AOIフォーラム会員一覧

令和3年12月31日現在

一般会員数 216

法人名

所在地

URL

業種

1 株式会社加藤工務店

静岡県沼津市

http://www.kk-kato.co.jp/

建設業

2 スルガ銀行株式会社

静岡県沼津市

https://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html

金融業

3 株式会社吉野エージェンシー

静岡県御殿場市

http://www.yoshinoag.co.jp

保険代理業

4 ニッキ工業株式会社

静岡県沼津市

http://www.nikki-kogyo.co.jp/

一般機械器具製造業

5 一般財団法人企業経営研究所

静岡県駿東郡長泉町

http://www.srgi.or.jp/

シンクタンク

6 株式会社Happy Quality

静岡県浜松市南区

http://happy-quality.jp/

青果物卸売

7 株式会社テクノサイエンス

静岡県沼津市

http://www.t-science.co.jp/

製造業

8 株式会社清友農材センター

静岡県島田市

9 沼津信用金庫

静岡県沼津市

http://www.numashin.co.jp/

金融業

10 焼津水産化学工業株式会社

静岡県焼津市

http://www.yskf.jp/

食品製造

11 野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社

東京都千代田区

http://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/

コンサルティング業

12 株式会社静岡茶通亭

静岡県沼津市

http://www.cha2tei.com

茶 製造販売

13 株式会社トライカンパニー

静岡県沼津市

http://www.trycompany.co.jp

保冷剤製造販売

14 株式会社増田採種場

静岡県磐田市

http://www.masudaseed.com

アブラナ科育種研究開発事業

15 カンキョウシステム株式会社

静岡県静岡市駿河区

https://kankyo-system.jimdo.com/

（社）日本ティーコンシェルジュ協会認定静岡校

16 沼津中央青果株式会社

静岡県沼津市

https://numachu.com

青果卸売業

17 株式会社サイネットカンパニー

東京都港区

http://www.scinet.jp/

先端技術商社

18 富士フイルム株式会社 材料生産本部 富士宮事業場 静岡県富士宮市

http://fujifilm.jp/

製造業

19 株式会社鈴生

静岡県静岡市葵区

https://oretachinohatake.com/

農業生産法人

20 南駿農業協同組合

静岡県沼津市

http://www.ja-nansun.or.jp/

営農

21 丸山製茶株式会社

静岡県掛川市

https://www.maruyamaseicha.co.jp/ 製茶・卸売業

22 静岡県信用農業協同組合連合会

静岡県静岡市駿河区

https://www.jabank-shizuoka.gr.jp/shinren/

肥料・農薬・資材販売

金融業

23 株式会社CREA FARM

静岡県静岡市葵区

http://www.creafarm.jp

農業

24 静岡銀行地方創生部

静岡県静岡市清水区

http://www.shizuokabank.co.jp/

金融業

25 米久株式会社

静岡県沼津市

http://www.yonekyu.co.jp

食肉類・加工品その他の食肉製造及び販売

26 株式会社グリーンテック

静岡県焼津市

http://www.greentec.jp

農業

27 東海部品工業株式会社

静岡県沼津市

http://www.tokaibuhin.co.jp

自動車用螺子、マイクロネジ、医療機器、農業事業

28 近藤鋼材株式会社

静岡県沼津市

http://www.kondo-kouzai.co.jp/

鋼材卸売業

29 株式会社緑産

静岡県田方郡函南町

http://www.ryokusan-shizuoka.com 肥料製造・販売業

30 株式会社千代田組

東京都港区

http://www.chiyodagumi.co.jp

卸売業

31 イノベーティブ・デザイン＆テクノロジー株式会社

静岡県浜松市浜北区

http://www.innovative-dt.com/

製造業

32 株式会社微生物農法研究所

静岡県静岡市葵区

http://www.binouken.jp

微生物農法等の各種研究

33 株式会社するが農園

静岡県沼津市

http://shizuokachaen.com

茶栽培・製造・販売

34 株式会社メンテックカンザイ

静岡県静岡市駿河区

https://www.mentec-k.co.jp

ビルメンテナンス業

35 株式会社ライフメール

静岡県静岡市駿河区

https://lifemail.co.jp

小売業

36 カネ松製茶株式会社

静岡県島田市

http://www.kanematsu-seicha.co.jp 製茶業

