地域未来構想20 オープンラボ専⾨家⼀覧分野
団体名

担当部署

IoTBASE株式会社

⑮

強い農林水産 【対象地域：東北】

電話

e-mail

HP

03-4405-4928

contact@iotbase.co.jp

https://iotbase.co.jp/

URL

ITbookテクノロジー株式会社

営業本部

042-523-1177

nobuaki.choji@itbook-tec.co.jp

https://www.itbook-tec.co.jp/

株式会社アイファイ

地域イノベーション部

090-1153-3359

info@i-phi.jp

www.i-phi.jp

株式会社アオキシンテック

代表取締役

090-4832-7552

keita@aokisym.tech

https://aokisym.tech/

アクティブ・ギア株式会社

営業部

03－5767－9168

takano@active-gear.co.jp

https://activegear.company/

hatanaka.haruki@actindi.net

https://iko-yo.net/

子どもとお出かけ情報サイト「いこーよ」（アクトイン
ディ株式会社）

子どもの未来構想事業部

03-6417-9330 ( 直通：
080-8902-7409 )

アクプランタ株式会社

代表取締役

03-4405−1625

kim@ac-planta.com

http://ac-planta.com/

アグリホールディングス株式会社

事業開発室

03-4477-6886

urakami@agri-hd.com

https://agri-hd.com/

朝日航洋株式会社

空間情報事業部 営業企画部

049-244-4817

s-hon@aeroasahi.co.jp

https://www.aeroasahi.co.jp/

アソビュー株式会社

観光戦略部

050-2018-1843

biz.solution@asoview.co.jp

https://www.asoview.co.jp/

株式会社アダチファクトリー

営業部

03-6808-1345

hagi@a-dachi.com

http://www.shoku-ken.jp/

奄美ソーシャルビジネスオフィス合同会社

090-4549-8400

suzuki@amami-social.biz

株式会社

06-6459-7762

t.suzuki@andeco.co.jp

http://www.andeco.co.jp/

0467-67-0561

info@inaho.co

https://inaho.co/

inoue@inocyu.com

http://inocyu.com

金 鍾明

Andeco

inaho株式会社

090-8626-5709 （担当

合同会社井忠

事業部

イング総合計画株式会社

代表取締役

090-8747-2277

t-saito@zofrex.co.jp

http://www.zofrex.co.jp/lecture_career/index.html

株式会社インターネットイニシアティブ

IoTビジネス事業部 新規事業推進課

03-5205-6765

lpwa-info@iij.ad.jp

https://www.iij.ad.jp/

06-4860-7008

hayashi@agrisp.jp

携帯）

株式会社エーエスピー

https://www.innovation-osaka.jp/ja/library/library5936/

株式会社Eco-Pork

営業統括

090-1668-1129

sarafuka@eco-pork.com

https://www.eco-pork.com/

SBIホールディングス株式会社

ブロックチェーン推進室

03-6229-0946

tomohiha@sbigroup.co.jp

https://sbir3japan.co.jp/

03-5730-5352

murakami-hiroaki@nec.com

https://www.nec-nexs.com/sl/object_recognition/

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

株式会社NTTドコモ

サービスソリューション事業部サービスソリューション
第一営業部
地域協創・ICT推進室 / スマートライフ推進部

株式会社NTTデータ経営研究所
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーショ
ンズ

03-5156-2893 / 035156-3588

sasakisyou@nttdocomo.com
mei.muramatsu.nc@nttdocomo.com / agri-lsbml@nttdocomo.com

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/ /
https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/farmassist/

ライフ・バリュー・クリエイションユニット

03-5213-4110

kojag@nttdata-strategy.com

https://www.nttdata-strategy.com/

営業本部

050-3738-2180

rakutaro-sales@nttpc.co.jp / mkohi@nttpc.co.jp

https://www.nttpc.co.jp/

第三営業部

https://www.npo-kameoka.org

特定非営利活動法人NPO亀岡人権交流センター

事務局

0771-25-5084

hopecafe24@gmail.com

エネルギープロダクト株式会社

社長室

03-5211-3813

s.nishida@enepro.jp

https://enepro.jp

株式会社笑農和

経営企画室

076-482-3998

info@enowa.jp

https://enowa.jp/

yamashitak@ns.aucnet.co.jp

https://mirai-lab.com/

ＭＩＲＡＩ－ＬＡＢＯ株式会社 / 株式会社オークネッ
ト
特定非営利活動法人

(株)オークネット 新規事業統括部門 国際事業部

大阪湾沿岸域環境創造研究セン

ター
株式会社大林組

営業総本部営業企画室マーケティング戦略課

03-6440-2600

https://www.aucnet.co.jp/

06-6568-3928

mari-co@osakawan.or.jp

http://osakawan.or.jp/

03-5769-1080

20open-lab＠ml.obayashi.co.jp

https://www.obayashi.co.jp/
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団体名

