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※本一覧表では、企業、大学、各法人等をはじめとした団体様のみ記載しております。
※贈呈の対象者様へは後日感謝状をご案内させていただきます

高等専門学校は多くの皆様に支えられ
制度創設60周年を迎えることができました。

これを記念するにあたり、
高等専門学校の振興に貢献いただいた方々へ

高専界からの感謝の気持ちをこめ、
功労者感謝状を贈呈させていただきます。

高等専門学校は今後も想像力に富み、
人間性豊かな実践的技術者を育成し様々な課題へ

挑戦し続けることで大きく飛躍して参ります。

今後とも変わらぬご支援のほど
よろしくお願いいたします。

この度の贈呈は全国の高等専門学校、国立高等専門学校機構、
全国公立高等専門学校協会、日本私立高等専門学校協会、
全国高等専門学校連合会からの推薦に基づいて行います。

一般社団法人全国高等専門学校連合会



企業（1327）
アークジョイン(株) イイノガストランスポート(株) (株)エー・アンド・ビー
アール・ビー・コントロールズ(株) eBASE(株) (株)A・R・P
(株)アイ・エス・ビー 池上通信機(株) ANAベースメンテナンステクニクス(株)
(株)アイ・エム・シー (株)池田泉州銀行 ANAホールディングス(株)
(株)IHI (株)石井工業 ANAラインメンテナンステク二クス(株)
(株)IHIプラント 石井商事(株) (株)AGL
(株)アイエスイー (有)石井設備サービス AGC(株)
ICLJAPAN(株) (株)石垣 (株)エコクリーン
(株)アイシン・デジタルエンジニアリング 石川樹脂工業(株) SRIエンジニアリング(株)
アイシン高丘(株) (株)イシダ (株)エスイーシー
(株)アイズ (株)韋城製作所 SECカーボン(株)
アイセル(株) (株)泉井鐵工所 SKG(株)
アイダエンジニアリング(株) (株)出雲村田製作所 (株)STNet
(株)愛知銀行 (株)伊勢新聞社 ＮＥＣフィールディング(株)
愛知産業(株) イソベテック(株) (株)NHKテクノロジーズ
(株)アイテイスト (株)一関ケーブルネットワーク （株）ＮＨＫエンタープライズ
(株)Ｉ・ＴＥＣソリューションズ 一関ヒロセ電機(株) ＮＳＫステアリングシステムズ(株)
アイフォーコム(株) (株)一関ＬＩＸＩＬ製作所 NSユナイテッド内航マリン(株)
I-PEX島根(株) (株)一宮工務店 エヌシーイー(株)
アイリスオーヤマ(株) 出光興産(株) (株)NDK
(株)アイワ技研 (株)伊藤園中央研究所 エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株)
アイング(株) 伊藤機工(株) (株)エヌ・ティ・ティ・エムイー
アオイ電子(株) 稲葉工業(株) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)
青い森信用金庫 (株)今橋製作所 NTTコムエンジニアリング(株)
(株)青森銀行 イムラ・ジャパン(株) (株)NTTデータＳＢＣ
(株)赤城オーガニック 井本商運(株) (株)エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
(株)秋田銀行 弥栄電設工業(株) エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア(株)
秋田石油備蓄(株) (株)伊予銀行新居浜支店 (株)エヌ・ティ・ティ・データ北陸
(株)秋山機器 いわき信用組合 (株)NTTドコモ
アクア化学(株) (株)伊和新聞社 (株)NTT東日本-北海道
アクリーグ(株) (株)イワタクリエイト (株)NTT東日本-南関東
アサヌマコーポレーション(株) (株)岩手科学社 (株)NTTファシリティーズ
(株)浅野 (株)岩手銀行 (株)NTTフィールドテクノ
朝日インテック(株) (株)岩手日日新聞社 ENEOS(株)
旭運輸(株) (株)岩手日報社一関支社 eneco(株)
朝日音響(株) インテグラン(株) (株)荏原製作所
旭化成(株) インフォメーションシステムズ(株) えびす本郷(株)
旭川ケーブルテレビ(株) (株)ウエノ (株)愛媛銀行
旭川信用金庫 上野トランステック(株) (株)エフ・イー
(株)朝日新聞社 上村航機(株) (株)エフエーシステム
朝日スチール工業(株) ウェルネット(株) (株)エフエム群馬
旭タンカー(株) (株)ウサギィ エプソンアヴァシス(株)
アシザワ・ファインテック(株) 内田産業(株) (株)エム・システム技研
味の素(株) (株)ウッドフレンズ MHIさがみハイテック(株)
飛島建設(株) (株)宇徳 MHIソリューションテクノロジーズ(株)
アスカコーポレーション(株) 宇部興機(株) (株)エム･システム技研
アスカ工業(株) (株)宇部建設コンサルタント (株)エリオニクス
アスザック(株)） 宇部興産海運(株) LGElectronicsJapanLab(株)
アスザックフーズ(株) (株)宇部日報社 (株)エレコム
アステック(株) 宇部マテリアルズ(株) (株)エンデバー
(株)ＡＤＥＫＡ エア・ウォーター防災(株) 王子製紙(株)
ＡＤＥＫＡケミカルサプライ(株) エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン(株) 応用地質(株)関西事務所
(株)アトックス エアバスジャパン(株) 応用地質(株)中部支社
(株)アトックス (株)エイ・シー・エム (株)OEC
技術開発センター (株)エイアールテック 大分瓦斯(株)
(株)アドバンスコープ (株)エイアンドティー (株)オーエム機械宍道工場
(株)アドバンテスト (株)エイアンドティー江刺工場 (株)大垣共立銀行
(株)アニモ (株)栄光工業 大垣西濃信用金庫
(株)阿部鐵工所 永光産業(株) 大阪ガス(株)
(株)安部日鋼工業 ＥＩＺＯ(株) 大阪ガスケミカル(株)
(株)網屋 (株)英田エンジニアリング 大阪サニタリー(株)
荒川電工(株) H.SCRAFT(株) 大阪シーリング印刷(株)
(有)アリモテック (株)エイディーディー 大崎クールジェン(株)
(株)アルスシステム (株)エイト日本技術開発 (株)大島造船所
アルティメイトテクノロジィズ(株) (株)エー・アンド・ビー (株)オーシャンテック
(株)アルパイン設計事務所 (株)A・R・P オーシャントランス(株)
アルファ・エレクトロニクス(株)秋田工場 ANAベースメンテナンステクニクス(株) (株)大塚製薬工場
(株)アルファシステムズ ANAホールディングス(株) (株)大平電機
アルプスアルパイン(株) ANAラインメンテナンステク二クス(株) 大牟田柳川信用金庫
(株)アルマード (株)AGL (株)大森一級建築士事務所
(株)アロマジョイン AGC(株) 大山タクシー(有)
(株)アンド (株)エコクリーン (株)大山どり
(株)イージーメジャー SRIエンジニアリング(株) (株)オールフォーエスピー
(株)イージステクノロジーズ (株)エスイーシー (株)大和田測量設計
イイノガストランスポート(株) SECカーボン(株) 岡三リビック(株)
eBASE(株) SKG(株) (株)岡部マイカ工業所
池上通信機(株) (株)STNet 岡宮彫刻加工(株)

