
所属研究機関名 部課名 TEL 住所

＜北海道＞
旭川医科大学 総務部総務課研究協力係 0166-68-2187 北海道旭川市
佐藤鋳工株式会社 総務部 0164-32-2130 北海道雨竜郡
有限会社緒方材料科学研究所 代表取締役・所長 0123-42-0595 北海道千歳市
帯広畜産大学 研究協力課研究協力係 0155-49-5286 北海道帯広市
株式会社函館セコニック 設計グループ 0138-32-3434 北海道函館市
株式会社倉本鉄工所 総務部 0157-24-2031 北海道北見市
北見工業大学 地域共同研究センター 0157-26-4163 北海道北見市

＜青森県＞
弘前大学 学術情報部研究推進課 0172-39-3908 青森県弘前市

八戸工業大学 社会連携学術推進室
0178-25-8102
0178-25-8005

青森県八戸市

＜岩手県＞
株式会社いおう化学研究所 研究所 019-601-2614 岩手県盛岡市
株式会社東亜電化 第一製造部 019-683-2101 岩手県盛岡市

岩手医科大学 学務部研究助成課
019-651-5110
(内)3268

岩手県盛岡市

岩手大学 研究交流部研究協力課 019-621-6851 岩手県盛岡市
（財）岩手生物工学研究センター 管理部 0197-68-2911 岩手県北上市
川崎ダイス工業株式会社 北上工場 0197-67-5318 岩手県北上市

＜秋田県＞
ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社 半導体事業部半導体材料研究所 018ｰ846-8000 秋田県秋田市
秋田大学 社会貢献推進室 018-889-2270 秋田県秋田市
秋田化学工業株式会社 技術グループ 0184-37-3166 秋田県にかほ市
株式会社秋田今野商店 代表取締役 0187-75-1250 秋田県大仙市
秋木製鋼株式会社 総務グループ 0185-52-6311 秋田県能代市

＜山形県＞
スパイバー株式会社 取締役 0235-25-3907 山形県鶴岡市
山形県農業総合研究センター 研究企画部 023-647-3510 山形県山形市
山形精密鋳造株式会社 技術部 0238-84-3500 山形県長井市

＜福島県＞
福島県立医科大学 企画財務課（研究支援担当） 024-547-1825 福島県福島市

＜茨城県＞
株式会社ツルオカ 総務部RECYINT事業企画室 0285-49-3330 茨城県結城市
茨城大学 学術企画部企画課研究協力係 029-228-8010 茨城県水戸市
ニュークリア・デベロップメント株式会社 管理部管理課 029-282-9114 茨城県那珂郡
独立行政法人日本原子力研究開発機構 産学連携推進部　業務課 029-282-6934 茨城県那珂郡
株式会社日立製作所　電力システム社 火力事業部　火力技術本部 03-4564-5382 茨城県日立市

○３，０００万円以上の公的研究費の配分を受けた研究者の所属する機関

※　掲載している機関は、平成２１年度に配分を受けた研究者の所属する機関です。
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（独）農業・食品産業技術総合研究機構
中央農業総合研究センター
作物研究所
果樹研究所
野菜茶業研究所
動物衛生研究所
食品総合研究所
北海道農業研究センター
近畿中国四国農業研究センター
九州沖縄農業研究センター

総合企画調整部 029-838-7699 茨城県つくば市

株式会社ＭＣＢＩ 研究開発部 029-861-3000 茨城県つくば市
株式会社アプライド・ビジョン・システムズ 総務部 029-855-7652 茨城県つくば市
気象庁気象研究所 企画室 029-853-8536 茨城県つくば市
筑波大学 研究推進部研究企画課 029-853-2267 茨城県つくば市
独立行政法人国立環境研究所 企画部広報国際室 029-850-2308 茨城県つくば市
独立行政法人森林総合研究所 企画部研究企画科 029-829-8113 茨城県つくば市
独立行政法人土木研究所 企画部研究企画課 029-879-6751 茨城県つくば市
独立行政法人農業環境技術研究所 広報情報室 029-838-8190 茨城県つくば市
（財）日本産業技術振興協会 産業技術部 029-855-1267 茨城県つくば市
株式会社トプスシステムズ 総務部 029-851-2005 茨城県つくば市
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 研究協力部研究協力課研究協力係 029-864-5124 茨城県つくば市
独立行政法人農業生物資源研究所 広報室 029-838-8469 茨城県つくば市
独立行政法人物質・材料研究機構 企画部広報室 029-859-2689 茨城県つくば市
独立行政法人防災科学技術研究所 総務部研究支援課 029-863-7826 茨城県つくば市
農林水産先端技術産業振興センター 農林水産先端技術研究所　管理部 029-838-2113 茨城県つくば市

＜栃木県＞

宇都宮大学
学術研究部　研究協力課　研究協力係
農学部　総務係

028-649-5105
028-649-5399

栃木県宇都宮市

株式会社スズキプレシオン Ｒ＆Ｄ課 0289-65-6001 栃木県鹿沼市
自治医科大学 大学事務部　研究支援課 0285-58-7550 栃木県下野市

＜群馬県＞
サンデン株式会社 開発本部商品戦略部商品戦略グループ 0270-24-1212 群馬県伊勢崎市
群馬工業高等専門学校 総務課　研究推進・地域連携係 027-254-9009 群馬県前橋市
群馬大学 研究推進部研究・産学連携推進課 027-220-7511 群馬県前橋市
矢島工業株式会社 開発研究部 0276-32-3633 群馬県太田市

