
《正会員》 令和５年５月１７日現在

【団体会員】　５２ （５０音順）

株式会社有明漁師海苔 代表取締役 林　信吾

一番食品株式会社 代表取締役社長 有吉　崇

五木食品株式会社 代表取締役社長 住尾　浩二

株式会社雲仙きのこ本舗 代表取締役 楠田　喜熊

株式会社えがおホールディングス 取締役社長 北野　忠男

株式会社オオヤブデイリーファーム 代表取締役 大薮　裕介

株式会社緒方エッグファーム 代表取締役 緒方　克也

お茶のナカヤマ 代表 中山　繁雄

株式会社オフィス・タカハシ 代表取締役 高橋　勝則

金納興業株式会社 代表取締役社長 金納　通有

株式会社菊池食品 代表取締役 菊池　秀一

九州ベジパウダー株式会社 代表取締役 坂田　康二

公益財団法人くまもと産業支援財団 理事長 村井　浩一

一般社団法人クラッシーノこうし 代表理事理事長 荒木　義行

株式会社久留米リサーチ・パーク 代表取締役社長 田中　達也

小城製粉株式会社 代表取締役社長 能勢　勝哉

コーラルインターナショナル株式会社 代表取締役社長 大城　綾子

株式会社Saigo 代表取締役専務 増永　直子

株式会社再春館安心安全研究所 所長 長野　勝己

坂元醸造株式会社 代表取締役 坂元　昭宏

三和酒類株式会社 代表取締役社長 下田　雅彦

島原地方酪農業協同組合 代表理事組合長 大町　尚史

株式会社千興ファーム 代表取締役 菅　浩光

崇城大学 理事長・学長 中山　峰男

鷹乃産業有限会社 代表取締役 下田　政寿

長工醤油味噌協同組合 理事長 宮崎　太樹

東海大学 九州キャンパス長 木之内　均

株式会社東洋新薬 代表取締役 服部　利光

有限会社　真　
フランス菓子　トワ・グリュ

代表取締役 三鶴　眞一

九州地域バイオクラスター推進協議会　会員名簿
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西田精麦株式会社 代表取締役社長 西田　啓吾

日本有機株式会社 代表取締役 野口　愛子

有限会社のだ・香季園 代表取締役 野田　仁

株式会社ハニーハンター 代表取締役 合原　拳志郎

濵田酒造株式会社 代表取締役 濵田　雄一郎

早川しょうゆみそ株式会社 代表取締役社長 早川　洋

有限会社東康夫養鶏場 代表取締役 東 慶良

肥後製油株式会社 代表取締役 髙木　浩二

株式会社百養美人 代表取締役社長 郷式　千鶴

平田機工株式会社 研究開発本部 研究開発部 部長 矢野　貴裕

株式会社プレシード 食物事業部 事業部長 松本　京子

株式会社フンドーダイ 代表取締役社長 山村　脩

ホシサン株式会社 代表取締役 古荘　寛治

株式会社マキコミ 代表取締役 松永　高徳

株式会社MATSUMAI 代表取締役 松下　一司

株式会社まんてん 代表取締役社長 高尾　秀樹

株式会社峯樹木園 取締役会長 峯　隆吉

株式会社本村製作所 代表取締役社長 本村　幹

森川健康堂株式会社 代表取締役 森川　俊雄

株式会社レオロジー機能食品研究所 代表取締役 河邉　哲司

株式会社ワイズ・ファクトリー 代表取締役 山口　則子

（非公開２団体）
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【個人会員】　８９ （５０音順）

阿蘇壱番屋合資会社 代表社員 森　哲郎

阿蘇くまもと大地の恵みポーク 代表 藤本　義隆

株式会社 阿蘇自然の恵み総本舗 代表取締役 山口　隆

株式会社アドクス 代表取締役 山﨑　正隆

株式会社天草大王公元 代表取締役社長 堤田　亨

株式会社イイノ研 代表取締役 岡本　浩

株式会社イチゴラス 代表 森川　竜典

有限会社五木屋本舗 事業戦略部　推進課　課長 尾﨑　宏敏

イナダ有限会社 代表取締役 稲田　剛夫

株式会社イムノキック 取締役 坂本　珠美

株式会社岩田コーポレーション 代表取締役 岩田　英志

株式会社インパクト 中野　雄揮

株式会社ウエダ 代表取締役 上田　高裕

エヴァウェイ株式会社 営業本部 石原　卓也

一般社団法人笑顔とどろき 理事長 中山　新之助

一般社団法人笑顔とどろき 副理事長 宮川　隆

FHB Lab 代表 武藤　麻衣子

エフエスラボ株式会社 代表取締役 佐藤　大吾

有限会社　エール 代表取締役 倉本　哲

株式会社お茶の堀野園 代表取締役 堀野　裕一朗

株式会社オレンジブロッサム 取締役 村上　嘉一

株式会社かおる 代表取締役 因間　美加

柿原バイオ研究所 柿原　武

鹿児島純心女子大学 教授 中野　隆之

鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター センター長 藤枝　繁

鹿児島大学南九州・南西諸島域イノベーションセンター 研究・産学連携ユニット長 岸本　遧

加藤合同国際特許事務所 所長 加藤　久

株式会社CANAAN 代表取締役 牧　章子

河津酒造合名会社 代表社員 河津　悦雄

九州大学大学院　農学研究院　生命機能科学部門 副研究院長・教授 宮本　敬久

九州大学　農学研究院 食料化学工学講座　教授 松井　利郎

九州大学　農学研究院 准教授 清水　邦義
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九州大学 五感応用デバイス研究開発センター　
感覚生理・医療応用センシング部門