(株)ＯＫＡＭＵＲＡ



企業（1327）
岡谷鋼機(株) 肌美和(株)  合同会社武藤電算機技術
沖縄振興開発金融公庫 木村情報技術(株) (株)鴻池組
(株)オクノコト－ キヤノン(株) (株)神戸新聞社
奥村組土木興業(株) キヤノンアネルバ(株) 神戸信用金庫
小倉クラッチ(株) キヤノンシステムアンドサポート(株) (株)神戸製鋼所
(株)オサダ キヤノンマーケティングジャパン(株) 神戸バイオロボティクス(株)
(株)長村組 キヤノンメディカルシステムズ(株) 光洋機械産業(株)
(株)オジックテクノロジーズ (株)九州エルピー (株)コージツ
(株)オズ・ワーク (株)九州タブチ ゴールドウェル(株)
小名浜製錬(株)小名浜精錬所 九州電力(株) ゴールドスワンキャピタル(株)
Of□ce天羽 牛乳石鹸共進社(株) コカ・コーラボトラーズジャパン(株)
(株)オフィスエフエイ・コム 共栄社化学(株) (株)国際情報ネット
おべ工業(株) 共栄電子(株) (株)国土開発センター
御前崎海運(株) (株)紀陽銀行 国民生活金融公庫
オムロン(株) 京セラ(株) 国民生活金融公庫酒田支店
オムロンソーシアルソリューションズ(株) 京セラコミュニケーションシステム(株) コザ信用金庫
オムロンフィールドエンジニアリング(株) (株)京都新聞社 小島プレス工業(株)
(株)オリエンタルコンサルタンツ 京都北都信用金庫 コスモ・ビューティー(株)
オリエンタル白石(株) 極東興和(株) コスモシステム(株)
オリエンタルモーター(株) (株)きらやか銀行 (株)コスモ計器
オリオン機械(株) (株)きらやかコンサルティング＆パートナーズ 呉東ロータリークラブ
オリヱント化学工業(株) キリンホールディングス(株) コニカミノルタジャパン(株)
オルガノ(株) 近畿工業(株) 小西化学工業(株)
カーフ(株) 近畿日本鉄道(株) 神島化学工業(株)
(株)海洋堂高知 クアーズテック(株) (株)コノテ
花王(株) クオリティソフト(株) (株)小林製作所
(株)香川銀行 日下部建設(株) 御坊商工会議所
香川県生コンクリート工業組合 (株)釧路新聞社 (株)駒井ハルテック和歌山工業
(株)鹿児島銀行 (株)クボタ (株)小松製作所
河西工業(株) クボタ工業(株) (株)小松製作所粟津工場
(株)笠原建設 (株)熊本日日新聞社 小松電機産業(株)
鹿島クレス(株) クミアイ化学工業(株) (株)コミット
鹿島建設(株) (株)雲田商会 (株)小森製作所
勝井建設(株) クモノスコーポレーション(株) 五洋建設(株)
葛城工業(株) クラシエ製薬(株) (株)コロプラ
カナツ技建工業(株) 蔵前産業(株) (株)近計システム
(株)カネカ KRYSTAL(株) 金剛(株)
金下建設(株) (株)栗本鐵工所 (株)ゴンドラ
兼松エンジニアリング(株) (株)グレニール コンパスグループ・ジャパン(株)
加美電機(株) (株)クレハ (株)西京銀行
亀山建設(株) (株)クレハ環境 サイクラーズ(株)
(株)亀山電機 (株)黒木工業所 (株)西条環境分析センター
(株)河合電器製作所 (株)群成舎 (株)Xiborg
川崎汽船(株) (株)群馬銀行 佐伯工業(株)
川崎重工業(株) 群馬精工(株) 阪部工業(株)
川嶋印刷(株) 群馬テレビ(株) 阪村産業(株)
(株)川瀬会計事務所 ケイコン(株) (株)坂本技研
川田建設(株)名古屋支店 (株)ケイズ (有)坂本石灰工業所
川田工業(株)四国工場 (株)ケイズラブ 櫻井精技(株)
(株)環境管理センター ケイミュー(株) さくらインターネット(株)
(株)環境研究センター ケーアイ・インテック(株) (株)サザコーヒーホールディングス
環境都市設計(株) KMバイオロジクス(株) 佐田建設(株)
関西電力(株) (株)KGS サッポロビール(株)仙台工場
(株)関西みらい銀行 K'sSignature(株) 佐藤工業(株)
(有)カンダ技工 ＫＤＤＩエンジニアリング(株) (株)佐藤工務所
(株)かんでんエンジニアリング KDDI(株) 佐藤特殊製油(株)
(株)関電工 (株)ケミカル工事 佐藤薬品工業(株)
関東電化工業(株) (株)建設技術研究所 (株)佐原
関東防災工業(株) (株)研空社 サマンサジャパン(株)
キーサイト・テクノロジー(株) (株)建築資料研究社 (株)サムソン
規格工業(株) (株)コアーパック サムテック(株)
(株)キグチテクニクス (株)CORE技術研究所 (株)山陰合同銀行
(株)菊水フォージング (株)コイワイ (株)サンエー
岐建(株) 工機ホールディングス(株) サンエー電機(株)
(株)技研施工 (株)構研エンジニアリング (株)サンエツ
(株)技研製作所 高周波熱錬(株) (株)三協
紀州技研工業(株) 興人フィルム&ケミカルズ(株) (株)三光エンジニアリング
(株)紀州新聞社 (株)興星建設 三光化成(株)
KISCO(株) (株)高速道路総合技術研究所 三光機械(株)
北伊勢上野信用金庫 (株)高知銀行 三光機械工業(株)
北九州高速鉄道(株) (株)高知新聞社 三晃精機(株)
(株)北日本銀行 (株)高知電子計算ｾﾝﾀｰ 三条市炭素繊維強化プラスチック研究会
(株)臼杵造船所 交通システム電機(株) サンデン(株)
きのえ温泉ホテル清風館 (株)光電製作所 (株)サン土木コンサルタント
(株)岐阜新聞社 合同会社IKEDA無線 サントリービール(株)
岐阜信用金庫 合同会社微細加工研究所 サントリープロダクツ(株)
(株)岐阜放送 合同会社freestyle サントリーホールディングス(株)

サンノプコ(株)