＜埼玉県＞
株式会社ジェイネット 開発営業部 048-973-1030 埼玉県越谷市
東邦化研株式会社 イオンプレーティング部 048-989-2050 埼玉県越谷市
ポーライト株式会社 機械部品技術部 048-588-6183 埼玉県熊谷市
株式会社サンギ　中央研究所 研究開発本部 048-752-0111 埼玉県春日部市
株式会社井口一世 管理部 04-2990-5400 埼玉県所沢市
北陸軽金属工業株式会社 経営企画室 048-582-2880 埼玉県大里郡

埼玉医科大学
大学事務部医学部事務室 庶務課
大学事務部ゲノム医学研究センター事務室

049-276-1110
042-984-4412

埼玉県入間郡
埼玉県日高市

日新技研株式会社 営業部 04-2935-1411 埼玉県入間市
株式会社メガオプト 企画部 048-469-3377 埼玉県和光市
株式会社先端力学シミュレーション研究所 経営管理部 048-450-1351 埼玉県和光市
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国立保健医療科学院 総務部総務課庶務係 048-458-6111 埼玉県和光市

独立行政法人理化学研究所
外部資金室
広報室

048-467-9254
048-467-8664

埼玉県和光市

＜千葉県＞
千葉工業大学 研究支援部産官学融合課 047-478-0325 千葉県習志野市
東洋エンジニアリング株式会社 技術ビジネス本部　技術企画グループ 047-454-1156 千葉県習志野市
フォトニックサイエンステクノロジ株式会社 0123-42-0575 千葉県千歳市
株式会社ニチオン 手術器械事業部開発担当 047-431-1871 千葉県船橋市
住友大阪セメント株式会社 新規技術研究所　業務グループ 047-457-0181 千葉県船橋市
パウダーテック株式会社 研究開発部 04-7146-2451 千葉県柏市
科学警察研究所 総務部総務課 04-7135-8001 千葉県柏市
株式会社エーディエス 開発営業センター 04-7160-2355 千葉県柏市
株式会社ＩＰＳアルファテクノロジ 生産技術チーム 079-246-7589 千葉県茂原市
（財）かずさＤＮＡ研究所 事業推進課 0438-52-3957 千葉県木更津市
（財）野田産業科学研究所 事務局 04-7123-5944 千葉県野田市
三井電気精機株式会社 営業部 04-7125-5761 千葉県野田市

＜東京都＞
（財）地震予知総合研究振興会 地震調査研究センター　事業推進管理部 03-3295-1501 東京都千代田区
バブコック日立株式会社 企画本部事業企画部 03-5209-7168 東京都千代田区
電子商取引安全技術研究組合 事務局 03-5259-8077 東京都千代田区
独立行政法人産業技術総合研究所 広報部 029-862-6214 東京都千代田区
日本原子力発電株式会社 研究開発室 03-6371-7930 東京都千代田区
（財）電力中央研究所 企画グループ 03-3201-6601 東京都千代田区
（財）日本航空機開発協会 管理室総務部 03-3503-3225 東京都千代田区
（財）無人宇宙実験システム研究開発機構 技術本部 03-3294-4834 東京都千代田区
株式会社イイガ 03-5296-0388 東京都千代田区
株式会社日立製作所　トータルソリューション事業部 企画部管理グループ 03-4564-6021 東京都千代田区
国立情報学研究所 企画推進本部　広報普及チーム 03-4212-2145 東京都千代田区
財団法人デジタルコンテンツ協会 事業開発本部 03-3512-3900 東京都千代田区
三菱電機株式会社開発本部 開発業務部　産学官連携・国際標準化推進グループ 03-3218-2781 東京都千代田区
上智大学 国際学術情報局研究支援センター 03-3238-3196 東京都千代田区
全国石油商業組合連合会 総務グループ 03-3593-5811 東京都千代田区
日本電信電話株式会社 東京都千代田区
明治大学 教学企画部グローバルＣＯＥ推進事務室 044-934-7662 東京都千代田区
ケイレックス・テクノロジー株式会社 ＥＤＡ開発部 03-3537-1925 東京都中央区
リンク・ジェノミクス株式会社 管理部 03-5652-0052 東京都中央区
株式会社アネロファーマ・サイエンス 管理部 03-3516-2802 東京都中央区
株式会社ファルマデザイン 経営管理部 03-3523-9630 東京都中央区
技術研究組合超先端電子技術開発機構 総務部 03-3552-4811 東京都中央区
国立がんセンター がん対策企画課研究企画室 03-3542-2511 東京都中央区
（財）資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構 資源探査用観測システム研究開発部 03-5543-1061 東京都中央区
株式会社テムテック研究所 業務グループ 03-3534-5320 東京都中央区
社団法人日本鍛造協会 03-5643-5321 東京都中央区
コスモ石油株式会社 販売部 03-3798-3143 東京都港区
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構（新領域融合研究セ
ンター、ＤＢＣＬＳ）