37 パル・ウィズ株式会社

静岡県静岡市駿河区

http://palwith.com/

食品・雑貨の卸・販売

38 株式会社ファームシップ

東京都中央区

http://farmship.co.jp/

アグリテックカンパニー

39 株式会社日晴農場

静岡県静岡市清水区

http://hibare-farm.co.jp/

農業

40 有限会社石井育種場

静岡県静岡市駿河区

http://ishii-seed.co.jp

育種業・種苗卸売業

42 株式会社アイファーム

静岡県浜松市南区

https://aifarm.co.jp

農業

43 やまと興業株式会社

静岡県浜松市浜北区

http://www.yamato-industrial.co.jp

製造業

44 沼津市議会

静岡県沼津市

45 株式会社さの萬

静岡県富士宮市

http://www.sanoman.net

食肉加工品販売

46 株式会社伊豆フェルメンテ

静岡県三島市

http://www.izu-fmt.co.jp

農産物加工食品販売

47 株式会社 渡邊精肉店

静岡県沼津市

http://watanabebeef.pr-pro.jp/

食肉卸、食肉加工、小売

41 非公開

市議会議員

48 エフシー中央薬理研究所株式会社

静岡県藤枝市

http://www.fc-chuo-yakuri-lab.co.jp 化粧品OEM製造

49 株式会社ケーイーコーポレーション

静岡県静岡市清水区

http://www.kecorp.com/

製造業・機械器具

50 農事組合法人富士農場サービス

静岡県富士宮市

http://www.fujinojo.or.jp/

畜産業（豚）

51 うなぎいも協同組合

静岡県浜松市南区

http://www.unagiimo.com/

いも生産・加工・販売

52 株式会社ウェルビーフードシステム

静岡県静岡市清水区

http://www.wellbe-fs.jp/

福祉施設・病院・会社・学校等の給食委託運営、クックチル食品の開発、献立作成・ソフト開発

53 トヨタネ株式会社

愛知県豊橋市

https://www.toyotane.co.jp

卸売・小売業

54 株式会社ゴールドクラブ

静岡県浜松市西区

http://msk-g.co.jp

農事業（ハーブ、フルーツ、野菜他）

55 オリエンタル酵母工業株式会社

東京都板橋区

http://www.oyc.co.jp

食品製造業

56 株式会社ミズ・バラエティー

静岡県富士市

https://ms-variety.co.jp/

化粧品・医薬部外品等の製造受託、物流サービス業務全般、健康食品販売（デザインサプリ）

57 株式会社不二工芸製作所

静岡県富士宮市

http://www.sobanome.co.jp

健康食品研究開発・製造

58 清水建設株式会社

東京都中央区

https://www.shimz.co.jp

建設業

59 ティーライフ株式会社

静岡県島田市

http://www.tealife.co.jp

小売業

60 臼井国際産業株式会社

静岡県駿東郡清水町

http://www.usui.co.jp

自動車用部品製造業

61 ベジタリア株式会社

東京都渋谷区

https://www.vegetalia.co.jp/

IoTセンサー事業、アプリ開発事業、農業生産事業など

62 芝浦機械株式会社

神奈川県座間市

https://www.shibaura-machine.co.jp/jp/index.html

機械製造・販売

63 株式会社スマートアグリカルチャー磐田

静岡県磐田市

http://saciwata.co.jp

農業生産・加工・販売

64 東海物産株式会社

静岡県袋井市

http://www.tokaibsn.co.jp

業務用調味料・健康機能性食品原料の製造・販売

65 矢崎化工株式会社 農林水産部

静岡県静岡市駿河区

https://www.yazaki.co.jp/syouhin/norin/ 製造業

66 株式会社流通サービス

静岡県菊川市

http://www.ecofarm.co.jp/

お茶の包装事業、及び製造、販売

67 株式会社エムスクエア・ラボ

静岡県牧之原市

https://www.m2-labo.jp/

農業シンクタンク

68 山本電機株式会社

静岡県牧之原市

http://www.yamamoto-denki.jp

制御盤 設計・製造

69 有限会社湘南百貨店三島店

静岡県三島市

http://www.izunko.com/

小売店

70 日本山村硝子株式会社

兵庫県尼崎市

http://www.yamamura.co.jp

製造業

71 日研フード株式会社

静岡県袋井市

http://www.nikkenfoods.co.jp/

食品製造業

72 日商産業株式会社

静岡県駿東郡長泉町

http://www.aiweb.or.jp/nissho

プラスチック製品の加工

73 株式会社岩倉種苗店

静岡県静岡市駿河区

74 株式会社アルガファーム

静岡県駿東郡長泉町

75 株式会社サンファーマーズ

静岡県静岡市駿河区

http://www.amela.jp/