企業（1327）
三宝化成工業(株) (株)荘内日報社 (株)セイネン
三明機工(株) (株)上毛新聞社 西武信用金庫
(株)三葉 (株)常陽銀行 セイリツ工業(株)
三洋化成工業(株) 松陽建設(株) (株)積進
三洋貿易(株) 昭和産業(株) 関信用金庫
サンリツオートメイション(株) 昭和電工(株)先端技術開発研究所 Zホールディングス(株)
(株)サンワ 昭和電工マテリアルズ(株) SEMITEC(株)
SANWAENTERPISE,INC. 昭和飛行機工業(株) セメダイン(株)
三和電業(株) ショーワ(株) (株)セラテック
三和澱粉工業(株) 白石工業(株)土佐工場 セラテックジャパン(株)
シー・アール・ディ・開発(株) 信越化学工業(株) セルスペクト(株)
(株)ジー・イー・エス 新川センサテクノロジ(株) 千住スプリンクラー(株)岩手工場
ジー・オー・ピー(株) 新川電機(株) (株)仙台銀行
(株)シー・バス・プランニング 新協電子(株) 仙台商工会議所
(株)シーアンドシー (株)シンクロン鶴岡工場 (株)仙台ニコン
(株)ジーエスエレテック (株)神鋼環境ソリューション 全日本空輸(株)
(株)GF 新光産業(株) 全日本空輸株式会社整備センター
(株)シーエム・エンジニアリング 神港精機(株) (株)船舶研究所
GMB(株) 神鋼テクノ(株) zenmotor(株)
シーシーエヌ(株) 人材技術教育研究所 (株)総合資格
(株)シーズリアクト (株)信州TLO 創造技研(株)
(株)ジェイアール総研エンジニアリング (株)新城製作所 (有)創友
JSRトレーディング(株) 新常磐交通(株) (株)曽我部鐵工所
JX金属(株) 静清信用金庫 (株)zozoテクノロジーズ
JFEエンジニアリング(株) (株)シンターランド ソニーエンジニアリング(株)
JFEスチール(株)スチール研究所 (株)シンデン ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オ
ジェイテクトサーモシステム(株) 新東工業(株) ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)
JMACS(株) 新中村化学工業(株) ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
(株)ジェネシア 新日鉄住金(株)技術開発本部 (株)ソフテック
(株)シオノ鋳工 新日鐵住金(株)君津製鉄所 (株)ソフトウェアクレイドル
(株)ｊｉｇ.jp 日鉄ステンレス(株) (株)ソフトサービス
四国化工機(株) 新日本電工(株) ソフトバンク(株)
四国化成工業(株) シンフォニアテクノロジー(株) ソマール(株)
(株)四国機器サービス シンフォ二アエンジニアリング(株) (株)ソリトンシステムズ
(株)四国銀行 新三河タイムス社 (株)ソルコム
四国建設コンサルタント(株) 新明和工業(株) 第一化成(株)
四国工販(株) (株)親和銀行 第一稀元素化学工業(株)
(株)四国総合研究所 水ing(株) 第一工業製薬(株)
四国電力(株) (株)末松電子製作所 (株)第一コンサルタンツ
四国旅客鉄道(株) スガイ化学工業(株) 第一三共ケミカルファーマ(株)
(株)静岡銀行 住化農業資材(株) 第一三共プロファーマ(株)
(有)シスコム (株)スキノス (株)第一テック
システム・インスツルメンツ(株) (株)SCREENファインテックソリューションズ 大英エレクトロニクス(株)
(株)システムフォレスト 助川電気工業(株) ダイキンエアテクノ(株)
シスメックス(株) (株)すし弁慶 ダイキン工業(株)
シダックスコントラクトフードサービス(株) 鈴亀ホームニュース (有)大建met
(株)七十七銀行 鈴木管工業(株) 泰興物産(株)
シナジーシステム(株) 鈴木工業(株) 大晃ホールディングス(株)
シナノケンシ(株) (株)スターロイ (株)大上建築
しののめ信用金庫 (株)ステップ 泰成(株)
(株)柴田合成 Spiber(株) 大成企業(株)
阪和電子工業(株) (株)SUBARU (株)ダイセル
澁谷工業(株) ＳＵＢＡＲＵテクノ(株) (株)ダイゾー
島津エアロテック(株) 住重環境エンジニアリング (株)ダイゾーエアゾール事業部京都工場
島津プレシジョンテクノロジー(株) 住友化学(株)愛媛工場 ダイダン(株)
島根中酪(株) 住友化学(株)情報電子化学品研究所 大電(株)
清水建設(株) 住友共同電力(株) 大同特殊鋼(株)
清水建設(株)技術研究所 住友金属鉱山(株) ダイドー(株)
(株)清水製作所宮崎 住友重機械工業(株) ダイドードリンコ(株)西日本第一支店
(株)下野新聞社 住友重機械ファインテック(株) (株)ダイナックス
シャープ(株) 住友精密工業(株) 大日精化工業(株)
社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 住友電気工業(株)エネルギー・電子材料研究所 大日本コンサルタント(株)
社会福祉法人天寿会 住友不動産(株) 大日本コンサルタント(株)四国支店
(株)ジャノメ 住友ベークライト(株) (株)ダイネンヒューマンplus
(株)ジャパンコミュニケーション (株)洲本整備機製作所 (株)ダイヘン
ジャパンマリンユナイテッド(株) (株)スリーエーコンサルティング 大鵬薬品工業(株)
(株)ジャムコ スリーエステクノ(株) (株)ダイヤコンサルタント関西支社
(株)JALエンジニアリング (株)スリーエフ技研 タイユ(株)
(株)十六銀行 (株)スリーボンド 大洋電機(株)
首都高技術(株) スリーボンドファインケミカル㈱ 太陽誘電(株)
正栄汽船(株) (株)セイア (株)タイワ
正栄産業(株) セイカ(株) 大和工機(株)
商工組合中央金庫 西華デジタルイメージ(株) 大和歯車製作(株)
(株)商船三井 (株)盛光 大和リゾート(株)
商船三井フェリー(株) 星光ＰＭＣ(株) (株)タウンズ
(株)匠電舎 セイコーエプソン(株) 髙砂酒造(株)
(株)荘内銀行 (株)SAYコンピュータ (株)タカギ