担当部署

（一社）オール・ニッポン・レノベーション
株式会社

⑮

小名細胞アッセイ技術研究所

企画・政策担当（PR MANAGER and POLICY
MAKER）

強い農林水産 【対象地域：東北】

電話

e-mail

HP

URL

0470-64-6742

office@all-nippon.org

https://www.all-nippon.org/

研究・開発部

092-583-8974

info@oatari-inc.com

http://oatari-inc.com

株式会社オプティム

ビジネス統括本部 農業事業部

03-6435-8567

kouji.nakasaka@optim.co.jp

https://www.optim.co.jp/

株式会社カクイチ

事業戦略部

080-5147-1458

s.shibako@kaku-ichi.co.jp

https://www.kaku-ichi.co.jp/

有限会社 かごしま有機生産組合

経営戦略室

099-282-6867

k-organic@chikyubatake.jp

http://kofa.jp/

株式会社 ＣＡＰＯＬＥ

090-3139-7204

kurimoto.capole@gmail.com

Kamakura Industries株式会社

0467-84-9459

support@kamakura.industries

03-3642-7797

info7797@cellulose.tokyo

株式会社川崎商店

経営企画室

企業内専門家活用協会

代表理事

九州大学大学院農学研究院

農学部事務部総務課研究協力係

https://kamakura.industries
http://mori-zukuri.jp/b-forest/bimorireport/2016/08/29/7810.html/4

KIGYO.nai.SENMONKA@gmail.com

準備中

092-802-4506

norsenryaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

http://www.agr.kyushu-u.ac.jp/

オープンラボ 担当

090-6154-6457

info@greenforesters.jp

https://greenforesters.jp

社長室

092-471-7332

yamauchi@greenriver-hd.co.jp

https://www.greenriver-hd.co.jp/

総合窓口

080-6664-4819

glfpjp7@gmail.com

http://glfp.jp/

地域みらいプロジェクト

09081105690

toe@kmd.keio.ac.jp

https://chiki-mirai.localinfo.jp/

株式会社ゲイト

なし

03-6666-0075

info@gateinc.jp

https://gateinc.jp/

株式会社ケー・シー・エス

コンサルティング本部

03-6240-0581

y-matsu@kcsweb.co.jp

http://kcsweb.co.jp/

080-5074-9726

mi-hosokawa@kddi.com

https://www.kddi.com/

株式会社GREEN FORESTERS（グリーンフォレスター
ズ）
グリーンリバーホールディングス株式会社
グローカルな仲間たち（GLFP.JP) Global Local Friends
and Professionals Japan Platform
慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 岸博幸研
究室 & オークツ株式会社

