
産業連携ネットワーク参加者名簿 

１４５３団体・企業・個人（平成 28 年７月２０日現在） 

 

【農林水産】 

 

（団体） 

あしきた農業協同組合 

一般社団法人ＡＬＦＡＥ 
飯島アクアポニクス 
農事組合法人壱岐日本ミツバチ産業組合 
財団法人いしかわ農業人材機構 
愛媛県農業協同組合中央会 

大分県農業協同組合中央会 

農事組合法人 大木しめじセンター 

鹿児島県農業協同組合中央会 

社団法人岐阜県畜産協会 

岐阜県農業会議 

岐阜県農業法人協会 

特定非営利活動法人グリーンネットワーク 

くろべ漁業協同組合 
農事組合法人 下巣畑農産 
佐賀県有明海漁業協同組合 

佐賀県木材協会 

ＪＡ新潟中央会 
一般社団法人施設野菜バンク 
独立行政法人種苗管理センター 
一般社団法人循環資源再生利用ネットワーク 

全国漁業協同組合連合会 

全国新品種育成者の会 

全国森林組合連合会  

全国水産業改良普及職員協議会 

全国たまご商業協同組合  

全国茶生産団体連合会 
全国内水面漁業協同組合連合会 

全国農業会議所  

社団法人全国農業改良普及支援協会 
全国農業機械商業協同組合連合会 

全国農業協同組合中央会 

全国農業協同組合連合会  

全国農業協同組合連合会茨城県本部 
全国木材組合連合会 

全国酪農業協同組合連合会  

全国林業研究グループ連絡協議会 

社団法人大日本水産会 
社団法人中央畜産会 

社団法人中央酪農会議 
NPO 法人バイオマスもみがら研究会 

一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構 
財団法人栃木県農業振興公社 

長崎県農業協同組合中央会 

新潟県農業法人協会 
日本遠洋旋網漁業協同組合 

日本園芸農業協同組合連合会 

ＮＰＯ法人日本ＧＡＰ協会 

財団法人日本特産農作物種苗協会  

財団法人日本特産農産物協会 
社団法人日本農業機械化協会 

一般社団法人日本農業機械工業会 

公益社団法人日本農業法人協会  

特定非営利活動法人日本プロ農業総合支援機構  

社団法人農山漁村女性・生活活動支援協会 

独立行政法人農畜産業振興機構  

ＮＰＯ法人浜松・百姓のチカラ 
風土産業推進協議会 
福井県農業会議 
ふくおか農業体験農園園主会 

特定非営利活動法人ほかげ 
みどりの風グループ 
宮崎県経済農業協同組合連合会 
宮崎県農業協同組合中央会 

一般財団法人みんなの森財団 
八重地地区６次産業化研究会 

夢海老会 

 

（企業） 

アースイノベーション株式会社 

株式会社アイ・エム・ティー 
農業生産法人株式会社あいあいファーム 
農業生産法人アオキアグリシステム有限会社 
一般社団法人アグリサンアカデミア 
アグリ食品有限会社 
農業生産法人 株式会社アグリファーム未来 
株式会社アグリポピュレーションジャパン 

株式会社アジチファーム 

天草梅肉ポーク株式会社 

Ｅ２リバイブ株式会社 

イオンアグリ創造株式会社 



出萌株式会社 
株式会社伊万里木材市場 
有限会社いりえ茶園 
農業生産法人 株式会社ヴァンベール 
農業生産法人 有限会社 エイアンドエフ 
株式会社ＨＭカンパニー 

株式会社Ａプラスワン 
農事組合法人 ECO マッシュ 
有限会社衞藤産業 
農業生産法人株式会社エムコーポレーション 

大阪市漁協株式会社 

株式会社太田組 

農業生産法人有限会社大嶺ファーム 
株式会社緒方エッグファーム 

株式会社岡林農園 
株式会社オキス 
奥三河設楽町津具高原村松農園 

株式会社尾鷹林業 
おたに家株式会社 
農事組合法人香川ランチ 

有限会社かさい農産 
株式会社果実堂 
株式会社梶原種鶏孵化場 
有限会社勝又製茶 
合資会社北善商店環境事業部 
有限会社木之内農園 

株式会社極洋 
株式会社久木田農園 

郡上八幡・山と川の学校（パブリックシステム株

式会社内） 

農業生産法人株式会社クックソニア 
株式会社国東ファーム 
農業生産法人有限会社くらぶコア 
株式会社ＧｒｅｅｎＰｅａｓ 
株式会社グローバル・シーフーズ 
株式会社元気もりもりファーム 
有限会社コウヤマ 

株式会社ゴキューファーム 

有限会社コスモファーム 

株式会社コッコファーム 
毎味水産株式会社 

農業生産法人株式会社ごはん 
小平株式会社農業事業部オリザ鹿児島ファーム 
株式会社さかうえ 

サンアグリフーズ株式会社 

有限会社三共農園 

株式会社サン・ハーベスト佐世保 
株式会社サン・ファーム 
ＪＲ九州たまごファーム株式会社 
有限会社重元園芸 
合同会社しずくいしチャレンジド 
有限会社自然農園 
農業生産法人有限会社新福青果 

株式会社スカルパ 

有限会社鈴木養鶏所 

住友林業株式会社 
合同会社成光丸水産 
株式会社瀬口しいたけ 
セブンフーズ株式会社畜産(養豚）業 
株式会社大地のいのち 

農業生産法人 有限会社たかき 

株式会社タカヒコアグロビジネス 

合同会社田島柑橘園＆加工所 

農事組合法人立山農産 

株式会社タナカ農産 

株式会社 炭化 

株式会社チューリップハウス農園 

有限会社千綿農産 

株式会社つくばアグリサイエンス 

有限会社テラサワ 
株式会社デリシャスクリエイト 
株式会社田伝むし 
中原採種場株式会社 

有限会社永渕畜産 

有限会社中村ツキ板 

農業生産法人有限会社名護珈琲 

株式会社南晃クリエイティヴ 

有限会社西岡養蜂園 

日亜物産株式会社 

株式会社農業総合研究所 
株式会社農テラス 

合同会社農力向上研究所 
株式会社農林漁業成長産業化支援機構 
有限会社花立山農業研究所 
株式会社ハマノ果香園 
株式会社春口農園 
ハンサムガーデン株式会社 
農業生産法人有限会社ヒーロー 
株式会社日野洋蘭園 
農業生産法人 卑弥呼の杜 株式会社 



