重機械工業株式会社 技術研究所技術企画部 主任技師 機械
住友精密工業株式会社 熱交換器営業部 機械
住友精密工業株式会社 FC事業室 マネージャ 機械
（株）タクマ ｴﾈﾙｷﾞｰ本部 副本部長 機械
（株）タクマ エネルギー本部プラント1部1課 課長 機械
（株）タクマ エンジニアリング統轄本部 エンジニアリング統轄本部長 機械
（株）ダルトン 市場調査室 室長 機械
中外炉工業株式会社 事業開発室 環境システムグループ 機械
中外炉工業株式会社 事業開発室 機械
中外炉工業株式会社 機械
中立電機株式会社 ＦＡ事業部・新事業開発部 執行役員 機械
月島機械株式会社 研究開発部 機械
東光鉄工株式会社 営業推進部 機械
東芝機械株式会社 広告宣伝担当 グループマネージャー 機械
巴工業株式会社 営業技術部 部長 機械
ナブテスコ株式会社 企画本部 企画本部長 機械
新潟原動機株式会社 マーケティングセンター陸用営業グループ シニアアドバイザー 機械
日本ギア工業株式会社 機械
日本金銭機械株式会社 商品開発室 課長 機械
（株）日本サーモエナー 特機事業部 課長 機械
日本ピラー工業株式会社 開発事業部 機械
日立建機株式会社 環境本部 部長 機械
日立造船株式会社 精密機械本部 主席技師 機械
日立造船株式会社 事業企画本部　戦略企画部 担当部長 機械
日立造船株式会社 水営企G 機械
古河機械金属株式会社 機械
（株）前川製作所 機械
前澤工業株式会社 環境ソリューション事業部　第一部 部長 機械
マックス株式会社 研究開発部 機械
三浦工業株式会社 特機営業技術部 機械
三浦工業株式会社 特機東日本営業部 部長 機械
三浦工業株式会社 特機営業技術課 機械
三菱化工機株式会社 環境営業部　ソリューション営業G 部長代理 機械
三菱化工機株式会社 プラント営業部 主任 機械
三菱化工機株式会社 品質環境保証部 研究グループ 部長代理 機械
三菱重工業株式会社 機設ｼｽﾃﾑﾄﾞﾒｲﾝ冷熱事業部営業部HP営課 主席技師 機械
三菱重工業株式会社 空調機技術部 ＧＨＰ担当主査 機械
三菱重工メカトロシステムズ（株） 営業本部　営業企画グループ 主査 機械
三菱レイヨン株式会社 新規事業推進室 機械
村田機械株式会社 クリーンFA事業部　営業統括部 部長 機械
矢崎エナジーシステム株式会社 環境システム事業部 機械
矢崎エナジーシステム株式会社 管理室　企画部 主管 機械
ヤマザキマザック株式会社 機械
（株）山本製作所 ソリューション事業部 部長 機械
ヤンマー株式会社 東京支社企画室 室長 機械
ヤンマーエネルギーシステム株式会社 エンジニアリング部 部長 機械
ヤンマー株式会社 東京支社企画室 専任部長 機械
ユニバーサルエンターテインメント 管理本部 課長 機械
愛知電機株式会社 電力事業部電力営業部電力営業グループ 精密機器
愛知時計電機株式会社 産業システム営業本部 課長 精密機器
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アネスト岩田株式会社 真空開発T 精密機器
荏原実業株式会社 計測器・医療本部 計測器営業部 部長 精密機器
エプソン販売 精密機器
オークマ株式会社 ソフト製品部 精密機器
キヤノン株式会社 映像事務機システム32設計部 部長 精密機器
キヤノンファインテック株式会社 技術企画室 精密機器
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 業務プリンティング企画課 課長 精密機器
コニカミノルタ株式会社 開発統括本部　第1技術開発センター　第14技術開発室 精密機器
（株）鷺宮製作所 R&Dセンター 副所長 精密機器
ジーエルサイエンス株式会社 経営企画室 室長 精密機器
ｼﾁｽﾞﾝ時計ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ株式会社 工場統括室・環境ＣＳＲ推進室 精密機器
シナノケンシ株式会社 OHビジネスユニット 営業係 精密機器
（株）島津製作所 東京支社　分析グローバルマーケ部 主任 精密機器
（株）島津製作所 分析計測事業部　東京支社　グローバルマーケッティング部 担当部長 精密機器
セーラー万年筆株式会社 文具事業部　ＩＴソリューション事業室 部長 精密機器
大日本スクリーン製造株式会社 半導体機器カンパニー　事業統轄部 シニアスタッフ 精密機器
（株）ＴＡＩＹＯ 販売本部　ＣＳ統括部 部長 精密機器
（株）タツノ 研究部 精密機器
（株）電研テクノル 新事業推進課  関東事業所 サイトマネージャー 精密機器
（株）トプコン 精密機器
（株）ナカキン 産業精機事業部 取締役事業部長 精密機器
（株）ニコン 新事業開発本部 精密機器
（株）ニコン 材料・要素技術研究所 主任 精密機器
ニスカ株式会社 新規事業企画部 精密機器
日機装株式会社 インダストリアル事業本部営業推進部 部長 精密機器
日本電産サンキョー株式会社 営業推進部 課長 精密機器
日本濾過工業株式会社 精密機器
（株）フジキン 湘南出張所 精密機器
理研計器株式会社 営業本部 セールスエキスパート 精密機器
理研計器株式会社 営業技術部 取締役　部長 精密機器
（株）リコー IMS事業部　新規事業開拓室　NB企画グループ 精密機器
（株）リコー 画像システム開発本部　第二設計センター 精密機器
（株）リコー 技術研究所　先端技術研究センター　バイオメディカル研究グループ 精密機器
（株）リコー 総合経営企画室 シニアスペシャリスト 精密機器
（株）栗本鐵工所 名古屋支店 支店長 鉄鋼・金属
（株）山王 事業開発部 部長 鉄鋼・金属
JFEエンジニアリング株式会社 技術本部　総合研究所 理事 鉄鋼・金属
JFEエンジニアリング株式会社 総合研究所 主任研究所 鉄鋼・金属
JFEスチール株式会社 スチール研究所 研究技監 鉄鋼・金属
JFEテクノリサーチ株式会社 設備・プロセス技術部 部長 鉄鋼・金属
JFEテクノリサーチ株式会社 ビジネスコンサルティング本部 部長 鉄鋼・金属
JFEテクノリサーチ株式会社 営業本部　東京営業所　川崎支所 主査（係長） 鉄鋼・金属
神鋼特殊鋼管株式会社 鉄鋼・金属
第一高周波工業株式会社 技術部 技術開発部長 鉄鋼・金属
タツタ電線株式会社 産業電線営業部 部長 鉄鋼・金属
東洋鋼鈑株式会社下松事業所 品質統括部品質Ｇ 鉄鋼・金属
東洋製罐ＧＨＤ株式会社 顧問 鉄鋼・金属
ＤＯＷＡエコシステム株式会社 鉄鋼・金属
中西金属工業株式会社 EPD室 鉄鋼・金属
日新製鋼株式会社 技術研究所研究企画チーム 主任部員 鉄鋼・金属
日新製鋼株式会社 商品開発部 サブリーダー 鉄鋼・金属
日新製鋼株式会社 技術研究所 担当部長 鉄鋼・金属
日立機材株式会社 マテハン営業部 鉄鋼・金属
株式会社フジクラ 新事業開発営業部 主査 鉄鋼・金属
株式会社フジクラ 先進技術研究部 鉄鋼・金属
古河電気工業株式会社 鉄鋼・金属
ポーライト株式会社 ICP事業部 取締役ICP事業部長 鉄鋼・金属
北海製罐株式会社 新規事業部 シニアアドバイザー 鉄鋼・金属
三菱製鋼株式会社 素形材事業部 担当 鉄鋼・金属
三菱マテリアル株式会社 セメント事業カンパニー生産部 部長補佐 鉄鋼・金属
（株）山本工作所 薄板事業部 顧問 鉄鋼・金属
アキレス株式会社 研究開発部 部長 化学
旭化成 研究・開発本部　新事業企画開発室 部長代理 化学
旭化成ケミカルズ株式会社 樹脂総合研究所 化学
