
メールご送付時は＊を@に変換してください

№
氏名

（フリガナ）
自宅Ｅメールアドレス

勤務先Ｅメールアドレス

ＴＥＬ
ＦＡＸ
携帯

技術士部門
専門分野

勤務先
〒

連絡住所

1
青木  規明
アオキ　ノリアキ

aokilog.lab＊kch.biglobe.ne.jp
TEL 042-313-9286
FAX 042-313-9286
携帯 080-1569-7459

経営工学部門/総合技術監理部門
ロジスティクス

生産ロジスティクス
研究所

185-0024
東京都国分寺市泉町2-13-19
パークシティ国分寺417

2
有田　俊雄
アリタ　トシオ
Toshio Arita

ax1t-art＊asahi-net.or.jp
URL: https://www.linkedin.com/in/toshio-
arita-4016889

TEL 043-246-8551
携帯 090-7180-6837

経営工学部門
海外包装調査＆事業開発
Consultation for the Japanese
and overseas companies; marketing,technology
and business development

有田技術士事務所
Arita Packaging
Consultant Office

261-0001
千葉市美浜区幸町1-8-2-910
1-8-2-910, Saiwai-cho,
Mihama-ku, Chiba
261-0001 Japan

3
石垣　文寿
イシガキ　フミヒサ

technolinks＊nifty.com
TEL 011-663-1710
FAX 011-663-1780
携帯 090-5521-1687

経営工学部門
包装設計、包装開発、
印刷と包装に関する技術相談

株式会社テクノリンクス
063-0032
札幌市西区西野2条5丁目2-23

4
井沼　俊明
イヌマ　トシアキ

koma_inu_sasa_hata＊yahoo.co.jp
経営工学部門　ロジスティクス
包装及び物流、物流システム
電気電子、電子応用、自動制御

佐川急便株式会社
東京本社

5
尾崎　尚武
オザキ　ナオタケ

naotake.ozaki＊shiseido.com TEL 070-3859-1875
経営工学部門　ロジスティクス
消費者包装   デザイン思考・
人間中心設計による設計開発