有限会社百商 
株式会社ビレジア 

株式会社ファーマーズ・フォレスト 
福花園種苗株式会社 

フルハシＥＰＯ株式会社 
有限会社フロンティアアグリカルチャーながさき 

有限会社ベジタブル・ユー 

株式会社ベジ・ドリーム栗原 
農事組合法人 宝珠山きのこ生産組合 
農事組合法人 豊地の郷 
有限会社益田養鶏場 

農業生産法人株式会社松尾農園グループ 

有限会社松本農園 
農事組合法人まるごと宮古島 
合名会社まるはら 
有限会社まんま農場 
農事組合法人岬養豚 
株式会社南阿蘇農園 
株式会社峯樹木園 
宮崎農園有限会社 
ＭＬＡＴ合同会社 

農事組合法人明峰ファーム 
有限会社八百味屋 
安来オーガ有限会社 

ヤマギシズム生活那須実顕地農事組合法人 
有限会社山のいぶき 
有限会社ゆめりんご 
有限会社吉水農園 
農事組合法人楽農園 

農業生産法人有限会社わくわく手づくりファーム川北 

 

（個人） 

青山ぶどう園 
アグリストリームきむら農園 
生駒ファーム 
石原綾子 
井手果樹農園 
井上新也 
今村茶園 
上ノ原製茶園 
魚沼越光．ｃｏｍ 

ＭＫ農産米工房Ｊａｓｍｉｎｅ 
沖祐輔(おき農園) 
オレンジ・ファーム安田 
川原井順 

川原田農園 
感謝農園平井株式会社 
清田豊 
健康焼肉 亀 
甲賀由博 
小林大将 
酒井聖文 
志布志有機 
清水俊昭 
関良男 
高木茶園 
都筑憲一 
豊田屋 豊田靖之 
にしだ果樹園/旬工房［果樂］ 
野口慎吾 
浜田隆介 
濱元孝太郎 
ヒューマニック・インフォ 
平川農園 
堀江浩明 
堀川農園 
マダム・ボー研究所 
松澤農園 
松原英子 
丸山バイオ農場 
宮本泰邦 
森山豊 
山上農園 
山藤農園 
柚木マスミ 

龍光水産 

渡邊真仁 

 

（都道府県６次産業化サポートセンター） 

北海道６次産業化サポートセンター 

青森６次産業化サポートセンター 

岩手６次産業化サポートセンター 

宮城６次産業化サポートセンター 

秋田６次産業化サポートセンター 

山形６次産業化サポートセンター 

茨城６次産業化サポートセンター 

栃木６次産業化サポートセンター 

群馬６次産業化サポートセンター 

埼玉６次産業化サポートセンター 

千葉６次産業化サポートセンター 



東京６次産業化サポートセンター 

神奈川６次産業化サポートセンター 

長野６次産業化サポートセンター 

静岡６次産業化サポートセンター 

新潟６次産業化サポートセンター 

富山６次産業化サポートセンター 

石川６次産業化サポートセンター 

福井６次産業化サポートセンター 

岐阜６次産業化サポートセンター 

愛知６次産業化サポートセンター 

三重６次産業化サポートセンター 

滋賀６次産業化サポートセンター 

京都６次産業化サポートセンター 

大阪６次産業化サポートセンター 

兵庫６次産業化サポートセンター 

奈良６次産業化サポートセンター 

和歌山６次産業化サポートセンター 

鳥取６次産業化サポートセンター 

島根６次産業化サポートセンター 

岡山６次産業化サポートセンター 

広島６次産業化サポートセンター 

山口６次産業化サポートセンター 

徳島６次産業化サポートセンター 

香川６次産業化サポートセンター 

愛媛６次産業化サポートセンター 

高知６次産業化サポートセンター 

福岡６次産業化サポートセンター 

佐賀６次産業化サポートセンター 

長崎６次産業化サポートセンター 

熊本６次産業化サポートセンター 

大分６次産業化サポートセンター 

宮崎６次産業化サポートセンター 

鹿児島６次産業化サポートセンター 

沖縄６次産業化サポートセンター 

 

 

【経済団体】 

 

社団法人石川県食品協会 
茨城県商工会連合会 

財団法人茨城県中小企業振興公社 

岡山県商工会連合会 

鹿児島県商工会連合会 

玖珠町商工会 

公益財団法人高知県産業振興センター 

埼玉県商工会連合会 

静岡県商工会連合会 

財団法人食品産業センター  

財団法人食品流通構造改善促進機構  

全国商工会連合会  

全国食酢協会中央会  

全国総菜宅配協会  

社団法人全国中央市場水産卸協会  

社団法人全国中央市場青果卸売協会  

全国中小企業団体中央会  

ＪＡ地産地消全国協議会 

一般社団法人全国肥料商連合会 

一般社団法人全国肥料商連合会・九州事務局 
全日本菓子協会 

全日本漬物協同組合連合会  

全日本パン協同組合連合会 
そばフォーラム  

社団法人千葉県商工会議所連合会 

社団法人中小企業診断協会  

社団法人中小企業診断協会奈良支部 
中小機構九州支部連携推進課 

一般社団法人中部経済連合会 

一般社団法人東京技術士会 

公益社団法人日本技術士会登録グループ食品

技術士センター 
長崎県商工会連合会 
一般社団法人長野県食品工業協会 

奈良県中小企業団体中央会 

社団法人新潟県経営者協会 

社団法人新潟県商工会議所連合会 

公益社団法人日本技術士会  

一般社団法人日本経済団体連合会  

日本商工会議所 

社団法人日本食肉市場卸売協会  

一般社団法人日本食品機械工業会  

協同組合日本飼料工業会  

日本スーパーマーケット協会  

日本スープ協会 

日本製紙連合会 

社団法人日本惣菜協会 

日本チェーンストア協会  

日本豆腐協会  

社団法人日本フードサービス協会  

一般社団法人農業経営支援センター埼玉支部 

社団法人兵庫県食品産業協会 



福岡県中小企業団体中央会 

袋井商工会議所 

南種子町商工会 
宮崎県商工会連合会 

社団法人宮崎県商工会議所連合会 

宮崎県中小企業団体中央会 

宮崎県商工会連合会 

 

【食品製造】 

 

（団体） 

糸島のめぐみ事業協同組合 

おおいた食品産業企業会 

社会福祉法人カナンの園福祉工場カナン牧場 

社会福祉法人出島福祉村 

農事組合法人福栄組合 

協同組合焼津水産加工センター 
渡邉和寛 

 

