
「高度技術利用研究会」会員・委員一覧

【会　　員】 令和5年4月1日現在

№ 所属団体名 主な事業内容 〒 住　　　　所 電話番号

1 赤間印刷工業㈱

企画・制作・印刷（オフセット印刷）/一
般商業印刷物/販売促進支援/書籍編集・
出版/ラベル・シール・フィルム印刷/イ
ベント支援ツール/ホームページ制作、運

031-0072 八戸市城下1-24-21 0178-43-7158 代表取締役 竹ノ子　昭二 営業部課長 大　矢　嘉　康

2 ㈱アケア 水処理薬品・装置販売 039-2245 八戸市北インタ－工業団地3-2-88 0178-28-2035 代表取締役社長 外　山　政　信 代表取締役社長 外　山　政　信

3 ㈱浅利研究所
各種自動機(食肉加工機械・食肉搬送機械
等)省力機械設計・製作・設置工事

039-2245 八戸市北インタ－工業団地3-2-84 代表取締役 浅　利　圭　吾 取締役専務 豊  田　静  夫

4 ㈱アルバック　東北工場 各種産業向け真空装置製造 039-2245 八戸市北インター工業団地6-1-16 0178-28-8280 東北工場長 寺　下　裕　介
理事
調達センター生産統括室
九州工場・東北工場 管理部長

網　野　康　司

5 アンデス電気㈱ 電気機械器具製造業 039-2292 八戸市桔梗野工業団地1-3-1 0178-20-2811 代表取締役社長 安　田　年　孝 管理部　経営企画　主幹技師 風　間　禎　之

6 伊勢屋金網工業㈱八戸営業所 金網製造・販売、外構工事 039-1211 三戸郡階上町蒼前東1-9-91 0178-88-3361 代表取締役社長 石　田　昭　三 八戸営業所取締役所長 林　　　賢　吉

7 ㈱エイ・ケー・ケー 電気機械器具製造業、自己制御ヒーター製造 033-0073 上北郡六戸町金矢2-2 0176-51-1101 代表取締役社長 神　田　正　之 管理部　部長 和　田　　毅

8 エプソンアトミックス㈱
金属粉末、金属射出成形部品、
人工水晶原石の開発、製造、販売

039-1161 八戸市大字河原木字海岸4-44 0178-73-2801 代表取締役社長 大　塚　　　勇 事業管理部 部長 大　野　龍　一

9 奥羽クリーンテクノロジー㈱  一般・産業廃棄物処理 039-1162 八戸市豊洲3-19 0178-44-1061 代表取締役社長 笹　垣　岳　史 施設運転管理部　総括 舘　　重　博

10 ㈲カワサキ機工
製缶/板金/プレス/溶接/切断/切削/
ショットブラスト加工等

039-2173 上北郡おいらせ町瓢245-188 0178-56-4471 代表取締役 川　崎　直　美 代表取締役 川　崎　直　美

11 環境緑花工業㈱
造園業・植物工場事業・土木業・樹木性
産業・廃棄物（木くず）処分業

039-1161 八戸市大字河原木字千刈田12-5 0178-20-3400 代表取締役 山　谷　幹　樹 代表取締役 山　谷　幹　樹

12 北日本機械金属㈱北インタ－工場
金属加工製造業
（精密加工、一般機械加工及び組立）

039-2245 八戸市北インタ－工業団地3-3-22 0178-21-1566 代表取締役 小野寺　泰　博 常務取締役 田　中　健　悦

13 旭光通信システム㈱
鉄道・高速道路用情報通信機器及び鉄道
信号製品設計・製造・販売

039-2245 八戸市北インター工業団地1-3-35 0178-20-5540 代表取締役 酒　井　元　晴 品質保証部長代理 三　浦　克　友

14 高周波鋳造㈱
銑鉄鋳物製造業
球状黒鉛鋳鉄(FCD)･普通鋳鉄(FC)・合金鋳鉄鋳
物・堰破断機製造、販売

031-0071 八戸市沼館4-7-108 0178-43-0127 取締役社長 中　尾　大　輔 総務企画部 総務室長 末　村　　洋

15 合同酒精㈱酵素医薬品工場 酵素・医薬品類の製造 031-0072 八戸市城下2-11-67 0178-71-1204 工場長 石　田　尚　彦 品質管理グループマネージャー 白　髭　泰　光