旭化成ケミカルズ株式会社 樹脂製品事業部フレキシブルパッケージ営業部 化学
旭硝子株式会社 中央研究所　バイオ技術ファンクション 主幹 化学
（株）ＡＤＥＫＡ 環境・エネルギー材料研究所 研究所長 化学
（株）ＡＤＥＫＡ 研究企画部　研究企画室 化学
荒川化学工業株式会社 筑波研究所 研究所長 化学
アロン化成 財務・システム担当 取締役 化学
イビデン樹脂株式会社 営業部 部長 化学
宇部興産株式会社 研究開発本部　企画管理部 主席部員 化学
宇部興産株式会社 機能品・ファイン　戦略企画部 主席部員 化学
宇部興産株式会社 有機化学研究所 グループリーダー 化学
宇部興産株式会社 ポリイミドビジネスユニット　営業開発グループ 化学
宇部興産株式会社 建設資材カンパニー生産技術本部技術部技術グループ グループリーダー 化学
宇部興産株式会社 Ｒ＆Ｄ推進室 化学
宇部興産株式会社 建設資材カンパニー　技術開発研究所　企画管理部 主席研究員 化学
エア・ウォーター株式会社 生活・エネルギーカンパニー エネルギーソリューション事業部 課長 化学
エア・ウォーター株式会社 エコ・ロッカ事業部 新事業統括 化学
（株）エア・ウォーター総合開発研究所 育成事業グループ グループリーダー 化学
栄研化学株式会社 購買部 化学
大阪ガスケミカル株式会社 ファイン材料事業部 化学
（株）大塚製薬工場 環境推進部 執行役員部長 化学
花王株式会社 加工・プロセス開発研究所第６研究室 上席主任研究員 化学
花王株式会社 ケミカル事業ユニット 化学
花王株式会社 生物科学研究所 室長 化学
花王株式会社 ケミカル事業ユニット 化学
（株）カネカ 生産技術本部ＲＣ部 幹部職 化学
（株）カネカ カネカロン事業部  技術統括部 担当課長 化学
河村産業株式会社 開発本部　かずさ研究所 研究課　課長 化学
関西ペイント株式会社 工業塗料本部 部長 化学
協和発酵バイオ株式会社 開発営業部 マネジャー 化学
クボタ化水株式会社 技術開発部 化学
（株）クレハ イソプレンケミカル事業部化学品開発部 主管 化学
（株）クレハ RC本部 RC本部長補佐 化学
（株）クレハ 研究管理部 部長 化学
（株）クレハ 特別研究室 主幹研究員 化学
KHネオケム株式会社 四日市研究所 課長補佐 化学
（株）コバヤシ 産業機材事業部 化学
サーモフィシャーサイエンティフィック株式会社 LPG事業本部 マネジャ 化学
堺化学工業株式会社 化学
サカタインクス株式会社 包装・グラビア営業技術部 部長 化学
サラヤ株式会社 企画開発部 化学
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三光合成株式会社 次世代営業部 部長 化学
サントックス株式会社 企画部 主幹 化学
三洋化成工業 研究業務本部 本部長 化学
シーアイ化成株式会社 アグリ技術開発課 課長 化学
（株）GSIクレオス 工業製品事業戦略室。 化学
JSR株式会社 機能化学品事業部 主査 化学
JSR株式会社 新事業開発部 部長 化学
JNC株式会社 総務部広報室 広報室長 化学
JNC株式会社 電力事業部 事業部長 化学
（株）ＪＳＰ 機能材事業部機能材グループ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 化学
昭和電工株式会社 戦略企画部 化学
昭和電工株式会社 研究開発部 部長 化学
昭和電工株式会社 川崎事業所開発部 マネージャー 化学
信越化学工業株式会社 シリコーン事業本部 化学
信越化学工業株式会社 研究開発部 主席研究員 化学
住友化学株式会社 生産技術室 化学
住友化学株式会社 ポリエチレン事業部 化学
住友化学株式会社 技術・経営企画室 主任部員 化学
住友スリーエム株式会社 工業用テープ・接着剤製品技術サービス部 マネジャー 化学
住友スリーエム株式会社 国土強靭化プロジェクト本部 マネジャー 化学
住友スリーエム株式会社 電子用製品事業部電子部品営業部 マネジャー 化学
住友精化株式会社 機器システム部 担当部長 化学
住友ベークライト株式会社 化学
積水化学工業株式会社 技術・開発センター　開発企画部（京都） 課長 化学
積水化学工業株式会社 中部支店バリューチェーン推進室 室長 化学
積水化学工業株式会社 高機能ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽｶﾝﾊﾟﾆｰ機能材料営業部市場開発ｾﾝﾀｰ 課長 化学
積水樹脂株式会社 技術研究所 主任 化学
積水樹脂株式会社 アグリ事業推進部 開発リーダー 化学
積水フィルム株式会社 新事業推進室　開発グループ 開発グループ長 化学
綜研化学株式会社 研究開発センター第１開発室 化学
（株）ダイセル 化学
大同エアプロダクツ・エレクトロニクス株式会社 化学
大日精化工業株式会社 ファインポリマー営業本部 課長 化学
（株）タイホーコーザイ 研究開発センター 研究員 化学
（株）タイホーコーザイ 研究第二課 化学
大陽日酸株式会社 開発エンジニアリング本部 化学
大陽日酸株式会社 開発・エンジニアリング本部 山梨研究所 プロセス技術部 回収技術課 主任研究員 化学
タキロン株式会社 東京高機能材営業部 担当課長 化学
蝶理株式会社 有機化学品部 専門部長 化学
ＤＩＣ株式会社 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 課長 化学
ＤＩＣ株式会社 生産管理部 課長 化学
電気化学工業株式会社 インフラ・無機材料事業部　アグリプロダクツ部 技術顧問 化学
東亞合成株式会社 先端科学研究所 主幹 化学
東京応化工業株式会社 新事業開発部 課長 化学
東京応化工業株式会社 新事業開発部 担当部長 化学
東京応化工業株式会社 新事業開発部　ソリューション課 課長補 化学
東ソー株式会社 電子材料部 課長 化学
東洋インキSCホールディングス株式会社 GTC　企画室 化学
東洋インキSCホールディングス株式会社 環境安全推進部 部長 化学
東洋インキSCホールディングス株式会社 グループ経営部 化学
トーヨーケム株式会社 機能製品営業本部　ライフサイエンス営業部 担当部長 化学
東洋ゴム工業株式会社 中央研究所 リーダー研究員 化学
東洋製罐グループホールディングス株式会社 綜合研究所 化学
東洋紡株式会社 バイオ・メディカル事業企画部 部長 化学
東洋紡株式会社 バイオ事業開発部 部長 化学
東洋紡株式会社 総合研究所 所員 化学
東リ株式会社 化学
トーヨーカラー株式会社 経営本部企画Ｇ グループリーダー 化学
（株）トクヤマ 研究開発センター 担当主幹 化学
（株）トクヤマ ＣＳＲ企画グループ 主幹 化学
（株）トクヤマ 技術戦略企画グループ 主席 化学
戸田建設株式会社 創造本部 技監 化学
戸田工業株式会社 創造本部 技師長 化学
長瀬産業株式会社 自動車材料事業部 リーダー 化学
日油株式会社 研究本部 担当課長 化学
日華化学株式会社 化学品部門　繊維事業部　営業領域開発部 主席 化学
日産化学工業株式会社 研究企画部 化学
日産化学工業株式会社 無機材料研究所 化学
日産化学工業株式会社 機能性材料事業部　無機コロイド営業部 部長代理 化学
ニッタ株式会社 営業本部開発営業グループ 化学
日東電工（株） 基盤機能材料事業本部　製造企画部 化学
日本エア･リキード株式会社 化学
日本エイアンドエル株式会社 ＡＢＳ事業部　産業材部 主席部員 化学