（企業） 

アサヒグループホールディングス株式会社 

味の素株式会社 
味の素株式会社 九州事業所 

株式会社アズアイム 

株式会社ＡＤＥＫＡ 

イズミ食品株式会社 
一番食品株式会社 
株式会社伊藤園 
株式会社岩田コーポレーション 

株式会社英楽 

江崎グリコ株式会社 
エスビー食品株式会社 

大塚製薬株式会社 

株式会社おおやま夢工房 

岡野食品産業株式会社 
株式会社ヴァンベールフーズ 

株式会社ジェイエネックス 

カルビー株式会社 
関東屋またの食品株式会社 

株式会社菊家 

キユーピー株式会社 
株式会社クマガエ 

熊川食料工業株式会社 

熊本製粉株式会社 

ケンコーマヨネーズ株式会社 

株式会社ゴールドボンド 
コックソース 

サテライツ株式会社 

三生医薬株式会社 

サントリーホールディングス株式会社 
サンポー食品株式会社 

株式会社四十萬谷本舗 
有限会社篠崎一雄商店 
株式会社ジャンボリア 

農事組合法人食彩あさひ 

有限会社職彩工房たくみ 
ゼンカイミート株式会社 
千田みずほ株式会社 

タイガフーズ株式会社 

タカ食品工業株式会社 

有限会社岳間製茶 

株式会社たらみ 

通宝海苔株式会社 

株式会社つえエーピー 

有限会社土江本店 

築野食品工業株式会社 
株式会社哲多すずらん食品加工 

杜屋本店株式会社 
株式会社ナガミネ 

株式会社中山吉祥園 

なんぶ農援株式会社 

ニシモト食品株式会社 

株式会社ニチレイ 

株式会社ニチレイフーズ 

日清製粉株式会社 

日本製粉株式会社 
日本バイオフーヅ株式会社 
株式会社ニューアクア技術研究所 

ハウス食品株式会社 

株式会社はくばく 
株式会社フロム大分 
株式会社 フンドーダイ五葉 
株式会社ベジタ 

株式会社ヘラクレスジャパン 
株式会社ベルクミート 

ボーソー油脂株式会社 
株式会社マルミツサンヨー 

有限会社三皿園 
水溜食品株式会社 
株式会社ミツハシ 



美々地れんげ亭 

株式会社明治 
株式会社山口油屋福太郎 

株式会社大和 
株式会社ヤマミ醸造 
夜明の里カメミツ株式会社 
株式会社吉田ハム 
吉村醸造株式会社 
株式会社吉村商店 
ライスアルバ株式会社 
株式会社若山食品 

 

（個人） 

カドヤ 

Vegewonder 

堀田康紀 

 

 

【その他製造等】 

 

（団体） 

NPO 法人北九環浄研 

 

（企業） 

株式会社エー・アンド・デイ 

株式会社ＩＨＩ 
愛知製鋼株式会社 

旭精機工業株式会社 

株式会社梓設計 
株式会社イセキ 

井関農機株式会社 
株式会社磐城高箸 

宇部興産株式会社 
A-WING 株式会社 
エスペックミック株式会社 

ＭＦＰＳ株式会社 

王子製紙株式会社 
オーシャンウエイオレンジリミテッド合同会社 
大坪 GSI 株式会社 

株式会社大林組 
株式会社オーレック 
有限会社おちあい印刷 

株式会社オンガエンジニアリング 

鹿島建設株式会社 
株式会社キーストーンテクノロジー 

北沢産業株式会社 
株式会社木原製作所 

肌美和株式会社 

九電テクノシステムズ株式会社 

有限会社 GyoLightHouse 

協和株式会社 

共和化工株式会社 

協和機電工業株式会社 

有限会社久住ワイナリー 

株式会社クボタ 
クボタシーアイ株式会社 
株式会社クリエイト 
小林クリエイト株式会社 

埼玉県中央青果株式会社 企画・産地開発部 

株式会社サタケ 

株式会社サトー 

サトーアドバンス株式会社 

三友プラントサービス株式会社 

三和建設株式会社 
ＣＴＣＬＡＮＫＡ株式会社 
JNC 株式会社 
ＪＦＥエンジニアリング株式会社流通システム事業部 
株式会社ジャパンアクアテック 
株式会社ＪＯＹ・プラス 
株式会社 SING 
鈴与マテリアル株式会社 

住友化学株式会社アグロ事業部営業部 

積水化学工業株式会社 
積水化成品工業株式会社 

積水ハウス株式会社 
セブンシップ株式会社 
ダイキン工業株式会社 
大日本印刷株式会社 

株式会社ダイフク 

大陽日酸株式会社 九州支社 

大和製罐株式会社 

株式会社椿本チエイン 

帝人株式会社 
テイラーズ熊本株式会社 
株式会社デンケン 

東海ゴム工業株式会社 

東京三八五流通株式会社 
東芝テック株式会社 
東洋インキＳＣホールディングス株式会社 

東レ株式会社 



株式会社トーメンエレクトロニクス 

凸版印刷株式会社 
凸版印刷株式会社九州事業部 
株式会社トップウォーターシステムズ 

株式会社トプコン 
豊川包装工業株式会社 

トヨタ自動車株式会社 
中村産業開発株式会社 
有限会社ナテックエンジニアリング 
ナンワテクノス 

西日本イシダ株式会社 

西日本イシダ株式会社福岡支店 

西日本設計工業株式会社 

西松建設株式会社 

日亜鋼業株式会社 
日農工業株式会社 

日建リース工業株式会社 
日産自動車株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 
日本エア・リキード株式会社 
日本施設株式会社 

日本電気株式会社 
株式会社 NEO 
株式会社ネローラ花香房 
株式会社ノアシステム 
バイエルクロップサイエンス株式会社 

株式会社間組 
株式会社花ごころ 

パナソニック株式会社 

パナソニックシステムネットワークス株式会社 

株式会社ピーエス三菱 
株式会社ＰＰＬＮＥＸＴ 

株式会社日立国際電気 
株式会社日立製作所 

株式会社日立ソリューションズ 
ヒノマル株式会社 

株式会社フィールテクノロジー 
福島工業株式会社 
福島工業株式会社鹿児島営業所 
富士エネルギー株式会社 
富士ゼロックス株式会社 
富士通株式会社 

富士電機 
フタバ産業株式会社 

ホシザキ関東株式会社 

ホシザキ北九株式会社 

ホシザキ北関東株式会社 

ホシザキ東京株式会社 

ホシザキ東北株式会社 

ホシザキ南九株式会社 

前田建設工業株式会社 
三井造船環境エンジニアリング株式会社 
三菱化学株式会社九州支社 
三菱電機株式会社 
三菱農機株式会社 
ミライアル株式会社 
株式会社めぐみのさと 