76 株式会社村上開明堂

静岡県静岡市葵区

http://www.murakami-kaimeido.co.jp 自動車部品製造

77 株式会社イーシーセンター

静岡県富士市

http://www.ec-center.co.jp

国産きくらげ製造販売

78 株式会社平出章商店

静岡県浜松市東区

http://www.hiraide.jp/

製菓製パン材料、機械卸

79 沼津市商工会

静岡県沼津市

http://www.numazu-s.or.jp

経済団体

80 酪農王国株式会社

静岡県田方郡函南町

https://oratche.com

製造業

81 函南東部農業協同組合

静岡県田方郡函南町

http://www.tannamilk.or.jp

農業協同組合、牛乳・乳製品製造業

82 深澤電工株式会社

静岡県駿東郡長泉町

http://www.fd-kk.com

電子機器組立製造業

83 三島信用金庫

静岡県駿東郡長泉町

http://www.mishima-shinkin.co.jp

金融業

84 株式会社アイ・ピーオー

静岡県島田市

http://www.ipo-cap.co.jp

機械設計

85 坂東製粉株式会社

静岡県沼津市

https://www.bandoh.com/

食料品製造業（そば製粉）

86 伊豆川飼料株式会社

静岡県静岡市清水区

http://izukawa.com/

飼料・肥料製造業

87 静岡ガス株式会社

静岡県静岡市駿河区

http://www.shizuokagas.co.jp

エネルギー関連

88 威海華菱光電股份有限公司 日本開発センター

兵庫県宝塚市

https://www.w-hec.com/

電子デバイス製造業

89 中根製茶株式会社

静岡県掛川市

http://www.kakegawa-cha.co.jp/

製茶業

90 株式会社キコーコーポレーション

静岡県三島市

http://www.kikohco.jp

その他の製造業

91 富士茶農業協同組合

静岡県富士市

http://www.fujicha.org/

茶再製加工販売業

92 柿島養鱒株式会社

静岡県田方郡函南町

http://kakishima-troutfarm.com/

内水面養殖業

93 株式会社テクノスルガ・ラボ

静岡県静岡市清水区

https://www.tecsrg.co.jp

微生物同定・試験、微生物群集構造解析、理化学分析などの受託サービス

94 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

静岡県静岡市葵区

https://www.smfl.co.jp

総合リース会社

95 GREENEST株式会社

静岡県御殿場市

http://greenestjapan.wixsite.com/greenest

総合商社（国内外への日本商品の製品企画、加工及び販売）

96 日本プラスト株式会社

静岡県富士宮市

www.n-plast.co.jp

自動車内外装樹脂部品の製造、販売

97

東京都江東区

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ 情報サービス業

NECソリューションイノベータ株式会社

http://www.iw-seed.com

小売り・卸 農業用種苗の生産・販売・農業用資材・設備の設置、販売

ソフトウェア開発
農業

98 株式会社Infinite Curation

東京都千代田

http://i-curation.co.jp

情報サービス業

99 MCプロデュース株式会社

埼玉県川越市

http://www.mcproduce.co.jp

国内外青果物の仕入販売業務

100 遠州中央農業協同組合

静岡県磐田市

http://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp/

農業協同組合

101 株式会社TOKAIベンチャーキャピタル＆インキュベーション 東京都港区

https://tvc-i.jp

102 ベルファーム株式会社

静岡県菊川市

http://www.bell-farm.jp/home

農業

103 エコ・技研株式会社

静岡市葵区

http://www.koukisui.jp

卸売・小売業

104 株式会社ヤマト製作所

静岡県浜松市浜北区

http://yamatoseisakusyo.jp

小型エンジン用（輸送機器・汎用機器）エアクリーナー・オイルクリーナー・フューエルフィルターの設計及び製造

105 有限会社ホットプランニング

静岡県富士宮市

http://www.hotplanning.com/

食品雑貨及び古物等の輸出入販売、飲食店の経営企画・運営ほか

106 テイボー株式会社

静岡県浜松市中区

http://teibow.co.jp

製造業 マーキングペン先（合繊・プラスチック・フェルト）の製造・販売およびMIM部品の製造・販売

107 株式会社前川総合研究所

東京都江東区

http://www.mayekawa-ri.co.jp

シンクタンク/コンサルタント

108 豊田肥料株式会社

静岡県袋井市

http://www.toyodahiryo.jp