企業（1327）
高崎信用金庫 テクノコート(株) 徳農種苗(株)
(株)髙砂鐵工所 テクノス(株) (株)トクピ製作所
(株)たかしま (株)テクノス北海道 (株)トクヤマ
高田機工(株) テクノプロ(株) (株)トクヤマエムテック
高松機械工業(株) (株)テクノメイト 独立行政法人海技教育機構
(株)高松メッキ (株)デザインネットワーク 戸田汽船(株)
(株)タカヤコミュニケーションズ (株)デジアイズ 栃木南部よみうりタイムス(株)
(株)タカラ (株)テス (株)トッププランニングJAPAN
宝醤油(株) デノラ・ペルメレック(株) 轟産業(株)
多機能フィルター(株) デュプロ精工(株) (株)戸畑ターレット工作所
タキノセ機工(株) 寺泊産業(株) 都北産業(株)
竹田設計工業(株) (株)寺原自動車学校 苫小牧信用金庫
(株)竹中工務店技術研究所 ㈱テラモト (株)苫小牧民報社
(株)タダノ テルモ(株) (株)友伸エンジニアリング
TAC設計 (株)テレビ熊本 (株)富山銀行
田中・木村法律事務所 (株)テレビ高知 (株)富山第一銀行
田中シビルテック(株) (株)テレビ宮崎 (株)豊岡製作所
田辺工業(株) 電源開発(株) (株)豊蔵組
(株)タニガキ建工 (株)デンソー (株)豊田自動織機
谷口商会(株) (株)デンソーウェーブ トヨタ自動車(株)
(株)タヒラ (株)デンソークリエイト トヨタ自動車九州(株)
多摩川エアロシステムズ(株) 東亜グラウト工業(株) トヨタ自動車東日本(株)
(株)玉川組 東海部品工業(株) 豊田信用金庫
多摩川精機(株) 東海旅客鉄道(株) (株)トライテック
多摩信用金庫 東急建設(株) トラスト企画(株)
タマダ(株) 東京インキ(株) (株)トラディショナルインテリジェンス
(株)タマディック 東京エレクトロンＦＥ(株) 直富商事(株)
丹後瓦斯(株) 東京エレクトロンテクノロジー 中井機械工業(株)
(株)地域科学研究所 ソリューションズ(株)東北事業所 (株)ＮＡＫＡＧＡＷＡ
CTCシステムマネジメント(株) 東京エレクトロン九州(株) 中幸建設(有)
(株)チスイ 東京ガス(株) (株)中島興産
秩父コンクリート工業(株) (株)東京建設コンサルタント (株)中嶋製作所
(株)千葉銀行 (株)ブリヂストン ナカシマプロペラ(株)
千博産業(株) 東京コンサルタンツ(株) (株)ナガセインテグレックス
(株)チャレナジー 東京水道(株) 永田重機土木(株)
代表取締役CEO 東京電力ホールディングス(株) ナガトモ製図
中央精機(株) 東京都下水道サービス(株) (株)ナカニシ
中央電子(株) (株)東芝 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株)
中央電設(株) 東芝ITサービス(株) 長野オートメーション(株)
中外製薬工業(株) 東芝インフラシステムズ(株) (株)長野銀行
中国精螺(株) 東芝エネルギーシステムズ(株) (株)中林建築設計事務所
中国電力(株) 東芝エレベータ(株) 中村機械商事(株)
中国電力ネットワーク(株) 東芝情報システム(株) 中村留精密工業(株)
中小企業金融公庫 東芝テック(株) 仲山鉄工(株)
中小企業金融公庫長崎支店 東芝プラントシステム(株) 名古屋品証研(株)
中電技術コンサルタント(株) 東ソー・ファインケム(株) 名古屋メッキ工業(株)
(株)中電シーティーアイ 東電設計(株) (有)ナツバタ製作所
(株)中日新聞社 東濃信用金庫 (株)ナナイロ
中日新聞鈴鹿通信局 東邦化成(株) ナブテスコ(株)
中部ケーブルネットワーク(株) (株)東邦銀行 (株)奈良新聞社
中部電力(株) 東邦焼鈍(株) 奈良信用金庫
(株)長大 東北エプソン(株) 奈良中央信用金庫
(株)調和技研 (株)東北銀行 (株)ナリコー
(株)塚谷刃物製作所 東北電力(株) 南海化学(株)
筒井鉄工(株) 東北放送(株) 南海工業(株)
築野食品工業(株) 東洋エンジニアリング(株) 南海プライウッド(株)（(公財)南海育英会）
(株)椿本チエイン 東洋システム(株) (株)南都銀行
(株)ツバサ製作所 (株)東洋スタビ 新潟造船(株)
(株)津山朝日新聞社 (株)東洋設計 (株)ニートレックス
津山信用金庫 東洋炭素(株) 新居浜教科図書(株)
(株)釣谷建築事務所 東洋電化工業(株) (株)ニコン
鶴岡信用金庫 (株)東洋ネームプレート製作所三島工場 西機電装(株)
(株)鶴見製作所 東洋刃物(株) (株)西田技術開発コンサルタント
(株)鶴見製作所米子工場 (株)東洋バルブ製造所 (株)西日本科学技術研究所
(株)ティ・アイ・ディ 東予信用金庫 西日本高速道路(株)
TRC-ADEAC(株) 東リ(株) 西日本高速道路エンジニアリング四国(株)
(株)DIYSTYLE 東レ(株) 西日本高速道路ファシリティーズ(株)
(株)TSLソリューションズ (株)東レリサーチセンター 西日本旅客鉄道(株)
TSK(株) (株)道路計画 西松建設(株)
DMG森精機(株) (株)東和銀行 (株)ニシムラ
TDKエレクトロニクスファクトリーズ(株) (株)トーケン (有)ニシモト
TDCソフト(株) (株)ドーコン (株)西山ポンプサービス
(株)TYK (株)渡会電気土木 日亜化学工業(株)
(株)テイク・システムズ 時盛建設(株) ニチバン(株)
(株)テイジイエル (株)常磐エンジニアリング (株)日ピス岩手
テクノ・サクセス(株) 徳島空港ビル(株) (株)ニチワ工業
(株)テクノエーピー (株)徳島大正銀行 日機装(株)