日本エイアンドエル株式会社 代表取締役社長 化学
日本化学工業株式会社 化学
日本化薬株式会社 研究企画部　研究グループ プロジェクトリーダー 化学
日本ゴア株式会社 インダストリアルプロダクツディビジョン 化学
（株）日本触媒 精密化学品営業部 課長 化学
日本曹達 化学
日本パーカライジング株式会社 環境安全部 部長 化学
日本バルカー工業株式会社 シール営業本部 参事 化学
日本バルカー工業株式会社 機能樹脂事業部　営業部 部長 化学
ニフコ ISO部 主担当 化学
（株）パーカーコーポレーション 技術本部 取締役本部長 化学
パナック株式会社 常務取締役 化学
パナック株式会社 機能材料営業部　名古屋営業所 所長 化学
BASFジャパン株式会社 化学品本部 プロフェッショナル 化学
日立化成株式会社 マーケティング部 担当部長 化学
日立化成株式会社 新事業本部 主管研究長 化学
日立化成株式会社 機能材料事業本部　マーケテイングセンター　マーケテイング部 主管研究員 化学
日立化成株式会社 新事業推進センタ マーケティング担当部長 化学
フクビ化学工業株式会社 商品開発部 課長 化学
フジシール 化学
富士フイルム株式会社 技術戦略部 技術マネージャー 化学
（株）フジミインコーポレーテッド 新規事業部 次長 化学
藤森工業株式会社 ヘルスケア事業部 担当部長 化学
藤森工業株式会社 研究所　パッケージ開発グループ グループリーダー 化学
（株）ブリヂストン イノベーション本部 主任部員 化学
北越紀州製紙株式会社 化学
三井化学株式会社 機能樹脂事業本部企画管理部 部長補佐 化学
三井化学株式会社 環境・エネルギー事業推進室 課長 化学
三井化学東セロ株式会社 新事業開発室 課長 化学
三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 第１事業本部　マーケティング部 化学
三菱化学株式会社 経営戦略部門 ＲＤ戦略室 部長 化学
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三菱化学株式会社 大阪支社　業務部門 営業推進部長 化学
三菱ガス化学株式会社 特殊機能材カンパニー　企画開発部 主査 化学
三菱樹脂株式会社 セールス＆マーケティング部 グループマネジャー 化学
三菱樹脂株式会社 セールス＆マーケティング部」 担当部長 化学
三菱樹脂株式会社 新規事業推進部 営業部長 化学
三菱樹脂インフラテック株式会社 新商品開発部 課長 化学
三菱樹脂インフラテック株式会社 本社建材部　営業２Ｇ グループマネージャー 化学
三菱レイヨン株式会社 研究開発統括部 化学
三菱レイヨン株式会社 横浜研究所　 主席主任 化学
ユニチカ株式会社 中央研究所 グループ長 化学
ユニ･チャーム㈱ グローバル開発本部NPFC チーフテクノロジスト 化学
ユポ・コーポレーション 鹿島工場 工場長 化学
ライオン株式会社 機能科学研究所 研究員 化学
ライオン株式会社 生産管理部 化学
ラサ工業㈱ 機械事業部　東京営業所 主任 化学
（株）LIXIL 技術研究本部　先端技術研究所 化学
理研ビタミン株式会社 化成品改良剤開発部　企画チーム チームリーダー 化学
理研ビタミン㈱ 化成品改良剤開発部 企画チーム 化学
リスパック株式会社 営業本部　バイオ営業部 部長 化学
ロート製薬株式会社 化学
（株）ロンビック 樹脂販売事業部 理事部長 化学
わかもと製薬株式会社 化学
旭化成せんい株式会社 マーケティング室 副部長 繊維・製紙・他
王子エフテックス株式会社 営業本部　特殊紙営業部 マネージャー 繊維・製紙・他
王子ホールディングス株式会社 革新事業推進センター 上席主幹 繊維・製紙・他
王子ホールディングス株式会社 環境経営部 主幹 繊維・製紙・他
王子ホールディングス株式会社 バイオリソース開発センター 専門役 繊維・製紙・他
セーレン株式会社 メディカル資材販売部 繊維・製紙・他
大王製紙株式会社 技術開発部 課長代理 繊維・製紙・他
大王製紙株式会社 工場企画部 課長 繊維・製紙・他
帝人株式会社 新事業推進本部水処理事業推進班 R&Dグループマネージャ 繊維・製紙・他
東洋紡株式会社 エンジニアリング部 主幹 繊維・製紙・他
東洋紡株式会社 コーポレート研究所 繊維・製紙・他
日本毛織株式会社 環境・知財管理室 繊維・製紙・他
日本毛織株式会社 東京支社 支社長 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 新事業開発部 部長代理 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 研究開発本部 主席研究員 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 総合研究所 主席研究員 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 技術本部新事業開発部 技術調査役 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 ケミカル事業開発部 主席技術調査役 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 ケミカル事業本部　事業開発部 部長 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 研究開発本部　アグリ・バイオ研究所 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 技術本部新事業開発部 調査役 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 経営企画部 調査役 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 新事業開発部 主査 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 経営企画部 部長代理 繊維・製紙・他
日本製紙株式会社 新事業開発部 調査役 繊維・製紙・他
日本精線株式会社 金属繊維事業開発部 部長 繊維・製紙・他
日本製粉株式会社 中央研究所 マネジャー 繊維・製紙・他
日本バイリーン株式会社 電気・工業資材本部　第二営業部 主任 繊維・製紙・他
丸住製紙 社長室 室長 繊維・製紙・他
ユニチカトレーディング株式会社 グローバル戦略営業室 マネージャー 繊維・製紙・他
レンゴー株式会社 製紙技術開発部 繊維・製紙・他
YKKファスニングプロダクツ販売株式会社 繊維・製紙・他
アサヒグループホールディングス株式会社 R&Dセンター 食品
味の素株式会社 イノベーション研究所　基盤技術研究所 所長 食品
味の素株式会社 イノベーション研究所　先端微生物機能研究グループ 研究員 食品
味の素株式会社 東海事業所 課長 食品
味の素株式会社 川崎工場　企画管理グループ 課長 食品
イオンリテール株式会社 エリア政策推進本部 マネジャー 食品
オエノンホールディングス株式会社 苫小牧事業開発室 リーダー 食品
（株）小倉屋柳本 生産本部 部長 食品
（株）日本海水 経営企画室 専務取締役 食品
（株）カタログハウス バイオマス事業部 食品
カルビー株式会社 生産本部　環境対策部 部長 食品
カルビー株式会社 中日本事業本部商品企画課 食品
