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企1

旭電気株式会社

代表取締役社長・前田 光久

http://www.asahi-mie.co.jp

企2

旭鍍金株式会社

代表取締役会長・藤川 勝彦

http://www.asahimekki.co.jp

企3

株式会社アンセイ

代表取締役社長・植村 光良

http://www.ansei.co.jp/framemain.htm

企4

株式会社ウエスギ

代表取締役・上杉 勝治

http://www.uesugi-p.co.jp/index.htm

企5

内田鍛工株式会社

代表取締役社長・内田洋一郎 http://www.utk.jp/

企6

株式会社エース設備

代表取締役・國吉 修司

http://www.tecnoace.jp/

企7

エス・イー・アイ株式会社

代表取締役・澤井 岳彦

http://www.seicorp.jp/

企8

SKコーポレーション株式会社

代表取締役社長・川口 宗一

http://sk-cop.co.jp/

企9

株式会社エッチ・エム・イー

代表取締役社長・服部 一彌

http://hme.ne.jp/hme/

企10 株式会社荏原風力機械

代表取締役社長・井上 貴雄

http://www.ehb.ebara.com

企11 オキツモ株式会社

代表取締役・山中 重治

https://www.okitsumo.co.jp/

企12 カネソウ株式会社

代表取締役社長・近藤 健治

http://www.kaneso.co.jp/

企13 釜屋株式会社

代表取締役社長・山本 佳孝

http://www.kamaya-net.co.jp

企14 株式会社川本製作所岡崎工場

技術部部長・中村 敏也

http://www.kawamoto.co.jp/

企15 キクカワエンタープライズ株式会社

代表取締役社長・菊川 厚

http://www.kikukawa.co.jp/

企16 株式会社グリーンテックジャパン

代表取締役・田村 欣也

http://www.greentech-japan.co.jp/

企17 江南化工株式会社

代表取締役・大谷 淨治

http://www.konanchemical.com

企18 株式会社コスモス・コーポレイション

代表取締役・濱口 慶一

http://www.safetyweb.co.jp

企19 湖北工業株式会社

代表取締役・石井 太

http://www.kohokukogyo.co.jp/

企20 小山鋼材株式会社

代表取締役社長・小山 東輔

http://www.koyamasteel.co.jp/koyamasteel/index.htm

企21 株式会社佐藤工業所

代表取締役・佐藤 秀二

http://saito-koken.co.jp/

企22 株式会社サイトウ工研

取締役社長・斉藤 浩一

http://saito-koken.co.jp/

企23 三惠工業株式会社

代表取締役社長・岡田 信春

http://www.isu-sankei.co.jp

企24 敷島スターチ株式会社

代表取締役社長・八木隆

http://www.shikishima-starch.co.jp/

企25 一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC 理事長・西中 隆道

http://www.mac.or.jp/

企26 ジャパンマテリアル株式会社

代表取締役社長・田中 久男

http://www.j-material.jp/

企27 株式会社JMエンジニアリングサービス

代表取締役社長・田中 宏典

http://www.j-material.jp/

企28 株式会社シリックス

代表取締役・竹ノ内 健二

http://www.serix.co.jp

企29 杉野工業株式会社

代表取締役社長・杉野 大雄

http://www.sgn.co.jp

企30 株式会社鈴鹿テクト

代表取締役・前川

http://www.suzukatect.com/

企31 スズカファイン株式会社

代表取締役社長・福井 正郎

http://www.suzukafine.co.jp/

企32 鈴鹿防災株式会社

代表取締役・久畑 年生

http://www.suzukabousai.com

企33 ダイソウ工業株式会社

代表取締役社長・森下 文博

http://www.daiso-ind.co.jp

企34 太陽化学株式会社

代表取締役社長・山崎 長宏

http://www.taiyokagaku.com/

企35 株式会社ちなみ

代表取締役・因 政史

http://tinamiin.com

企36 中部オートメ株式会社

代表取締役社長・角屋 幸康

http://www.chubuautome.co.jp/

企37 株式会社中部コーポレーション

取締役社長・三林 義典

http://www.chubu-net.co.jp/

企38 株式会社ディ・アンド・ディ

代表取締役・水越 重和

http://www.ddcorp.co.jp/

企39 テイ・エス テック（株）

代表取締役社長・井上 満夫

http://www.tstech.co.jp/

企40 株式会社東亜鍛工所

代表取締役・渡部

http://toa-arai.com/

企41 株式会社東研サーモテック

代表取締役社長・川嵜 修

http://tohkenthermo.co.jp/

企42 東洋工業株式会社

代表取締役社長・伊藤 彰

http://www.netoyo.co.jp
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企43 トーカロ株式会社