矢崎総業株式会社 

山本厨房サービス株式会社 

ヤンマー株式会社 

横河電機株式会社 
株式会社吉川アールエフセミコン 
株式会社リコー 
菱熱工業株式会社 

株式会社菱豊フリーズシステムズ 

株式会社ロジック・リサーチ 

株式会社ワイビーエム 

渡辺パイプ株式会社 
 

【食品（流通・卸売・小売・外食】 

 

（団体） 

コープおきなわ 

Ｔｈａｉ Ｃｕｉｓｉｎｅ Ｊａｐａｎ 
日本生活協同組合連合会 
福岡・食プロジェクト推進協議会 

財団法人北海道農業企業化研究所 
 

（企業） 

アーツアンドクラフツ株式会社 

株式会社愛華 

青紫蘇農場株式会社 

アグリダイレクト株式会社 

イオン株式会社 
イオン九州株式会社 

イオンリテール株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

株式会社イトーヨーカ堂 
岩田産業株式會社 
イワタフーズ株式會社 



インターマン株式会社 
インペリアル・クラウン貿易株式会社 
株式会社うまみ 
エコバイ株式会社 
有限責任事業組合エシカル・ラボ 
株式会社エスエス商会 
株式会社 M&Co. 
MC プロデュース株式会社 
オイシックス株式会社 

OETSU 食品工業株式会社 

株式会社オネストツリーズ 

鹿児島青果株式会社 

兼定興産株式会社 

川村産業株式会社 

北九州青果株式会 

有限会社 九州酢造 

株式会社協同宣伝 
株式会社グッドヘルス 
熊本大同青果株式会社 

ＧＲＥＥＮＥＳＴ ＣＯ．，ＬＴＤ 

株式会社ぐるなび 

久留米センター青果株式会社 

株式会社グルメン 

株式会社ｇｌｏｗ 

株式会社グローバルフード 
株式会社クロスエイジ 

KFT 株式会社 

株式会社 K's JAPAN 

髙坂商事株式会社 

株式会社コミュニティブレインズ 

株式会社サイサン 
佐川急便株式会社 

株式会社サン・ダイコー 

ＣＳＮ地方創生ネットワーク株式会社 

しずおか美味合同会社 
シダックス株式会社 

ジャパン・フードコーディネーター・スクール 

スマイルゲート株式会社 
株式会社西王 
株式会社晴耕雨読 
株式会社青湘物産 

株式会社セブンーイレブン・ジャパン 

双日株式会社 

株式会社大庄 
株式会社髙島屋 

株式会社田の浦柑橘組合 

株式会社知覧心茶堂 

株式会社ティーエスシー 

株式会社東陽 

株式会社トータルフード 
株式会社トクスイコーポレーション 

株式会社トラジ 

合同会社トリスカ 

合同会社土和竹香 

株式会社ナイトウ 
株式会社中村園 
日昇商事株式会社 
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 

日本通運株式会社札幌支店 
日本通運株式会社東京航空支店 
日本通運株式会社福岡支店 
株式会社パソナグループ事業開発部農業プロジ

ェクトチーム 
初村第一倉庫株式会社 

有限会社ファーマーズファーム 
ファームス有限会社 

株式会社ファミリーマート 
福岡大同青果株式会社 

福岡農産物通商株式会社 

株式会社 プライム・リンク 

株式会社ブルーベリーカンパニー 

第３セクター株式会社ふるさと企画 
有限会社ベッツ 
マーケティングセバスチャン株式会社 
マックスバリュ九州株式会社 
株式会社マルナカ 

マルハニチロ株式会社 

株式会社丸菱 

丸紅株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱食品株式会社 
株式会社みらい蔵 
株式会社モスフードサービス 
八百よろず屋ちいさな野菜畑 

ユアキッチンサービス株式会社 

株式会社結アソシエイト 

株式会社ユイ・システム工房 
有限会社有朋の里泗水 
ライスフレンド株式会社 

ロイヤル株式会社 



ロイヤルホールディングス株式会社 

株式会社ワイズフードシステム 

 

（個人） 

飯田哲生 

池田洋一行政書士、税理士事務所 

井上忠男 

大須賀企画事務所 

経営コンサルタント 久重社中 

戸塚昭宏 

中澤守弘 
和（なごみ） 
山本恵之 

吉田誠 

 

【金融】 

 

（団体） 

静岡県信用農業協同組合連合会 

一般社団法人全国銀行協会 
社団法人全国信用金庫協会 

社団法人全国地方銀行協会  

 

（企業） 

青木信用金庫営業統括部 

株式会社あおぞら銀行 

株式会社青森銀行 

株式会社秋田銀行 
株式会社伊予銀行 

株式会社岩手銀行 
株式会社愛媛銀行 
大分ベンチャーキャピタル株式会社 
株式会社大垣共立銀行 
オリックス株式会社 

川口信用金庫 

株式会社北日本銀行 

共栄火災海上保険株式会社 

株式会社近畿大阪銀行 

株式会社京葉銀行 
株式会社西京銀行 

埼玉縣信用金庫 
ＳＡＫＵ株式会社 

株式会社滋賀銀行 

株式会社四国銀行 
株式会社静岡銀行 

株式会社七十七銀行 
株式会社商工組合中央金庫 福岡支店 
西武信用金庫 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
株式会社大光銀行 

株式会社第三銀行 

株式会社第四銀行 
大和企業投資株式会社 

株式会社但馬銀行 
多摩信用金庫 

株式会社筑邦銀行 

株式会社千葉銀行 

株式会社筑波銀行 
東京海上日動火災保険株式会社 
東京センチュリーリース株式会社 
株式会社東邦銀行法人営業部 

株式会社栃木銀行 

富山信用金庫 
株式会社富山第一銀行 

株式会社南九コーポレーション 

株式会社西日本シティ銀行 

株式会社日本政策金融公庫農林水産事業本部 

株式会社日本政策金融公庫金沢支店 
株式会社日本政策金融公庫名古屋支店農林

水産事業 

株式会社日本政策金融公庫新潟支店農林水産事業 

株式会社日本政策投資銀行 

農林中央金庫 
農林中央金庫福岡支店 

株式会社八十二銀行 

浜松信用金庫 
株式会社肥後銀行 

日立キャピタル株式会社 
株式会社百五銀行 

広島信用金庫 
福井県信用農業協同組合連合会 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 

株式会社北都銀行 

株式会社北陸銀行 

北陸信用金庫 
株式会社北國銀行 

株式会社三重銀行 
株式会社みずほ銀行 

株式会社みちのく銀行 

三井住友海上火災保険株式会社 



株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社宮崎銀行 
株式会社宮崎太陽銀行 

株式会社武蔵野銀行 
株式会社山梨中央銀行 

 