キーコーヒー株式会社 開発研究所 食品
キッコーマン株式会社 研究開発本部 食品
キユーピー株式会社 グリーンファクトリーセンター センター長 食品
キリン株式会社 飲料技術研究所 副所長 食品
キリン株式会社 Ｒ＆Ｄ本部　飲料技術研究所 食品
サッポロホールディングス株式会社 戦略企画部 シニアマネージャー 食品
（株）サラダコスモ 営業部 食品
サントリーホールディングス 食品
四国化工機株式会社 機械・包材営業部 部長 食品
生活協同組合パルシステム東京 内部監査室 主任 食品
（株）ゼンショーホールディングス ゼンショー基盤技術研究所 所長 食品
東洋製罐HD 海外事業企画 社員 食品
トッパンプラスチック㈱ 食品
（株）日京クリエイト 営業企画 食品
日清オイリオグループ株式会社 生産技術部 食品
（株）日清製粉グループ本社 基礎研究所 研究主幹 食品
（株）日本海水 経営企画室 部長 食品
プライムデリカ 商品本部 部長 食品
ホクレン農業協同組合連合会 資材企画課 調査役 食品
三井製糖株式会社 商品開発部 食品
（株）明治 CSR推進部 副部長 食品
（株）メニコン 環境バイオ課 課長 食品
理研ビタミン株式会社 総務部 チームリーダー 食品
（株）レンタルのニッケン 林業事業部 参与 食品
朝日航洋株式会社 整備統括部 その他サービス
（株）アルプス技研 経営企画部 その他サービス
イオンディライト株式会社 建築施工事業本部　リノベーション部 その他サービス
イオンディライト株式会社 設備・環境事業本部　エネルギーソリューション部 その他サービス
（株）市川環境エンジニアリング 東京支店 支店長 その他サービス
（株）エイジェック 第3事業部統括本部　マーケティング事業部 その他サービス
ＭＡＵグループ 開発企画室 その他サービス
ＭＡＵグループ 経営者 代表 その他サービス
ＭＸモバイリング株式会社 財務経理・ＩＴ本部 その他サービス
遠州鉄道㈱ 経営企画部事業開発課 課長 その他サービス
応用地質㈱ サービス開発本部 参亊 その他サービス
株式会社オークネット オークネット総合研究所 その他サービス
キッセイコムテック株式会社 公共・医療ソリューション事業部 部長 その他サービス
鴻池運輸株式会社 その他サービス
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勤務先 所属 役職 業種
国際紙パルプ商事(株) 営業推進営業本部 参事 その他サービス
国際紙パルプ商事(株) 名古屋支店　印刷・直需営業部　特需・化成品課 参事 その他サービス
株式会社ジェイテック 技術本部 その他サービス
昭和リース株式会社 専門営業支援室 推進役 その他サービス
綜合警備保障株式会社 商品サービス企画部 担当係長 その他サービス
大日本印刷株式会社 ABセンター　第1本部 その他サービス
大日本印刷株式会社 ビジネス開発 エキスパート その他サービス
大日本印刷株式会社 技術本部 理事 その他サービス
大日本印刷株式会社 事業開発センター 副センター長 その他サービス
大日本印刷株式会社 事業開発センターMI室 エキスパート その他サービス
大日本印刷株式会社 電子システムセンター シニアエキスパート その他サービス
大日本印刷株式会社 包装事業部営業６本部 本部長 その他サービス
大日本印刷株式会社 ナノパターニング開発部 その他サービス
大日本印刷株式会社 事業開発センター　企画マーケティング 部長 その他サービス
大日本印刷株式会社 包装事業部ビジネス開発プロジェクトチーム その他サービス
大日本印刷株式会社 環境安全部 その他サービス
大日本印刷株式会社 研究開発センター　環境・エネルギー研究所 その他サービス
大日本印刷株式会社 事業開発センターコンバーティング開発部 シニアエキスパート その他サービス
大日本印刷株式会社 事業企画推進室 シニアエキスパート その他サービス
大日本印刷株式会社 包装事業部 エキスパート その他サービス
大日本印刷株式会社 ビジネス開発 エキスパート その他サービス
大日本印刷株式会社 包装事業部　ビジネス開発ＰＪ　Ｂチーム リーダー その他サービス
大日本印刷株式会社 研究開発センター　評価解析第1研究所 主任 その他サービス
大日本印刷株式会社 包装事業部　ビジネス開発プロジェクトB その他サービス
宝印刷株式会社 IR企画部JI編集室 『ジャパニーズ インベスター』編集長 その他サービス
株式会社ＤＮＰ西日本 第5営業本部 その他サービス
T&Pテクニカ 代表 その他サービス
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社 アナリスト その他サービス
東京センチュリーリース株式会社 情報機器営業部門 部長 その他サービス
株式会社東レリサーチセンター つくば営業所 課長代理 その他サービス
株式会社東レリサーチセンター 東京営業第2部営業第1課 その他サービス
凸版印刷株式会社 エネルギーソリューションセンター 部長 その他サービス
凸版印刷株式会社 事業開発センター 部長 その他サービス
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部海外事業推進 課長 その他サービス
凸版印刷株式会社 生活環境事業本部 部長 その他サービス
凸版印刷株式会社 総合研究所 その他サービス
凸版印刷株式会社 産業資材部 担当部長 その他サービス
凸版印刷株式会社 事業開発センター その他サービス
凸版印刷株式会社 マテリアルソリューション事業本部第一営業本部第一部 課長 その他サービス
凸版印刷株式会社 せいぞうとうかつほんぶ 顧問 その他サービス
凸版印刷株式会社 生活環境事業本部　事業戦略本部 部長 その他サービス
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 課長 その他サービス
凸版印刷株式会社 事業開発・研究本部　エネルギーソリューションセンター 課長チームリーダー その他サービス
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 その他サービス
凸版印刷株式会社 総合研究所 その他サービス
（株）トッパンプロスプリント その他サービス
直富商事株式会社 技術研究室 グループリーダー その他サービス
長瀬産業株式会社 事業戦略室 その他サービス
西尾レントオール㈱ スペース課 課長 その他サービス
株式会社日水コン 事業化推進室 副室長 その他サービス
日本工営株式会社 コンサルタント国内事業本部 技師長 その他サービス
日本工営株式会社 国内事業本部 理事 その他サービス
日本航空 総務部 マネジャー(環境担当) その他サービス
日本生協連 環境事業推進部 その他サービス
ヒビノ株式会社 GMC総務事業企画本部事業企画課 その他サービス
（株）富士経済 大阪マーケティング本部 主任 その他サービス
株式会社二葉 企画部 次長 その他サービス
朋和産業株式会社 その他サービス
ホーマック株式会社 商品統括部 関東商品企画担当Mgr その他サービス
（株）マイスター６０ 人材情報センター 人材開発部長 その他サービス
（株）丸誠 東京事業部 その他サービス
ミツイワ株式会社 事業研究室 室長 その他サービス
三菱化学物流株式会社 経営企画部 部長 その他サービス
三菱総合研究所 その他サービス
ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ株式会社 サービスパーツロジスティクス事業部 その他サービス
（株）ローソン 支社サポート本部　省エネ・環境推進部 マネジャー その他サービス
（株）アーバン・コミュニケーションズ 営業部 その他製造
愛知電機株式会社 開発部　開発企画Ｇ 主任 その他製造
（株）アルプスビジネスクリエーション 事業開発本部 その他製造
石垣メンテナンス(株) 本社 特別顧問 その他製造
（株）イトーキ その他製造
（株）インテリジェンス グローバルサーチ シニアコンサルタント その他製造
（株）ウォーターエージェンシー ケミカルサービス統括事業本部 本部長 その他製造
（株）ウォーターエージェンシー ケミカル統括事業本部 課長代理 その他製造
ＮＨＫエンタープライズ（株） 事業本部 エグゼクティブ　プロデューサー その他製造
ＮＰＯシーエム会 企画運営 理事 その他製造
荏原実業株式会社 環境事業本部 顧問・技監 その他製造
遠藤製作所 事業開発室 副参事 その他製造
応用地質株式会社 地球環境事業部　廃棄物・リサイクル部 参事 その他製造
（株）オーイーシー 東京事業部 取締役執行役員事業部長 その他製造
（株）オーディオテクニカ OEM営業部　OEM営業課 その他製造
鹿島建物総合管理株式会社 営業本部 本部次長 その他製造
神奈川臨海鉄道株式会社 その他製造
倉元製作所 営業戦略部 その他製造
（株）ＫＶＫ 研究開発本部 開発本部長 その他製造
工業技術研究院 日本事務所 プロジェクトマネジャー その他製造
三洋電機株式会社 小型二次電池事業部　徳島製造グループ 主任 その他製造
（株）CSKサービスウエア 事業推進部 プロデューサ その他製造
JFEテクノリサーチ株式会社 設備プロセス技術部 グループ長 その他製造
（株）商船三井 その他製造
（株）スギノマシン 新規事業開発本部 リーダー その他製造
住友大阪セメント株式会社 セメント・コンクリート研究所 副所長 その他製造
住友大阪セメント株式会社 環境事業部 参事 その他製造
全国農業協同組合連合会 畜産生産部 その他製造
全国農業協同組合連合会 燃料部ガス課 副審査役 その他製造
綜合警備保障株式会社 商品サービス企画部 課長代理 その他製造
第一三共株式会社 ちょうたつぶ その他製造
株式会社ダイキアクシス 東京支社 係長 その他製造
大星ビル管理株式会社 環境ソリューション部 その他製造
大和製罐株式会社 その他製造
田中貴金属工業株式会社 技術開発部門 マネージャー その他製造
地球再生機構 その他製造
中外テクノス株式会社 関東環境技術センター 所長 その他製造
千代田工商株式会社 技術部門 常務取締役/管掌 その他製造
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（株）坪野谷紙業 社長室 顧問 その他製造
（株）ディーエイチシー その他製造
（株）データベース コンサルタント部 その他製造
デクセリアルズ株式会社 開発技術部門 副部門長 その他製造
（株）テルム 経営企画部企画担当 グループ長 その他製造
デロイトトーマツコンサルティング株式会社 農林水産業ビジネス推進室 マネジャー その他製造
デロイトトーマツコンサルティング株式会社 コンシューマビジネス シニアコンサルタント その他製造
デンカ生研株式会社 新事業企画部 部長 その他製造
東京地下鉄株式会社 総務部環境課 １級事務係 その他製造
東芝ビジネス＆ライフサービス(株) 東京支店　営業担当 グループ長 その他製造
東洋電機株式会社 営業部 その他製造
（株）トーモク 開発営業部 部長代理 その他製造
特種東海製紙株式会社 社長室 リーダー その他製造
（株）トッパン・コスモ 経営企画本部事業戦略部 課長 その他製造
トヨタアドミニスタ株式会社 業務センター総務室施設保全グループ その他製造
並木精密宝石株式会社 NPK営業 チーフ その他製造
日建リース工業株式会社 本社 代表取締役社長 その他製造
（株）日産クリエイティブサービス 環境サービス部 担当主担 その他製造
日本海事検定キューエイ株式会社 審査部 GHGマネージャー その他製造
日本工営株式会社 環境部 その他製造
日本国際戦略問題研究所 所長 その他製造
（株）日本総合研究所 総合研究部門　都市・地域経営戦略グループ その他製造
（株）日本総合研究所 総合研究部門 マネジャー その他製造
JRA日本中央競馬会 施設部環境対策室 調査役 その他製造
日本通運株式会社 総務部総合営業企画 次長 その他製造
日本ビルサービス株式会社 企画部 部長 その他製造
株式会社ヌマニウ・コーポレーション 新規事業部開発課 課長 その他製造
野村不動産パートナーズ株式会社 品質管理部 部長 その他製造
（株）パスコ 基幹業務部人材開発グループ 専門課長 その他製造
（株）パスコ 中央事業部 主任技術者 その他製造
東日本旅客鉄道株式会社 東京電気システム開発工事事務所 主席 その他製造
東日本旅客鉄道株式会社 東京電気開発工事事務所　変電・工事 副課長 その他製造
東日本旅客鉄道株式会社 環境技術研究所 主幹 その他製造
（株）日比谷アメニス その他製造
（株）ヒラテ技研 技術管理室 主席研究員 その他製造
（株）ヒル・インターナショナル その他製造
（株）富士通総研 社会調査室 シニアコンサルタント その他製造
フロスト＆サリバン　ジャパン株式会社 その他製造
平和マネキン ソリューション営業部 デザイナー その他製造
みずほ情報総研株式会社 環境エネルギー第1部 その他製造
三菱鉛筆株式会社 その他製造
三菱電機株式会社 その他製造
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 環境・エネルギー部 主任研究員 その他製造
三菱レイヨン株式会社 技術部 担当課長 その他製造
ミディ総合管理株式会社 専務取締役 その他製造
ミトリカガラス 社長 その他製造
明電システムソリューション株式会社 組込ソリューション本部 その他製造
ヤマト科学株式会社 その他製造
祐徳薬品工業株式会社 社長付特命担当 部長 その他製造
横河商事株式会社 ＳＭＫ 課長 その他製造
（株）LIXIL 技術研究本部 主幹 その他製造
（株）LIXIL 総合研究所　新事業創造部 その他製造
リンテック株式会社 技術・開発室マーケティンググループ その他製造
ＲａｙＣｅｌｌ Corporation 光機能材料技術研究所 次世代エナジー技術開発室 その他製造
レンゴー株式会社 中央研究所 課長 その他製造
（株）レンタルのニッケン 那須営業所 課長 その他製造
（株）ロキテクノ COO付 顧問 その他製造
ロシュ その他製造
ＹＫＫ株式会社 総務部　黒部業務グループ　プロジェクト専任 その他製造
旭日産業株式会社 海外部 主任 商社
（株）アトライズヨドガワ 静岡営業所 マネージャー 商社
（株）アトライズヨドガワ 首都圏営業戦略Ｇ 商社
伊藤忠商事株式会社 食品流通部門 部門長補佐 商社
伊藤忠商事株式会社 エネルギー戦略室 担当部長 商社
伊藤忠飼料株式会社 コンプライアンスチーム 商社
稲畑産業株式会社 商社
岩谷産業株式会社 マテリアル本部　資源・新素材部 部長 商社
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社 営業本部 担当課長 商社
江守商事 営業本部　営業戦略室 商社
オー･ジー株式会社 札幌支店 経営顧問 商社