KDDI株式会社

経営戦略本部 地方創生推進部

細川

穣

※案件ごとの担当部署については技術提案資料に掲載

KUコンサルタンツ

代表

090-3104-2735

k-kai@gotochi.biz

高知工科大学

研究連携部 社会連携課

0887-57-2743

rc@ml.kochi-tech.ac.jp

https://www.kochi-tech.ac.jp/

国産株式会社

代表取締役

03-6264-2471

kageyama@kokusan.jp

http://www.kokusan.jp

03-6416-9195

info@cotovia.asia

www.cotovia.net

株式会社コトヴィア
一般社団法人 こども食堂支援機構

事務局

090-9329-2032

kodomosyokudousien@gmail.com

こども農業体験コンソーシアム

事務局

090-9329-2032

kodomoagritour@gmail.com

株式会社コムキューブ

代表取締役

055-225-6608

kanazawa@comcube.co.jp

http://comcube.co.jp

株式会社コンピューター総合研究所

ソリューション営業部

03-6803-0232

tyokoyama@e-mail.tokyo-cal.co.jp

https://www.tokyo-cal.co.jp/index.html

CYBERDYNE株式会社

営業部

029-869-8448

nakazawa_taishi@cyberdyne.jp

https://www.cyberdyne.jp

03-5829-6038

info@sucseed.co.jp

http://www.sucseed.co.jp/

03-5475-8045

Takeki.Hirano@sapporobeer.co.jp

https://www.sapporobeer.jp/

03-5284-8540

info@sweetpotato.co.jp

SucSeed株式会社
サッポロビール株式会社
さつまいもカンパニー株式会社

外食営業本部 外食統括部
フードビジネスサポートグループ
経営企画部

（株）サトー

グローバル営業本部

株式会社GAC
株式会社ジェイ・エム・アール生活総合研究所

ソリューション事業統括部

090-9817-9804

shinichi.sawatari@sato-global.com

代表取締役

0138-67-3901

yamane.n@taitan.ocn.ne.jp

第１チーム

03-3217-8400

jmrlsi@jmrlsi.co.jp
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団体名

⑮

担当部署

電話

強い農林水産 【対象地域：東北】

e-mail

HP

URL

m_takachio781@jtb.com / c_kitsuta662@ jtb.com
株式会社JTB

霞が関事業部

03-5539-2818

/ y_tsuchiya639@jtb.com

※3名に送信お願い致しま https://www.jtbbwt.com/government/

す。
株式会社システムフォレスト

アカウントマネジメント部

050-1748-7040

sales@systemforest.com

https://www.systemforest.com/

事務局

03-6869-6372

info@zibatsu.jp

https://zibatsu.jp/

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

都市計画事業部

075-316-3508

uchida@n-shuppan.co.jp

https://ji-institute.com/

ジャパンケーブルキャスト株式会社

企画部

03-6910-2906

kikaku-p@cablecast.co.jp

http://www.cablecast.co.jp/

03-4405-4604

info@fujiyama18.com

https://www.fujiyama18.com

特定非営利活動法人 持続可能な環境共生林業を実現す
る自伐型林業推進協会

ジャパンコールドチェーン株式会社
株式会社Japonte

代表

090-8559-4728

noritaka.eguchi@japonte.net

https://japonte.net

株式会社JALUX

加工食品部

03-6367-8781

shuhei.abe@jalux.com

https://www.jalux.com/

yuta@j-world.co.jp
株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック

ＩＴビジネス課 / CA部門

sasaki@j-world.co.jp

0172-44-8133

https://www.j-world.co.jp/

iwabuchi@j-world.co.jp
JOHNAN株式会社

JOHNANイノベーションラボ

075-632-8066

info.jil@johnan.com

一般社団法人食農共創プロデューサーズ

食Pro.制度事務局

03-5961-8124

info@facp.or.jp

https://www.6ji-biz.org/

一般社団法人食の拠点推進機構

事務局

03-6811-0537

info@jicce.or.jp

https://jicce.or.jp/

新技術で地域特産品を世に出すコンソーシアム

事務局（竹橋農業研究所・石垣）

03-6273-4839 （携
帯）090-1437-7967

https://www.johnan.com/

http:www//takebashi-agri.com

ishigaki@takebashi-agri.com

https://www.ulvac.co.jp/ https://www.optim.co.jp/
https://www.shinshuu.ac.jp/faculty/engineering/enterprise/
http://www.shinshu-

国立大学法人

信州大学

工学部

工学部産学官連携室

026-269-5700

kougaku_renkei@shinshu-u.ac.jp

u.ac.jp/faculty/engineering/sastec/consultation/
https://www.shinshuu.ac.jp/guidance/publication/summary/2020/enginresearch/html5.html#page=1