【マスメディア】 

 

（企業） 

ふるさとテレビ 
株式会社ぎょうせい 
産直新聞社 
株式会社ジェイアール東日本企画 

チューリップテレビ 

株式会社電通 
株式会社日本食糧新聞社 
株式会社日本農業新聞 

日本農民新聞 

ＶＩＰテレビ株式会社 

株式会社フラウ主婦生活総合研究所 

 

(個人) 

加地良光 

黒石規之 

久永健志 

 

【シンクタンク・コンサルティング】 

 

（団体） 

社団法人アフリカ開発協会 

NPO 法人イノプレックス 

特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター 

一般社団法人お茶結びプロジェクト 

一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会 

一般社団法人インターナショナル・バリューマネ

ジメント協会 
九州大学 STC 
ＮＰＯ法人近畿アグリハイテク 

特定非営利活動法人近畿ＨＡＣＣＰ実践研究会 
一般社団法人国際オーガニスト協会 

公益財団法人国際通貨研究所 
一般社団法人ＪＡ共済総合研究所 
食育＆６次産業化推進研究会 
食信経済社会研究所 

ＮＰＯ法人食の風 

社団法人食品需給研究センター  

一般社団法人全国農業経営コンサルタント協会 

一般社団法人全国農業経営専門会計人協会 
社団法人地域環境資源センター 

財団法人ながさき地域政策研究所 

財団法人長野経済研究所 

一般社団法人日本食農連携機構 
一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 
一般財団法人日本土壌協会 
社団法人日本プロジェクト産業協議会 
一般社団法人日本有機資源協会 
一般社団法人農業経営支援センター 
 
一般社団法人農業経営支援センター 東海１ブ

ロック 
社団法人農協流通研究所  

ＮＰＯ法人農商工連携サポートセンター 
一般社団法人 はたけの教室 
一般社団法人東の食の会 

ＮＰＯ法人ビジネス・インキュベーター岡山 
一般社団法人福岡県中小企業診断士協会 

認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター  

特定非営利活動法人やまぐち食農連携推進研究会 

 

（企業） 

アースフィールド株式会社 

株式会社アーリー・バード 
株式会社アール・ピー・アイ 

有限会社アイエヌアールコンサルティング 
アイティオー株式会社 

株式会社アイロード 

株式会社 OWLS BROS． 

OWL ビジネスコンサルティング株式会社 

株式会社アクアソリューション 

アクセンチュア株式会社 
株式会社アゴラ・ステーション 
有限責任あずさ監査法人 
株式会社 ATGREEN 
株式会社アットソリューションズ 
株式会社アップクオリティ 

株式会社アトレア・コンサルティング 

株式会社アミタ持続可能経済研究所 

株式会社アルマ経営研究所 
合同会社アンカーコミュニティサポート 
株式会社ＡＮＳ ＭＡＲＣ 



ｅアグリ株式会社 
いい繁盛店株式会社 

いであ株式会社 
イデアパートナーズ株式会社 

株式会社イノセント 

株式会社インタークロス 

株式会社インターリスク総研 

株式会社ウォーターデザイン研究所 

宇田マネジメント株式会社 
ウルシステムズ株式会社 
株式会社ｕｒｅｒｕ 
ＨＳＫコンサルティング株式会社 

株式会社ＡＮＡ総合研究所 
有限責任事業組合ＡＢＣコンサルティング 
ｅ．ｓ．ｆｅｅｄ株式会社 

株式会社ＮＭＲ流通総研 
ＮＫＳＪリスクマネジメント株式会社 

株式会社 NCB リサーチ＆コンサルティング 

ｆｃｐ合同会社 
株式会社Ｍ－ＩＴソリューションズ 
株式会社エムエス経営支援 
オーガニック・ランド株式会社 
株式会社オークジャパン 
株式会社大島ビジネスコンサルタント 

株式会社沖縄環境分析センター 

オフィスデイオフ 

有限会社オフィス・ビー 

株式会社ジーコム 
株式会社環境風土テクノ 

株式会社キースタッフ 

有限会社キャメルスタジオ 
qb アソシエイツ合同会社 

株式会社キョクイチ 

有限会社草場企画 

株式会社グリーンシグマ 

くんじゅうぼう（有限会社薫習メゾスコピア） 
株式会社 K アライアンス・ジャパン 

株式会社ＫＯフードテック 
KP クリエイションズ株式会社 
ＫＣＧコンサルティング株式会社 
有限会社河野経営研究所 
株式会社ゴールドボンド 

国産株式会社 
株式会社コスモポリタン 

株式会社コトヴィア 

株式会社コンサラート 

株式会社コンサルタントグループビィー 

株式会社サイエンス・クリエイト 
社団法人佐賀県中小企業診断協会 

株式会社サン・フォレスト 

シー・アンド・ピー創造研究所 

有限会社シーズコンサルティングオフィス 
ジェイフーズ・オーガナイジング株式会社 

合同会社 JEXPO 

株式会社ジェック経営コンサルタント 
ジャパンウェーブ・インターナショナル株式会社 

株式会社循環社会研究所  
株式会社ジョイヤ 

NPO 法人 食の風 

新日鉄ソリューションズ株式会社 
新日本有限責任監査法人 
合同会社スマイル・サポート・コンサルト 

ダイスビュー有限会社 
株式会社タイムズソリューション 

高橋アグリビジネスクリニック 
株式会社ダン計画研究所 

有限会社地域活性事業センター 
有限会社地域活性事業センター 
地域産業連携チャリティイベント事務局 
株式会社 地域マーケティング研究所 
株式会社都築経営研究所 
つなぎ屋 
株式会社ティー・エス・ティー 