肥料、農薬、農業資材の卸売・小売販売、栽培技術指導

109 マックスバリュ東海株式会社

静岡県浜松市東区

http://www.mv-tokai.com

スーパーマーケット

110 株式会社森島農園

静岡県浜松市東区

http://www.farm-morishima.biz

農業（米、施設野菜、加工品製造販売）

111 株式会社クレイワ

静岡県牧之原市

112 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

大阪府豊中市

https://www.saneigenffi.co.jp

食品・食品添加物・食品原料・工業製品の製造及び販売

113 東富士農産株式会社

静岡県御殿場市

http://www.p-bio.co.jp

食肉の処理及び加工販売、コフナ（土地改良剤）製造販売

114 有限会社石川鉄造種苗店

静岡県三島市

http://tane-ishikawa.com

種苗・卸・小売

115 大静テクノ株式会社

静岡県駿東郡長泉町

http://www.taiseikoatsu.co.jp

高圧ガス容器くず化処理

116 カワサキ機工株式会社

静岡県掛川市

http://www.kawasaki-kiko.co.jp/index.html 製造業（製茶機械、茶園管理機、食品機械）

マンゴー栽培

117 非公開
118 久幾田篤史

静岡県伊豆の国市

ミニトマト農家

119 株式会社miwa factory

静岡県三島市

農業

120 三島函南農業協同組合

静岡県三島市

121 有限会社牛山園

埼玉県草加市

122 株式会社パシオス

静岡県磐田市

http://mkja-shizuoka.jp

協同組合
農業・不動産管理

https://passios.jp

農業

123 株式会社南伊豆アロエセンター

静岡県賀茂郡南伊豆町

http://www.aloecenter.co.jp/

アロエ製品卸業、アロエ栽培、原料販売、ＰＢ製品供給

124 青島冷凍工業株式会社

静岡県焼津市

http://www.aoshimasystem.co.jp/

クリーンルーム空気調和産業用機器VOC処理アグリ事業冷凍・冷蔵庫建設

125 株式会社阪中緑化資材

和歌山県紀の川市

http://www.sakanaka.co.jp/

緑化資材製造販売、育苗トレー・培土他製造販売

126 株式会社エイディーディー

静岡県沼津市

http://www.add-corp.jp

製造業

127 東海電子株式会社

静岡県富士市

http://www.tokai-denshi.co.jp

製造業

128 株式会社ビーエムサポート

静岡県菊川市

129 株式会社パソナ農援隊

東京都千代田区

http://www.pasona-nouentai.co.jp/

農業関連コンサルティング事業

130 菱電商事株式会社

東京都豊島区

https://www.ryoden.co.jp/

商社、植物工場システム、販売・施工

131 西光エンジニアリング株式会社

静岡県藤枝市

https://www.seikoeng.jp

生産用機械器具製造業

132 中部電力株式会社

静岡県静岡市葵区

http://www.chuden.co.jp/

電力業

133 株式会社明電舎

静岡県沼津市

https://meidensha.co.jp/index.html

製造業

134 沼津開発興業株式会社 新沼津カントリークラブ

静岡県沼津市

https://www.shinnumazu-cc.co.jp

ゴルフ場

135 大井川農業協同組合

静岡県藤枝市

https://ooigawa.ja-shizuoka.or.jp/

農業協同組合

136 伊豆の国農業協同組合

静岡県伊豆の国市

https://www.ja-izunokuni.or.jp/

農業協同組合

137 ベイシン貿易株式会社

東京都中央区

http://www.beixing-trading.com

商社、植物工場システム、販売・施工

138 東海梱包工業株式会社

静岡市葵区

http://www.tokai-ko.co.jp/index.html 製造（電気部品組立）及びシステムテスト

139 御殿場農業協同組合

静岡県御殿場市

http://www.ja-shizuoka.or.jp/gotemba/ 農業協同組合

140 近代理化株式会社

静岡県富士市

https://www.kindai-ltd.com/

小売業（食品スーパーマーケット）理化学機器・分析機器・計測器・計量器、各種試験器の販売、各種工事、リフォーム）

141 株式会社Eco-pork

東京都千代田区

https://www.eco-pork.com/

農家用・獣医向け養豚管理システム「Porker」の開発・提供

142 キーウェアソリューションズ株式会社

東京都世田谷区

https://www.keyware.co.jp/

情報通信業

143 静岡県経済農業協同組合連合会

静岡県静岡市駿河区

http://jashizuoka-keizairen.net/

農業協同組合

144 株式会社快適空間FC

福岡県福岡市博多区