岡谷鋼機株式会社 企画部プロジェクト室 室長 商社
加賀電子株式会社 特販第2部第1課 チーフ 商社
化研マテリアル株式会社 リニューアル開発部 商社
（株）カナデン 交通事業部 担当部長 商社
（株）カナデン 中部支店　インフラシステム部　営業二課 課長代理 商社
兼松株式会社 エネルギー部直売課 課長 商社
カメイ株式会社 法人営業部新事業推進課 商社
川重商事株式会社 環境・エネルギー部二課 課長 商社
北沢産業株式会社 技術部 商社
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 eコンタクトセンター 主幹 商社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 業務プリンティング企画課 主任 商社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 ニュープロダクト開拓課 チーフ 商社
協立電機株式会社 第四営業本部 部長 商社
クリヤマ株式会社 横浜営業所 営業 商社
（株）小泉 環境事業部 課長 商社
（株）コーンズ・エージー 東京支店 支店長 商社
三愛石油株式会社 産業エネルギー部 次長 商社
三愛石油株式会社 経営企画部 担当次長 商社
三愛石油株式会社 潤滑油販売支店 販売支店長 商社
サンワテクノス株式会社 技術部 部長 商社
ＣＢＣ株式会社 Life & Product Div． 課長 商社
JFE商事株式会社 プロジェクト開発部 チームリーダー 商社
神栄株式会社 電子本部事業開発グループ アドバイザー 商社
神鋼商事株式会社 経営企画部 専任部長 商社
神鋼商事株式会社 機械・情報本部 本部長補佐 商社
住友商事株式会社 環境エネルギー事業第一部 商社
住友商事マシネックス株式会社 東京環境・建築設備部 部長付 商社
西華産業株式会社 グローバル事業本部　海外事業部 参与 商社
西華産業株式会社 事業開発部 課長 商社
西華産業株式会社 化学・エネルギー第一部 課長 商社
（株）セツヨーアステック 営業開発部 参事 商社
JA全農 バイオマス資源開発室 商社
双日株式会社 電力・環境インフラ事業部 主任 商社
双日株式会社 海外業務部 専門部長 商社
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ダイトエレクトロン株式会社 Ｅａｔｏｎ製品グループ セールスマネージャー 商社
（株）ダイネン産業 貿易部 課長 商社
太平洋マテリアル株式会社 営業本部 緑花営業部 部長 商社
高千穂交易株式会社 産機事業部 商社
（株）立花エレテック ソリューション本部 本部長 商社
（株）立花エレテック 環境エネルギー部 担当部長 商社
田中商事株式会社 営業本部新エネルギー推進課 課長 商社
蝶理株式会社 有機化学品部 技術顧問 商社
（株）槌屋 営業開発部拡販推進室 主査 商社
椿本興業株式会社 第一技術部 部長 商社
椿本興業株式会社 開発戦略本部 取締役 商社
東テク株式会社 エネルギーシステム部 部長 商社
東テク株式会社 本店エネルギー統括部 副統括部長 商社
（株）巴商会 開発部エコプロダクツＧｒ 部長代理 商社
（株）巴商会 技術本部　研究開発部　新事業研究室 商社
豊田通商株式会社 海外地域戦略部 部長職 商社
長瀬産業株式会社 機能化学品事業部　事業開発チーム 商社
西川計測株式会社 エンジ統括本部エンジセンターエンジ2部 部長代理 商社
（株）ニシヤマ 営業技術部 部長 商社
日通商事株式会社 ＬＰガス部 商社
日通商事株式会社 営業企画部 次長 商社
日鉄住金物産株式会社 インフラ事業推進部 担当 商社
日本紙パルプ商事株式会社 販売推進部 部長 商社
ハイケム株式会社 電子材料部 商社
（株）光通信 管理本部業務戦略部 課長 商社
（株）日立ハイテクノロジーズ エンジニアリングソリューション部 商社
福西電機株式会社 首都圏営業本部 商社
藤井産業株式会社 事業開発部 部長 商社
藤井産業株式会社 東京支店事業開発部 課長 商社
古河エレコム株式会社 営業開発部 担当部長 商社
丸紅株式会社 化学品部門 商社
丸紅株式会社 産業プラント部 課長補佐 商社
丸紅情報システムズ株式会社 製造ソリューション事業本部モデリングソリューション技術部DDM推進課 担当課長 商社
三木産業株式会社 機能材料部第二課 商社
三井住商建材株式会社 営業企画開発室 室長付 商社
三井住商建材株式会社 機能推進本部特販部 部長付 商社
三井住商建材株式会社 機能推進本部 執行役員本部長 商社
三井物産プラントシステム株式会社 エネルギーソリューション本部 マネージャー 商社
三井物産プラントシステム株式会社 経営戦略本部 主幹 商社
三井物産プラントシステム株式会社 新エネルギー推進本部 マネージャー 商社
三井物産プラントシステム株式会社 新エネルギー推進本部 担当 商社
三井物産プラントシステム株式会社 経営戦略本部新技術・機能推進室 担当部長 商社
三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループCEOオフィス 環境・CSR推進担当 商社
三菱商事株式会社 産業設備事業部 次長 商社
三菱商事株式会社 海外市場本部 商社
三菱商事株式会社 新規事業開発室 総括マネージャー 商社
三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループCEOオフィス 環境エネルギー政策担当 商社
美和電気工業株式会社 郡山支店 課長 商社
（株）メタルワン 環境・新エネルギー開発部 部長 商社
八洲電機株式会社 テクニカルセンター 副センター長 商社
八洲電機株式会社 購買本部 購買本部長 商社
ユアサ商事株式会社 燃料部 部長 商社
ユアサ商事株式会社 工業マーケット事業本部 主任 商社
あおぞら銀行 法人営業統括部 金融
愛媛銀行 ふるさと振興部　感性価値創造推進室 主任 金融
岐阜信用金庫 成長戦略部 代理 金融
京都銀行 営業本部　営業支援部 部長代理 金融
京都銀行 営業支援部　業種別専門営業部 係長 金融
常陽銀行 地域協創部 調査役 金融
常陽銀行 地域協創部 係長 金融
新生銀行 金融
西武信用金庫長岡支店 金融
みずほ銀行 産業調査部 調査役 金融
みずほ銀行 公務第二部 金融
みずほ銀行 経営企画部 参事役 金融
みずほ銀行 経営企画部 調査役 金融
みずほ銀行 産業調査部 金融
三井住友銀行 公共・金融法人部 担当部長 金融
三井住友銀行 成長産業クラスター 金融
三井住友信託銀行 情報開発部 金融
三菱東京UFJ銀行 コーポレート情報営業部 調査役 金融
信金中央金庫 地域・中小企業研究所 主任研究員 金融
日本政策投資銀行 金融
岐阜信用金庫 成長戦略部 部次長 金融
株式会社横浜銀行 ソリューション営業推進室 主任フィナンシャルコンサルタント 金融
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 首都圏ディーラー本部 専務執行役員 金融
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 商品企画部 金融
（株）損害保険ジャパン 企業商品業務部ボイラ技術グループ 担当課長 金融
住友生命保険相互会社 ウェルズ開発部 マネージャー 金融
三井生命保険株式会社 法人営業第二部 課長 金融