企業（1327）
日建リース工業(株) (株)ハイスペック (株)ヒワサキ
(株)日幸製作所 バイスリープロジェクツ(株) ファインネクス(株)
(株)日進製作所 (株)バイタルリード (株)ファシリティ
日新電子(株) (株)バイナス ファナック(株)
日清紡テキスタイル(株) (株)ハイマックス (株)FIXER
日清紡ホールディングス(株) (株)ハイメックス (株)フェリーさんふらわあ
(株)ニッセー 萩原工業(株) 福島印刷(株)
日泉化学(株) (株)白辰化学研究所 福寿船舶(株)
日鉄ケミカル＆マテリアル(株) 伯東(株) (株)福山コンサルタント
日鉄テックスエンジ(株) 函館ITビジネスポート (株)フジイ・ケミカルズ
日鉄防食(株) (株)函館新聞社 富士化学(株)
日東精工(株) ハシダ技研工業(株) 富士川建材工業(株)
日東電工(株) パシフィックコンサルタンツ(株) 富士機械工業(株)
ニップン冷食(株)伊勢崎工場 パシフィックソフトウェア開発(株) 富士機械製造(株)
(株)NIPPO (株)八十二銀行 (株)富士建設コンサルタント
日宝化学(株) (株)バチルテクノコーポレーション (株)フジコー技術開発センター
日本海工(株) 初雁興業(株) (株)不二越
ニッポン高度紙工業(株) (株)初山 富士信用金庫
日本発条(株) パナソニック(株)くらしアプライアンス社 不二製油(株)
(株)ニデック (株)フジタカ通商
日本アクアリフォーミングシステムズ合同会社 (株)フジタ技術センター
日本アトマイズ加工(株) (株)羽生田鉄工所 (株)藤田製作所
日本エイアンドエル(株) 浜松ホトニクス(株) (株)FUJIDAN
日本エコシステム(株) 林エンジニアリング(株) 富士通(株)
日本オーチス・エレベータ(株) (株)バルカー フジテック(株)
(株)日本海コンサルタント パワーアカデミー 富士電機(株)
日本ガイシ(株) (株)パワエレアカデミー 富士宮信用金庫
(株)日本化学工業所 阪和化工機(株) (株)富士ピー・エス
(株)日本環境管理センター 阪和興業(株) (株)富士ピー・エス技術センターいわき研究
日本基礎技術(株) (株)PFU
(株)日本経済新聞社 Peach・Aviation(株) 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)
日本ケッチェン(株)新居浜事業所 BTV(株)都城局 富士フイルムメディカル(株)
日本原子力発電(株) (株)ビーネックスソリューションズ 富士フイルム和光純薬(株)
日本原燃(株) BEMAC(株) (株)不二代建設
日本合成洗剤(株) 日置電機(株) フジワラテクノアート(株)
日本材料技研(株) (株)東日本建設コンサルタント (株)フソウ
日本サミコン(株) 東日本高速道路(株) 二九精密機械工業(株)
(株)日本触媒 東日本電信電話(株) 双葉産業(株)
日本政策金融公庫 東日本旅客鉄道(株) (株)双葉紙器
日本製紙(株)ケミカル営業本部 (株)ヒガシモトキカイ 復建調査設計(株)
日本製鉄(株) ヒカリエンタープライズ(株) フマキラー(株)
日本ゼオン(株) 光電気LEDシステム(株) フラー(株)
日本たばこ産業(株) ヒカワ精工(株) (株)プライア・コンサルタント
日本端子(株)花泉工場 日高新報社 (株)Plugnote
日本データーサービス(株) 日立金属(株)冶金研究所 プラスエンジニアリング(株)
日本電気(株) (株)日立金属安来製作所 (株)PlanBe
日本電気硝子(株) 日立建設(株) ㈱ブリヂストン
日本電気(株)先端プラットフォーム事業部 日立GEニュークリア・エナジー(株) (株)ブリヂストン
日本電波工業(株) (株)日立製作所 (株)ブルーウッド
(有)日本トムセル (株)日立製作所鉄道ビジネスユニット水戸車 古河電池(株)
日本トランスオーシャン航空(株) 日立造船(株) (株)プレシード
日本ニューマチック工業(株) (株)日立ハイテク (株)プロアシスト
日本ノズル(株) (株)日立ハイテクソリューションズ (株)プロビズモ
日本ピストンリング(株) (株)日立ハイテクフィールディング PayPay(株)
日本表面化学(株) (株)日立パワーデバイス Vesta国際特許事務所
(株)日本フォトサイエンス (株)日立ビルシステム (有)ベスト青梅
日本物流(株) (株)ビットストリーム (株)別川製作所
日本プラントシーダー(株) (有)ひなー社 (株)ベテル
日本分析工業(株) 日之出水道機器(株) ヘルスセンシング(株)
日本ペイントホールディングス(株) ヒノデホールディングス(株) (株)朋栄
日本放送協会 (株)日野ヒューテック (株)北越銀行
日本ボールバルブ(株) (株)響建設 (株)ホクシン
日本マイクロソフト(株) ひまわりネットワーク (株)北斗
日本マイクロバイオファーマ(株) ひめゆり総業(株) (株)北洋銀行
日本郵船(株) (株)百五銀行 (株)北陸銀行
日本ロード・メンテナンス(株) 百五総合研究所 北陸電力(株)
(株)ニュースト (株)百十四銀行（(一社)百十四銀行学術文化 ホシザキ(株)
(株)ニレコ (株)ヒューテック (株)星本製作所
沼津信用金庫 ひょうごＴＴＯ合同会社 保全工業(株)
(株)ネオス 平河ヒューテック(株) 細井工業(株)
(株)野口製作所 平田機工(株) 北海道ガス(株)
伸興電線(株) (株)ヒラミヤ (株)北海道銀行
ＮＯＴＡＨＯＴＥＬ(株) (株)弘輝 (株)北海道新聞社
(株)ノリタケカンパニーリミテド (株)広島銀行 北海道電力(株)
(株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 広島電鉄(株) 北海道道路エンジニアリング(株)
(株)パールトーン 廣瀬製紙(株) 北海道旅客鉄道(株)
(有)バイオーガニック研究所 (株)廣箸 (株)北建

パナソニックシステムソリューションズジャパ
ン(株)