有限会社ティップス 

合同会社ＴＦＭＨＹ研究所 
デロイトトーマツコンサルティング株式会社 

株式会社ドゥーイット 
株式会社ドーガン・インベストメンツ 

株式会社トータルオフィス・タナカ 

有限責任監査法人トーマツ 

Nagata Global Partners  永田公彦 

永利食品専門コンサルタント株式会社 

株式会社日本総合研究所 
日本能率協会コンサルティング 

一般社団法人日本能率協会 

株式会社日本能率協会総合研究所 

株式会社ネクスグループ 

株式会社農業経営研究所 

株式会社農業経営支援センター 

株式会社農都共生総合研究所 



野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社 

株式会社野村総合研究所 
一般社団法人バリューアップ・ジャパン 
悠綜合法律事務所 

合同会社繁盛マネジメント舎 

株式会社びいと六十 
株式会社フィールド・デザイン・ネットワークス 
フードコンサルティング株式会社 

株式会社フードビジネスネットワーク 

株式会社フードプロジェクト製作所 

株式会社プラスワン・ルネ国際研究所 

株式会社プラネット 

株式会社ブランド総合研究所 

ブランドネットワーク・インセプト 

有限会社フレイム 
ブレイン有限会社 
株式会社プロアクティブコンサルティング 
株式会社プロデュース九州 
税理士法人平成会計社 

ベーシックインフォメーションセンター株式会社 

株式会社ベジセレクト 

株式会社北陸経営総合研究所 

有限会社 ポテンシャル．Com 

堀越農政経済研究所 
株式会社マクロスゲート 
株式会社ＭＡＣ International 
マレーシア ハラル コーポレーション株式会社 
みずほ情報総研株式会社 

みずほ総合研究所株式会社 

株式会社三菱総合研究所 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

株式会社みともコンサルタント 

有限会社未来教育設計 
税理士法人未来税務会計事務所 

もり経営コンサルティング合同会社 
株式会社森のエネルギー研究所 

山本真一社会保険労務士事務所 

有限会社楽園計画 

リッキービジネスソリューション株式会社 
株式会社レイヤーズ・コンサルティング 

株式会社ローカルファースト研究所 
ＹＨＴ日本再生コンサルタント 
ワイズ・サポート 

ワンスクウェア株式会社 

 

（個人） 

IA コンサルティングサービス 

浅野国際特許事務所 

アジアビジネスコンサルタント 

アナダマネジメントセンター 

アルファ経営コンサルタンツ事務所 

伊熊敏郎 
中小企業診断士・石山祐己 
磯部経営サポート 
礒部社会保険労務士事務所 
樹屋 
ＩＰＰＯ 
猪口節 
今城敏 
中小企業診断士・井本浩嗣 
イワモト企画 
インターナショナルリサーチ 
魚野剣太郎中小企業診断士事務所 

内田圭二 

内山晴夫 

エヌアイリサーチアンドコンサルティング 

おおくま診断士事務所 

ＯＪＵ ＬＬＰ 
行政書士太田事務所 
ＯＯＳＴＵ企画 
社会保険労務士 おおぎ事務所 
押久保政彦国際商標特許事務所 押久保政彦 

オフィス・アイ 

掛札マネジメントラボラトリー 
行政書士 菊地徳二事務所 
木村俊朗 
日下部清 
久保康弘技術士事務所 
栗崎悟 
黒川理加 
経営コンサルタントオフィスアクシス 
経風社 
ごうだＦＰ経済研究所 

COMS 

こめみそしょうゆアカデミー 

コンサルティングオフィス共創 
近藤智子 

栄コンサルティング 

中小企業診断士 佐藤卓 

三本松秀高 



しもかわ社労士事務所 

志門特許商標事務所 

食と農研究所 
須田憲和 
曽我太郎 
高橋福栄堂 
高原特許商標事務所 
高松哲朗 
竹原正孝 
タケル経営 
辰巳技術士事務所 

田中経営研究所 

地方産業経営研究所 
通販戦略「竹下塾」 

ツカコシ経営研究所 
中小企業診断士 東松英司 

智コンサルティングオフィス 
中原経営研究所 

６次産業化プランナー 中島早苗 

中村診断士事務所 

中村央技術士事務所 

投石マネジメントフォース 
西野慎一 
にしやまゆみこ税理士事務所 
野本功司 
信木総一郎 
バイオマス活用アドバイザー 菅原良 

萩尾重則 

HaRe コンサルタント 

ビジネスサポート•かたやま 

フーズテクニカルサービス 

フードプラス 

東京農工大学客員教授ブランディングファシリテーター 

福井隆 
堀比寿 

マーケティング・プロデュース タイム・ラグ 
正木総合コンサル事務所 
松岡克己 
松崎経営コンサル・Ａｃ 

松下生活研究所 
中小企業診断士 松本珠恵 

三上由美枝 

宮内崇博 

宮崎行政書士事務所 

明立特許事務所 

森の経営コンサルタント 

森麻佐美 

山形美香子 

山口経営事務所 

山口総合コンサルタント 

山研・食品開発コンサルタント 
山崎中小企業診断士事務所 

やまなし６次産業化プランナー 芦澤香苗 

横山技術士事務所 
吉村充弘 
四本和臣 
米田佳代子 
ライズエイジコンサルティング 

ラッココム 松橋功 

レン・コンサルティング事務所 

和耕経営コンサルタント 

早稲田大学ロジスティクス研究所 

 

 

【情報通信・観光・サービス等】 

 

（団体） 

一般社団法人 国際観光政策研究所 

三富研究会 
ジャパンクラウドコンソーシアム農業クラウドＷＧ 
新世代 M2M コンソーシアム 
社団法人全国旅行業協会 
大山王国 
ＮＰＯ法人竹の浦夢創塾 

一般社団法人日本観光アナリスト協会 

公益社団法人日本観光振興協会  
日本農業情報システム協会 

独立行政法人日本貿易振興機構 
日本貿易振興機構（ジェトロ）北九州貿易情報セ

ンター 
一般社団法人ぶんご大野里の旅公社 
ＮＰＯ法人水と緑の環境ネットワークの会 
 

（企業） 

株式会社 JTB 九州 

合同会社アイ・アグリ 
株式会社 アイエスビー東北 
有限会社アウトドアコーディネイツ 
株式会社青山ファーム 
株式会社阿形 



アグリサポートネットワーク株式会社 

株式会社アグレックスＣＲＭ事業部コンテンツプ

ロダクト部 

いいことクリエイション合同会社 
イーサポートリンク株式会社 
株式会社イーラボ・エクスペリエンス 

イノベンチャーテクノロジーズ株式会社 

インフォコム株式会社 

有限会社ヴァイスプランニング 
株式会社エクスパートエヌイージェイピー 
ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 
ＮＥＣソフト株式会社 
ＮＥＣビッグローブ株式会社 
ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社 NSD 