ソニー生命保険株式会社 横浜ライフプランナーセンター第２支社 営業所長 金融
ソニー生命保険株式会社 東京中央第5支社 営業所長 金融
ソニー生命保険株式会社　 新宿第12支社 支社長 金融
ソニー生命保険株式会社　 新宿第12支社 所長 金融
プルデンシャル生命保険株式会社 さいたま第二支社 営業所長 金融
（株）損害保険ジャパン 企画開発部 担当部長 金融
東京海上日動火災保険株式会社 企業営業開発部 参事 金融
三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部　開発課 課長 金融
三井住友海上火災保険株式会社 総合営業第二部第三課 課長 金融
三井住友海上火災保険株式会社 関西企業営業第三部公務開発室 課長代理 金融
日本興亜損保株式会社 金融
日立キャピタル株式会社 アカウント営業推進部 ｱｸﾞﾘ事業推進役 金融
日立キャピタル株式会社 法人事業本部　産業営業第一部 主任 金融
NTTファイナンス株式会社 法人営業部 金融
オリックス株式会社 東京営業本部　エネルギービジネス推進チーム マネジャー 金融
オリックス株式会社 電力事業部 金融
オリックス株式会社 事業開発部海外事業チーム 課長代理 金融
NECキャピタルソリューション株式会社 事業法人第二営業本部　ベンダーファイナンス営業部 金融
三菱UFJモルガン・スンタレー証券 エクイティリサーチ部 シニアアナリスト 金融
（株）キュービタス 東京インフォメーションセンター 金融
（株）共立総合研究所 調査部 主任研究員 金融
（株）ジェーシービー 事業創造部 上席推進役 金融
（株）ジェーシービー 事業創造部 主幹 金融
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 クリーンエネルギーファイナンス部 金融
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JA三井リース株式会社 アグリビジネス部 主査 金融
JA三井リース株式会社 環境・エネルギー部 主査 金融
東京海上日動火災保険株式会社 金融
東京センチュリーリース株式会社 情報機器営業部門 金融
東京センチュリーリース株式会社 事業開発部 金融
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 本店営業第一部 副主任 金融
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 戦略営業部 次長 金融
三井住友トラスト・キャピタル株式会社 企画部 主任 金融
三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京営業第一部 部長補佐 金融
三菱ＵＦＪリース株式会社 環境・エネルギー事業部 部長代理 金融
三菱ＵＦＪリース株式会社 刈谷営業部 部長 金融
りそな銀行 東京営業部　東京営業第四部 担当マネージャー 金融
興銀リース株式会社 環境営業推進室 次長 金融
ＪＡ三井リース株式会社 環境・メディカル本部 理事 金融
ＪＡ三井リース株式会社 環境・エネルギー部 部長代理 金融
ＪＡ三井リース株式会社 アグリビジネス部 主査 金融
ＪＡ三井リース株式会社 JA三井グループ営業推進チーム チームリーダー 金融
昭和リース株式会社 専門営業部門　環境エネルギー営業部 次長 金融
昭和リース株式会社 専門営業支援室 室長 金融
昭和リース株式会社 環境エネルギー営業部 次長 金融
大和証券株式会社 IBソリューション部 担当部長 金融
東芝リース株式会社 第３営業部 主任 金融
BNP Paribas証券株式会社 株式派生商品統括本部 シニアセールス 金融
日本アジア証券株式会社 商品企画部 部長 金融
野村證券　株式会社 投資情報部 金融
芙蓉総合リース株式会社 横浜支店 営業課長 金融
リコーリース株式会社 首都圏支社 係長 金融
（株）日産フィナンシャルサービス 中央営業部　フリートリースグループ 課長 金融
ＩＢＪＬ東芝リース株式会社 第２営業部 部長 金融
IBJL東芝リース株式会社 常務執行役員 金融
（株）インターリスク総研 事業リスクマネジメント部 主任コンサルタント 金融
ＪＡ三井リースアセット株式会社 執行役員 金融
大和ＰＩパートナーズ株式会社 エネルギー投資グループ 金融
中国信託商業銀行 マーケティング部 次長 金融
（株）ＩＨＩファイナンスサポート リース事業部 常務取締役リース事業部長 金融
（株）ＩＨＩファイナンスサポート リース事業部営業第二グループ グループ長 金融
アストマックス・トレーディング 新規事業部 金融
ＡＣＡ株式会社 戦略投資グループ パートナー 金融
エスキューブ・キャピタル・アドバイザーズ株式会社 企画部 シニア・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 金融
（株）和貴 役員室 取締役会長 金融
大和PIパートナーズ 金融
つくばテクノロジーシード株式会社 投資部 マネージャー 金融
（株）農林漁業成長産業化支援機構 投融資本部 本部長 金融
野村リサーチ・アンド・アドバイザイリー 調査部 シニアリサーチオフィサー 金融
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 金融
安田企業投資株式会社 運用部 部長 金融
リード・キャピタル・マネージメント株式会社 金融
Macquarie Capital Securities Japan Limited 投資銀行部門 Senior Investment Director 金融
Macquarie Capital Securities 株式調査部 Senior Analyst 金融
NHK 媒体社・マスコミ
フジテレビジョン 媒体社・マスコミ
共同テレビジョン 媒体社・マスコミ
中京テレビ 媒体社・マスコミ
共同通信社 媒体社・マスコミ
時事通信社 媒体社・マスコミ
朝日新聞社 媒体社・マスコミ
産経新聞 媒体社・マスコミ
日本経済新聞社 媒体社・マスコミ
毎日新聞社 媒体社・マスコミ
中日新聞 媒体社・マスコミ
読売新聞社 媒体社・マスコミ
神奈川新聞社 媒体社・マスコミ
静岡新聞社 媒体社・マスコミ
北海道新聞社 媒体社・マスコミ
化学工業日報 媒体社・マスコミ
ガスエネルギー新聞 媒体社・マスコミ
高齢者住宅新聞社 媒体社・マスコミ
教育家庭新聞 媒体社・マスコミ
交通毎日新聞社 媒体社・マスコミ
石油化学新聞社 媒体社・マスコミ
石油産業新聞社 媒体社・マスコミ
テレケーブル新聞社 媒体社・マスコミ
電気新聞 媒体社・マスコミ
電波新聞社 媒体社・マスコミ
日本教育新聞社 媒体社・マスコミ
二輪新聞社 媒体社・マスコミ
自動車新聞社 媒体社・マスコミ
情報産業新聞社 媒体社・マスコミ
新農林社 媒体社・マスコミ
日本木材新聞社 媒体社・マスコミ
農経新報社 媒体社・マスコミ
プラスチック産業資材新聞 媒体社・マスコミ
分散型エネルギー新聞 媒体社・マスコミ
油業報知新聞社 媒体社・マスコミ
リフォーム産業新聞社 媒体社・マスコミ
経済界 媒体社・マスコミ
東洋経済新報社 媒体社・マスコミ
日経BP社 媒体社・マスコミ
プレジデント社 媒体社・マスコミ
アートビジネス社 媒体社・マスコミ
アイティメディア 媒体社・マスコミ
インタークロス・コミュニケーションズ 媒体社・マスコミ