一般社団法人

森林国土ドローン機構

事務局

078-200-6411

flda_q@flda.or.jp

https://flda.or.jp/

株式会社スカイマティクス

営業企画本部

070-3892-9517

yukimune.oji@skymatix.co.jp

https://skymatix.co.jp/

スターマーク株式会社

ソリューション推進部

03-3496-4104

produce@starmark.co.jp

https://starmark.co.jp/ja/

090-8497-1314

contact@smartagri.co.jp

https://smartagri.co.jp/

スマートアグリコンサルタンツ合同会社

03-3214-3256 (資源環
住友林業株式会社

資源環境事業本部 環境・エネルギー部 / 山林部

境事業本部

環境・エネ

ルギー部 ) /

03-

3214-3251(山林部)
精密林業計測株式会社

経営企画

080-2304-0510
スマート農業推進チーム

環
https://sfc.jp/

OKADA_hiroyuk@star.sfc.co.jp(山林部)
takenaka@prefore.org

http://prefore.org/

oode_hironobu@seiwa-ltd.co.jp

https://www.seiwa-ltd.jp/

取締役

株式会社セツロテック

竹澤慎一郎

090-2893-0233

takezawas@setsurotech.com

https://www.setsurotech.com/

株式会社膳

新規戦略事業部

070-3892-9517

lechk1228@gmail.com

https://northflaggers.com/

JA改革推進部 JA改革推進課

03-6665-6240

jakaikaku.s@zenchu-ja.or.jp

https://org.ja-group.jp/

全国農業協同組合中央会

兼

境・エネルギー部 ) /

株式会社誠和

一般社団法人

兼 営業部

0285-44-1114 / 080-

ANDO_shoichi@star.sfc.co.jp(資源環境事業本部

5481-3959
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⑮

強い農林水産 【対象地域：東北】

団体名

担当部署

電話

e-mail

HP

全国農業協同組合連合会

耕種総合対策部 TAC推進課 労働力支援対策室

03-6271-8283

zz_zk_roudouryoku@zennoh.or.jp

https://www.zennoh.or.jp/

株式会社セントラル情報サービス

牛プロジェクトチーム

06-6538-2532

kojima@cisnet.co.jp

http://www.cisnet.co.jp/

法人プロダクト＆事業戦略本部公共事業推進室 / 法人プ
ソフトバンク株式会社

ロダクト&事業戦略本部 デジタルオートメーション事業
第1統括部

080-3484-9931(法人プ
ロダクト＆事業戦略本部
公共事業推進室)