企業（1327）
(株)ボナック ムラテックCCS(株) (株)四電工
(株)堀場製作所 明産(株) LINE(株)
ボルグワーナーモールスシステムズ・ジャパン(株) (株)明治 (株)ラジオ関西
本田技研工業(株) 明星産商(株) (株)ラック
(株)本田技術研究所四輪Ｒ＆Ｄセンター 名東化工機(株) (株)LACホールディングス
(株)本間組 (株)名南製作所 (株)ＬＩＸＩＬ
マイクロテック・ラボラトリー(株) 明和コンピュータシステム(株) (株)リコー
(株)マイスターエンジニアリング (株)明和土木 (株)りそな銀行
(株)舞鶴市民新聞社 メタウォーター(株) (株)リットー
舞鶴電脳工作室合同会社 (株)メディアあさひかわ リバーフィールド(株)
(株）牧野フライス製作所 メディア総研(株) リバストン工業(株)
前田工繊(株) (株)メディアリンクス (株)リンクス
前田道路(株) (株)メデック (株)熊谷組
(有)マサカツ鋼材 メドテックハート(株) リョーエイ(株)
松江山本金属(株) (株)メニコン リョービホールディングス(株)
マツダ(株) メルク社MerckKGaA (株)レーザーシステム
(株)マツダＥ&Ｔ (株)妻鳥通信工業 (株)レクザム
松原産業(有) (株)メンバーズ (株)レスターホールディングス
松山宮地弘商事(株)新居浜営業所 (株)もみじ銀行大崎支店 (株)レックス
(株)馬渕工業所 モラブ阪神工業(株) (株)ロイヤルコンサルタント
丸五ゴム工業(株) 森永乳業(株) (株)ローザ特殊化粧料
(株)丸治コンクリート工業所 杜の都信用金庫 ロート製薬(株)
丸重商事(株) 森ビル㈱ ローム(株)
丸住製紙(株) 森松工業(株) ロンシール工業（株）
丸高工業(株) (株)守谷商会 (株)ワールド測量設計
丸文通商(株) (株)守谷刃物研究所 ワールドマリン(株)
丸紅テツゲン(株) (株)八雲ソフトウェア ＹＫＫ(株)黒部事業所
マルホ発條工業(株) 矢崎総業(株) 和歌山県経営者協会
(株)丸和技研 八洲電業(株) ワキ製薬(株)
(株)萬盛スズキ (株)安川電機 (株)和建設計事務所
三重交通グループホールディングス(株) 安田建設(株)
(株)ミサワホーム総合研究所 ヤスミ資材(株)
三島信用金庫 (株)ヤチダ
(株)三田商会 八千代エンジニヤリング(株) 独立行政法人・公益法人等（250）
三谷産業(株) 矢内精工(株) (一財)あしなが育英会
(株)みちのく銀行 (株)柳田産業 (一財)阿部修平未来財団
三井化学(株) ヤフー(株) (一財)有本積善社（ＦＭまいづる）
三井金属総合研究所 (株)ヤプリ (一財)上田記念財団
(株)三井住友信託銀行 ヤマウチ精機(株) (一財)キーコーヒー柴田裕記念財団
(株)三井ハイテック (有)山内道路 (一財)旗影会
(株)三井三池製作所精密機器事業本部 (株)山形銀行 (一財)言語教育振興財団
ミツ精機(株) 山形航空電子(株) (一財)越山科学技術振興財団
(株)ミツバ (株)山形新聞社 (一財)こゆ地域づくり推進機構
三菱鉛筆(株) YAMAGATADESIGN(株) (一財)災害科学研究所
三菱ケミカル(株) 山勝電子工業(株) (一財)佐々木環境技術振興財団
三菱地所コミュニティ(株) (株)山岸建築設計事務所 (一財)さんそ財団
三菱重工業(株) (株)山口銀行 (一財)新技術振興渡辺記念会
(株)三菱総合研究所 (株)ヤマザキアクティブ (一財)関育英奨学会
三菱電機(株) (株)山崎技研 (一財)先端加工機械技術振興協会
三菱電機エンジニアリング(株) ヤマセ電気(株) (一財)先端建設技術センター
三菱電機ソフトウエア(株) (株)ヤマックス (一財)WNI気象文化創造センター
三菱電機ビルソリューションズ(株) (株)ヤマト (一財)中部電気保安協会人財・技術開発センター
三菱電機(株)名古屋製作所 (株)ヤマナカゴーキン (一財)東洋水産財団
三菱電機ビルテクノサービス(株) ヤマハ熊本プロダクツ(株) (一財)永井知覚科学振興財団
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング(株) (株)山本金属製作所 (一財)中西奨学会
三菱電機(株)冷熱システム製作所 (株)やまや (一財)新潟県建設技術センター
(株)みなと銀行 ヤンマー(株)中央研究所 (一財)新居浜カントリー倶楽部
港建設(株) (株)YOU (一財)日本国土開発未来研究財団
(株)ミナミ研磨 (株)ULJapan (一財)日本品質保証機構
ミネベアミツミ(株)米子工場 (有)ＳＰＣ (一財)野崎わかば会
美保テクノス(株) (有)共栄コントロールズ (一財)パロマ環境技術開発財団
(株)ミマキエンジニアリング (株)ユーコム (一財)防災研究協会
みやぐち医院 (株)ユウシン (一財)北陸電気保安協会
宮崎カーフェリー(株) (株)ユーズ (一財)前川報恩会
宮崎日機装(株) ユースエンジニアリング(株) (一財)米子市文化財団
(株)宮崎日日新聞社 ＵＢＥ(株) (一社)いわき市医師会
(株)宮崎放送 (株)ユウビ造形 (一社)霧島工業クラブ
宮下工業(株) (株)ユーメディア (一社)熊本県工業連合会
(株)ミヤトウ野草研究所 雪印メグミルク(株) (一社)神戸市機械金属工業会
宮脇機械プラント(株) (株)ユニエツクスNCT (一社)コラボ産学官
(株)三好鉄工所 (株)ヨコオ (一社)全日本船舶職員協会
(株)ミライエ 横河ソリューションサービス㈱ (一社)全日本船舶職員協会
(株)ミライト・ワン 吉岡製油(有) (一社)中国建設弘済会
ミロク機械(株) 吉野石膏(株) (一社)電気学会関西支部
(株)ミロク製作所 米子瓦斯(株) (一社)電子回路基板技術振興財団
(株)村上商会 (株)米子シンコー (一社)電子情報通信学会東京支部
村田機械(株) 米子信用金庫 (一社)鳥取県建築士事務所協会
(株)村田製作所 (株)四電技術コンサルタント



独立行政法人・公益法人等（250）
(一社)長崎県発明協会 (公財)TAKEUCHI育英奨学会 国立研究開発法人物質・材料研究機構
(一社)新潟県コンクリートメンテナンス研究会 (公財)立石科学技術振興財団 国立研究開発法人防災科学技術研究所
(一社)日本アルミニウム協会 (公財)中国電力技術研究財団 いわき地区石材協同組合
(一社)日本機械学会 (公財)ちゅうでん教育振興財団 医療法人社団神戸低侵襲がん医療センター
(一社)日本機械学会関西支部 (公財)中部科学技術センター 小野音響学研究助成基金
(一社)日本技術者教育認定機構 (公財)中部電気利用基礎研究振興財団 技術研究組合FC-Cubic
(一社)日本経済団体連合会会長 (公財)朝鮮奨学会 熊本県信用金庫協会
(一社)日本血液製剤機構 (公財)土科学センター財団 笹川平和財団海洋政策研究所
(一社)日本建設機械施工協会 (公財)鉄鋼環境基金
(一社)日本建設情報総合センター (公財)電気通信普及財団
(一社)日本ゴム協会 (公財)道央産業振興財団 庄内たがわ農業協同組合
(一社)日本船主協会 (公財)鳥取県産業振興機構 除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合
(一社)日本ディープラーニング協会 (公財)土木学会 全国農業協同組合連合会
(一社)日本鉄鋼協会 (公財)土木学会中部支部 全日本海員組合
(一社)日本鉄鋼連盟 (公財)トランスコスモス財団 造船学術研究推進機構
(一社)日本鋼構造協会 (公財)長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会 耐火物技術協会
(一社)日本歯車工業会 (公財)中谷医工計測技術振興財団 太平洋マテリアル(株)
(一社)日本半導体製造装置協会 (公財)中冨健康科学振興財団 ＴＡＫＥＵＣＨＩ育英奨学会
(一社)日本溶接協会 (公財)中山隼雄科学技術文化財団 (地独)鳥取県産業技術センター
(一社)北陸地域づくり協会 (公財)日産財団 ちゅうでん教育振興財団
(一社)北陸土木コンクリート製品技術協会 (公財)日鉄鉱業奨学会 鶴岡市農業協同組合
(一社)北海道中小企業家同友会苫小牧支部 (公財)ニビキ育英会 特定非営利活動法人アジア科学教育経済発展機構