准教授 田中　充

九州地域バイオクラスター推進協議会 プロジェクトマネージャー 森下　惟一

有限会社協友電設 代表取締役 佃　力

グッド・プロジェクト株式会社 代表取締役 浦邉　輝貴

熊本県酪農業協同組合連合会 部長代理 堀江　徹哉

グリーンサイエンス・マテリアル株式会社 代表取締役 金子　慎一郎

慶応義塾大学　医学部 教授 井上　浩義

有限会社コウヤマ 代表取締役社長 香山　龍海

佐賀大学　農学部 教授 北垣　浩志

株式会社咲吉 代表取締役 𠮷冨　健一

株式会社三協設計 代表取締役 秋吉　穰

株式会社サンダイ 代表取締役 吉野　由喜男

茂村巨利デザイン事務所 代表 茂村　巨利

尚絅大学 生活科学部　准教授 狩生　徹

ジンジベル 代表 山本　智衣

真誠合同会社 会長 嶋村　達也

鈴与株式会社 広域営業室　九州沖縄地区責任者 小中村　崇

スターフィールドファクトリー株式会社 代表取締役 髙木　暁史

有限会社清木場果樹園 代表取締役 清木場　真一

株式会社ゼックフィールド 代表取締役会長 漆間　直

崇城大学 名誉教授 岩原　正宜

崇城大学
生物生命学部応用微生物工学科
准教授

太田　広人

崇城大学薬学部 准教授 池田　剛

有限会社地域活性事業センター 代表取締役 武田　龍吉

株式会社地の塩社 専務取締役 若杉　晃央

株式会社つえエーピー 代表取締役 長谷部　知秀

天山酒造株式会社 杜氏 後藤　潤

天萬堂 代表 上妻　由美子

長崎県立大学シーボルト校 特任教授 田中　一成

中村産業開発株式会社 代表取締役社長 中村　一義

合資会社中村製粉 代表社員 中村　和弘

新坂　誠司 新坂　誠司

一般財団法人　日本食品検査　福岡検査所 副所長 山田　悟志

一般財団法人　日本食品分析センター　　彩都研究所 理事・研究所長 吉田　員則
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有限会社日本料理原口 取締役 原口　昌久

バイオテクノロジー研究推進会 会長 寺本　祐司

盤石ローヤルゼリー株式会社 常務取締役 清原　雅美

肥後はとむぎ会　日月亭 代表 柳口　弘美

株式会社姫野一郎商店 専務取締役 髙原　公誠

ファーマコセル株式会社 代表取締役社長 丹羽　正美

有限会社フーズ・ジョイ 代表取締役 岩橋　増男

株式会社ふる里グリンマーケット 代表取締役 奈良﨑 匡平

有限会社フローラ美工 常務取締役 渡邉　裕一朗

株式会社ベルクミート 代表取締役 平江　龍一

株式会社Mr.Orange 取締役 永井　香織

株式会社ミツセ 代表取締役 三瀬　嘉人

御船共栄株式会社 代表取締役 赤星　和彦

宮崎大学 産学官連携コーディネータ 西片　奈保子

株式会社宮本邦製菓 代表取締役 宮本　邦敏

株式会社モデルケース 代表取締役 河村　正基

森特許商標事務所 代表弁理士 森　博

株式会社やどるくるむⓐ 代表取締役 福山　映子

ヤマトバイオテック 小笠原　和也

（非公開4名）
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《特別会員》２４ （５０音順）

指宿市 市長 打越　明司

大分県 知事 佐藤　樹一郎

株式会社鹿児島銀行 取締役頭取 上村　基宏

鹿児島県 商工労働水産部　産業立地課長 吹留　誠吾

唐津市 市長 峰　達郎

北九州市 市長 北橋　健治

九州大学 名誉教授 久原　哲

熊本県 知事 蒲島　郁夫

熊本市 市長 大西　一史

久留米市 市長 原口　新五

株式会社久留米・リサーチパーク 代表取締役社長 田中　達也

合志市 産業振興部　商工振興課長 牧野　淳一

佐賀県 知事 山口　祥義

国立研究開発法人　産業技術総合研究所 理事長 石村　和彦

独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 九州本部長 池田　章

長崎県　工業技術センター 所長 橋本　亮一

和水町 町長 髙巣　泰廣

株式会社肥後銀行 理事　地域振興部長 田邉　元

福岡県 知事 服部　誠太郎

福岡県工業技術センター 所長 櫻谷　洋一

福岡市
経済観光文化局　創造・立地推進部　
新産業振興課　課長

梯　浩一

南島原市 市長 松本　政博

宮崎県 知事 河野　俊嗣

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構　規範科学総合研究所
ヘルスフード科学部門
（熊本保健科学大学）

部門長

（客員教授）
矢澤　一良

登録会員代表者
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《顧問》３

九州経済産業局 局長 苗村　公嗣

九州農政局 局長 宮﨑　敏行

一般財団法人　九州オープンイノベーションセンター 会長 瓜生　道明

《名誉顧問》１

熊本大学 名誉教授 小野　友道
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