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社 
株式会社ＮＴＴデータ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
株式会社 NTT ファシリティーズ 
M.O.T 株式会社 

株式会社 omoro 

株式会社オレンジアーチ 

有限会社カモサキ電業 

有限会社きたもっく 

キャロルシステム仙台株式会社 
京セラ丸善システムインテグレーション株式会社 
熊本ソフトウェア株式会社 
建通エンジニアリング株式会社 
株式会社コムテクノサービス 
株式会社ジェイ・ジェイ・エス 
株式会社ジェイティービー 

株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 

株式会社ＪＴＢ西日本 
株式会社システム・ジェイディー 
株式会社シティネット 
株式会社スーパーワン 

株式会社セールスフォース・ドットコム 

株式会社セラク 

全国共同出版株式会社 

総合警備保障株式会社 
株式会社大和コンピューター 
株式会社たんぽぽ 

知的財産綜合事務所 NEXPAT 

株式会社電脳企画 

株式会社ドリームワン カゴシマ 

西日本高速道路株式会社 
西日本電信電話株式会社 

株式会社日本コンピュータ・アソシエーツ 

日本ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

株式会社農協観光 

株式会社乃村工藝社 

株式会社パソナテック 

株式会社パワーボム・アンリミテッド 

P＆C プランニング株式会社 

有限会社ピーハピィ・エンタープライズ 

東日本旅客鉄道株式会社 
ビズ・リファイン株式会社 

株式会社日比谷花壇 

株式会社ファームステッド 

株式会社 富士通ゼネラル情報システム 
ふるさとコム株式会社 
グローバルブレインズ株式会社 
ベジタリア株式会社 
株式会社ベネフィット・ワン 
株式会社ヘリテイジ 
株式会社三日月の瀧コーポレーション 
株式会社モデルケース 
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 
有限会社焼津陸運 

株式会社やまねメディカル 
株式会社ゆい工房 
株式会社リクルートＨＲマーケティング 

リゾートトラスト株式会社 

株式会社ロジトーイ 

 

（個人） 

エスエイチケイコーポレーション 

九州産業大学商学部観光産業学科 室岡 祐司 

高松国際知的財産事務所 

百成公鋭 

ニーズデザイン 

西巻昌美 

根本明彦 

橋田栄一 

ＨＩＮＡ行政書士事務所 

Ryukyu style produce 

 

【研究・教育】 

（団体） 

鹿児島工業高等専門学校 



岐阜県農業技術センター 
九州工業大学社会ロボット具現化センター 
公益財団法人九州先端科学技術研究所 
九州大学 
熊本県立熊本農業高等学校 
慶應義塾大学ＳＦＣ研究所アグリインフォサイエ

ンス・ラボ 
高等教育コンソーシアム熊本 
コンソーシアムつくばライフ 
独立行政法人産業技術総合研究所 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 九

州センター 

滋賀大学 社会連携研究センター 

独立行政法人 水産総合研究センター 

東京海洋大学 

東京農業大学 

東北大学 

社団法人日本化学会 

公益社団法人日本食品科学工学会 
特定非営利活動法人日本未来機構 
一般社団法人農あるくらし研究会 

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構  

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

中央農業総合研究センター 
財団法人農政調査委員会 

兵庫県立工業技術センター 
一般社団法人マリノフォーラム２１ 
立教大学観光学部 

 

（企業） 

株式会社アイ・エム・エー 

株式会社インフィニバリュー 

有限会社エコ・フラワー 

コミュニカ株式会社 

株式会社創造経営研究所 

学校法人東海大学九州キャンパス 
株式会社農学研センター 
株式会社 NOTCH 
ファーマシーソリューションズ株式会社 
株式会社前川製作所技術研究所 

 

（個人） 

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科

教授 青井倫一 

北海道大学産学連携本部副本部長 荒磯恒久 

芝浦工業大学工学部機械群機械工学科教授 

新井民夫 
石黒 広洲 

東京農工大学アグロイノベーション高度人材養成

センター特任教授 岩本隼人 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協

会参与 岩元睦夫 

高知大学副学長 受田浩之 
江口智子 

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

生物系特定産業技術研究支援センター 大川安信 

新潟大学産学地域連携センター教授 大坪研一 

高崎経済大学副学長 大宮登 
茨城大学大学院 理工学研究科 岡田忠 
東京富士大学イベント学教授 岡星竜美 

岡安崇史 

山形大学農学部教授 小沢亙 

財団法人日本立地センター＆イノベーションネット

事務局事務局長 梶川義実 

東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営

研究科教授 片岡寬 
川本憲一 

近畿大学生物理工学部教授 木戸啓仁 

新潟大学農学部農業生産科学科 清野誠喜 
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構食農連携プロジェクトリーダー  河野恵伸 

千葉大学環境健康フィールド科学センター名誉教授 

古在豊樹 
後藤貴文 

東京工業大学大学院イノベーションマネジメント

研究科 櫻谷満一 

東京農工大学教授 澁澤栄 
島津望 
新開章司 
立命館大学産業社会学部 高嶋正晴 

名古屋大学産学官連携推進本部連携推進部長 

武田穣 

名古屋産業科学研究所特任教授 竹谷裕之 

帯広畜産大学地域連携推進センター産学官 

連携コーディネーター 田中一郎 

東京大学大学院農学生命科学研究科準教授 

中嶋康博 
東京大学農学部環境資源科学科 中西孝礼 

宇都宮大学農学部教授 夏秋知英 

中京大学総合政策学部 並河良一 



京都大学農学研究科教授 新山陽子  

拓殖大学教授 根本重之 

東京農工大学大学院農学研究院教授 野見山敏雄 

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構食品総合研究所食品機能研究領域長 日野明寛 

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協

会理事 廣澤孝保 

九州大学有体物管理センター教授 深見克哉 
福岡大学 

山形大学農学部准教授 藤科智海 

東京農業大学食料環境経済学科教授 藤島廣二 
農業・農村マーケティング研究所 二木季男 

松野博雪 

公立はこだて未来大学共同研究センター運営

委員長 三上貞芳 
筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 宮

崎均 

東京大学大学院経済学研究科 矢坂雅充 

佐賀大学産学官連携推進機構教授 栁田晃良 

愛媛大学社会連携推進機構教授 山内晧平 

富山大学地域連携推進機構産学連携部門教授 

山名一男 

和歌山大学地域創造支援機構特任教授・地域

創造支援マネージャー 湯崎真梨子 
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協

会理事長 吉田岳志 

吉田文人 

岡山大学研究推進産学官連携機構教授（副機構長） 
渡邊裕 

 