16 広和計装㈱
電気計装制御装置製造・ソフトウェア開
発・電気工事・医工製品(医療用機器検査
装置等)の開発、販売

039-1103 八戸市大字長苗代字上碇田6-1 0178-27-1245 代表取締役 池　田　盛　二 企画営業室長 松　橋　昌　昭

17 小林農園 農業・農産品等販売、他 034-0302 十和田市大字沢田字三日市142 0176-73-2612 代表 小　林　茂　好 代表 小　林　茂　好

18 サクサシステムエンジニアリング㈱
通信・情報機器のソフトウェア開発、
システム開発

039-2245 八戸市北インタ－工業団地1-3-54 0178-20-4555 代表取締役社長 鈴　木　　茂 管理部部長 高　中　幹　生

19 ㈱ササキコ－ポレ－ション
農業機械・環境関連機械
の開発・製造・販売

034-8618 十和田市三本木字里ノ沢1-259 0176-22-3111 代表取締役社長 佐々木　一　仁 取締役 技術開発部長 戸　田　　　勉

20 ㈱サン・コンピュ－タ
ソフトウェア開発・ネットワーク構築
コンピュータ機器等の販売

039-2245 八戸市北インタ－工業団地1-5-10 0178-21-1100 代表取締役社長 三　浦　克　之 代表取締役社長 三　浦　克　之

21 三興電子工業㈱
各種サーミスタセンサ（温度センサ）
及びバッテリーパック用モジュール基盤の製造 034-0001 十和田市大字三本木字矢神58-1 0176-26-2331 代表取締役 小松崎  寿　志 総務課長 田　守　誠　悦

22 新光印刷㈱ デザイン・印刷・出版 031-0813 八戸市新井田字鷹清水9-11 0178-34-5331 代表取締役社長 上　野　良　範 代表取締役 上　野　裕　泰

23 ㈱新菱　八戸工場 化学製品の開発・製造、環境測定 031-0801 八戸市江陽3-1-109 0178-44-1113 八戸工場長 平　田　祐　司 環境事業課　課長 工　藤　正　人