http://www.kaiteki-fc.co.jp

DJI等メーカーの販売代理店として商品販売、UAVレーザを用いての計測業務 他

145 株式会社CULTA

東京都渋谷区

https://culta.jp/

情報サービス業

146 株式会社ホバリング

静岡県浜松市中区

https://hovering.co.jp

農業用ドローン導入サポート・販売・講習

147 株式会社最上川環境技術研究所

山形県西置賜郡白鷹町

http://www.metri.co.jp/

製造業

サービス業

148 富士宮農業協同組合

静岡県富士宮市

http://fujinomiya.ja-shizuoka.or.jp

農業協同組合

149 株式会社ふじのくに物産

静岡県静岡市葵区

http://ftjcorp.co.jp/

地域商社

150 株式会社新冷熱技研

静岡県浜松市浜北区

https://shin-reinetsu.com/

環境試験装置・産業用冷熱機器修理・改造設計・製作、保守・保全

151 株式会社芝川製作所

神奈川県横浜市港北区

http://www.shibakawa.co.jp/

電気機械器具部品製造販売

152 SMC株式会社

静岡県沼津市

http://www.smcworld.com

自動制御機器製品の製造加工および販売 焼結濾過体および各種濾過装置の製造および販売

153 株式会社エフ・シー・シー

静岡県浜松市北区

https://www.fcc-net.co.jp/

自動車部品製造業

154 関西ペイント株式会社

非公開

https://www.kansai.co.jp

塗料の製造・販売

155 株式会社スカイマティクス

東京都中央区

https://skymatix.co.jp

ソフトウェア会社

156 五十鈴中央株式会社

静岡県富士市

http://www.isz.co.jp/

商社

157 フルタ電機株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区

http://www.fulta.co.jp

産業用送風機、防霜ファンシステム、施設園芸用機器、乾燥機、水産用機器、製造業

158 日本農産工業株式会社

神奈川県横浜市西区

https://www.nosan.co.jp

畜産飼料事業、水産飼料事業、鶏卵事業、ペットフード事業

159 NPO法人駿河地域経営支援研究所

静岡県沼津市

http://www.nposidam.org

特定非営利活動法人

160 株式会社まえびー

静岡県駿東郡清水町

https://maebe.jp

システム・ソフトウェア・アプリ開発

161 プロダクトリング株式会社

静岡県浜松市西区

http://www.productoring.com/

卸売、小売業、海外輸出コンサルティング

162 株式会社雅心苑

静岡県沼津市

http://www.gashinen.com

菓子製造販売

163 株式会社三協

静岡県富士市

https://sankyohd.com/

健康食品の受託製造

164 ライブリッツ株式会社

東京都品川区

https://www.laiblitz.co.jp/

スポーツおよび地域創生におけるデジタルイノベーションの実現

165 株式会社コーゲツ

静岡県沼津市

http://www.kk-kougetsu.co.jp/

業務用卸問屋

166 企業組合松崎桑葉ファーム

静岡県賀茂郡松崎町

https://mulberrytea.i-ra.jp/

農産物（桑）生産加工販売

167 株式会社グリーン・インサイト

静岡県静岡市清水区

https://ginsight-jpn.com/

製造業（植物バイオ）

168 雄大株式会社

静岡県沼津市

https://ginsight-jpn.com/

飲食業

169 伊豆ミニトマト組合

静岡県伊豆の国市

170 青木興業株式会社

静岡県伊豆市

https://aokikougyo.com/

総合建設業

171 株式会社世界市場

東京都品川区

https://sekai-ichiba.co.jp/

卸/商社（農産物輸出）

172 アグリバンク株式会社

東京都目黒区

農家（ミニトマト）

農業コンサルティング

173 株式会社アーティスティックス

静岡県沼津市

https://www.artistics.co.jp/

IT Web製作、クラウドシステム構築、スマホアプリ開発、IoT、AI

174 株式会社東商

静岡県焼津市

https://www.10-40.jp/index.html

家庭園芸肥料メーカー

175 株式会社静岡プラント

静岡県榛原郡吉田町

http://shizuoka-plant.com

機械製造業

176 株式会社サラダボウル

山梨県中央市

http://www.salad-bowl.jp/index.html#p1 農業

177 三和酒造株式会社

静岡県静岡市清水区

http://garyubai.com

清酒・リキュールの製造

178 東海テクノ株式会社

静岡県静岡市清水区

https://www.tokaitechno.co.jp/

産業機械器具製造業

179 株式会社アグリ＆ケア(A&C)

