
 

  

会 員 名 簿 
 

会員数（164） 
（会員資格毎、五十音順） 

 

【幹部会員 37】  

稲畑産業株式会社 

イノベーション・エンジン株式会社 

AGC株式会社 

花王株式会社 

株式会社 GSI クレオス 

株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 

株式会社島津製作所 

住友大阪セメント株式会社 

住友電気工業株式会社 

セイコーフューチャークリエーション株式会社 

大日本印刷株式会社 

DIC株式会社 

株式会社デンソー 

東レ株式会社 

凸版印刷株式会社 

中谷産業株式会社 

株式会社 日本触媒 

日本ゼオン株式会社 

日本ゼルス株式会社 

日本電気株式会社 

日本電子株式会社 

ビジョン開発株式会社 

株式会社 日立製作所 

株式会社日立ハイテク 

株式会社 フジクラ 

富士通株式会社 

古河電気工業株式会社 

株式会社 堀場製作所 

三井化学株式会社 

三菱ケミカル株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱電機株式会社 

三菱マテリアル株式会社 

横河電機株式会社 

株式会社リコー 

株式会社レゾナック 

株式会社レゾナック・ホールディングス 

【一般会員 102】 

I-PEX株式会社 

旭化成株式会社 

株式会社 ADEKA 

アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社 

イデア・インターナショナル株式会社 

イビデン株式会社 

岩崎電気株式会社 

株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー 

内山工業株式会社 

AGC エスアイテック株式会社 

AGC セラミックス株式会社 

Aniwo 株式会社 

エス・イー・アイ株式会社 

株式会社 NSC 

株式会社 NTT データ ザムテクノロジーズ 

株式会社荏原製作所 

FCM株式会社 

MCC アドバンスドモールディングス株式会社 

大阪ガスケミカル株式会社 

株式会社大阪ソーダ 

大阪大学 エマージングサイエンスデザイン R3 センター 

大阪大学 産業科学研究所 

兼松株式会社 

関東電化工業株式会社 

キヤノン株式会社 

京都リサーチパーク株式会社 

クオンティニュアム株式会社 

楠本化成株式会社 

栗田工業株式会社 

株式会社栗本鐵工所 

グンゼ株式会社 

株式会社 KRI 

株式会社国際総合知財ホールディングス 

コニカミノルタ株式会社 

株式会社コロンブス 

三洋貿易株式会社 

JNC石油化学株式会社 

https://www.inabata.co.jp/
https://www.innovation-engine.co.jp/
https://www.agc.com/index.html
https://www.kao.com/jp/
https://www.gsi.co.jp/ja/index.html
https://www.jtbcom.co.jp/
https://www.shimadzu.co.jp/
https://www.soc.co.jp/
https://sumitomoelectric.com/jp/
https://www.seiko-sfc.co.jp/index.html
https://www.dnp.co.jp/
https://www.dic-global.com/ja/
https://www.denso.com/jp/ja/
https://www.toray.co.jp/
https://www.toppan.co.jp/
https://www.nakatanisangyou.com/
https://www.shokubai.co.jp/ja/
https://www.zeon.co.jp/
https://xels.co.jp/
https://xels.co.jp/
https://jpn.nec.com/
https://www.jeol.co.jp/
http://k-vision.sakura.ne.jp/
https://www.hitachi.co.jp/
https://www.hitachi-hightech.com/jp/
https://www.fujikura.co.jp/
https://www.fujitsu.com/jp/
https://www.furukawa.co.jp/
https://www.horiba.com/jpn/
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/
https://www.m-chemical.co.jp/
https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/
https://www.mitsubishielectric.co.jp/
https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/index.html
https://www.yokogawa.co.jp/
https://jp.ricoh.com/
https://www.resonac.com/jp
https://www.resonac.com/jp
https://www.corp.i-pex.com/ja
https://www.asahi-kasei.com/jp/
https://www.adeka.co.jp/
https://amti.co.jp/?lang=ja
https://www.lic60.info/
https://www.lic60.info/
https://www.ibiden.co.jp/
https://www.iwasaki.co.jp/
https://www.insent.co.jp/
http://www.umc-net.co.jp/index.html
http://www.agc-sitech.com/
https://www.agcc.jp/
https://www.aniwo.co/
https://www.seicorp.jp/
https://nsc-net.co.jp/
https://www.nttdata-xam.com/
https://www.ebara.co.jp/
https://fc-m.co.jp/
https://mcc-am.co.jp/
https://www.ogc.co.jp/
http://www.osaka-soda.co.jp/ja/index.html
http://www.insd.osaka-u.ac.jp/
https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/
https://www.kanematsu.co.jp/
https://www.kanematsu.co.jp/
https://www.kantodenka.co.jp/
https://canon.jp/
https://www.krp.co.jp/
https://quantinuum.co.jp/
https://www.kusumoto.co.jp/
https://www.kurita.co.jp/
http://www.kurimoto.co.jp/
https://www.gunze.co.jp/
http://www.kri-inc.jp/
http://wiph.co.jp/
https://www.konicaminolta.com/jp-ja/index.html
https://www.columbus.co.jp/
https://www.sanyo-trading.co.jp/
https://www.jnc-petrochemical.co.jp/