24 ㈱セイシンハイテック
精密部品加工、精密製缶、省力化機器
設計・製造・組立

039-2246 八戸市桔梗野工業団地3-5-50 0178-29-3300 代表取締役 金　田　功　治 取締役常務 金　田　隆　敏

25 大平洋金属㈱
フェロニッケルの製錬
およびスラグ製品の製造

031-8617 八戸市大字河原木字遠山新田5-2 0178-47-7531 代表取締役社長 青　山　正　幸
資源・技術開発プロジェク
ト部　部長補佐

三　浦　一　彦

26 ㈱高橋製作所
クレーン・コンベヤー等の搬送設備、鋼
構造物、各種産業機械・プラントの設
計・製作・据付・メンテナンス

039-1161
八戸市大字河原木
字浜名谷地76-344

0178-28-3035 代表取締役社長 田　中　健　二 代表取締役社長 田　中　健　二

27 多摩川ハイテック㈱
アルミ鋳造/機械加工/板金加工/焼付塗装
/サーボモータ組立

039-0811
三戸郡南部町大字法師岡
字仁右エ門山3-23

0178-60-1140 代表取締役 坂　下　博　康 生産技術部生産技術課　課長 小 野 寺　隆 行

28
東京鐵鋼㈱
環境リサイクル事業部八戸工場

鉄筋コンクリート用棒鋼の生産、販売
産業廃棄物処理

039-1161 八戸市大字河原木字海岸4-11 0178-28-9191
取締役上席執行役員
環境リサイクル事業
部長

武　笠　達　也 業務課長 西　村　　亨

29 東北化学薬品㈱八戸支店

化学関連専門商社
（化学工業薬品、試験研究用材料、
　食品添加物、食品加工機械、
　農業資材、臨床検査機器試薬）

031-0071 八戸市沼館1-15-3 0178-43-9236 代表取締役 東　　康　之 八戸支店長 松　田　啓　嗣

代　　　表　　　者 担　　　当　　　者



所属団体名 主な事業内容 〒 住　　　　所 電話番号

30 東北建機工業㈱
各種金属製品加工
鋼構造物、機械機器設置、管、建築、
土木工事

039-1161 八戸市大字河原木字北沼18-6 0178-28-5551 代表取締役 西　浦　　　孝 会長 上　柿　富久夫

31 東北三吉工業㈱
精密板金加工、大型製缶加工、真空装置
生産ライン組立、塗装、ワイヤ－カット
超微細加工

039-1524
三戸郡五戸町大字豊間
内字地蔵平1-622

0178-62-2545 代表取締役 田　沢　英　治 顧問（研究会副会長） 関　口　　　力

32 東北山田車体工業㈱

自動車車体の製造及び修理
トレーラの製造及び修理
クレーン取付け及び車両整備
ディーゼル車用 高品質 尿素水の製造・販
売、荷役運搬器の製造

039-1524
三戸郡五戸町大字豊間
内字地蔵平1-750

0178-61-1111
050-3532-3571

取締役社長 中　村　　　仁
営業設計購買販売部
課長代理

坂　本　　　悟

33 東北容器工業㈱

段ボール箱・ポリエチレン袋の製造販売、包装関
連機器のシステム設計・販売・メンテナンス、物
流機器・サニタリー商品の販売、その他、包装関
連資材全般の販売

039-2245 八戸市北インタ－工業団地4-2-7 0178-21-1404 代表取締役社長 辻　　　啓　史 営業部開発グループ課長 堺　　　智　紀

34 ㈱中長印刷
総合印刷、各種カード製作、総合製本、
同人誌印刷

031-0072 八戸市城下4-24-23 0178-44-3362 代表取締役社長 中　村　正　明 代表取締役社長 中　村　正　明

35 ㈲中ペン塗装店
塗装業
（一般塗装工事、磁性建材の開発）

031-0801 八戸市小中野5-7-1 0178-22-1828 代表取締役社長 中　村　知　行
代表取締役会長
（研究会会計監事）

中　村　昭　則

36 ニッコ－テクノ㈱八戸ブランチ
機械設計、プラント設計、
電気・計装設計

039-2245
八戸市北インター工業団地1-4-43
八戸インテリジェントプラザ2F

0178-21-2241 代表取締役社長 佐久間　宏和 所長代行 滝　口　国　彦

37 ハード工業㈲ 生産設備補修・製造・研究開発 039-2245 八戸市北インター工業団地5丁目2-260178-38-7300 代表取締役社長 山　形　虎　雄 代表取締役社長 山　形　虎　雄

38 ㈱八戸インテリジェントプラザ
研究開発、研究開発支援、人材育成、調
査受託、情報提供、交流促進

039-2245 八戸市北インタ－工業団地1-4-43 0178-21-2111 代表取締役社長 熊　谷　雄　一 副所長 林　崎　公　彦

39 八戸缶詰㈱ 食品事業、食品製造・販売支援 031-0822 八戸市白銀町三島下92 0178-34-3131 代表取締役社長 野　田　一　夫 総務部長 澤　谷　人　史

40 八戸製錬㈱
非鉄金属第一次製錬精製業
（亜鉛・鉛・硫酸・石膏）

039-1161 八戸市大字河原木字浜名谷地76 0178-28-2103 代表取締役社長 武　田　　哲 製錬課技術係　係長 鳥　取　　雅

41 八戸セメント㈱ セメント製造 031-0813 八戸市大字新井田字下鷹待場7-1 0178-33-0111 代表取締役社長 明　代　知　也 常務取締役 岩　沢　一　男

42 ㈱八戸鉄工所
鉄骨構造物・製缶物・各種プラント設計
製作、機械加工

039-1161 八戸市大字河原木字北沼15-7 0178-28-3830 代表取締役社長 田　村　嘉　章 総務部副部長 奥　沢　明　弘

43 ㈲半田研究所 水産/水産加工・総合技術監理 039-1103 八戸市長苗代1-13-8 0178-21-6141 代表取締役 半　田　敏　久 代表取締役 半　田　敏　久