機構本部企画課企画・広報係 03-6402-6215 東京都港区

（財）素形材センター 総務部（次世代材料技術室担当） 03-3459-6900 東京都港区
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 法人事業本部第二法人営業本部第二営業部 03-6733-7140 東京都港区
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バイオコーク技研株式会社 管理部 03-6809-2082 東京都港区
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 法人事業部　第一法人事業部　第六営業担当 03-5156-2041 東京都港区
株式会社ステリック再生医科学研究所 業務推進室 03-3560-2621 東京都港区
株式会社関電工 技術開発本部 技術開発部 技術管理チーム　　　　 　 　　　　　　　　　  03-5476-3477 東京都港区
虎の門病院 会計課 03-3560-7753 東京都港区
住友電気工業株式会社 研究統轄部企画部東京企画グループ 03-6722-3222 東京都港区
（財）日本規格協会 規格開発部　管理課 03-5770-1637 東京都港区
（財）日本航空機エンジン協会 企画部 03-3434-6252 東京都港区
パナソニック株式会社 渉外本部渉外グループ 03-3436-6007 東京都港区
三菱ＦＢＲシステムズ株式会社 業務部 03-6439-4333 東京都港区
株式会社東芝ディスプレイ・部品材料統括新デバイス開発センター 部品材料事業統括部　新デバイス開発センター 03-3457-3324 東京都港区
株式会社東芝電力システム社 技術管理部 東京都港区
慶應義塾大学 研究支援センター本部 03-5427-1581 東京都港区
社団法人日本金属プレス工業協会 業務部 03-3433-3730 東京都港区
社団法人日本航空宇宙工業会 技術部 03-3585-1481 東京都港区
政策研究大学院大学 研究支援課　学術支援担当 03-6439-6032 東京都港区
東京海洋大学 総務部国際・研究協力課 03-5463-4197 東京都港区

東京慈恵会医科大学 教育研究助成委員会
03-3433-1111
(内)2135

東京都港区

統計数理研究所
企画グループ総務担当
企画グループ研究支援担当

050-5533-851１
050-5533-8513

東京都港区

国立感染症研究所 総務部 03-5285-1111 東京都新宿区
早稲田大学 研究推進部 03-5272-4637 東京都新宿区
大成建設株式会社 環境本部環境開発部新エネルギー開発室 03-5381-5206 東京都新宿区
株式会社早稲田環境研究所 03-5272-6326 東京都新宿区
工学院大学 総合研究所 研究推進課 042-628-4928 東京都新宿区

東京女子医科大学 研究支援部
03-3353-8112
(内)30351

東京都新宿区

東京理科大学 産学官連携課公的研究費管理室 03-5228-7380 東京都新宿区
東京医科歯科大学 総務部　総務課　総務掛 03-5803-5009 東京都文京区
東京大学 研究推進部外部資金課企画チーム 03-5841-2351 東京都文京区
お茶の水女子大学 研究協力チーム 03-5978-5161 東京都文京区
株式会社ゲノム創薬研究所 社長室 03-5684-8570 東京都文京区

順天堂大学
大学院事務室学術・研究支援課
財務部財務課

03-5802-1020
03-5802-1013

東京都文京区

日本医科大学 日本医科大学 事務局 研究推進部 研究推進課
03-3822-2131
(内)5150

東京都文京区

日本女子大学 学務部研究支援課 03-5981-3274 東京都文京区
独立行政法人国立美術館国立西洋美術館 庶務課事業担当 03-3828-5144 東京都台東区
東京芸術大学 社会連携推進課 050-5525-2008 東京都台東区
ＮＥＣソフト株式会社 VALWAYテクノロジーセンター 03-5534-2619 東京都江東区
サンコーコンサルタント株式会社 管理本部　総務部 03-3683-7106 東京都江東区
株式会社ＩＨＩ 技術開発本部　管理部　技術企画グループ 03-6204-7092 東京都江東区
（財）癌研究会 がん対策推進部研究事務課 03-3570-0435 東京都江東区
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 技術開発本部　企画部 050-5546-2308 東京都江東区
株式会社計算力学研究センター 総務部 03-3785-3313 東京都品川区
新日鉄エンジニアリング株式会社 技術本部　技術総括部　技術管理室 03-6665-2213 東京都品川区
財団法人テレコムエンジニアリングセンター テレック総合研究所 03-3799-0901 東京都品川区
星薬科大学 総務部 03-5498-5812 東京都品川区

4 / 12 ページ



株式会社パスコ 研究開発センター 03-3715-4011 東京都目黒区

東京工業大学
総合プロジェクト支援センター研究支援管理室
社会連携センター

03-5734ｰ7608
03-5734-2975

東京都目黒区

独立行政法人国立病院機構本部 総合研究センター臨床研究統括部　臨床研究推進係 03-5712-5075 東京都目黒区

東邦大学 教育・研究支援センター
03-5762-4151
（内）2125

東京都大田区

ヤキィー株式会社 03-3727-5525 東京都大田区
国立医薬品食品衛生研究所 総務部業務課 03-3700-1149 東京都世田谷区
独立行政法人国立成育医療研究センター 企画経営部研究医療課 03-3416-0181 東京都世田谷区
日本放送協会　放送技術研究所 研究企画部 03-5494-1125 東京都世田谷区
（財）東京都医学研究機構 東京都臨床医学総合研究所 03-5316-3109 東京都世田谷区
株式会社オー・エル・エム・デジタル 研究開発部門 03-3422-3380 東京都世田谷区
株式会社ベクトル総研 都市環境システム部 03-3409-1001 東京都渋谷区
株式会社東急ハンズ ＩＴ企画部 03-3780-5179 東京都渋谷区
東京急行電鉄株式会社　グループ事業本部 グループ事業本部　第三部 03-3477-6384 東京都渋谷区
株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 社会・環境戦略コンサルティング本部 03-5467-6351 東京都渋谷区
株式会社アドバンストアルゴリズムシステムズ 研究開発部 03-3447-5501 東京都渋谷区
青山学院大学 学術研究推進部学術研究推進課 03-3400-1204 東京都渋谷区