IoTプロダクト企画推進部

openlab@e-kakashi.com

https://www.softbank.jp/
https://www.softbank.jp/biz/ai/face_thermal_imaging

hiroshi.horii@g.softbank.co.jp

03-3349-3212

URL

https://www.sompo-japan.co.jp/

損害保険ジャパン株式会社

企画開発部

大豊産業株式会社

営業本部

株式会社ただいま

本社

03-5201-3738

tsubasa@tadaimainc.jp

http://tadaimainc.jp

株式会社丹後王国ブルワリー

営業本部

0772-65-4193

manakagawa@tango-kingdom.com

https://tango-kingdom.com/

一般社団法人地域人財基盤

事務局

090-1462-0838

info@jhrp.org

地域創生プラットフォーム

事務局

企画担当マネージャー

寺奥 泰次郎

jichitai-bousai@sompo-japan.co.jp

/

087-811-4567(代）

shiboukei@taihos.co.jp

https://www.taihos.co.jp/

03-6811-0532（日本施
設管理運営協会内）；

uemura@rrpf.jp

https://rrpf.jp/

090‐5929‐5167

kanri@chaintope.com

https://www.chaintope.com/

080-5089-4543

y-ishii@earthcolor.org

https://chikyunoshigoto.com/

052-908-8803

k_ishihara_aa@dpt-inc.co.jp

https://www.dpt-inc.co.jp/

050-3850-5585

r2d2-all@dip-net.co.jp

https://www.dip-net.co.jp/

099-298-5276

toya_tmm@yahoo.co.jp

http//www.tytmm.com

090-2763-7726（上村）
株式会社chaintope
NPO法人地球のしごと大學

事務局

ディーピーティー株式会社

R&D事業部

ディップ株式会社

営業企画統括部 地方創生事業開発室

設計開発課/e-minori販売課

株式会社テクノマックス南日本
デザインサーファーズ株式会社

NINJA WORKS

0749-45-0075

tckevin2000@gmail.com

https://www.ninjaworks.pro/

ＴＥＡＤ株式会社

管理部

027-388-9696

tead-info@tead.co.jp

https://www.tead.co.jp/

株式会社テヌート

総務部

080-2356-3600

ogawa@tenuto.co.jp

http://tenuto.co.jp

デロイト トーマツ

パブリックセクター

03-6213-1251

open_laboratory@tohmatsu.co.jp

https://www2.deloitte.com/jp/ja/industries/governm
ent-public-services.html

090-6954-4432 (奥泉 )
/
株式会社 電通

及び電通グループ各社

パブリック・アカウント・センター 社会創発室

090-7001-8895(坂

井) / 090-53400519(佐藤) /

090-

daisuke.okuizumi@dentsu.co.jp
masahiko.sato@dentsu.co.jp

https://www.dentsu.co.jp/

4531-4838(池田)
株式会社電通国際情報サービス

クロスイノベーション本部

オープンイノベーションラ

ボ

03-6713-6098

info@innolab.jp

https://www.isid.co.jp/
https://innolab.jp/

有限責任監査法人トーマツ

ディスラプティブイベンツアドバイザリーグループ

03-6213-1000

koji1.inaba@tohmatsu.co.jp

https://www2.deloitte.com/jp/ja.html

株式会社どこいこ

代表取締役

075-257-3236

nishimura@doco-ico.net

http://www.doco-ico.net

合同会社

法人本部

086－420－1500

yamada@soushinkai.com

今年度中に公開予定

代表

080-3900-6801

info@d-tworks.com

http://d-tworks.com/

toppan_sicweb@toppan.co.jp

https://www.toppan.co.jp/

ど根性ファーム

ドットワークス
凸版印刷株式会社

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業本部

ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部

事業戦

略部

トランス・コスモス株式会社

公共政策本部 公民連携部

03-4363-0339

fuseda.natsumi@trans-cosmos.co.jp

https://www.trans-cosmos.co.jp/

株式会社TONZAKOデザイン

企画事業部門

052-253-8518

k-komori@tonzako.com

https://www.tonzako.com/

ニシム電子工業株式会社

営業統括本部 ソリューションセンター

092-482-4700

seki@nishimu.co.jp

https://www.nishimu-products.jp/
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団体名

⑮

担当部署

電話

強い農林水産 【対象地域：東北】

e-mail
nakamura@nichigi.co.jp または

HP
ocean-

URL

日油技研工業株式会社

営業本部

03-3986-5222

日建リース工業株式会社

東京水産事業支店

03－5755－2720

kazuto-abe@nrg.co.jp

日鉄ソリューションズ株式会社

社会公共ソリューション事業部

090-2210-2040

hirakawa.yasushi.86y@jp.nssol.nipponsteel.com

https://www.nssol.nipponsteel.com/

050-3134-3480

info@undiscovered.jp

https://www.undiscovered.jp/

株式会社にっぽんの宝物
日本航空株式会社

地域活性化推進部

jal-open-lab@ml.jal.com
090-5784-4855 （多

日本電気株式会社

政策渉外部

一般社団法人日本農業情報システム協会

事務局

株式会社日本能率協会総合研究所

社会システムデザインセンター

特定非営利活動法人

g@nichigi.co.jp

https://iki-iki-osakana.com/
https://www.nrg.co.jp/nikkenlease/

https://www.jal.co.jp/jp/ja/
http://www.jal.com/ja/

tadaharu@nec.com

https://jpn.nec.com/

03-3227-2321

contact@jaisa.org

https://jaisa.org/

03-3578-7594

motonari_yuda@jmar.co.jp

https://www.jmar.co.jp

03-6684-1015

info@j-pao.org

http://www.j-pao.org/

miopenlabo@ml.unisys.co.jp

https://www.unisys.co.jp/

田）

日本プロ農業総合支援機構

https://www.nichigi.co.jp/

グループマーケティング部 マーケットインテリジェン

050-3132-3394 , 6647,

ト室

6302

特定非営利活動法人日本リユース協会

健康ソリューション経営事務局

03-5482-9033

inui@reuse-japan.org

改装中

日本料理

調理ソリューション課

0748-37-2001

info@uosho.co.jp

http://www.uosho.co.jp

ネクスプリッジ

080-5845-0234

nxb-itsp@nexbridge.jp

総務部

029-859-1577

info@kknoa.co.jp

http://www.kknoa.co.jp/

本部 事業開発室

029-838-6567

fukyukikaku@ml.affrc.go.jp

http://www.naro.affrc.go.jp/

03-3219-5869

k_katada@shimadzu.co.jp

産学連携事業部

03-3586-8644

renkei@jataff.jp

https://jataff.jp/ 、 http://agri-renkei.jp/

株式会社ノエックス

営業部

050-5362-8212

noex@noex-inc.co.jp

https://noex-inc.co.jp/

株式会社

地域事業統括局 地域事業統括部

03-6441-7595

hiromi.suwabe@hakuhodo.co.jp

https://www.hakuhodo.co.jp/

代表

075-417-0115

office@bugmo.jp

https://bugmo.jp/

日本ユニシス株式会社

魚庄

ネクスプリッジ＆一般社団法人IT活用サポーターズ地方
創生コンソーシアム
株式会社ノア
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
（農研機構）
農林水産省「知」の集積と活用の場