静岡県静岡市葵区

http://www.agri-care.co.jp/

サービス業

180 寺門博明

神奈川県平塚市

181 株式会社寺田製作所

静岡県島田市

https://www.web-terada.jp

製茶機械・食品機械・製造販売

182 一般社団法人AgVenture Lab

東京都千代田区

https://agventurelab.or.jp/

起業家支援施設

183 ワタナベ・トータルサポート

静岡県沼津市

184 株式会社ITAGE

愛知県名古屋市中区

https://www.itage.co.jp/

情報処理、ITシステム構築

185 伊豆技研工業株式会社

静岡県三島市

http://www.izugiken.co.jp/

製造業（精密基板実装）

186 Allied Carbon Solutions株式会社

静岡県沼津市

https://allied-c-s.co.jp

製造業

187 一般財団法人日本気象協会 中部支社

愛知県名古屋市北区

https://www.jwa.or.jp

気象情報サービス他

188 株式会社技研測量

静岡県浜松市北区

https://www.giken-tc.com/

建設コンサルタント

189 株式会社松鉄エンジニアリング

静岡県静岡市清水区

https://matsu-tetsu.co.jp

機械製造業

190 株式会社氷感サプライズ

愛知県知多市

https://www.hyokan-supply.com/

厨房機器の製造・販売

191 富士護謨産業株式会社

静岡県静岡市清水区

https://www.fujigomu.co.jp

ウレタン・スポンジ加工（製造業）

192 富士見工業株式会社

静岡県静岡市駿河区

https://fujimi-group.co.jp/

農業資材事業、緑化資材事業、不動産事業

193 株式会社井出組

静岡県富士市

https://idegumi.co.jp

土木・建築・住宅工事業

194 アイステーシス株式会社

神奈川県横浜市都筑区

https://aisthesis.co.jp/

光産業機器開発設計

195 合同会社パーシモン

静岡県三島市

http://persimmon-llc.com/

建設業（電気）

196 マーズコンピュータ株式会社

静岡県富士市

https://www.mars-computer.co.jp

197 シグニファイジャパン合同会社

東京都品川区

https://www.signify.com/ja-jp

IT導入支援/ITサポート、システム開発・保守

生産管理パッケージの開発・販売、ソフトウェアの提案型開発、各種パッケージソフトの開発・販売、各種情報機器の販売

照明機器販売

198 株式会社しょくスポーツ

東京都府中市

https://www.shoku-sports.jp/

スポーツ栄養サポートコンサルティング

199 有限会社もののふラボ

静岡県裾野市

http://mononofu-lab.biz/

コンサルティング・アドバイザリー 新規事業創出 インターネット関連サービス リフォームビジネス

200 株式会社396バイオ

静岡県静岡市駿河区

http://www.396bio.co.jp/

学術研究、専門・技術サービス業

静岡県磐田市

https://kawai-hiryo.com/

肥料製造・販売 農産物販売

203 特定非営利活動法人緑陰の里・興国寺城を復元する会 静岡県沼津市

https://ryokuinnosato.localinfo.jp/

特定非営利活動法人

204 株式会社AIoTクラウド

東京都江東区

https://www.aiotcloud.co.jp

IT、通信、インターネット系

205 株式会社すぷらうとくらぶ

静岡県静岡市清水区

http://www.sprout-club.co.jp

農業

206 東芝キヤリア株式会社

神奈川県川崎市幸区

https://www.toshiba-carrier.co.jp/

業務用及び家庭用の空調システム機器、換気扇、冷凍機、給湯関連機器等の開発、設計、製造

207 豊田油気株式会社

愛知県豊田市

http://www.toyota-yuki.co.jp/

卸売・小売業

208 株式会社日栄機工

愛知県豊田市

209 株式会社コクホーシステム

神奈川県藤沢市

210 株式会社マイナビ

東京都千代田区

211 丸𠮷𠮷産業株式会社

茨城県稲敷市

212 株式会社Teable

東京都品川区

213 株式会社東海テクノ

三重県四日市市

214 中部電力パワーグリッド株式会社

静岡県静岡市葵区

215 日清紡テキスタイル株式会社

大阪府大阪市中央区

216 株式会社Laplust

神奈川県横浜市青葉区

201 非公開
202 川合肥料株式会社

http://nichieikikou.co.jp/

https://www.kokuhosystem.com/

各種自動車部品製造機械 設計・製作
建設業・電気工事業・太陽光発電設備・蓄電設備

https://www.mynavi.jp/
http://www.maruyoshisangyo.com/
https://mican.tokyo/
https://www.tokai-techno.co.jp/
https://powergrid.chuden.co.jp/
https://www.nisshinbo-textile.co.jp/
https://laplust.com/

肥料製造・販売業
シェアオフィス運営、イベント企画
計量証明事業所（環境調査・分析）
電気業
繊維製品製造・輸入・販売
ITサービス（機械学習を用いたソフトウェアの開発）