文化女子大学
文化ファッション研究機構
事務局教務部学事課

03-3299-2094
03-3299-2310

東京都渋谷区

プログレス・テクノロジーズ株式会社 ＰＥＳ部 03-3380-1990 東京都中野区
株式会社清和光学製作所 総務グループ 03-3383-6388 東京都中野区

学習院大学 学長室研究支援センター
03-3986-0221
（内）2521

東京都豊島区

立教大学 リサーチ・イニシアティブセンター 03-3985-2762 東京都豊島区
山陽プレス工業株式会社 本社工場　経営管理部 03-3916-0651 東京都北区

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 事業推進課事業支援係
03-3964-3241
(内)3014

東京都板橋区

株式会社バイオ光学研究所 開発部 03-3859-6221 東京都足立区
並木精密宝石株式会社 ＮＪＣ技術研究所 03-5390-7873 東京都足立区
（財）鉄道総合技術研究所 研究開発推進室　計画課 042-573-7482 東京都国分寺市
株式会社イアス 042-577-1044 東京都国立市
国立天文台 事務部総務課総務係 0422-34-3653 東京都三鷹市
独立行政法人海上技術安全研究所 企画部知的財産・情報センター 0422-41-3005 東京都三鷹市
日本無線株式会社 研究開発本部技術戦略グループ 0422-45-9811 東京都三鷹市
三鷹光器株式会社 代表取締役 0422-49-1491 東京都三鷹市
独立行政法人情報通信研究機構 研究推進部門　成果発展推進グループ 042-327-7567 東京都小金井市
法政大学 研究開発センター小金井事務課 042-387-6080 東京都小金井市
（財）結核予防会　結核研究所 042-493-5711 東京都清瀬市
明治薬科大学 管理グループ　財務チーム 042-495-8624 東京都清瀬市
玉川大学 学術研究所　研究促進室 042-739-7220 東京都町田市
電気通信大学 研究協力課 042-443-5137 東京都調布市
日本レドックス株式会社 統括部 092-292-9169 東京都東村山市
コニカミノルタエムジー株式会社 開発センター開発管理室 042-660-9633 東京都日野市
株式会社ＮＢＣメッシュテック 研究開発部 042-582-2525 東京都日野市
オリンパス株式会社 研究開発管理部 042-691-7111 東京都八王子市
ネオアーク株式会社 東京営業部 042-627-7671 東京都八王子市
首都大学東京 学長室研究支援係 042-677-1337 東京都八王子市
東京外国語大学 研究協力課研究協力係 042-330-5593 東京都府中市
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東京農工大学 研究支援・産学連携チーム研究支援係 042-367-5639 東京都府中市
Ａ．ＬＳＩデザイン株式会社 042-467-6877 東京都小平市
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 企画経営部　企画医療研究課 042-346-1878 東京都小平市
国立極地研究所 企画グループ（極地研担当）　学術振興担当 042-512-0613 東京都立川市

＜神奈川県＞
ＮＴＴアクセスサービスシステム研究所 ワイヤレスアクセスプロジェクト 046-859-3250 神奈川県厚木市
青山学院大学 研究支援ユニット研究支援グループ 042-759-6056 神奈川県厚木市
東京工芸大学 教育研究推進部　教育研究支援課 046-242-9964 神奈川県厚木市
ＮＴＴフォトニクス研究所 先端技術総合研究所　企画部推進担当 046-240-5022 神奈川県厚木市
ＮＴＴ物性科学基礎研究所 先端技術総合研究所　企画部推進担当 046-240-5022 神奈川県厚木市
アンリツ株式会社 ネットワーク営業本部第1営業部 046-296-1205 神奈川県厚木市
日本電信電話株式会社　ＮＴＴ未来ねっと研究所 先端技術総合研究所　企画部研究推進担当 046-240-5022 神奈川県厚木市
有明セラコ株式会社 技術部 046-221-6049 神奈川県厚木市
株式会社横須賀テレコムリサーチパーク ＹＲＰユビキタス・ネットワーキング研究所 03-5437-2270 神奈川県横須賀市
独立行政法人海洋研究開発機構 事業推進部 広報課 046-867-9070 神奈川県横須賀市

日本ビクター株式会社　技術本部 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社　総合技術戦略推進部
046-836-9249
046-836-3389

神奈川県横須賀市

株式会社ブレスト 営業部 0463-51-5604 神奈川県平塚市
株式会社瀧野工業 代表取締役 0463-54-1750 神奈川県平塚市

＜新潟県＞
ケイセイ医科工業株式会社 プロジェクト管理部 0256-92-3582 新潟県燕市
越後製菓株式会社 総合研究所 0258-83-3288 新潟県小千谷市
長岡技術科学大学 総務部研究推進課 0258-47-9277 新潟県長岡市

＜富山県＞
（財）富山県新世紀産業機構 産学官連携推進センター 076-444-5606 富山県富山市
ユニオン産業株式会社 機械製造部 076-429-5696 富山県富山市
富山大学 研究振興部　研究振興グループ 076-445-6388 富山県富山市