セルフ・フードプ 事務局

ランニングプラットフォーム
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会
（JATAFF）
博報堂

株式会社BugMo
株式会社パスコ

（株）島津製作所

産学官・プロジェクト推進

室

中央事業部 技術センター 技術監理部 / 衛星事業部
業推進部

ソリューション推進課

事 03-6412-2517 / 03-

kiekiu5984@pasco.co.jp /

5465-7371

ml_satellite_quotation@pasco.co.jp

0

https://www.pasco.co.jp/

株式会社パソナ農援隊

業務部

03-6734-1260

agri@pasona-nouentai.jp

http://www.pasona-nouentai.co.jp/

株式会社パブリック・クロス

就職氷河期世代支援担当

070-5045-8815

info@public-x.jp

https://public-x.jp/

株式会社Publink

代表取締役社長 栫井（かこい）

090-3543-9535

kakoi@publink.biz

https://publink.biz/

早川都市計画株式会社

事業開発部

052-877-2891

nagoya@hayakawa-t.co.jp

https://www.hayakawa-t.co.jp/

ハレノヒ株式会社

市場開発室

03-6280-3219

akaida@harenohi.world

http://harenohi.world

株式会社バンブー苑

本社

0565-33-5904

kenzo_w@bamboo-en.co.jp

https://www.bamboo-en.co.jp/

PwCあらた有限責任監査法人

システム・プロセス・アシュアランス部

070-1542-8221

yoshitaka.nakagawa@pwc.com

東日本電信電話株式会社

経営企画部営業戦略推進室

03-5359-2220

masahiro.nakatogawa@east.ntt.co.jp

https://www.ntt-east.co.jp/

株式会社

地域活性化事業部

03-5533-8665

info@bs-story.co.jp

https://bs-story.co.jp/

ビジネス・サクセスストーリー

誠一郎
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団体名
株式会社

日立ソリューションズ東日本

日立トリプルウィン株式会社

⑮

強い農林水産 【対象地域：東北】

担当部署

電話

e-mail

HP

ビジネスイノベーション推進センタ

070-6499-0889

koichi.oe.tu@hitachi-solutions.com

https://www.hitachi-solutions-east.co.jp/

080-5898-9216 （奥西

https://www.hitachi-

食･農事業部 事業開発グループ

携帯）、

triplewin.co.jp/servicemenu/food-

ダイヤルイン okunishi_shinichi@hitachi-capital.co.jp

050-3816-2136

agriculture/index.html

株式会社ファーマインド

国産開発部

080-7249-8972

yoshioka.r@farmind.co.jp

株式会社

社長室

080-5039-4170

marukty@me.com

ファイブ・テン

03-6427-9747 ／ 090-

株式会社 ４CYCLE

9104-4319

URL

tainaka@4cycle.jp

https://www.farmind.co.jp/

4cycle.jp1
https://researchmap.jp/dtakata

福島大学

食農学類

024ｰ503ｰ4061

dtakata@agri.fukushima-u.ac.jp

復建調査設計株式会社

社会デザイン創発センター

082-506-1843

f35300@fukken.co.jp

https://www.fukken.co.jp/

プライムナンバー株式会社（社食ドットコム）

社食メディア部

050-5892-7777

info@shashoku.com

https://shashoku.com

プランツラボラトリー株式会社/

経営企画室/

技術提案書をご参照願い

アクセンチュア株式会社

ビジネスコンサルティング本部

ます

合同会社ブランドスケープ

代表社員

080-3531-4391

toshi@blandscape.co.jp

Planning

6次産業化・地域活性化

090-2787-4637

k.yoneda117@gmail.com

株式会社ふるさと本舗

ふるさと本舗事業部

03-4577-1467

shoma_funakata@voyagegroup.com

https://furusatohonpo.jp

株式会社PROPELa

企画部

03-5439-1629

yam@soylabo.net

http://corporate.propela-app.com/

03-5456-5210

i@hodwn.com

hodwn.com

http://www.agri.fukushimau.ac.jp/education/agriculture.html#takata

MAO

井上俊彦

株式会社ホーダウン

https://www.plantslaboratory.com/putfarm.html
技術提案書をご参照願います

https://www.accenture.com/jp-ja/serviceagribusiness-overview
https://blandscape.co.jp