サポーター会員数 50
団体・所属先名
1

静岡県立大学 大学院 薬学研究院

2 静岡市産学交流センター
3 国立遺伝学研究所

URL
薬食研究推進センター長 特任教授 薬学博士

業種

静岡県静岡市駿河区

http://w3pharm.u-shizuokaa-ken.ac.jp/CPFR/

研究職

静岡県静岡市葵区

http://www.b-nest.jp

産学連携事業・中小企業支援事業等

http://nig-chizai.sakura.ne.jp/nig-chizai_wordpress/

研究職

産学連携・知的財産室 室長 静岡県三島市

4 個人

（個人）

静岡県磐田市

5 光産業創成大学院大学

（個人）

静岡県浜松市西区

https://www.gpi.ac.jp/reserch/bio/professor-15/

教育・研究

6 光産業創成大学院大学

（個人）

静岡県浜松市西区

https://www.gpi.ac.jp/reserch/bio/professor-16/

教育・研究

7 東海大学

神奈川県平塚市

http://www.u-tokai.ac.jp/research/

大学

8

静岡県静岡市葵区

公益財団法人 静岡県産業振興財団 フーズサイエンスセンター

9 沼津市農林農地課

県立高校教諭（生物）農学博士

支援機関

静岡県沼津市

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/sangyo/norin.htm

地方公共団体

10

静岡大学イノベーション社会連携推進機構

特任教授 コーディネータ

静岡県浜松市中区

http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/

国立大学法人

11

静岡大学イノベーション社会連携推進機構

産学連携推進部門 コーディネータ

静岡県浜松市中区

http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/

国立大学法人

大量遺伝情報研究室 教授 理学博士

静岡県三島市

http://ynlab.info/

協同研究機関法人・教員
医療機関

12 国立遺伝学研究所
13

一般財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

静岡県駿東郡長泉町

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/pharma/shinkyoten.html

14

三島市役所 産業文化部 農政課

静岡県三島市

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ 地方自治体

15

裾野市役所 産業部 農林振興課

静岡県裾野市

http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/3/index.html

地方自治体

静岡県静岡市駿河区

http://db.u-shizuoka-ken.ac.jp/show/prof455.html

研究職

静岡県静岡市葵区

http://www.shizuokaseikaken.or.jp

食品、医薬品、環境等の試験検査機関

18 南伊豆町

静岡県賀茂郡南伊豆町

http://www.town.minamiizu.shizuoka地方自治体

19

独立行政法人日本貿易振興機構浜松貿易情報センター

静岡県浜松市中区

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/hamamatsu/

公社・官庁

20 一般社団法人静岡県発明協会

静岡県静岡市葵区

https://shizuoka-ipc.gr.jp//

知的財産権関連業務

16 静岡県立大学
17

21

（個人）

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

独立行政法人国立高等専門学校機構福島工業高等専門学校

（個人）

22 浜松市（産業部農業推進課）
23

静岡大学イノベーション社会連携推進機構

24

公益社団法人静岡県国際経済振興会

25 沼津工業高等専門学校

（個人）
准教授

26 EMS-JP

福島県いわき市

研究・教育（高等教育機関）

