
北九州ロボットフォーラム会員名簿一覧 （226 団体・個人）
企　業 129 社

有限会社アイエスグループ (有)広研社 ㈱ネオス
(有)ICS　SAKABE 広和機工株式会社 ㈱ネオフレックス
アイクォーク㈱ ㈱国際海洋開発 (同）Next Technology
アキツデザイン ㈱コンピュータサイエンス研究所 (有)直方メディカルサービス
旭エレクトロニクス㈱ ＫＯＡ株式会社 ㈱呑山電設
株式会社アダチスポーツ コーヨー日軸株式会社 バイオシグナル㈱
㈱アッソ 三旺㈱ 八祥産業株式会社
㈱アメニテックス サンビット㈱ ㈱ピーエムティー
㈱有薗製作所 サンリツオートメイション㈱ 株式会社ひびき精機
アルファーデザイン㈱ ㈱C&Gシステムズ ㈱ヒロテック
㈱アレックスエンジニアリング ㈱ジーイーエヌ ㈱ファクシム
アンドロボティクス(株) シグマテック（福崎技術士事務所） ファロージャパン㈱
㈱イーシーエス ㈱しくみデザイン 富士岐工産㈱
㈱石川鉄工所 ｼﾞｬﾊﾟﾝｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 株式会社フジクラ
出光興産㈱ 新川電機㈱ ㈱フジコー
イナバゴム㈱ ㈱シンクフリー ㈱プラテクノマテリアル
㈱井上産商 新日本非破壊検査㈱ ㈱ブラテック
上野精機㈱ 積水化成品工業㈱ ㈱Hotproceed
㈱エーエスエー・システムズ ㈱ゼンリンデータコム 三島光産㈱
㈱エイチ・アイ・デー 大電㈱ ㈱三井ハイテック
ＳＣＳＫ九州㈱ ㈱高田工業所 前田機工㈱
ＳＫソリューション㈱ タキゲン製造株式会社 三菱倉庫㈱
株式会社FAサポート ㈱匠 ㈱ミツワ
㈱エムティアイ Tanosy Japan Inc. 三ツ和金属㈱
オオクマ電子㈱ ㈱チェルカ 宮崎技研機工
岡住工業㈱ ツイスト・ドライブ・テクノロジーズ㈱ ミヤタハイメック品質技術研究所
沖電線㈱ (有)眺 ㈱明菱
オグマ工業㈱ ㈱ディアンドアイシステムコンサルティング Manycolors㈱
オリオ精機㈱ ㈱テムザック ㈱モビッテック
オリックス㈱ ㈱デンソーウェーブ 森設計事務所
遠賀中間医師会おんが病院 ㈱デンソー北九州製作所 安川情報システム㈱
㈲オートシステム TOTO㈱ ㈱安川電機
㈱春日工作所 株式会社トッパンTDKレーベル 八十島プロシード㈱
㈱カンノ製作所 ㈱戸畑ターレット工作所 八幡電機精工㈱
㈱キットヒット ㈱トープラ 吉川工業㈱
QEL㈱ 西日本スターワークス㈱ 吉野川電線㈱
九州計測器㈱ 西日本精機㈱ リーフ㈱
株式会社クアンド ㈱ニシマル ㈱ロジカルプロダクト
熊本電気工業株式会社 日本グリース株式会社 ロボスクエア
㈱桑原敬事務所 日本サルヴェージ㈱ ㈱ロボットメディア
㈱ケアテックサービス (有)日本テクモ ロボフューチャー㈱
計測検査(株) 日本鉄塔工業㈱ ㈱ふるさとカンパニー
㈱コア　九州カンパニー 日本電話センター株式会社 RoboPlusひびきの㈱

大　学 18 大学
76 人

九州工業大学 学長 尾家  祐二 早稲田大学 教授 田中　英一郎
副学長（評価担石川　真澄 九州共立大学 特別研究員 能智　紀台
教授 石川　聖二 助教 水井　雅彦
教授 水垣　善夫 九州産業大学 教授 榊　泰輔
教授 大屋　勝敬 教授 鶴田　和寛
教授 黒木　秀一 教授 青木　幹太
准教授 相良　慎一 橋本　将幸
教授 本田　崇 北九州工業高等専門学校 校長 原田　信弘
准教授 脇迫　仁 教授 添田　満
准教授 坂井　伸朗 教授 吉野　慶一
准教授 西田　健 教授 浜松　弘
支援研究員 古賀　亜沙子 准教授 太屋岡　篤憲
教授 花本　剛士 准教授 山内　幸治
教授 松岡　清利 教授 久池井　茂
教授 佐藤　寧 助教 日高　康展
准教授 和田　親宗 准教授 滝本　隆
准教授 宮本　弘之 准教授 松尾　貴之
教授 石井　和男 九州職業能力開発大学校 教授 岡田　正之
講師 猪平　栄一 教授 黒木　猛
准教授 田向　権 教授 新貝　雅文
教授 柴田　智広 准教授 秋好　政徳
教授 林　英治 講師 仲丸　徹

北九州市立大学 教授 清田　高徳 講師 佐藤　幸司
准教授 山崎　進 産業医科大学 講師 橋本　正浩
准教授 松永　裕己 准教授 久米　恵一郎
教授 岡田　伸廣 西日本工業大学 教授 上條　恵右

早稲田大学 科長 植田　敏嗣 西九州大学 教授 長尾　哲男
招聘研究員 田中　祀捷 九州栄養福祉大学 教授 髙橋　精一郎
教授 大貝　晴俊 准教授 廣滋　恵一
教授 李　羲頡 准教授 四元　孝道
教授 吉江　修 九州大学病院 上島　隆秀
教授 鎌田　清一郎 東京女子医科大学 准教授 和田　太
教授 小柳　惠一 日本文理大学 准教授 稲川　直裕
教授 馬場　孝明 長崎大学 准教授 武藤　浩二
教授 後藤　敏 教授 山本　郁夫
教授 松丸　隆文 崇城大学 アハラリ　アリレザ
教授 古月　敬之 公立はこだて未来大学 教授 松原　仁
教授 山内　規義 福岡教育大学 講師 阿曽沼　樹

個　人 6 人

研究機関・支援機関 12 機関
社会福祉法人 北九州市福祉事業団 福岡県工業技術センター機械電子研究所
北九州商工会議所 総合せき損センター
ＮＰＯ法人　北九州テクノサポート 門司メディカルセンター
九州職業能力開発大学校 (公財)北九州産業学術推進機構
ＮＰＯ法人　里山を考える会 一般社団法人　無人機研究開発機構
ＮＰＯ法人　福祉用具ネット 一般財団法人　日本品質保証機構

行　政 3 機関
九州経済産業局 北九州市
福岡県

(平成30年10月18日現在)