株式会社資生堂
220-0011
横浜市西区高島1丁目2-11

6
大須賀　弘
オオスガ　ヒロシ

ohsuga-h＊cello.ocn.ne.jp
経営工学部門
専門分野　フィルム包装

7
太田　進
オオタ　ススム

susumuohta＊yahoo.co.jp
TEL 042-425-1097
携帯 090-1816-2050

経営工学部門　ロジスティクス
乳製品を中心とする食品包装の設計、開発

サムズパッケージング
研究所

203-0021
東京都東久留米市学園町1－6－6

8
大森  弘一郎
オオモリ　コウイチロ
ウ

zero＊qb3.so-net.ne.jp
URL: http://www.zero-x.jp

TEL 045-833-5738
FAX 045-833-8505

経営工学部門
経営工学、新包装システムの開発、
発明と特許出願の推進、特許作戦

zero研技術士事務所
234-0054
横浜市港南区港南台5-15-30

9
尾立　良次
オダテ　リョウジ

r-odate＊orchid.plala.or.jp TEL 045-432-4011

経営工学部門
包装
化粧品包装､包装設計･開発･評価･
合理化､品質保証､ISO･EA21など経営システム改
善支援､コンサルタント

尾立技術士事務所
222-0022
横浜市港北区篠原東1-5-35

10
賀川　義夫
カガワ　ヨシオ

y.kagawa＊nihonsuperior.co.jp
TEL 06-6380-1121
FAX 06-6380-1262

軟包装
知的財産権

株式会社日本スペリア社

11
門田　恭明
カドタ　ヤスアキ

y-kadota＊housefoods.co.jp
TEL 043-237-5211
FAX 043-237-2914

経営工学部門　ロジスティクス
包装

ハウス食品
グループ本社株式会社

284-0033
千葉県四街道市鷹の台1-4

12
金井　満
カナイ　ミツル

勤務先 kanai-m2＊mail.dnp.co.jp
自宅 kanai-m2＊s7.wh.qit.ne.jp

勤務先代表 TEL
03-6431-4160
勤務先直通 TEL
050-3170-3736
勤務先 FAX
03-6431-6020

経営工学部門　ロジスティクス
主に軟包装設計・開発・技術
食品、産業資材等

大日本印刷株式会社
高機能マテリアル事業部

勤務先
141-0031
東京都品川区西五反田3-5-20
自宅
192-0363
東京都八王子市別所2-2-1-201

13
川崎 元夫
カワサキ　モトオ

m-kawasaki＊gaia.eonet.ne.jp TEL 075-572-5668
化学部門
高分子製品・フィルム

川﨑技術士事務所
601-1334
京都市伏見区醍醐勝口町3－95

14
北　松彦
キタ　マツヒコ

mat_kita＊rike-vita.co.jp
TEL 03-5275-5131
FAX 03-3261-2628

経営工学部門
生産・物流マネジメント
包装の計画・改善

理研ビタミン株式会社
101-8370
東京都千代田区神田三崎町
二丁目9番18号

15
久保田　毅
クボタ　タケシ

勤務先 kubota-t2＊mail.dnp.co.jp
自宅 takechan-5555-kbt＊asahinet.jp

経営工学/総合技術監理部門
生産マネジメント

大日本印刷株式会社
技術・研究開発本部

16
小林　光
コバヤシ　アキラ

勤務先 Kobayashi.Akira＊otsuka.jp
自宅 nsbqb329＊ybb.ne.jp

TEL携帯
（中国）
+86-183-0210-1814
（日本）
090-5142-2300

経営工学部門
電子レンジ食品開発
海外への食品生産移転（中国・インド・韓国）

上海大塚食品有限公司

大塚食品株式会社
国際事業部

勤務先（中国）
201108
上海市闵行区莲花南路1969
勤務先（日本）
771-0183
徳島市川内町加賀須野463-55

17
齋藤　正宏
サイトウ　マサヒロ

mjsaitou＊mbe.nifty.com
TEL 03-3488-2247
FAX 03-3488-2247
携帯 090-2425-2952

経営工学部門　ロジスティクス
物流拠点のシステム構築・改善　教育

Sロジスティクス研究所
201-0005
狛江市岩戸南1-3-9

18
坂巻　千尋
サカマキ　チヒロ

chihiro.sakamaki＊toppan.co.jp TEL 03-3835-5464
経営工学/総合技術監理部門
ロジスティクス、包装

凸版印刷株式会社
101-0024
東京都千代田区神田和泉町1番地

19
清水　啓介
シミズ　ケイスケ

ksk-shimizu＊kba.biglobe.ne.jp
TEL 042-462-1754
FAX 042-462-1754

経営工学部門
包装物流

清水ＫＳＫ技術士事務所
202-0022
東京都西東京市柳沢6-11-17

20
下村　充
シモムラ　ミツル

勤務先 shimomura135mit＊oji-gr.com
自宅 shimo_m＊zoho.com

TEL 03-3533-7562
FAX 03-3533-7564
携帯 080-5984-5566

経営工学部門　ロジスティクス
紙・段ボールを主とした包装関連

王子コンテナー株式会社
技術本部開発部開発室

勤務先
135-0062
東京都江東区東雲1-10-6

21
住本　充弘
スミモト　ミツヒロ

sumi1901＊jcom.home.ne.jp
TEL 044-987-1126
FAX 044-987-1126
携帯 080-5469-5039

経営工学部門
包装設計・開発、軟包装製造
技術、技術動向分析及び予測

住本技術士事務所
215-0018
川崎市麻生区王禅寺東5-18-5

22
高山　臣旦
タカヤマ　シゲアキ

携帯 090-5574-1200
経営工学部門
輸送包装

高山技術士事務所
274-0063
千葉県船橋市習志野台5-25-3

23
田中　 好雄
タナカ　ヨシオ

cetanaka＊nifty.com
TEL 03-3329-2043
FAX 03-3329-2043
携帯 080-3424-8380

経営工学/農業部門
国内・海外への食品包装技術移転
(食品流通アドバイザー）

田中技術士事務所　代表
156-0056
東京都世田谷区八幡山3-13-17

24
成田　淳一
ナリタ　ジュンイチ

Junichi.Narita＊mitsuichemicals.com 携帯 090-5499-9197 経営工学部門　ロジスティクス 三井化学東セロ株式会社
101-8485
東京都千代田区神田美土代町７
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25
西  襄二
ニシ　ジョウジ