＜石川県＞
（財）石川県産業創出支援機構 プロジェクト推進部 076-267-6291 石川県金沢市
金沢大学 研究国際部学術国際課 076-264-6140 石川県金沢市
東芝モバイルディスプレイ株式会社 技術統括部　技術管理担当 076-277-2929 石川県能美郡
北陸先端科学技術大学院大学 学術協力課　総括係 0761-51-1895 石川県能美市

＜福井県＞
福井大学 総合戦略部門研究推進課研究協力室 0776-27-8880 福井県福井市

＜山梨県＞
株式会社ニッセー 経営管理室 0554-26-6011 山梨県大月市
ワイエス電子工業株式会社 代表取締役 055-237-0600 山梨県甲府市
山梨大学 産学官連携・研究推進部　研究推進室　研究支援グループ 055-220-8007 山梨県甲府市
山崎織物株式会社 代表取締役 0555-25-2010 山梨県南都留郡
株式会社　オキサイド 経営グループ 0551-26-0022 山梨県北杜市

＜長野県＞
（財）長野県テクノ財団 本部事務局 026-226-8101 長野県長野市
株式会社富士通長野システムエンジニアリング 広域ソリューション事業部研究開発室 026-234-1991 長野県長野市
長野鍛工株式会社 事業支援部技術課 026-296-9206 長野県長野市
株式会社サイベックコーポレーション ＶＴ研究所 0263-51-1800 長野県塩尻市
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高島産業株式会社 開発部開発課 0266-72-8825 長野県茅野市
野村ユニソン株式会社 開発技術本部・商品開発部商品開発課 0266-72-7187 長野県茅野市
アスザック株式会社 総務部知財班 026-245-1000 長野県上高井郡
株式会社ミスズ工業 製品開発部 0265-79-8866 長野県諏訪市

＜岐阜県＞
核融合科学研究所 管理部研究支援課研究支援係 0572-58-2043 岐阜県土岐市

株式会社イマオコーポレーション
製造部一課
技術部　営業技術課

0575-32-2231 岐阜県関市

株式会社ナガセインテグレックス 総務 0575-46-2323 岐阜県関市
株式会社深見製作所 管理 0575-28-6311 岐阜県関市
関織物株式会社 開発部 0575-24-5505 岐阜県関市
岐阜プラスチック工業株式会社 開発本部　技術開発グループ 058-386-9364 岐阜県各務原市
岐阜大学 学術国際部研究支援課 058-293-3347 岐阜県岐阜市
大垣精工株式会社 生産技術部 0584-89-5811 岐阜県大垣市

＜静岡県＞
ＦＤＫ株式会社 技術開発統括部 053-575-2531 静岡県湖西市
ＮＥＣアクセステクニカ株式会社 ＬＳＩモジュール事業推進部 0537-23-9686 静岡県掛川市
国立遺伝学研究所 知的財産室 055-981-5873 静岡県三島市
沼津工業高等専門学校 総務課　総務係（研究助成担当） 055-926-5762 静岡県沼津市

＜愛知県＞
株式会社最新レーザ技術研究センター 代表取締役 0566-91-2281 愛知県安城市
寺田タカロン株式会社 品質技術部 0566-97-8700 愛知県安城市
イイダ産業株式会社 技術部 0587-36-5781 愛知県稲沢市
株式会社前田技研 技術課 0564-48-3584 愛知県岡崎市
基礎生物学研究所 広報国際連携室 0564-55-7628 愛知県岡崎市
生理学研究所 広報展開推進室 0564-55-7723 愛知県岡崎市
分子科学研究所 広報室 0564-55-7262 愛知県岡崎市
独立行政法人国立長寿医療研究センター 研究医療課 0562-46-2311 愛知県大府市
クロタ精工株式会社 総務部 0566-41-3420 愛知県碧南市

医療法人さわらび会福祉村病院長寿医学研究所 事務室
0532-46-7511
（内）215

愛知県豊橋市

豊橋技術科学大学
総務課総務係
研究協力課　研究支援係

0532-44-6504
0532-44-6982

愛知県豊橋市

豊田工業高等専門学校 総務課企画・地域連携係 0565-36-5828 愛知県豊田市
中立電機株式会社 ＦＡ事業部 0562-93-8185 愛知県豊明市
藤田保健衛生大学 法人本部総務部総務課 0562-93-2800 愛知県豊明市
株式会社モールドテック 技術部 052-602-2770 愛知県東海市

＜三重県＞
王子製紙株式会社　研究開発本部　森林資源研究所 Ｆ２チーム 0595-85-0122 三重県亀山市
株式会社中川製作所 059-268-2325 三重県津市
光洋鋳造株式会社 技術課 0595-39-0080 三重県伊賀市

＜滋賀県＞
滋賀医科大学 研究協力課 077-548-2082 滋賀県大津市
滋賀県立大学 地域貢献研究推進グループ 0749-28-8210 滋賀県彦根市
立命館大学 理工　リサーチオフィス 077-561-2802 滋賀県草津市
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＜京都府＞
株式会社キャトルアイ・サイエンス 管理部 050-3356-9006 京都府京田辺市
（財）関西文化学術研究都市推進機構 都市エリア事業部 0774-95-5047 京都府相楽郡
株式会社国際電気通信基礎技術研究所 経営統括部 0774-95-1114 京都府相楽郡
（財）地球環境産業技術研究機構 地球環境産業技術研究所研究企画グループ研究管理チーム 0774-75-2314 京都府木津川市

