
平成28年度未病産業研究会　第3回勉強会・マッチング交流会
参加者名簿

平成28年08月31日17:30時点

Ｎｏ 法人名 部署名 役職名 氏名

1 株式会社アーク コンシューマ事業本部　民生機器グループ 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 いであ株式会社 バイオクリマ事業部 副事業部長 平沼茂
4 株式会社　ウエルアップ 代表取締役 代表取締役 木村　孝一
5 株式会社NRLファーマ 創薬研究部 代表取締役 星野達雄
6 エムバイオテック株式会社 マイコプラズマ感染症研究センター 代表取締役/マイコプラズマ感染症研究センター長松田和洋
7 オリックス株式会社 グループIoT事業部 課長 橋場尚樹
8 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
9 （公財）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
10 NPO法人神奈川中小企業活性化センター 役員 理事長 猪狩惇夫
11 NPO法人環境まちづくり湘南 福祉介護農園プロジェクト 副会長 広瀬　隆
12 協栄産業株式会社 ES営業部 課長 秋山　博文
13 協和発酵バイオ株式会社 渉外部 マネジャー 中川　智
14 キリン株式会社 研究開発推進部 主査 三宅浩一郎
15 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
16 株式会社ケンコームJapan マーナ事業部 代表取締役 左藤輝
17 株式会社コヴィア 新規事業開発 GM 岩田章
18 株式会社コナミスポーツクラブ プログラム統括室 プロデューサー 森谷路子
19 サッポロホールディングス株式会社 グループ研究戦略推進部 グループリーダー 宮下康介
20 サントリｰ酒類株式会社 横浜支店 副支店長 田中丸　善太
21 株式会社スリーアイズ 企画開発 取締役 菊竹眞奈美
23 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 神奈川営業部横浜支社 支社長 手塚　智雄
24 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 情報システム部ＩＣＴ推進グループ 課長 桜井　浩輝
25 SOMPOリスケアマネジメント株式会社 ヘルスケア事業開発部　　企画開発部 - 平賀　恵美
26 大日本印刷株式会社 ABセンター第三本部 部長 山村直樹
27 大日本印刷株式会社 ABセンター エキスパート 占部　敬子
28 ㈱タウンニュース社 本社営業部　営業課 係長 名田桂代子
29 武田薬品工業株式会社 医薬研究本部 課長代理 三浦佳世
30 株式会社DeNAライフサイエンス ヘルスケアサービス部 部長 瀬川翔
31 ティーペック株式会社 営業部 係長 田中　博人
32 株式会社テクノスルガ・ラボ 本社 代表取締役社長 望月　淳
33 東急総合研究所 研究一部 部長 岸　泰之
34 東急総合研究所 研究一部 0 岩場　貴司
35 株式会社トライテック 営業部 課長 岡本　頼幸
36 株式会社ナノカム 開発部 開発担当 徳山　千恵子
37 株式会社ナノカム 開発部 開発担当 渡邉　雪乃
38 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
39 一般社団法人日本声診断協会 なし 代表理事 中島由美子
40 日本電気株式会社 神奈川支社 担当課長 伊波　宏

1 ページ



Ｎｏ 法人名 部署名 役職名 氏名

41 日本電気株式会社 新事業推進本部 マネージャー 藤田幸宏
42 ネオス株式会社 ヘルスケアサービス部 マネージャー 河村　憲昭
43 ㈱白寿生科学研究所 事業開発部新規事業グループ グループ長 安達雅一　　
44 株式会社パソナ ソーシャルイノベーションチーム マネージャー 野尻　大介
45 バランスセブン株式会社 マーケティング部 チーフ 舟迫洋平
46 ビオスピクシス株式会社 － 代表取締役 仙波　修
47 株式会社ファーストリンク ビジネスソリューション部 代表取締役 砂田　剛
48 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　法人営業グループ 課長 坂本　知礼
49 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 担当 前田　安代
50 株式会社ブルックスホールディングス　大井事業所 総務部 開発事業担当 遠藤　麻美
51 有限会社碧山園 総務課 代表取締役 安間智慧子
52 ヘルスセンシング株式会社 営業 部長 大森純一
53 株式会社ミレニア アライアンス事業部 取締役 新山賢司
54 森永製菓株式会社 健康事業本部 研究開発部長 齋　　政彦
55 株式会社　横浜銀行 ブロック支援部ソリューション営業推進室 副グループ長 奈良岡　満
56 株式会社　横浜銀行 ブロック支援部 一般 鈴木　沙奈恵
57 横浜国立大学 未来情報通信医療社会基盤センター 客員准教授 森由美
58 特定非営利活動法人楽市楽画 事務局 理事長 打田　純二
59 株式会社ラッキーソフト 企画開発部福祉担当 マネージャー 小島　宏美
60 臨床ゲノム医療学会 本部事務局 監事 藤巻和博
61 ロート製薬株式会社 ヘルスサイエンス研究企画部 部長 副島義臣
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