
企業団体名

1 味の素株式会社 川尻 秀雄

2 アヤアルケミスト株式会社 瓜田 綾子

3 株式会社アマダプランテック 秋田 政和

4 相塲 久仁香

5 宮本 恵理

6 藤井 祐加

7 蔵田 圭吾

8 いであ株式会社 平沼 茂

9 ウエルシア薬局株式会社 佐藤 信栄

10 株式会社ウエルアップ 木村 孝一

11 株式会社APCマネジメント 木下 広実

12 H&S マーケティング株式会社 佐藤 公明

13 HPC統合医療研究所株式会社 園田 俊司

14 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 笠原 秀一

15 株式会社エム・ソフト 中村 喜英

16 株式会社エムソフト 佐二木 功

17 エムバイオテック株式会社 松田 和洋

18 林 愛理

19 浜元 美季

20 株式会社オルカビジョン 大河戸 聡

21 地方独立行政法人　神奈川県立産業技術総合研究所 伊東 圭昌

22 株式会社学研プラス 河上 清

23 カプスゲル・ジャパン株式会社 濱田 憲一

24 株式会社かもし堂 長谷川 賢吾

25 株式会社カメガヤ 亀ヶ谷 正信

26 NPO法人環境まちづくり湘南 広瀬 隆

27 協栄産業株式会社 秋山 博文

28 株式会社ケンコームＪａｐａｎ 左藤 輝

29 株式会社コナミスポーツクラブ 友野 和人

30 参天製薬株式会社 竹川 英寿

31 サントリー酒類株式会社 田中丸 善太

32 株式会社三和化学研究所 福島 徹

33 株式会社シグナルトーク 松本 佳明

34 株式会社志成データム 斎藤 之良

35 シャープ株式会社 谷村 基樹

36 スポーツデータバンク株式会社 中山 健一

37 株式会社スリーアイズ 菊竹 眞奈美

38 株式会社生命科学インスティテュート 斎藤 健一

39 株式会社ゼオシステム 下川 信子

40 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 手塚 智雄

41 大草薬品株式会社 大草 貴之

42 大日本印刷株式会社 占部 敬子

43 株式会社ツクイ 冨永 協子

第1回未病産業研究会参加者名簿

氏名

アルケア株式会社

ITEA株式会社

株式会社オハナ



44 株式会社Ｔポイント・ジャパン 野口 朋広

45 株式会社DKH 長谷川 恭男

46 株式会社ディケイエイチ 小嶋 亮司

47 奥田 雄司

48 永田 有史

49 株式会社ティプネス 久保木 祐季

50 東海大学 苙口 隆重

51 神田 雅彦

52 高谷 篤志

53 永井 沙紀

54 東急総合研究所 岩場 貴司

55 辻 輝夫

56 川崎 浩二

57 飯田 浩

58 東洋ライス株式会社 山本 章博

59 東レ建設株式会社 内田 佐和

60 株式会社トレイン 対馬 静

61 南開工業株式会社 廣瀬 武司

62 日本ウイントン株式会社 嶽 澄夫

63 日本シグマックス株式会社 緒方 諭

64 増田 直仁

65 浦﨑 孝之

66 日本電気株式会社 大橋 昭王

67 NEXTure株式会社 佐藤 裕介

68 株式会社白寿生科学研究所 黒井 俊哉

69 パナソニック共済会 中澤 功

70 東日本電信電話株式会社 原田 素子

71 平原エンジニアリングサービス株式会社 平原 紀子

72 玉城 賀子

73 前田 安代

74 ファイザー株式会社 東 政美

75 株式会社ブルックスホールディングス　大井事業所 速水 邦圭

76 青柳 早苗

77 渡邊 裕梨

78 中谷 佳祐

79 株式会社ヘルス・ウェーブ・ジャパン 冨髙 和彦

80 株式会社マルク 高井 哲也

81 丸文株式会社 渡瀬 晃久

82 三菱ケミカル株式会社 大島 信三

83 メディカルサイエンス株式会社 小山 尹誉

84 メディサイエンス・エスポア株式会社 猪狩 惇夫

85 株式会社メディロム 小林 実

86 株式会社森永生科学研究所 齋 政彦

87 株式会社ヤクルト本社 重村 寛子

88 UBMジャパン株式会社 岸 剛司

89 横浜国立大学 藤瀬 雅行

株式会社ティップネス

東急スポーツシステム株式会社

東洋システム開発株式会社

日本システム技術株式会社

株式会社ファンケル

株式会社分析屋



90 今野 道夫

91 池宮 寿治

92 横浜市立大学 山末 耕太郎

93 株式会社ラッキーソフト 小島 宏美

94 株式会社ReTech 三田村 もな美

95 株式会社ワイイーシーソリューションズ 寺倉 直幸

96 株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団 小林 剛

97 株式会社コヴィア 岩田 章博

98 株式会社トライテック 岡本 頼幸

99 NIME個人事業所 村越 弘和

100 長瀬 徹哉

101 村上 基

102 小川 政彦

103 張 妙妙

104 根本 博史

105 舘林 雄

106 帝京大学大学院　公衆衛生学研究所 中尾 睦宏

107 木村 高郎

108 木村 伊久磨

109 千葉 和樹

株式会社横浜銀行

株式会社みずほ銀行

イオンタウン株式会社