nishijoji＊nifty.ne.jp TEL 045-512-6430
経営工学部門　ロジスティクス
輸送・マテハン機器等の不具合・事故解析

物流問題研究所
241-0814
横浜市旭区中沢1-14-19

26
野田　治郎
ノダ　ジロウ

jaytnoda＊nifty.com
TEL 042-677-5079
FAX 042-677-5079
携帯 090-8345-7593

経営工学部門
食品包装の設計、企画、開発

野田治郎技術士事務所
192-0363
八王子市別所1-104-3

27
橋本　香奈
ハシモト　カナ

ka-hashimoto＊mail.daiwa-can.co.jp
TEL 042-772-9510
FAX 042-772-7175

経営工学部門  ロジスティクス
食品容器・包装

大和製罐株式会社
技術開発センター

252-5183
神奈川県相模原市緑区西橋本5-5-1

28
菱沼　一夫
ヒシヌマ　カズオ

ｒｘｐ10620＊nifty.com
URL: http://www.e-hishi.com

TEL 044-588-7533
FAX 044-599-8085

経営工学部門
不合理な≪時間調節≫のヒートシール操作を高速
な溶着面温度応答を≪直接的に制御≫（熱流検
知法）する新技術が開発された
従来の姑息な対応を改革しヒートシール技法の抜
本的な現場主義を達成する

菱沼技術士事務所
212-0054
川崎市幸区小倉5丁目6番21号

29
平田　達也
ヒラタ　タツヤ

tatsuya.hirata＊mpx-group.jp
TEL 050-3821-6888
FAX 072-694-9333

経営工学部門  ロジスティクス/
総合技術監理部門
軟包装設計及びトラブル調査、
電子レンジ対応パウチの設計、
電子レンジ対応食品の企画・開発

株式会社メイワパックス
高槻工場
高槻品質保証課

569-1142
大阪府高槻市宮田町1-21-3

30
廣島　真一
ヒロシマ　シンイチ

s.hiroshima＊kk-kanae.co.jp TEL 03-5566-4815 生物工学部門 株式会社カナエ
104-0043
東京都中央区湊1-1-12
HSB鐡砲洲4階

31
堀内　康夫
ホリウチ　ヤスオ

horiuchy＊xk9.so-net.ne.jp
TEL 0495-33-0493
FAX 0495-33-0493
携帯 070-3533-1701

経営工学部門
リーンマネジメント、品質改善
A-PETシートから作る耐熱プラスチック容器の開発
射出成型の安定生産は ガス エアーベント対策で
プラスチック塗装の気泡対策

堀内技術士事務所
369-0301
埼玉県児玉郡上里町金久保1127

32
松田　充広
マツダ　ミツヒロ

mitsuhiro.matsuda＊sinnei-seitai.com
TEL 072-977-0999
FAX 072-978-6106

経営工学部門
軟包装材料の製袋加工
包装専士

株式会社新栄
582-0027
大阪府柏原市円明町1000-41

33
松原　弘明
マツバラ ヒロアキ

hiroaki-matsubara@ma.dic.co.jp
048-722-8215
048-722-1374
(勤務先)

経営工学　ロジスティクス
ＤＩＣ株式会社
塗工技術本部
ＰＭ技術１Ｇ

362-0806
埼玉県北足立郡伊奈町小室4472-1
(勤務先)

34
真野　仁孝
マノ　ヨシタカ

food＊engineer-mano.com TEL 0742-37-2860 経営工学部門  生産マネジメント MANO技術士事務所
631-0003
奈良県奈良市中登美ケ丘6-9-1-531

35
宮本　一隆
ミヤモト　カズタカ

kzmiyamoto2003＊yahoo.co.jp
TEL 047-485-6359
携帯 080-3496-0305

経営工学部門  ロジスティクス
宮本経営技術士事務所
東京都中小企業振興公
社

276-0020
千葉県八千代市勝田台北2-19-6

36
山田　敏明
ヤマダ　トシアキ

IZX00645＊nifty.com TEL 06-6858-6786

経営工学部門
包装技術  （紙・段ボールの包装設計
包装システムの開発）
ＩＳＯ９０００ （主任審査員／エキスパート審査員
有効性の支援コンサルタント）

山田技術士事務所
560-0001
豊中市北緑丘3-1-10-401

37
吉田　存方
ヨシダ ノブマサ

nobumasa.yoshida＊mitsuichemicals.com TEL 03-5290-2867
生物工学部門
食品（青果物）鮮度保持

三井化学アグロ株式会社
103-0027
東京都中央区日本橋1丁目19番1号
日本橋ダイヤビルディング

38
渡辺　薫
ワタナベ　カオル

watanabe-k3＊mail.dnp.co.jp TEL 050-3170－2487
経営工学部門  ロジスティクス
包装専士

株式会社DNPテクノパック
162-8001
東京都新宿区市谷加賀町１丁目1-1
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