(一社)松江テクノフォーラム (公財)日本板硝子材料工学助成会 特定非営利活動法人環境技術研究所
(一社)みとよAI社会推進機構 (公社)日本海洋少年団連盟 特定非営利活動法人手話技能検定協会
(一社)ユニタイト財団 (公財)日本化学会近畿支部
(一社)ロコ・ソラーレ (公財)日本化学研究会
(公財)加藤科学振興会 (公社)日本技術士会 特定非営利活動法人都市デザインワークス
(公財)旭硝子財団 (公財)日本技術士会中国本部 特定非営利活動法人長岡産業活性化協会NAZE
(公財)天田財団 (公財)日本教育公務員弘済会 特定非営利活動法人水環境技術研究会
(公財)天野工業技術研究所 (公財)日本工学教育協会 特定非営利活動法人高専プロコン交流育成協会
(公財)新井科学技術振興財団 (公財)日本国際教育支援協会 独立行政法人海技教育支援機構
(公財)飯島藤十郎記念食品科学振興財団 (公財)日本財団 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
(公財)池谷科学技術振興財団 (公財)日本材料学会関西支部 独立行政法人工業所有権情報・研修館
(公財)岩谷直治記念財団 (公財)日本設計工学会関西支部 独立行政法人国際協力機構
(公財)岩手県南技術研究センター (公財)日本農芸化学会 独立行政法人国際交流基金
(公財)ウシオ財団 (公財)函館地域産業振興財団 独立行政法人国立印刷局
(公財)内田エネルギー科学振興財団 (公財)発酵研究所 独立行政法人日本学術振興会
(公財)NSKメカトロニクス技術高度化財団 (公財)ひょうご科学技術協会 独立行政法人日本学生支援機構
(公財)江野科学振興財団 (公財)福岡県教育文化奨学財団 苫小牧商工会議所
(公財)えひめ東予産業創造センター (公財)福島育英会 富山県バイオ産業振興協会
(公財)エリザベス・アーノルド富士財団 (公財)フジクラ財団 NSエコパイル工法協会
(公財)大川情報通信基金 (公財)放送文化基金 新潟県IT＆ITS推進協議会
(公財)大澤科学技術振興財団 (公財)北信奨学財団 西神工業会
(公財)太田・オリオン財団 (公財)ホクト生物科学振興財団 日本医療研究開発機構
(公財)大畑財団 (公財)北海道科学技術総合振興センター 日本財団
(公財)小川科学技術財団 (公財)北海道新聞社会福祉振興基金 日本司法支援センター
(公財)沖縄県工業連合会 (公財)前田記念工学振興財団 日本ネットワークセキュリティ協会
(公財)海外子女教育振興財団 (公財)マエタテクノロジーリサーチファンド 日本弁理士会
(公財)かがわ産業支援財団 (公財)マザック財団 日本弁理士会北海道支部
(公財)金秀青少年育成財団 (公財)マツダ財団 日本放送協会(NHK)
(公財)栢森情報科学振興財団 (公財)三島海雲記念財団 認定NPO法人J.POSH
(公財)川村育英会 (公財)ミズノスポーツ振興財団 認定NPO法人自然再生センター
(公財)京都技術科学センター (公財)南北海道学術振興財団 春木義彦記念奨学基金
(公財)クリタ水・環境科学振興財団 (公財)村田学術振興財団 （地独）北海道立総合研究機構
(公財)クリナップ財団 (公財)メルコ学術振興財団 ラーチマネージメントリサーチ
(公財)軽金属奨学会 (公財)山口育英奨学会 ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会
(公財)経済同友会 (公財)ワイテック育英会
(公財)工作機械技術振興財団 (公財)わかやま産業振興財団 各種団体（78）
(公財)交通遺児育英会 (公財)三菱財団 旭川工業高等専門学校産業技術振興会
(公財)神戸やまぶき財団 (公財)ユニオンツール育英奨学会 旭川工業高等専門学校同窓会
(公財)神戸市産業振興財団 (公財)吉田学術教育振興会 阿南高専教育研究助成会(ACTフェローシップ)
(公財)国際科学振興財団 (公社)日本技術士会北海道本部 有明工業高等専門学校同窓会有友倶楽部
(公財)小松育英会 (公社)兵庫工業会 有明広域産業技術振興会
(公財)三五ものづくり基金 (公財)渡邉財団 アルスつくし野デュープレックス
(公財)三豊科学技術振興協会 公益信託三宅綾子育英基金 茨城工業高等専門学校地域協働サポートセンター
(公財)JFE21世紀財団 高速道路関連社会貢献協議会 出雲科学館
(公財)JKA 国際船員労務協会 一関工業高等専門学校同窓会
(公財)島財団 国立教育政策研究所 一関工業高等専門学校教育研究振興会
(公財)島津科学技術振興財団 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構JAXA 国立長野高専技術振興会
(公財)しまね産業振興財団 国立研究開発法人科学技術振興機構 茨城工業高等専門学校同窓会
(公財)新産業創造研究機構（NIRO） 国立研究開発法人科学技術振興機構
(公財)鈴木謙三記念医科学応用研究財団 国立研究開発法人産業技術総合研究所
(公財)住友財団 国立研究開発法人情報通信研究機構 宇部しらとり会（宇部工業高等専門学校同窓会）
(公財)住友電工グループ社会貢献基金 国立研究開発法人土木研究所 大分高専同窓会明愛会
(公財)精密工学会 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大島商船高専同窓会
(公財)精密測定技術振興財団 沖縄工業高等専門学校同窓会
(公財)高橋産業経済研究財団 香川高専産業技術振興会

