
企業団体名

経済産業省　関東経済産業局　次世代産業課 奥沢 能久

経済産業省　商務情報政策局　ヘルスケア産業課 平木 康幸

東海大学医学部　基礎医学系分子生命科学　教授 苙口 隆重

株式会社FiNC 平 泰之

アルケア株式会社　ヘルスケア事業部 関 良一

株式会社マピヨン新事業推進部 石山 津

株式会社サイキンソー 渡辺 諭史

株式会疲労科学研究所 倉恒 邦比古

アヤアルケミスト株式会社 瓜田 綾子

株式会社アイセイ薬局 堀 浩之

有限会社あい 金 俸基

合同会社アンドコー 日江井 泰宏

株式会社アマダプランテック 秋田 政和

株式会社アミンファーマ研究所 蒲池 孝一

アルケア株式会社 三浦 隆

アルケア株式会社 原田 悠平

いであ株式会社 平沼 茂

イオン株式会社 三成 亮

株式会社イーグル 石澤 久雄

㈱NRLファーマ 星野 達雄

(株）NRLファーマ 角田 真佐夫

NECソリューションイノベータ 岩本 真治

江崎グリコ株式会社 戎谷 一輝

株式会社エヌウィック 齊藤 守人

株式会社MAプラットフォーム 佐野 裕美

株式会社OGB International 一樂 智也

（公財）神奈川県予防医学協会 根本 克幸

カプスゲル・ジャパン株式会社 濱田 憲一

株式会社　学研プラス 河上 清

株式会社キーストーンテクノロジー 岡崎 聖一

クラシエホールディングス株式会社 稲益 悟志

株式会社クリエイトＳＤホールディングス 田村 晋輔

株式会社コナミスポーツクラブ 友野 和人

株式会社コーネッツ 森 康一郎

有限会社ゴルフハウス湘南 小森 剛

サントリ－酒類株式会社 田中丸 善太

参天製薬株式会社 竹川 英寿

株式会社サイバー・コミュニケーションズ 大久保 健史

株式会社志成データム 斎藤 之良

株式会社シグナルトーク 松本 佳明

株式会社スリーアイズ 菊竹 眞奈美

特定非営利活動法人水素医療センタ－ 小山 尹譽

㈱生命科学インスティテュート 斎藤 健一

セントラルスポーツ株式会社 平山 智志

セコム株式会社 山本 功

セントケア・ホールディング株式会社 溝江 洋司

株式会社ゼオシステム 下川 信子

Social Healthcare Design 株式会社 亀ヶ谷 正信

大正製薬株式会社 堂本 隆史

未病産業研究会全体会　参加者名簿

氏名
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未病産業研究会全体会　参加者名簿

氏名

第一生命保険株式会社 和田 泰文

大草薬品株式会社 大草 貴之

大日本印刷株式会社 占部 敬子

ティーペック株式会社 田中 博人

株式会社ティップネス 永田 有史

株式会社ティップネス 奥田 雄司

株式会社ティップネス 松本 覚

株式会社ティップネス 森谷 路子

株式会社テクノスルガ・ラボ 望月 淳

株式会社ＤＮＡチップ研究所 石澤 洋平

株式会社電通 三邊 立彦

東洋ライス株式会社 山本 章博

トランクソリューション株式会社 山下 知也

トランクソリューション株式会社 村尾 勤

トランクソリューション株式会社 松橋 雅代

株式会社東洋システムサイエンス 福田 國光

東急総合研究所 岩場 貴司

特定非営利活動法人　ともに会 飯塚 俊司

東レ建設株式会社 内田 佐和

株式会社ドリームインポケット 川﨑 信也

南開工業株式会社 伊藤 敏古

日本ウイントン㈱ 嶽 澄夫

(一社)日本アロマ蒸留協会 山下 美紀

NEXTure株式会社 佐藤 裕介

株式会社ネオテクノロジー 篠塚 伸生

株式会社白寿生科学研究所 安達 雅一

㈱白寿生科学研究所 風間 貴祐

パイロットコーポレーション 三澤 秀樹

パイロットコーポレーション 松永 明徳

パナソニック株式会社 石川 一郎

平原エンジニアリングサービス株式会社 秋山 英樹

ビオスピクシス株式会社／一般社団法人日本スリープマネジメント協会 仙波 修

株式会社ＢＰ－ＴＥＣＨ 赤間 敏孝

株式会社ＢＰ－ＴＥＣＨ 佐藤 勝英

P5株式会社 菊池 秀法

ファンケル 玉城 賀子

ブラザー工業株式会社 石川 雅敏

ヘルスケアトータルソリューションズ株式会社 小野口 隼

株式会社マザーライク 木村 淳

前田建設工業㈱ 野口 有一郎

前田建設工業㈱ 林 初美

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会 成田 慎一

株式会社むらせ 佐々木 寿生

株式会社むらせ 清水 宜之

株式会社メディンプル 清田 陽司

メデァサイエンス・エスポア株式会社 猪狩 惇夫

株式会社メディケアー 細井 實

株式会社ヤクルト本社 重村 寛子

横浜市立大学 山末 耕太郎



企業団体名

未病産業研究会全体会　参加者名簿
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株式会社　横浜銀行 今野 道夫

株式会社ラッキーソフト 小島 宏美

株式会社リコー 小笠原 広大

株式会社リコー 尾阪 景子

株式会社　両備システムズ 濱野 寛

ロート製薬(株) 平澤 伸浩

株式会社ワイイーシーソリューションズ 寺倉 直幸

ＮＴＴ東日本 原田 素子

協栄産業 秋山 博文

株式会社NSD 竹谷 直樹

株式会社NSD 生田目 俊雄

アルケア株式会社 姉川 雄高

アルケア株式会社 相塲

有限会社大平技研　 宮川 隆幸　

丸文株式会社 渡瀬 彰久

株式会社サイキンソー 竹田 綾

株式会社サイキンソー 鈴木 康太

株式会社サイキンソー 岩永 慧

富士通株式会社 川村 眞知子

株式会社コッフェル 小野田 昭人

神奈川新聞社 大平 賢司

日本経済新聞社 山本 公彦

神奈川県産業振興センター 伊藤 史記

神奈川県産業振興センター 上野 慎山

平塚市　 坂田 恭子

藤沢市 中村 佳奈

厚木市 鈴木 さおり