＜大阪府＞
独立行政法人医薬基盤研究所 戦略企画部 072-641-9832 大阪府茨木市
泉陽興業株式会社 軽便都市交通推進室 072-439-9292 大阪府岸和田市
パナソニック株式会社 コーポレートR&D戦略室　技術政策グループ 06-6906-2435 大阪府守口市
関西医科大学 産学連携知的財産統括課 06-6993-9643 大阪府守口市
（財）大阪バイオサイエンス研究所 総務課事業担当 06-6872-4812 大阪府吹田市
関西大学 研究推進部　研究支援課 06-6368-0349 大阪府吹田市
大阪大学 大阪大学２１世紀懐徳堂 06-6850-6443 大阪府吹田市
独立行政法人国立循環器病研究センター 企画経営部研究医療課産学連携係 06-6833-5012   
近畿大学 総務部総務課 06-6721-2332 大阪府東大阪市
大阪商業大学 JGSS研究センター 06-6785-6013 大阪府東大阪市
日本ベル株式会社 経理部 06-6841-2161 大阪府豊中市

＜兵庫県＞
トラストメディカル株式会社 バイオ開発部 0790-47-9009 兵庫県加西市
（財）高輝度光科学研究センター 研究調整部　研究調整課 0791-58-0985 兵庫県佐用郡
関西学院大学 研究推進社会連携機構（西宮上ヶ原キャンパス） 0798-54-6104 兵庫県西宮市
兵庫医科大学 学務部 0798-45-6153 兵庫県西宮市
住友金属工業株式会社 総合技術研究所企画業務部 06-6489-5701 兵庫県尼崎市
関西学院大学 研究推進社会連携機構（神戸三田キャンパス） 079-565-9052 兵庫県三田市
関西学院大学 理工学部 079-565-8300 兵庫県三田市

＜奈良県＞
ダイヤ製薬株式会社 研究開発部（第２研究） 0744-21-5577 奈良県橿原市
ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 システムテクノロジーラボラトリ 0743-72-3757 奈良県生駒市
奈良先端科学技術大学院大学 教育研究支援部　研究協力課研究企画係 0743-72-5040 奈良県生駒市
奈良工業高等専門学校 総務課 0743-55-6173 奈良県大和郡

（財）奈良県中小企業支援センター
新事業支援課新事業支援係
地域結集型共同研究推進室

0742-36-8313
0742-36-8316

奈良県奈良市

奈良女子大学 研究協力課　研究協力係 0742-20-3762 奈良県奈良市

＜和歌山県＞
（財）わかやま産業振興財団 テクノ振興部テクノ振興班 073-432-5122 和歌山県和歌山市
株式会社ヴァイオス 073-452-9356 和歌山県和歌山市
和歌山県立医科大学 事務局企画課 073-441-0801 和歌山県和歌山市

＜島根県＞
島根県中山間地域研究センター 企画情報部　総務グループ 0854-76-2025 島根県飯石郡
株式会社ワコムアイティ 代表取締役 0852-20-7200 島根県松江市
（財）しまね産業振興財団 技術支援課 0852-60-5112 島根県松江市
島根大学 学術国際部研究協力課 0852-32-6056 島根県松江市

＜岡山県＞
岡山県立大学 総務課 企画広報班　研究協力グループ 0866-94-2111 岡山県総社市
＜広島県＞
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株式会社アドテックプラズマテクノロジー 開発部 084-945-1300 広島県福山市
広島大学 学術室学術企画グループ 082-424-6037 広島県東広島市
エルピーダメモリ株式会社　広島工場 人事・総務部　ＣＳＲ推進グループ 082-429-3357 広島県東広島市

＜山口県＞
（財）やまぐち産業振興財団 技術振興部 083-922-9927 山口県山口市
山口大学 学術研究部　研究推進課 研究プロジェクト係 083-933-5036 山口県山口市
大島商船高等専門学校 総務課企画係 0820-74-5457 山口県大島郡
＜徳島県＞
阿南工業高等専門学校 総務課企画係 0884-23-7215 徳島県阿南市
徳島大学 研究国際部産学連携・研究推進課　研究推進第一係 088-656-9863 徳島県徳島市
株式会社本家松浦酒造場 霧化分離研究所 088-689-1190 徳島県鳴門市
鳴門教育大学 社会連携課研究協力チーム 088-687-6078 徳島県鳴門市

＜香川県＞
株式会社ちよだ製作所 技術開発営業 087-879-7911 香川県高松市
香川大学 学術室　研究協力グループ 087-832-1315 香川県高松市
自然免疫応用技研株式会社 研究協力係 087-867-7712 香川県高松市

＜愛媛県＞
愛媛県環境創造センター 県民環境部環境局環境政策課（事務局） 089-912-2349 愛媛県松山市

愛媛大学
研究支援部研究支援課
社会連携推進機構

089-927-8961
089-927-8819

愛媛県松山市

＜高知県＞

高知工科大学 研究支援部 0887-57-2743 高知県香美市
高知工業高等専門学校 総務課企画係 088-864-5602 高知県南国市
高知大学 研究協力部研究協力課 088-844-8891 高知県高知市