 

  

【一般会員（つづき）】 

JFE 商事株式会社 

JFE テクノリサーチ株式会社 

ジカンテクノ株式会社 

株式会社 資生堂 

芝浦メカトロニクス株式会社 

清水建設株式会社 

株式会社シンクロン 

杉田電線株式会社 

株式会社スギノマシン 

スピードファム株式会社 

スペクトリス株式会社マルバーン・パナリティカル事業部 

株式会社住化分析センター 

住友化学株式会社 

株式会社生体分子計測研究所 

双日株式会社 

第一工業製薬株式会社 

大日精化工業株式会社 

太陽誘電株式会社 

タキロンシーアイ株式会社 

株式会社中外 

テイカ株式会社 

TPR 株式会社 

テクノヒル株式会社 

株式会社東海理化 

東京エレクトロン株式会社 

株式会社東京精密 

東京大学大学院 新領域創成科学研究科 

東京ダイレック株式会社 

東邦化成株式会社 

東洋製罐グループホールディングス株式会社 

東洋炭素株式会社 

株式会社 東レリサーチセンター 

戸田工業株式会社 

株式会社 ナノ 

ニチアス株式会社 

日欧産業協力センター 

日産化学株式会社 

ニッタ株式会社 

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 

日本化学工業株式会社 

日本化薬株式会社 

野村證券株式会社 

株式会社バイオネット研究所 

株式会社パイロットコーポレーション 

パナソニック株式会社エレクトリックワークス社 

浜松カーボニクス株式会社 

浜松ナノテクノロジー株式会社 

ビタミン C60バイオリサーチ株式会社 

株式会社美粒 

古河機械金属株式会社 

フロンティアカーボン株式会社 

株式会社分析センター 

本荘ケミカル株式会社 

マツイカガク株式会社 

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 

三菱鉛筆株式会社 

株式会社三菱ケミカルリサーチ 

株式会社名城ナノカーボン 

森六ケミカルズ株式会社 

株式会社矢野経済研究所 

株式会社 UBE 科学分析センター 

ユニチカ株式会社 

ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社 

株式会社リガク 

リソテックジャパン株式会社 

 

