
平成28年度　第1回未病産業研究会
参加者名簿

平成28年06月01日13:00時点

Ｎｏ 法人名 部署名 役職名 氏名

1 株式会社アーク 営業部 副課長 高橋　大志郎
2 有限会社あい あい薬局 代表取締役 金　峻基
3 アイアル少額短期保険株式会社 営業部 代表取締役社長 安藤　克行
4 株式会社iCARE マーケティング部 CMO 片岡 和也
5 株式会社足柄グリーンサービス 温浴事業部　未病関連部門 外部委託 青木　宏之
6 アドヴァンスドファーマ&テクノロジー株式会社 代表取締役 代表取締役 石井　大圭
7 アルケア株式会社 ヘルスケア事業部 部長 関　良一
8 株式会社アルテックインターナショナル 横浜 代表 有馬　由起子
9 株式会社イーウェル 戦略企画室 - 高橋　峰和

10 株式会社ＥＰファーマライン 営業部 ヘルスケア担当 岡田　麻衣子
11 イオンリテール株式会社 エリア政策推進部 神奈川エリア 兼 未病 担当部長 井奥 智樹
12 イチバンライフ株式会社 事業統括部 部長 三木　健輔
13 いであ株式会社 バイオクリマ事業部 副事業部長 平沼　茂
14 株式会社ウエルアップ 代表 代表取締役 木村　孝一
15 株式会社ABC Cooking Studio ヘルスケア事業本部 チーフ 佐野　こころ
16 NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーション戦略本部 エグゼクティブエキスパート 岩本　真治
17 株式会社エヌウィック 営業 ゼネラルマネージャー 齊藤　守人
18 NKメディコ株式会社 営業部 部長 森崎　徹也
19 NKメディコ株式会社 予防医療事業部 営業 津田　将志
20 エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社 ヘルスケア事業部 担当部長 簔原　英治
21 株式会社MCBI 事業部 取締役 渕木　幹男
22 エルステッドインターナショナル株式会社 営業部 マネージャー 田邊　浩平
23 大草薬品株式会社 開発課 課長 阿部　和美
24 大塚製薬株式会社 開発課 次長 榎本　英雄
25 有限会社大平技研 マーケティング - 宮川　隆幸
26 小田原鉱石株式会社 分析部 取締役 濱舘　厚
27 オリックス株式会社 グループIoT事業部 課長 橋場　尚樹
28 株式会社オルカビジョン エコプロデュース部 シニアマネージャー 大河戸　聡
29 鹿島建設株式会社 エンジニアリング本部 担当部長 福井　正
30 公益財団法人神奈川科学技術アカデミー イノベーションセンター 地域連携コーディネーター 澁谷　一郎
31 公益財団法人神奈川県予防医学協会 業務部 担当部長 五嶋　忍
32 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 - 副理事長　 康井　制洋
33 株式会社からだにいいこと 感動創造事業部 部長 森本　滋久
34 関東化学株式会社 技術・開発本部　技術・開発部 課長 高木　信幸
35 協栄産業株式会社 ＥＳ営業部 課長 秋山　博文
36 協和発酵バイオ株式会社 渉外部 マネジャー 中川　智
37 クラシエホールディングス株式会社 経営企画室企画部R&D戦略推進チーム 主任研究員（リーダー） 稲益　悟志
38 株式会社クレディセゾン 神奈川支社 係長 石附　拓馬
39 KDDI株式会社 戦略推進部 グループリーダー 今村　元紀
40 医療法人社団　健育会 理事長室 - 勝俣　武久
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41 株式会社ケンコームJapan 役員 会長 山崎　都央
42 コギコギ株式会社 - CEO 中島　幹彰
43 KOKUAPLAN株式会社 ヘルスケア事業部 統括 能登谷　美和
44 株式会社コレッド - 代表取締役 中里　智章
45 サントリー酒類株式会社 横浜支店 副支店長 田中丸　善太
46 株式会社サンフォーレ 本社 会長 堀井　利修
47 株式会社CFSコーポレーション 医療推進本部 本部付 佐藤　信栄
48 ＣＯ２システムズ株式会社 経営 代表取締役 山崎　啓二
49 ＪＲＣエンジニアリング株式会社 医療情報ビジネス部 部長 福田　知弘
50 JNC株式会社 新規開発グループ 　 青木　根玄
51 株式会社島津製作所 分析計測事業部グローバルマーケティング部 参事待遇 川本　健志
52 株式会社ジュピターテレコム グループ戦略部 アシスタントマネージャー 田子山　知子
53 神峯電子株式会社 品質保証部 主任技師 大濱　聡
54 すてきナイスグループ株式会社 スマートウェルネス住宅推進室 室長 岩田　創平
55 株式会社スリーアイズ 企画開発 取締役 菊竹　眞奈美
56 株式会社セールスフォース・ドットコム セールスフォース・インダストリー本部 ディレクター 鳥居　幹太
57 株式会社生命科学インスティテュート CEOオフィス 室長 斎藤　健一
58 株式会社ゼオシステム 医療機器開発 取締役 下川　信子
59 株式会社相鉄アーバンクリエイツ 横浜駅西口事業部 課長 鳥畑 智紀
60 SOMPOリスケアマネジメント 健康サポート事業開発部　事業開発部 職員 平賀　恵美
61 大日本印刷株式会社 ＡＢセンター エキスパート 占部 敬子
62 株式会社TAOS研究所 管理兼営業部 取締役兼部長 神谷　昭勝
63 株式会社DNAチップ研究所 診断事業本部 マネージャー 小林　みちえ
64 株式会社DiNA 営業部 代表取締役社長 町田 昭文
65 ティーペック株式会社 営業部 係長 田中　博人
66 株式会社テクノスルガ・ラボ 研究センター 代表取締役社長 望月　淳
67 ＴＯＴＯ株式会社 分析技術部 - 木塚　里子
68 学校法人東海大学 大学院医学研究科ライフケアセンター 教授 苙口　隆重
69 株式会社東急スポーツオアシス ヘルスケア事業推進部 部長 大川　朋宏
70 株式会社東急スポーツオアシス 企画推進本部　ヘルスケア事業 マネージャー 桑田　勇人
71 株式会社東急総合研究所 研究一部 工学博士 岩場 貴司
72 東京エレクトロンデバイス株式会社 インレビアムマーケティング部 マーケティング 鈴木　富美江
73 東京海上日動火災保険株式会社 個人商品業務部第三分野グループ 課長 小島　昌太郎
74 株式会社東洋システムサイエンス 管理部 代表取締役 福田　國光
75 東レ株式会社 バイオツール推進室 主任部員 大岡　仁
76 株式会社ドクターズプラザ 営業部 営業企画 六藤　陽子
77 株式会社ドクターズ・マン 管理本部 代表取締役 橋本 総
78 株式会社図書館流通センター TRC神奈川 エリアマネージャー 佐藤　美加
79 株式会社図書館流通センター 神奈川営業部 - 來嶋　芙実
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80 凸版印刷株式会社 ビジネスイノベーションセンター　BI営業本部 担当 木村　信之
81 株式会社トライテック 営業部 課長 岡本　頼幸
82 日本電気株式会社 神奈川支社 担当課長 伊波　宏
83 二プロ株式会社 商品企画本部 取締役 副本部長 須藤　浩
84 株式会社日本医療データセンター 保険者支援事業部 セールスマネジャー 小手川　大祐
85 日本ウイントン株式会社 カスタマーサービスセンター センター長 嶽 澄夫
86 一般社団法人日本スリープマネジメント協会 - 代表理事 仙波　修
87 日本調剤株式会社 社長室 社長室長 櫻井　琢也
88 株式会社ネオテクノロジー - 取締役 橋本　小百合
89 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社 第２営業ブロック 担当部長 鎌田　亮
90 株式会社白寿生科学研究所 営業本部付 係長 安達　雅一
91 株式会社博報堂 テーマビジネス開発局 部長 櫻井　雅敏
92 パラマウントベッドホールディングス株式会社 企画部 課長 三浦　正二
93 株式会社パフモ 統括本部 代表取締役 綿貫　英和
94 株式会社日立製作所 公共・金融情報システム営業部　公共第一グループ 主任 山崎　春香
95 株式会社日立ハイテクノロジーズ イノベーション推進本部　ブレインサイエンスビジネスユニット- 谷波　晃一朗
96 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 営業・マーケティング本部 キーアカウントマネージャー 山領　佐津紀
97 ファイザー株式会社 ワクチン部門　ワクチン事業戦略部　戦略企画推進チーム - 日馬　正博
98 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 事業戦略本部　新規事業開発部　企画グループ 一般 前田　安代
99 株式会社FiNC ウェルネス経営事業部 - 浜吉　勇馬

