
 2020 年度 定時社員総会開催案内 送付先(代議員)  
(選挙区ごと五⼗⾳順/敬称略)  

総計 126 名 

選挙区 氏名 所属 選挙区 氏名 所属

北海道東北 三森 智之 アルプスアルパイン株式会社 甲信越北陸 嘉指 伸一 嘉指技術品質研究所
佐々⽊ 市郎 アルプスアルパイン株式会社 中澤 和彦 アルプスアルパイン株式会社
⽩⽊ 信 アルプスアルパイン株式会社 浜⽥ 真 北陸職業能⼒開発⼤学校
山野 竹秀 アルプスアルパイン株式会社 水谷 淳之介 富山高等専門学校
滝⽥ 祐一 株式会社ケーヒン 山本 桂一郎 富山高等専門学校
坂川 義満 坂川品質相談所 早川 幸弘 富山高等専門学校
佐藤 幸太 光ガラス株式会社 畠山 鎮 YKK株式会社
清水 友治 岩手⼤学 武澤 泰則 ㈱松浦機械製作所
手島 昌一 アングルトライ株式会社 ⻘⽊ 規泰 ㈱松浦機械製作所
植 英規 福島工業高等専門学校 増⽥ 雪也 (有)増⽥技術事務所

高⽥ 圭 セイコーエプソン(株)
関東 久⽶原 宏之 (一財)地域産学官連携ものづくり研究機構 中⻄ 徹 ⽇本電産サンキョー(株)

斎藤 淳一 (株)ミツバ 熊坂 治 株式会社産業革新研究所
石井 克明 群馬県繊維工業試験場 ⽊下 秀明 テルモ(株)
櫻井 ⽂仁 群馬工業高等専門学校 宮川 和博 山梨県産業技術センター
石井 尚正 群馬県⽴ 高崎産業技術専門校 佐々⽊ 賢 (株)ノトアロイ
鏑⽊ 哲志 群馬県⽴ 東⽑産業技術センター 中⻄ 貴志 EIZO(株) 
深澤 宏 (株)ウテナ 伊勢 ⼤成 国際高等専門学校
鷺谷 武明 太陽誘電(株)
河⽥ 直樹 埼玉工業⼤学 東海 越水 重臣 産業技術⼤学院⼤学
⼤野 純一 新電元工業(株) 針幸 達也 静岡県工業技術研究所
舩⼾ 吉幸 (株)アルビオン 森 輝雄 森技術⼠事務所
福島 祥夫 埼玉工業⼤学 藤本 亮輔 東芝機械(株)
明石 一弥 (株)フジクラ 北 英紀 名古屋⼤学
⼆ノ宮 進一 ⽇本工業⼤学 岡本 利雄 中部品質管理協会
⽥村 寿人 キヤノンファインテックニスカ(株) 川口 保彦 ブラザー工業(株)
山口 信次 山口 直樹 アイシン精機(株)
榊 卓也 ⽇本光電工業(株) ⼤⾒ 健⼆ (株)ダイセル
⽮野 耕也 ⽇本⼤学 ⽣駒 亮久 元KYB(株)
池嶋 昭一 理想科学工業(株) 吉野 節⼰ 三宝化学工業(株)
⾦本 良重 ⽥中 靖久 住友電装(株)

中条 孝則 富⼠電機(株)
東京 ⽥口 伸 American Supplier Inst. Inc. 中村 創一 三重県工業研究所

⼟屋 元彦 玉⽊ 淳 三菱ケミカル(株)
杉山 一宏
⽇座 和典 (株)⽇⽴製作所 ⽇⽴総合技術研修所 関⻄ 鐡⾒ 太郎 三菱電機(株)
松坂 昌司 太⽥ 勝之 (株)シマノ
中島 尚登 東京慈恵会医科⼤学 越山 卓 (有)キューイーエム
小平 努 側 友宏 パナソニック(株)
中島 建夫 原 和彦
小川 豊 東芝エレベータ(株) 原 宜宏 摂南⼤学
⻑谷部 光雄 のっぽ技術開発研究所 渡辺 誠
江末 良太 (株)IHI 高濱 正幸 三菱⽇⽴パワーシステムズ(株)
茂⽊ 悠佑 (株)IHI 芝野 広志
⾒原 ⽂雄 JMAC 中尾 誠仁 (株)ネオス
小澤 修 ⽇本規格協会 奥村 進 公⽴⼤学法人滋賀県⽴⼤学
奥山 奥⼠ コニカミノルタ(株) 井上 徹夫 (株)シマノ

山口 新吾 パナソニック(株)
神奈川 宇⽥川 浩⼆ 富⼠ゼロックス㈱

飯島 清高 富⼠ゼロックス㈱ 中国四国 小野 正幸 DOWA IP クリエーション㈱
安藤 ⼒ 富⼠ゼロックス㈱ 山口 ⼤造 津山工業高等専門学校
茂⽊ 徹 ⽇産⾃動⾞株式会社 深堀 貢 マツダ(株)
⻄野 眞司 ⽇産⾃動⾞株式会社 桑原 修 広島市工業技術センター
佐々⽊ 康夫 ㈱リコー 武重 伸秀 マツダ(株)
松下 誠 ㈱リコー 岩永 禎之 四国職業能⼒開発⼤学校
⻘⽊ 昭夫 帝京⼤学 ⻄野 精一 阿南工業高等専門学校
高橋 和仁 神奈川産業技術総合研究所 寳山 靖浩 リョービ(株)
本⽥ 忠⾏ ソニーセミコンダクタソリューション(株) ⼤塚 宏明 マツダ(株)
丸山 修司 花王(株) 上原 一剛 鳥取⼤学
細井 光夫 (株)小松製作所
熊谷 保昭 元(株)三菱ふそう 九州 楢原 弘之 九州工業⼤学
曽我 光英 ⽇本精工(株) 平井 智紀 佐賀県工業試験センター
坂本 慎太郎 CIG Photonics Japan (株) 五島 伸洋 ＴＯＴＯ(株)
阿部 誠 (株)いすゞ中央研究所 成⽥ 秀夫 (株)安川電機
稲垣 雄史 統計数理研究所 石⽥ 雄⼆ ⻄⽇本工業⼤学
佐藤 和彦 キヤノン(株) 石⽥ 秀一 国⽴研究開発法人 産業技術総合研究所
春名 一志 三菱電機(株)


