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団体名 部署 担当者 T 住 所

旭硝子株式会社 中央研究所化学領域技術グループ 寺田一郎 221-8755 横浜市神奈川区羽沢町1150番地

2 イーエナジー株式会社 マシナリ一部 細木顕司 107-0052 東尽都港区赤阪ト7-19

3 一般財団法人エンジニアリング協会 技術部水素プロジェクト担当 宮下修 105-0003 東尽都港区西新橋1-4-6

4 一般財団法人金属系材料研究開発センター鉄鋼材料研究部 吉田周平 105-0003 東尽都港区西新橋ト5-11 6F 

5 一般財団法人石油エネルギー技術センター自動車・新燃料部 菊池和慶 105-0001 東尽都港区虎ノ門4ー3-9

6 一般財団法人日本自動車研究所 FC・EV研究部 三枝省五 105-0012 東尽都港区芝大門トト30 12F 

7 岩谷瓦斯株式会社 技術部 岩下博信 524-0041 滋賀県守山市勝部4-5-1

8 岩谷産業株式会社 水素エネルギー部 宮崎淳 105-8458 東尽都港区西新橋3-21-8

9 白井国際産業株式会社 商品企画部 山梨広 411-8610 静岡県駿東郡清水町長沢131-2

10 大阪ガス株式会社 エンジニアリング部環境ソリユーションチーム 増田正孝 541-0046 大阪市中央区平野町4-1-2

11 大村技研株式会社 設計開発部 石渡雅昭 141ー0032 東尽都品川区大崎4-13-8

12 株式会社MTI 技術戦略グループ 茅 本 憲 100-0005 東尽都千代田区丸の内2-3-2

13 株式会社価値総合研究所 パブリックコンサルティング第2事業部エネルギー環境戦略室 加納達也 100-0004 東尽都千代田区大手町二丁目2番1号

14 株式会社グレートスピリッツ 横山稔 150-0022 東尽都渋谷区恵比寿南1-16-7-502

15 株式会社KRI 新エネルギーデバイス研究部 佐々木達佳 554-0051 大阪市此花区酉島5-11-151

16 株式会社神戸製鋼所 機械研究所 三浦真一 651-2271 兵庫県神戸市西区画塚台1-5-5

17 株式会社 GSユアサ 産業電池電源事業部特機本部技術開発部 岩波良治 601-8520 尽都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1

18 株式会社四国総合研究所 エネルギー研究部 矢本賢 761-0192 香川県晶松市屋島西町2109-8

19 株式会社神鋼環境ソリューション 商品市場技術開発センター 三宅明子 651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目一1-4

20 株式会社鈴木商館 豊田事業所 鈴木譲 470-0334 愛知県豊田市花本町井目ij129-2

21 株式会社テクノ1¥ 調査研究一部 丸田昭輝 100-0011 東尽都千代田区内幸町1-1-1

22 株式会社テクメイション 営業技術 染谷正義 104-0041 東尽都中央区新富1-6-7

23 株式会社日本製鋼所 研究開発本部 児森俊樹 141-0032 東京都品川区大崎ト11-1

24 株式会社バンテック 開発室 鈴木友也 329-2733 栃木県那須塩原市二区町321

25 株式会社日立製作所 企画室 泉谷昌子 185-8601 東尽都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

26 株式会社フジキン CSマーケティング本部 中村浩一 101-0021 東尽都千代田区外神田1-18-13

27 株式会社本田技術研究所 四輪R&Dセンター第5技術開発室第4ブロック 吉田哲也 321-3393 栃木県芳賀郡芳賀町下品根沢4630

28 株式会社三井物産戦略研究所 グリーン・イノベーション事業戦略室 倉林靖夫 100-0004 東京都千代田区大手町ト2-1

29 株式会社宮入バルブ製作所 技術開発部 神谷正雄 104-0061 東京都中央区銀座西1-2

30 株式会社渡商会 営業部 佐藤昭彦 221-0021 横浜市神奈川区子安通2-234

31 川崎重工業株式会社 技術開発本部技術企画推進センタープロジェクト部 神谷祥二 673-8666 兵庫県明石市川崎町1-1

32 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター(HyTReC) 森博恵 819-1133 福岡県糸島市富915-1