代表取締役社長・三船 法行

http://www.tocalo.co.jp/

企44 株式会社トピア

代表取締役・佐々木 英樹

http://www.u-topia.co.jp/

企45 トリックス株式会社

代表取締役・池側 秀樹

http://www.trix-net.co.jp/

企46 株式会社中尾製作所

代表取締役社長・中尾 泰之

http://www.nakaoss.com/

企47 ナブテスコ株式会社

総務課長・杉本

http://www.nabtesco.com/

企48 株式会社ナベル

代表取締役社長・永井 則夫

http://www.bellows.co.jp/ja/

企49 生川倉庫株式会社 ウッディ事業部

代表取締役社長・生川 泰成

http://www.narukawa.co.jp/guide.html

企50 日本合成化学工業株式会社

研究開発本部機能フィルムセ
http://www.nihon-gosei.co.jp/
ンター長・加藤邦泰

企51 橋本電子工業株式会社

代表取締役社長・橋本 正敏

http://www.hashimoto-inc.co.jp/

企52 株式会社パーソナック

代表取締役・鈴木

http://www.personac.net/

企53 株式会社パワービー

代表取締役社長・伊藤

企54 株式会社光機械製作所

代表取締役社長・西岡 慶子

http://www.hikarikikai.co.jp/

企55 株式会社ＦＥＥＤ

代表取締役・門田祐二

http://www.feed2007.com/index.html

企56 株式会社

代表取締役・中山 久義

http://www.22biken.jp/

企57 古河電池株式会社 技術開発本部

取締役本部長・小野 眞一

http://www.furukawadenchi.co.jp/

企58 株式会社松阪鉄工所

取締役社長・加藤 賢治

http://www.mcccorp.co.jp

企59 株式会社三重銀総研

代表取締役副社長・筒井 真

http://www.miebank.co.jp/mir/

企60 三重金属工業株式会社

代表取締役社長・西本 正

http://www.miekin.co.jp/

企61 三重工熱株式会社

代表取締役社長・栗須 百合香 http://miekonetsu.co.jp/

企62 三田工業株式会社

代表取締役・田中 美守

http://mita-co.jp/

企63 株式会社ミヤケ

代表取締役社長・福井 一仁

http://www.miyake-net.co.jp/index.html

企64 株式会社 ＵＬ Japan

代表取締役社長・山上 英彦

http://japan.ul.com/

企65 株式会社横井製作所

代表取締役 ・ 横井 亮

http://www.yokoi.co.jp

企66 株式会社 ヨシザワ

代表取締役 ・ 吉澤

http://www.yoshipack.co.jp/pc/

特1

伊勢市産業支援センター

センター長 ・ 澤村 哲弥

http://sangyo.city.ise.mie.jp/

特2

ＳＵＺＵＫＡ産学官交流会

会長・ 酒井 幸司

http://www.scci.or.jp/sangaku/

特3

鈴鹿市

市長・末松 則子

http://www.city.suzuka.lg.jp/

特4

公益財団法人 中部科学技術センター

会長・宮池 克人

http://www.cstc.or.jp/index.html

特5

日刊工業新聞社

支局長・掘

http://www.nikkan.co.jp/

特6

株式会社 百五銀行

取締役頭取・伊藤 歳恭

http://www.hyakugo.co.jp/

特7

株式会社

頭取・渡辺 三憲

http://www.miebank.co.jp/index.shtml

特8

三重県

三重県知事・鈴木 英敬

http://www.pref.mie.lg.jp/MONOZU/

特9

三重県工業研究所

所長・湯浅 幸久

http://www.mpstpc.pref.mie.lg.jp/kou/

理事長・真伏 秀樹

http://www.miesc.or.jp/

特11 三重県商工会議所連合会

会長・岡本 直之

http://miepfcci.pro.tok2.com/

個1

個人会員

岩﨑 功

個2

個人会員

上島 憲

個3

個人会員

川口 宗弘

個4

個人会員

小手川 智

個5

個人会員

澄野 久生

個6

個人会員

渡邉 洋二

個7

個人会員

垰

美建

三重支局

三重銀行

特10 公益財団法人

三重県産業支援センター

克己

知道

昇

和泉 http://www.powerb.co.jp

茂

信一

アドレス