宇部高専テックアンドビジネス
コラボレイト（元宇部テクノエンジ(株)）

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構生物系特定産業技術研究支援
センター

特定非営利活動法人全国海外子女教育
国際理解教育研究協議会

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団
兵庫県立総合リハビリテーションセンター



各種団体（78）
鹿児島工業高等専門学校同窓会 国立大学法人東京農工大学 木更津市
金沢国際高専同窓会 国立大学法人鳥取大学医学部 木更津市教育委員会
技術者育成いわき経済活性化グループ 国立大学法人豊橋技術科学大学 北九州市
北九州工業高等専門学校同窓会 国立大学法人長岡技術科学大学 北九州商工会議所
岐阜工業高等専門学校若鮎会 国立大学法人山形大学 北見市
岐阜高専建設技術士有志会 近藤記念海事財団 岐阜県インターンシップ推進協議会
岐阜高専地域連携協力会 静岡県立工科短期大学校沼津キャンパス 岐阜県産業経済振興センター
釧路工業高等専門学校地域振興協力会 信州大学　学術研究院 岐阜市
釧路工業高等専門学校同窓会 鈴鹿医療科学大学 京都府
熊本県立黒石原支援学校 千葉工業大学 京都府織物・機械金属振興センター
呉工業高等専門学校同窓会 東北芸術工科大学 京都府警察本部
群嶺テクノ懇話会 東北公益文化大学 霧島市
高知高専校友会 東北文教大学 近畿大学工業同窓会
校友会 東北文教大学短期大学部 近畿大学工業保教会
国際圧入学会 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 釧路市
産業振興交流会 羽陽学園短期大学 国東市
七宝会 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 熊本県
松韻会 美作大学 久米南町
全国地方新聞社連合会 早稲田大学 久留米絣広川町協同組合
全国中小企業団体中央会会長 山形県立庄内農業高等学校 久留米市
全日本中学校長会 愛媛県立西条高等学校 久留米商工会議所
高松工業会 ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校 呉市
丹後機械工業協同組合 King Mongkut's Instituteof Technology Ladkrabang 呉市教育委員会
津山高専技術交流プラザ Otago Polytechnic 黒部市
津山高専同窓会 SingaporePolytechnic 群馬県
鐵鋼スラグ協会 St.Michael’sCollege 群馬県衛生環境研究所
東京高専技術懇談会 The Newton Sixth Form School 群馬県森林組合連合会
東京高専同窓会 群馬県県土整備部
同窓会久留米工業会 官公庁(239) 合志市
東北ライフサイエンス・インストルメンツ・クラスター 青森県県土整備部 高知県
鳥羽商船同窓会 明石市 高知県教育委員会
苫小牧工業高等専門学校同窓会 秋田市 高知市
苫小牧工業高等専門学校協力会 秋田臨港警察署 郡山市
富山高等専門学校技術振興会 旭川市 国土交通省四国地方整備局
豊田工業高等専門学校同窓会 厚真町 国土交通省中国地方整備局
長岡工業高等専門学校技術協力会 阿南市 国土交通省八代河川国道事務所
長岡工業高等専門学校同窓会 荒尾市教育委員会 小布施町
長岡高専同窓会高志会 飯田市 御坊市
長岡緑地環境協同組合 伊勢市 小松島市
長野工業高等専門学校同窓会 伊勢市産業支援ｾﾝﾀｰ 西条市
奈良工業高等専門学校同窓会 一関市 境港市
南紀熊野産官学技術交流会 印南町 酒田市
新居浜高専同窓会 今治市 相模原市
日本科学技術ジャーナリスト会議 射水市 相模原市教育委員会
日本商工会議所会頭 いわき市 相模原市商工会議所
沼津工業高等専門学校同窓会 いわき商工会議所 佐久商工会議所
農事組合法人神峯園 岩国市 札幌市
薄磯区会 岩手県 鯖江市
函館工業高等専門学校地域連携協力会 上田商工会議所 三川町
福島工業高等専門学校同窓会 内灘町 塩尻市
福島工業高等専門学校協力会 宇部市 四国情報通信懇談会
松江高専ボート部艇庫築造期成同盟会 浦添市 静岡県
松江工業高等専門学校同窓会 うるま市 志摩市
宮城県情報サービス産業界 越前市 島根県
弓削商船高等専門学校技術振興会 大洗町教育委員会 島根県中山間地域研究センター
米子工業高等専門学校振興協力会 大分県 清水町
米子工業高等専門学校同窓会 大分市 下市町
林野庁近畿中国森林管理局 大垣商工会議所 下諏訪商工会議所
六神会 大垣地域産業センター 下松市
和歌山工業高等専門学校産官学技術交流会 大熊町 周南市
日本ロボット学会 大崎上島町 庄内町
電気学会 大牟田市 白河市
全国高等専門学校英語教育学会（COCET） 岡山県御坂県民局 知内町

小野町 知内町教育委員会
教育機関（39） 小山市 新庄村
大阪産業大学 十津川村 周防大島町
慶應義塾大学 加賀市 須坂市
公立大学法人山形県保健医療大学 各務原市 鈴鹿警察署
国立大学法人九州大学 各務原商工会議所 鈴鹿市
国立大学法人九州大学大学院総合理工学府 鏡野町 裾野市
国立大学法人神戸大学 香川県 仙台市
国立大学法人島根大学 加西市 仙台市ガス局
国立大学法人上越教育大学 勝央町 総務省中国総合通信局
国立大学法人東京医科歯科大学 葛尾村 大山町
国立大学法人東京海洋大学 金沢市 高砂市
国立大学法人東京工業大学 上島町 高砂商工会議所
国立大学法人東京大学 菊池市 鷹栖町



官公庁(239)
高松市 美咲町
竹原市 三沢市
千歳市 三豊市
津幡町 美濃加茂市
つやま産業支援センター 美浜町
津山市 美作市
津山商工会議所 宮城県
鶴岡市 宮城県教育委員会
東京都立産業技術研究センター 宮城県産業技術総合センター
徳島県 宮城県名取市
栃木県 宮城県東松島市
栃木県教育委員会 宮崎県
栃木県総合教育ｾﾝﾀｰ 美祢市
栃木商工会議所 むかわ町
鳥取県 牟岐町
鳥取県金属熱処理協業組合 室蘭市
鳥取県産業技術センター 本巣市
鳥羽市 森町教育委員会
苫小牧市 八代市
苫小牧市テクノセンター 八代市教育委員会
富山県 柳井市
富山市 養父市
豊田市 山形県
長岡市 山形県社会福祉協議会
長崎県 山形県商工会議所連合会
長崎県市町村行政振興協議会 山形県商工会連合会
長島町 山形県最上総合支庁
長野県 山形市
長野県信用金庫協会 遊佐町
長野県中小企業振興センター 四日市市
長野市 米子市
奈義町 和歌山県
名護市 和歌山県教育委員会
七飯町 和歌山県御坊警察署
七飯町教育委員会 和歌山森林管理署
名張市 Ministry of Education, Thailand
名張市商工会議所
奈良県
奈良県野
奈良県生駒市
奈良県産業振興総合センター
奈良県大和郡山市
奈良市
楢葉町
南国市
南国市国際交流協会
南砺市
新居浜警察署
新居浜市
西粟倉村
日新信用金庫
沼津市
迫川村
函館市
八王子市
八王子市教育委員会
八王子市商工会議所
八戸市
播磨町
阪神水道事業団
日置市
東川町
氷川町
ひたちなか市
広島県警察
広野町
広野町
北斗市教育委員会
北海道
北海道警察サイバーセキュリティ対策本部
舞鶴市
益田市
松江市
真庭市
三重県
三重県工業技術研究所
三重県水産研究所
三重県名張警察署

ほか個人のみなさま３３４名