100 富士ソフト株式会社 プロダクト・サービス事業本部PALRO事業部マーケティング室リーダー 二宮　恒樹
101 富士フイルム株式会社 経営企画本部イノベーション戦略企画部 シニアエキスパート 山川　一義
102 有限会社碧山園 総務部 代表取締役 安間　智慧子
103 株式会社ベネクス 研究開発部 専務取締役 片野　秀樹
104 株式会社ヘルスケアシステムズ クライアント本部 無し 奥野　広教
105 ヘルスセンシング株式会社 代表取締役 代表取締役 鐘ケ江　正巳
106 ヘルスセンシング株式会社 営業 部長 大森　純一
107 株式会社ブルックスホールディングス - - 遠藤　麻美
108 ＮＰＯ法人まちづくりジャパン 事務局 副理事長 山田　豊
109 ＮＰＯ法人まちづくりジャパン 事務局 事務局長代行 岸 泰之
110 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会 事務局 次長 成田　慎一
111 三井住友海上火災保険株式会社 神奈川静岡本部 課長 森井　昭彦
112 三菱化学株式会社 植物工場事業推進室 室長付き 大島　信三
113 株式会社ミレニア アライアンス事業部 取締役部長 新山　賢司
114 メディカルサイエンス株式会社 新規事業部 部長 小山　尹誉
115 株式会社ヤクルト本社 企画室 主事補 重村　寛子
116 株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ 事業統括部 プロジェクトマネジャー 高木　啓司
117 株式会社ＵＢＩＣ　ＭＥＤＩＤＩＣＡＬ 営業部 営業 大隅　沙緒里
118 株式会社LIKE TODO JAPAN製薬 本社 代表取締役 小野池　智香
119 ＮＰＯ法人楽市楽画 事務局 事務局長 穴水　弘光
120 株式会社ラッキーソフト - 代表取締役 三田村　勉
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121 ラボコープ・ジャパン 社長室　渉外 マネージャー 乃木　正彦
122 国立研究開発法人理化学研究所 産業連携本部横断プログラム推進室 室員 土屋　龍一
123 株式会社リコー リコー未来技術研究所  研究企画室  戦略推進グループ 主幹研究員 瀬尾 学
124 一般社団法人臨床ゲノム医療学会 本部事務局 事務局長 左藤　輝
125 ロート製薬株式会社 ヘルスサイエンス研究企画部 - 中西　潮
126 株式会社ワークスピーディー 経営戦略 代表取締役 小松　英二
127 株式会社ＹＲＰ－ＩＯＴ 第一事業部 営業マネージャー 志田　靖斉
128 株式会社ワイイーシーソリューションズ ソリューション営業事業部　第三営業部 部長代理 大山　新一
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