33 国際有機ハイドライド株式会社 大賀和美 102-0072 東尽都千代田区飯田橋2-11-10 7F 

34 財団法人エネルギー総合工学研究所 総務部 池田郁子 105-0003 東京都港区西新橋ト14-2

35 サムテック株式会社 社長室 阪口百合子 582-0027 大阪府相原市円明町1000-18

36 三協興産株式会社 環境事業部 山口利勝 210-0867 川崎市川崎区扇町12-3

37 JX日鉱日石エネルギー株式会社 研究開発本部研究開発企画部水素事業化グループ 円IJ田征児 100-8162 東尽都千代田区大手町二丁目6番3号

38 昭和シェJレ石油株式会社 研究開発部企画管理課 池田修一 135-8074 東尽都港区台場2-3-2

39 新コスモス電機株式会社 経営企画室 山下栄二 532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

40 水素供給・利用技術研究組合 企画部 石川洋一 107-0052 東尽都港区赤阪2-10-5

41 住友化学株式会社 技術・経営企画室 粛藤伸 104-8260 東尽都中央区新川2-27-1

42 大陽日酸株式会社 開発・エンジニアリング本部ガスエンジニアリング統括部 今村等 142-8558 東尽都品川区小山ト3-26

43 高砂熱学工業株式会社 総合研究所研究開発1部 増田正夫 243-0213 神奈川県厚木市飯山3150

44 田中貴金属工業株式会社 技術開発センター技術開発部門 FC触媒開発部 小椋文昭 254-0076 神奈川県平塚市新町2-73

45 千代田化工建設株式会社 水素エネルギー・グループ水素エネルギー・グループ 今川健一 221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-13

46 電源開発株式会社 技術開発部茅ヶ崎研究所火力技術研究室 芳 賀 剛 253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎ト9-88

47 東尽ガス株式会社 基盤技術部技術研究所水素システムチーム 矢加部久孝 230-0045 横浜市鶴見区末広町1-7-7

48 東尽ガスケミカル株式会社 環境技術部 鯨井寛司 105-0011 東尽都港区芝公園2-4-1

49 東邦ガス株式会社 技術開発本部技術研究所環境・新エネルギーグループ 梅田良人 476-8501 愛知県東海市新宝町507-2

50 トーヨーカネツ株式会社 機械プラント事業部 密本巨彦 136-8666 東尽都江東区東砂8-19-20

51 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)燃料電池・水素技術開発部 粛藤春香 212-8554 川崎市幸区大宮町131020F 

52 トヨタ自動車株式会社 FC妓術部 小島康一 471-8571 愛知県豊田市トヨタ町1番地

53 豊田通商株式会社 新規事業開発部 片柳光昭 450-8575 名古屋市中村区名駅4-9-8

54 日産自動車株式会社 総合研究所 EVシステム研究所 岩瀬孝邦 237-8523 神奈川県横須賀市夏島町1番地

55 日本工ア・リキード株式会社ジャパン・エア・ガシス社水素エネルギー部 平瀬育生 661-8558 兵庫県尼崎市南塚口町4-3-23

56 日本ベル株式会社 営業部 小林勇 130-0021 東尽都墨田区緑2丁目7番3号 4階

57 富士電機株式会社 エネルギー事業本部燃料電池プロジェクト部 τE土コiR副司司 r，tロt 210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号

58 三菱化工機株式会社 プラントプロジェクト部 小法IJ j彰 210-8560 川崎市川崎区大川町2-1

59 三菱ガス化学株式会社 無機化学品事業部 村上信一 100-8324 東尽都千代田区丸の内2-5-2

60 三菱重工業株式会社 原動機事業本部新エネルギー事業推進部 小林由則 220-8401 横浜市西区みなとみらい3-3-1

61 理研計器株式会社 研究部 大谷晴一 174-8744 東尽都板橋区小豆沢2-7-6
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