ホールアース自然学校

新潟事業所

0257-47-7293

info-n@wens.gr.jp

https://wens.gr.jp/niigata/

ホールアース自然学校

富士山本校

0544-66-0152

info@wens.gr.jp

https://wens.gr.jp/

炎重工株式会社

営業部

019-618-3408

info@hmrc.co.jp

https//www.hmrc.co.jp/

有限会社ホリホック

取締役

本田屋本店有限会社

地域プロデュース事業部

0242-25-1778

order@hondaya.jp

http://hondaya.jp/

株式会社

農業活性事業部

03-6667-1181

agri-service_pr@mynavi.jp

https://agri.mynavi.jp/

045-317-9055

iwai@macs.yokohama

マイナビ

津田 知典

072-734-7172

株式会社MAcS
丸紅情報システムズ株式会社

経営企画部企画課

03-4243-4053

kikakuka@marubeni-sys.com

https://www.marubeni-sys.com/

三井金属計測機工株式会社

営業部農業施設グループ

0568-74-7670

mkit_info@mitsui-kinzoku.com

https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkit/

営業推進部

03-3259-1444 / 03-

三井住友海上火災保険株式会社

法人マーケット推進チーム / 営業企画部

houjin_m@ms-ins.com / A3J31@msad.ms-ad-ins.com https://www.ms-ins.com / https://www.ms-ins.com/

モビリティビジネスチーム

3259-5239

三井倉庫ホールディングス株式会社

事業開発部

080-4364-2068

hirofumi_yagita@mitsui-soko.co.jp

https://msh.mitsui-soko.com/

株式会社ムスカ

Back Office

050-5357-2816

backoffice@musca.info

https://musca.info/

株式会社

山下ＰＭＣ

事業統括本部

03-6853-7700

info@ypmc.co.jp

https://www.ypmc.co.jp/

有限会社

山文

取締役

090-2091-0870

m-matsumura@hanamatsu.co.jp

06-6376-6436

hideto_yamada@yanmar.com

https://www.yanmar.com/jp/agri/

kenichi1_tanaka@yanmar.com /

https://www.yanmar.com/global/ /

ヤンマーアグリ株式会社
ヤンマーホールディングス株式会社

社長

国内統括部
イノベーションセンター

プロジェクトマネジメント部 0749-52-8410 / 06-

/ 食事業推進室

7636-9389

tomohiko_maeda@yanmar.com

http://www.yanmar.com

ヤンマーマルシェ株式会社

商品部

080-8949-8212

arisa_iguchi@yanmar.com

https://www.yanmar-s.co.jp/

株式会社結アソシエイト

代表取締役

080-5077-3049

matsuda@agri-assist.biz
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⑮

強い農林水産 【対象地域：東北】

団体名

担当部署

電話

e-mail

HP

有限会社友栄水産

漁師

0596-72-1351

marukinmaru.fisher@gmail.com

https://yuuei.co.jp/

有人宇宙システム株式会社

宇宙事業部

03-3211-2005

jamss-sales@jamss.co.jp

https://www.jamss.co.jp/index.html

080-3403-1203

k.shindo@isana-g.com

http://lighthouse-frontier.tech/

044-789-5931

hoshi@livefish.jp

http://www.livefish.jp/

株式会社ライトハウス
株式会社LIVEFISH

星

Ridgelinez株式会社

Architecture Design Unit

090-6921-3578

satou.hiroyu-10@jp.fujitsu.com

https://www.ridgelinez.com/

公益財団法人 緑進協会

本部

092-431-0220

info@ryokushin-kyoukai.jp

http://www.ryokushin-kyoukai.jp/index.html

READYFOR株式会社

連携推進室

070-1279-9570

furusato@readyfor.jp

https://readyfor.jp/

特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構

事務局

03-4520-5045

info@robizy.co.jp

https://www.robizy.co.jp/home

株式会社ワールドネクスト

（東証1部上場：株式会社

幸臣

URL

h.kudou@witc.co.jp

https://wnext.co.jp

福島本社

024-937-1481

オープンラボ対応係

03-6407-8458

cs@wise-vine.com

https://corp.wise-vine.com/gov

Y's food labo

法人対応

045-761-5995

info@yfood.net

http://yfood.net/

若狭工業株式会社

本社総務部

0770-25-3067

admin@wakasakogyo.com

www.wakasakogyo.com

ワールドホールディングスグループ会社）
株式会社WiseVine （カブシキカイシャ
ン）

ワイズバイ
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