【賛助会員 25】 

株式会社アドバネクス 

株式会社エリオニクス 

オーストラリアビクトリア州政府東京事務所 

オランダ大使館 科学技術部 

カナダ・アルバータ州政府 日本事務所 

株式会社鎌田製作所 

川崎市 

株式会社協同インターナショナル 

ケベック州政府在日事務所 

株式会社 小糸製作所 

株式会社 ジャパンマテリアル 

タツタ電線株式会社 

株式会社龍森 

THK プレシジョン株式会社 

一般社団法人電子情報技術産業協会 

公益財団法人長野県産業振興機構 

中山商事株式会社 

株式会社仁科マテリアル 

https://www.jfe-shoji.co.jp/
https://www.jfe-tec.co.jp/
https://jikantechno.com/
https://corp.shiseido.com/jp/
https://www.shibaura.co.jp/
https://www.shimz.co.jp/
https://www.shincron.co.jp/
http://www.sugita-ew.com/
https://www.sugino.com/
https://www.speedfam.com/jp/
https://www.malvernpanalytical.com/jp
https://www.scas.co.jp/
https://www.sumitomo-chem.co.jp/
https://www.ribm.co.jp/
https://www.ribm.co.jp/
https://www.sojitz.com/jp/
https://www.dks-web.co.jp/
http://daicolor.co.jp/
https://www.yuden.co.jp/jp/
https://www.takiron-ci.co.jp/
https://chugai-jp.com/
https://chugai-jp.com/
https://www.tayca.co.jp/
https://www.tpr.co.jp/
http://www.technohill.co.jp/
https://www.tokai-rika.co.jp/company/profile/index.html
https://www.tel.co.jp/
https://www.accretech.jp/
https://www.k.u-tokyo.ac.jp/
https://www.t-dylec.net/
https://www.toho-kasei.co.jp/
https://www.tskg-hd.com/
https://www.toyotanso.co.jp/
https://www.toray-research.co.jp/
https://www.todakogyo.co.jp/
http://www.nanowave.co.jp/
https://www.nichias.co.jp/
https://www.eu-japan.eu/ja
https://www.nissanchem.co.jp/
https://www.nitta.co.jp/
https://www.nscm.nipponsteel.com/
https://www.nippon-chem.co.jp/
https://www.nipponkayaku.co.jp/
https://www.nomura.co.jp/
https://bio-net.co.jp/
https://www.pilot.co.jp/
https://panasonic.co.jp/ew/
https://www.hamanics.com/
https://www.hamanano.com/
https://www.vc60.com/
http://www.be-ryu.net/
https://www.furukawakk.co.jp/
https://f-carbon.com/
https://www.analysis.co.jp/
https://www.honjo-chem.com/
https://www.honjo-chem.com/
https://www.matsuichem.co.jp/
https://www.mizuho-ir.co.jp/index.html
https://www.mpuni.co.jp/
https://www.mitsubishichem-res.co.jp/index.htm
https://www.meijo-nano.com/
https://www.moriroku.co.jp/chemicals
https://www.yano.co.jp/
https://www.ube-ind.co.jp/usal/index.htm
https://www.unitika.co.jp/
https://www.umi.co.jp/
https://japan.rigaku.com/ja
https://ltj.co.jp/
https://www.advanex.co.jp/
https://www.elionix.co.jp/
https://www.invest.vic.gov.au/jp/home
https://www.orandatowatashi.nl/
https://investalberta.ca/about-invest-alberta/alberta-international-offices/japan-jp/
https://www.kamata.tv/
https://www.city.kawasaki.jp/
https://www.kyodo-inc.co.jp/
http://www.international.gouv.qc.ca/ja/tokyo
https://www.koito.co.jp/
http://www.jama.co.jp/
https://www.tatsuta.co.jp/
https://tatsumori.co.jp/
https://www.thkprecision.co.jp/
https://www.jeita.or.jp/japanese/
https://www.nice-o.or.jp/about_intro/
https://www.nakayama-co.jp/
http://nisina-materials.com/


 

  

株式会社ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション 

一般財団法人ファインセラミックスセンター 

フラワーコーポレーション 

ヤマト科学株式会社 

他個人会員 3名 

https://www.newmetals.co.jp/
https://www.jfcc.or.jp/
https://www.yamato-net.co.jp/