＜福岡県＞

昭和鉄工株式会社
ソリューション部
総合開発部

092-933-6564
092-976-3587

福岡県糟屋郡

福岡県保健環境研究所 保健科学部生活化学課 092-921-9946 福岡県太宰府市

＜佐賀県＞
株式会社ＹＳＫ 管理課生産技術係 0955-46-5115 佐賀県西松浦郡
佐賀大学 学術研究協力部　研究協力課 0952-28-8401 佐賀県佐賀市

＜長崎県＞
三菱重工業株式会社　長崎研究所 研究サポート課 095-834-2050 長崎県長崎市

長崎総合科学大学 研究助成推進課
095-838-5116
(内)5200

長崎県長崎市

＜熊本県＞
熊本大学 マーケティング推進部地域連携ユニット 096-342-3144 熊本県熊本市

＜大分県＞
大分大学 研究・社会連携部　研究協力課 097-554-7473 大分県大分市

＜宮崎県＞

宮崎大学
研究国際部研究推進課研究推進係
研究国際部産学・地域連携課産学・地域連携係

0985-58-7113
0985-58-7951

宮崎県宮崎市

＜鹿児島県＞

9 / 12 ページ



鹿児島大学 産学官連携推進機構 099-285-7106 鹿児島県鹿児島市

＜沖縄県＞
株式会社アースノート 研究開発室 0980-52-3620 沖縄県名護市
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 総務グループコミュニケーション・広報課 098-966-8711 沖縄県国頭郡

琉球大学
学術国際部研究協力課
医学部付属病院経営管理課

098-895-8016
098-895-1060

沖縄県中頭郡

＜札幌市＞
（財）北海道科学技術総合振興センター クラスター研究部 011-708-6392 北海道札幌市
地方独立行政法人北海道立総合研究機構　産業技術研究本部 ものづくり支援センター　連携推進グループ 011-747-2357 北海道札幌市
ほくでんエコエナジー株式会社 企画部　太陽光発電プロジェクトチーム 011-221-7776 北海道札幌市
株式会社ドーコン 技術情報部 011-801-1590 北海道札幌市

札幌医科大学 産学・地域連携センター
011-611-2111
（内）2108

北海道札幌市

寿産業株式会社 環境開発室 0134-62-0123 北海道札幌市
北海道大学 学術部研究協力課競争的資金担当 011-706-2162 北海道札幌市

＜仙台市＞
（財）みやぎ産業振興機構 産業育成支援部　産学連携推進部 022-225-6636 宮城県仙台市
クリノ株式会社 管理部 022-273-6050 宮城県仙台市
トライポッドワークス株式会社 事業企画部 022-227-5680 宮城県仙台市
株式会社メムス・コア ビジネス推進本部 022-777-8717 宮城県仙台市
匠ソリューションズ株式会社 事業推進部 022-342-1888 宮城県仙台市
仙台高等専門学校 企画室企画運営係 022-391-5506 宮城県仙台市
東北大学 研究協力部研究協力課 022-217-4840 宮城県仙台市
独立行政法人国立病院機構西多賀病院 事務部企画課 022-245-2113 宮城県仙台市

＜さいたま市＞
株式会社オプトハブ 営業技術部 048-844-8899 埼玉県さいたま市

＜千葉市＞
（財）千葉県産業振興センター 新事業支援部産学連携推進室 043-299-2653 千葉県千葉市
千葉大学 学術国際部研究推進課 043-290-2156 千葉県千葉市

＜横浜市＞
（財）木原記念横浜生命科学振興財団 045-502-4810 神奈川県横浜市
エヌシーダイヤモンド株式会社 技術部 045-924-4577 神奈川県横浜市
横浜国立大学 研究推進部研究推進課研究推進企画係 045-339-3192 神奈川県横浜市
横浜市立大学 研究推進センター 045-787-2063 神奈川県横浜市
株式会社モールドテック 営業部 045-785-0461 神奈川県横浜市
古河電気工業株式会社 研究開発本部環境・エネルギー研究所　環境技術開発部 0436-42-1733 神奈川県横浜市
神奈川大学 日本常民文化研究所 045-481-5661 神奈川県横浜市
千代田化工建設株式会社 技術開発事業業務室 045-506-7007 神奈川県横浜市
独立行政法人水産総合研究センター 本部　研究推進部　研究支援課 045-227-2600 神奈川県横浜市
富士ソフト株式会社 事業開発部　技術企画室 045-650-8840 神奈川県横浜市
理想計測株式会社 技術部 045-402-6111 神奈川県横浜市

＜川崎市＞
（財）実験動物中央研究所 事業推進部 044-754-4460 神奈川県川崎市
（財）神奈川科学技術アカデミー 企画調整部企画調整課総務企画グループ 044-819-2030 神奈川県川崎市
株式会社メディアグローバルリンクス 総合管理部 044-813-8965 神奈川県川崎市
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株式会社東芝セミコンダクター社 姫路工場　環境・施設管理部　環境保全担当 079-271-6032 神奈川県川崎市
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 総務部総務課 044-520-8600 神奈川県川崎市

＜相模原市＞

独立行政法人国立病院機構（相模原病院臨床研究センター）
事務部企画課
臨床研究センター事務室
臨床研究センター　リウマチ性疾患研究部

042-742-8311
042-742-9721
042-742-8311

神奈川県相模原市

北里大学 研究支援センター 042-778-9750 神奈川県相模原市

＜新潟市＞
ＮＥＣソフト株式会社 新潟支社　第６ＳＩ 025-242-2126 新潟県新潟市
新潟薬科大学 産官学連携推進センター 0250-25-5402 新潟県新潟市