【消費者】 

 

（団体） 

主婦連合会  

消費科学連合会  

全国消費者団体連絡会  

全国地域婦人団体連絡協議会  

特定非営利活動法人バイオマス産業機構 
 

（個人） 

井口 久美子 

清長久志 

【行政】 

 

 

（団体） 

全国市長会 

全国知事会  

全国町村会  

 

【行政】 

 

愛知県農林水産部 
青森県福岡情報センター 
天草市 

糸島市 
茨城県 
岩内町地場産業サポートセンター 
宇佐市 
大分県 
大分市産業振興課 
大川市 農業水産課 
オーストラリア総領事館 
大町町 
岡垣町役場 

音更町 

香川県 

鹿児島県農政部 

鹿屋市 

上天草市農林水産物ブランド推進協議会 

菊池市 

北九州市産業経済局新産業振興課 

合志市役所 

高知県農業振興部地域農業推進課 

江北町産業課 

佐賀県農林水産商工本部 

滋賀県 
新庄市商工観光課 

洲本市 

仙台市役所 

田川市農政課 

千葉県 
遠野市 
徳島県農林水産部 

栃木県 

富山県農林水産部農林水産企画課 
長崎県 
長崎県農林部 
長野県農政部 

行方市 



新潟県農林水産部 
人吉市役所 
平戸市役所産業振興部農林水産課 
福岡県工業技術センター生物食品研究所 
福岡市東京事務所 
三豊市農業振興課 

南さつま市役所 
都城市 
宮崎県総合政策部フードビジネス推進課 
宮崎県農政水産部 

熊本県八代市 

山形県新農業推進課 
山口市役所経済産業部 

山梨県農政部果樹食品流通課 

横浜市役所環境創造局みどりアップ推進部農業

振興課 
和歌山県農林水産部 

和泊町産業間連携推進協議会 
上野浩 

 

【その他】 

 

（団体） 

愛知アグリコラボ 

特定非営利活動法人 IT コーディネータ協会 

ＮＰＯ法人Ｗａｌｌ Ｌｅｓｓ Ｊａｐａｎ 

社会福祉法人 敬愛会 

ＮＰＯ法人元氣農業開発機構 

独立行政法人国際協力機構 
公益財団法人佐賀県地域産業支援センター 
一般社団法人社会資源再生機構 
「食のにっぽん」推進委員会 
全国信用組合中央協会 
社団法人全州国際発酵食品博覧会組織委員会 
特定非営利活動法人全日本健康自然食品協会 
特定非営利活動法人地域企業活性化支援協会 
つやま新産業創出機構 

東京グリーンプロジェクト 

一般社団法人長崎県発明協会 

社団法人長野県経営支援機構 

長浜バイオクラスターネットワーク 
特定非営利活動法人日本エコツーリズムセンター 
日本行政書士会連合会 
公益財団法人日本食肉消費総合センター 
日本マテリアル・ハンドリング（ＭＨ）協会 

はばたけ都城六次産業化推進協議会 
ＮＰＯ法人日迎の里 
公益財団法人ひょうご産業活性化センター 
財団法人広島県環境保健協会 

一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団 

一般社団法人みなとむすぶ地域活性コミュニテ

ィ協会 

特定非営利活動法人ものづくり支援機構 

山田町商工会 

山之口町商工会 

特定非営利活動法人ゆめ豊かにちなん 

リン資源リサイクル推進協議会 

ロハス越前 

 

（企業） 

株式会社アイフィス 

弁護士法人赤れんが法律事務所 

有限会社アクセス ユープラン 

株式会社ＥＫＴｏ 

株式会社石田大成社 

株式会社壱歩 

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社九州支社 

井上喜株式会社 

株式会社笑農和 

税理士法人大分綜合会計事務所 

キャタピラー九州株式会社 

九電産業株式会社環境部 

株式会社 Green prop 

株式会社国際開発センター 
株式会社シータス＆ゼネラルプレス 
株式会社 ZNEM 
新ケミカル商事株式会社 
双日九州株式会社 
第一電設工業株式会社 
有限会社宝興産 
ダズリング・ナイン株式会社 

中央電力地熱開発株式会社 

千代田計装株式会社 

千代田興産株式会社 

株式会社庭園空間ラボ 

株式会社ティオシステムズ 

株式会社電通九州 

日本航空株式会社 

株式会社博報堂 

社団法人ハラル・ジャパン協会 



株式会社ビジネスインテリジェンス 

ひびしんキャピタル（株） 

社労士法人平岡事務所 

平木工業株式会社 

株式会社富士建設 

株式会社プリミティブ・ドライブ 

株式会社ほうねん 

株式会社丸徳 

株式会社ミダス・ジャパン 
株式会社ミッション・ベクトル・パートナーズ 

有限会社宮崎木材店 

宮原酸素株式会社 

有人宇宙システム株式会社 
郵船ロジスティクス九州株式会社 
株式会社ライフ・カルチャ－・センタ－ 

楽天株式会社 

株式会社 LOOP 

 

（個人） 

しょうばら産学官連携推進機構コーディネーター 

有田洋人 

石井泰子行政書士事務所 
市川富美子 
岩井行政書士事務所 
大谷行政書士事務所 
太田泰弘 

行政書士梅津ようせい事務所 

行政書士小西正則事務所 

行政書士ましこ事務所 
兄弟行政書士事務所 

小出和之 

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

調査設計部・事業開発部 小澤徹三 
齋藤剛司 

桜井良雄 
佐藤和哉 
佐藤司法書士行政書士合同事務所 
佐藤晋一 

佐藤弘行 

四国ドリームビズ 
シニア野菜ソムリエ クボジュン 
杉田茂実 
杉山友輝 
関口智久 
関輝明行政書士事務所 

長友慶徳 

ナカヤマ行政書士事務所 
荷口法務行政書士事務所 
行政書士 野田綜合事務所 
フェニックス法務行政書士事務所 
藤倉行政書士事務所 
保科政秀 
前之園行政書士事務所 
真船あい 
御厨公認会計士事務所 
三井幸江 
吉田英則 
渡辺憲司 
渡辺桃代

以上、敬称略。 