静岡県浜松市中区

地方自治体

静岡県静岡市駿河区

http://www.oisc.shizuoka.ac.jp/

国立大学法人

静岡県静岡市葵区

http://www.siba.or.jp

産業支援機関

静岡県沼津市

http://researchmap.jp/suh-san/

研究・教育（高等教育機関）

東京都杉並区

http://www.ems-jp.net/

電子機器開発企業コンソーシアム

27

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

（個人）

静岡県三島市

協同研究機関法人・研究職

28

明治大学 公共政策大学院 ガバナンス研究科

兼任講師

東京都

研究・教育

29

30 光産業創成大学院大学
31

静岡県沼津市

独立行政法人国立高等専門学校機構沼津工業高等専門学校

地域連携ファシリテータ

一般社団法人静岡県ニュービジネス協議会

32 光産業創成大学院大学

http://www.numazu-ct.ac.jp

静岡県浜松市西区

高等教育機関
教育・研究

静岡県静岡市葵区

http://www.snbc.or.jp

経済団体

静岡県浜松市西区

http://www.gpi.ac.jp

学術機関

教授

東京都文京区

教授

静岡県浜松市中区

http://www.minelab.jp

大学教員

35 磐田市(産業部農林水産課)

静岡県磐田市

http://www.city.iwata.shizuoka.jp/

地方自治体

36

一般財団法人マリンオープンイノベーション機構

静岡県静岡市葵区

https://maoi-i.jp

支援機関

37

株式会社産学共同システム研究所

東京都千代田区

www.sangaku-k.com

専門サービス業（産官学連携コンサルタント）

38

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

特任研究員

静岡県三島市

https://www.nig.ac.jp/nig/ja/

研究開発

39

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

特任准教授

静岡県三島市

https://www.nig.ac.jp/nig/ja/

研究開発

40 静岡県立三島北高等学校 教諭

静岡県三島市

www.edu.pref.shizuoka.jp/mishimakita-h/home.nsf/IndexFormView?OpenView

高校教諭

41 静岡県立三島北高等学校 教諭

静岡県三島市

www.edu.pref.shizuoka.jp/mishimakita-h/home.nsf/IndexFormView?OpenView

高校教諭

42 静岡大学

静岡県静岡市駿河区

https://tdb.shizuoka.ac.jp/RDB/public/Default2.aspx?id=11175&l=0

大学教員

神奈川県横浜市鶴見区

http://kihara.or.jp/

ライフサイエンス分野の学術奨励・知識普及、研究開発、ビジネスの発展支援

33

東京大学大学院農学生命科学研究科

34 静岡大学

43

助教

木原記念横浜生命科学振興財団

大学教員

44 静岡県食品技術研究会

静岡県静岡市葵区

任意団体

45 一般財団法人日本菌根菌財団

静岡県掛川市

https://jmff.jp

菌根菌の研究、利用技術の開発と啓蒙普及

46 個人

（個人）

静岡県焼津市

https://shizuokaorganic.org

NPO法人代表理事

47

学校法人静岡理工科大学 静岡産業技術専門学校

（個人）

静岡県静岡市駿河区

https://www.sangi.ac.jp

教員

48

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所

（個人）

静岡県三島市

共同研究機関法人・研究職

49 静岡県農業ロボット研究会

静岡県磐田市

https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-310/agrirobot.html

試験研究機関

50 おおた農水産業研究会

東京都大田区

http://www.ota-nousui.jp/

任意団体