エナジー・デザイン・ソリューションズ 媒体社・マスコミ
エネルギーフォーラム 媒体社・マスコミ
オーム社 媒体社・マスコミ
オプトロニクス社 媒体社・マスコミ
オンサイト・レポート誌 媒体社・マスコミ
カー・アンド・ドライバー 媒体社・マスコミ
カーアンドレジャーニュース 媒体社・マスコミ
ステレオサウンド 媒体社・マスコミ
セミコンダクタポータル 媒体社・マスコミ
テクノアソシエーツ 媒体社・マスコミ
ニュースニッポン社 媒体社・マスコミ
ピーオーピー 媒体社・マスコミ
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勤務先 所属 役職 業種
マイナビ 媒体社・マスコミ
ムックハウス 媒体社・マスコミ
メカニカル・テック社 媒体社・マスコミ
モーターマガジン社 媒体社・マスコミ
モーニングスター 媒体社・マスコミ
ライジング出版 媒体社・マスコミ
リクルートマーケティングパートナーズ 媒体社・マスコミ
加工技術研究会 媒体社・マスコミ
鶏卵肉情報センター 媒体社・マスコミ
月刊ガソリンスタンド社 媒体社・マスコミ
月刊ニューメディア 媒体社・マスコミ
月刊事業構想 媒体社・マスコミ
交文社 媒体社・マスコミ
公共投資ジャーナル社 媒体社・マスコミ
工業新報社 媒体社・マスコミ
講談社ビーシー 媒体社・マスコミ
国際交流サービス協会 媒体社・マスコミ
国際農業社 媒体社・マスコミ
三栄書房 媒体社・マスコミ
産業タイムズ社 媒体社・マスコミ
産業通信 媒体社・マスコミ
産業報道出版 媒体社・マスコミ
産報出版 媒体社・マスコミ
紙の砦 媒体社・マスコミ
週刊エネルギー通信 媒体社・マスコミ
駿 媒体社・マスコミ
情報通信総合研究所 媒体社・マスコミ
新アポロ出版 媒体社・マスコミ
素形材通信社 媒体社・マスコミ
綜合ユニコム 媒体社・マスコミ
大河出版 媒体社・マスコミ
中小企業基盤整備機構 媒体社・マスコミ
電気書院 媒体社・マスコミ
東京都自動車整備振興会 媒体社・マスコミ
内外環境ニュース 媒体社・マスコミ
日経デジタルコンテンツ 媒体社・マスコミ
日経ラジオ社 媒体社・マスコミ
日報ビジネス 媒体社・マスコミ
日本ビジネス出版 媒体社・マスコミ
日本工業出版 媒体社・マスコミ
日本畜産振興会 媒体社・マスコミ
八重洲出版 媒体社・マスコミ
富士キメラ総研 媒体社・マスコミ
CQ出版 媒体社・マスコミ
JAF MATE社 媒体社・マスコミ
JAF出版社 媒体社・マスコミ
Bosai Plus（防災ニュースレター） 媒体社・マスコミ
ECOTHCH PRESS 媒体社・マスコミ
Impress Watch 媒体社・マスコミ
MERGER MARKET 媒体社・マスコミ
NIPPON NEWS PRESS AGENCY 媒体社・マスコミ
THOMSON REUTERS 媒体社・マスコミ
NHK 媒体社・マスコミ
フジテレビジョン 媒体社・マスコミ
共同テレビジョン 媒体社・マスコミ
中京テレビ 媒体社・マスコミ
共同通信社 媒体社・マスコミ
時事通信社 媒体社・マスコミ
朝日新聞社 媒体社・マスコミ
産経新聞 媒体社・マスコミ
日本経済新聞社 媒体社・マスコミ
毎日新聞社 媒体社・マスコミ
中日新聞 媒体社・マスコミ
読売新聞社 媒体社・マスコミ
神奈川新聞社 媒体社・マスコミ
静岡新聞社 媒体社・マスコミ
北海道新聞社 媒体社・マスコミ
化学工業日報 媒体社・マスコミ
ガスエネルギー新聞 媒体社・マスコミ
高齢者住宅新聞社 媒体社・マスコミ
教育家庭新聞 媒体社・マスコミ
交通毎日新聞社 媒体社・マスコミ
石油化学新聞社 媒体社・マスコミ
石油産業新聞社 媒体社・マスコミ
テレケーブル新聞社 媒体社・マスコミ
電気新聞 媒体社・マスコミ
電波新聞社 媒体社・マスコミ
日本教育新聞社 媒体社・マスコミ
二輪新聞社 媒体社・マスコミ
自動車新聞社 媒体社・マスコミ
情報産業新聞社 媒体社・マスコミ
新農林社 媒体社・マスコミ
日本木材新聞社 媒体社・マスコミ
農経新報社 媒体社・マスコミ
プラスチック産業資材新聞 媒体社・マスコミ
分散型エネルギー新聞 媒体社・マスコミ
油業報知新聞社 媒体社・マスコミ
リフォーム産業新聞社 媒体社・マスコミ
経済界 媒体社・マスコミ
東洋経済新報社 媒体社・マスコミ
日経BP社 媒体社・マスコミ
プレジデント社 媒体社・マスコミ
アートビジネス社 媒体社・マスコミ
アイティメディア 媒体社・マスコミ
インタークロス・コミュニケーションズ 媒体社・マスコミ
エナジー・デザイン・ソリューションズ 媒体社・マスコミ
エネルギーフォーラム 媒体社・マスコミ
オーム社 媒体社・マスコミ
オプトロニクス社 媒体社・マスコミ
オンサイト・レポート誌 媒体社・マスコミ
カー・アンド・ドライバー 媒体社・マスコミ
カーアンドレジャーニュース 媒体社・マスコミ
ステレオサウンド 媒体社・マスコミ
セミコンダクタポータル 媒体社・マスコミ
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勤務先 所属 役職 業種
テクノアソシエーツ 媒体社・マスコミ
ニュースニッポン社 媒体社・マスコミ
ピーオーピー 媒体社・マスコミ
マイナビ 媒体社・マスコミ
ムックハウス 媒体社・マスコミ
メカニカル・テック社 媒体社・マスコミ
モーターマガジン社 媒体社・マスコミ
モーニングスター 媒体社・マスコミ
ライジング出版 媒体社・マスコミ
リクルートマーケティングパートナーズ 媒体社・マスコミ
加工技術研究会 媒体社・マスコミ
鶏卵肉情報センター 媒体社・マスコミ
月刊ガソリンスタンド社 媒体社・マスコミ
月刊ニューメディア 媒体社・マスコミ
月刊事業構想 媒体社・マスコミ
交文社 媒体社・マスコミ
公共投資ジャーナル社 媒体社・マスコミ
工業新報社 媒体社・マスコミ
講談社ビーシー 媒体社・マスコミ
国際交流サービス協会 媒体社・マスコミ
国際農業社 媒体社・マスコミ
三栄書房 媒体社・マスコミ
産業タイムズ社 媒体社・マスコミ
産業通信 媒体社・マスコミ
産業報道出版 媒体社・マスコミ
産報出版 媒体社・マスコミ
紙の砦 媒体社・マスコミ
週刊エネルギー通信 媒体社・マスコミ
駿 媒体社・マスコミ
情報通信総合研究所 媒体社・マスコミ
新アポロ出版 媒体社・マスコミ
素形材通信社 媒体社・マスコミ
綜合ユニコム 媒体社・マスコミ
大河出版 媒体社・マスコミ
中小企業基盤整備機構 媒体社・マスコミ
電気書院 媒体社・マスコミ
東京都自動車整備振興会 媒体社・マスコミ
内外環境ニュース 媒体社・マスコミ
日経デジタルコンテンツ 媒体社・マスコミ
日経ラジオ社 媒体社・マスコミ
日報ビジネス 媒体社・マスコミ
日本ビジネス出版 媒体社・マスコミ
日本工業出版 媒体社・マスコミ
日本畜産振興会 媒体社・マスコミ
八重洲出版 媒体社・マスコミ
富士キメラ総研 媒体社・マスコミ
CQ出版 媒体社・マスコミ
JAF MATE社 媒体社・マスコミ
JAF出版社 媒体社・マスコミ
Bosai Plus（防災ニュースレター） 媒体社・マスコミ
ECOTHCH PRESS 媒体社・マスコミ
Impress Watch 媒体社・マスコミ
MERGER MARKET 媒体社・マスコミ
NIPPON NEWS PRESS AGENCY 媒体社・マスコミ
THOMSON REUTERS 媒体社・マスコミ
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