＜静岡市＞
山梨罐詰株式会社　研究開発部 研究開発部 054-369-1101 静岡県静岡市
静岡県立大学 教育研究推進部産学連携室 054-264-5124 静岡県静岡市
静岡大学 研究協力・情報チーム 054-238-4316 静岡県静岡市

＜浜松市＞
（財）浜松地域テクノポリス推進機構 事業推進部 053-489-8111 静岡県浜松市

株式会社システック
管理室　総務人事部
ソリューション事業部開発部

053-428-4300
053-484-1351

静岡県浜松市

株式会社ユニオンパーツ工業 ＭＧ開発課 053-580-0111 静岡県浜松市

国本工業株式会社
技術部
知的財産室

053-434-1237 静岡県浜松市

小松螺子製作株式会社 取締役技術部長 053-420-1661 静岡県浜松市
浜松メトリックス株式会社 経理総務部 053-428-8400 静岡県浜松市
浜松医科大学 研究協力課 053-435-2194 静岡県浜松市

＜名古屋市＞
（財）中部科学技術センター 研究開発推進部 052-231-3549 愛知県名古屋市
株式会社ＮＣＡＰ 代表取締役 052-735-7576 愛知県名古屋市
株式会社ＰＰＬジャパン 本社 052-269-8275 愛知県名古屋市
株式会社トーメーコーポーレーション 開発部　開発管理課 052-581-5592 愛知県名古屋市
株式会社ナカヤマ 製造部技術課 052-521-1171 愛知県名古屋市
株式会社南部製作所 アロック事業部 052-692-3845 愛知県名古屋市
株式会社日比野鍍金工業所 技術開発部 052-321-3380 愛知県名古屋市
大同特殊鋼株式会社 技術部技術企画室 052-963-7511 愛知県名古屋市
東海リソース株式会社 バイオマス総研 052-961-3531 愛知県名古屋市
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 事務部企画課業務班 052-951-1111 愛知県名古屋市
名古屋工業大学 研究支援チーム 052-735-5017 愛知県名古屋市
名古屋市立大学 事務局　学術課 052-853-8041 愛知県名古屋市
名古屋大学 研究協力部 研究支援課 研究協力総務掛 052-789-2039 愛知県名古屋市

＜京都市＞
（財）京都高度技術研究所 総務部 075-315-3625 京都府京都市

オムロン株式会社
ソーシアルシステムズ　ソリューション＆サービス
ビジネスカンパニー　経営企画部

03-3436-7022 京都府京都市

株式会社ハイペップ研究所 代表取締役 075-813-2101 京都府京都市
株式会社京都コンステラ・テクノロジーズ 代表取締役 075-241-9672 京都府京都市
株式会社島津製作所 技術推進部 075-823-1486 京都府京都市
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京都産業大学 学長室 075-705-2952 京都府京都市
京都大学 研究推進部研究推進課 075-753-2097 京都府京都市
京都府立医科大学 研究支援室 075-251-5208 京都府京都市
同志社大学 研究開発推進課 0774-65-6223 京都府京都市
特定非営利活動法人量子化学研究協会 研究所第四部門 075-634-3211 京都府京都市
立命館大学 人文社会リサーチオフィス 075-465-8224 京都府京都市

＜大阪市＞
（財）大阪科学技術センター 技術・情報振興部 06-6443-5322 大阪府大阪市
恵和株式会社 経営企画室 06-6327-1499 大阪府大阪市
大阪市立大学 研究支援課 06-6605-3465 大阪府大阪市
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター（臨床研究センター） 企画課業務班 06-6942-1331 大阪府大阪市

＜堺市＞
特定非営利活動法人さかいｈｉｌｌ－ｆｒｏｎｔ　ｆｏｒｕｍ 堺市立東文化会館 072-234-5691 大阪府堺市

＜神戸市＞

（財）先端医療振興財団
クラスター推進センター　再生医療支援課
先端医療センター　再生医療研究開発課

078-306-3650
078-306-0708

兵庫県神戸市

神戸大学 研究推進部研究推進課研究助成係 078-803-5395 兵庫県神戸市
兵庫県立大学 兵庫県立大学産学連携センター 078-367-8642 兵庫県神戸市

＜岡山市＞
ナカシマメディカル株式会社 開発部 086-286-9200 岡山県岡山市
岡山大学 研究交流部研究交流企画課 086-251-7116 岡山県岡山市
岡山理科大学 学外連携推進室 086-256-9731 岡山県岡山市

株式会社光フィジクス研究所
代表取締役
総務

086-214-5333 岡山県岡山市

＜広島市＞
（財）ちゅうごく産業創造センター 産業部　産業創出グループ 082-241-9980 広島県広島市
株式会社ジーテック 総務・企画部 082-504-0555 広島県広島市
公益財団法人ひろしま産業振興機構 中小企業・ベンチャー総合支援センター 研究開発推進担当 082-240-7712 広島県広島市

＜北九州市＞

北九州市立大学
事務局管理課企画担当
事務局教務課学群担当

093-695-3311
093-964-4209

福岡県北九州市

＜福岡市＞
九州大学 学術研究推進部学術研究推進課総務係 092-642-2131 福岡県福岡市
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