44 ㈱ビジネスサ－ビス八戸支店
システム全般のコンサル/開発・構築/機
器・ソフト販売・保守、プロバイダ事
業、ＰＣショップ、携帯電話販売

031-0022 八戸市大字糠塚字下道16 0178-46-2083 支店長 鶴　飼　宏　悦 営業Ｇ 一ノ渡　弘　光

45 富士通japan㈱八戸支店
通信システム、情報処理システム・電子
デバイスの製造・販売、それらに関する
サービスの提供

031-0032
八戸市大字三日町2
青銀・明治安田ビル6F

0178-45-3301 支店長 伊　藤　　浩 支店長 伊　藤　　浩

46 船越エンジニア工業㈱
配管・プラント設備設計施工（油・薬品
等の廃水処理プラント・搬送機・ランク
等）

039-2246 八戸市桔梗野工業団地2-8-30 0178-20-1011 代表取締役 船　越　幸　子 常務取締役 船　越　博　明

47 北辰工業㈱
土木・電気・管工事、機械器具設置工
事、熱絶縁工事

039-1165 八戸市石堂4-15-8 0178-51-6291 代表取締役 田　島　理　成 本社工場工場長 板　橋　孝　治

48 三沢エンジニアリング㈱
精密角度センサーと
小型精密モーターの製造

033-0036 三沢市南町3-31-2779 0176-57-4171 代表取締役社長 平　内　康　秀 専務取締役 平　内　　薫

49 三菱製紙㈱八戸工場 パルプ・紙の製造・加工・販売 039-1197 八戸市大字河原木字青森谷地 0178-29-2090 八戸工場長 太　田　禎　二 八戸開発室　室長 五十嵐　宏 二

50 三八五自動車整備工業㈱
車検、板金修理、レンタカー、廃車買
取、中古部品買取

039-1103 八戸市大字長苗代字化石85 0178-27-2335 代表取締役社長 小　野　武　司 総務部長 泉  山　幸  男

51 ㈱ライケット
米穀の販売・搗精・集荷・仲買・出荷・
加工、農業資材の販売、肥料、農薬

031-0055 八戸市荒町22 0178-28-2750 代表取締役 河　村　忠　夫 常務取締役 河　村　泰　輔

【賛助会員】

1 赤垣　友治 八戸工業高等専門学校　名誉教授

代　　　表　　　者 担　　　当　　　者



【委　　員】
所属団体名 主な事業内容 〒 住　　　　所 電話番号

1 北里大学獣医学部 034-0021 十和田市東23番町35-1 0176-23-4371 学部長 岡　野　昇　三 動物資源科学科 教授 向　井　孝　夫 正

2 生物環境科学科　 教授 森　　　　　淳 副

3 八戸工業高等専門学校 039-1104 八戸市田面木字上野平16-1 0178-27-7290 校長 土　屋　範　芳
副校長・産業ｼｽﾃﾑ工学科 教授
(地域ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ長)

南　　將　人 正

4 0178-27-7291
産業システム工学科 准教授
(地域ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長)

森　　大　祐 副

5 八戸工業大学 031-8501 八戸市大字妙字大開88-1 0178-25-3111 学長 坂　本　禎　智 元教授 関　　秀　廣

6
工学部工学科　教授
工学科長・学科長補佐 石　山　　武 正

7 工学部工学科 教授 信　山　克　義 副

8 八戸工業大学第一高等学校 031-0822 八戸市白銀町字右岩淵通7-10 0178-33-5121 校長 藤　澤　重　信 校長 藤　澤　重　信

9 八戸学院大学 031-8588 八戸市美保野13-98 0178-25-2711 学長 水野　眞佐夫 地域経営学部地域経営学科 教授 田　村　正　文 正

10 健康医療学部人間健康学科 教授 井　元　紀　子 副

11 弘前大学 036-8560 弘前市文京町1 0172-39-3991 学長 福　田　眞　作
社会連携部
地域連携コーディネーター

上　平　好　弘

12 　　　　　 　八戸サテライト 031-8511 八戸市堀端町2-3 八戸商工会館1階 0178-43-1600 地域連携コーディネーター 大　沢　英　教

青森県

13 三八地域県民局地域連携部 039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 0178-27-3936 部長 山　下　伸　一 部長 山　下　伸　一

14 三八地域県民局地域農林水産部 039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 0178-27-5111(234) 部長 豊　澤　順　造 部長 豊　澤　順　造
八戸市

15 商工労働観光部商工課 031-8686 八戸市内丸1-1-1 0178-43-9242
商工労働まちづくり
部次長兼商工課長 淡　路　　徹

商工労働まちづくり部次長兼商工課
長 淡　路　　徹

16 商工労働観光部産業労政課 031-8686 八戸市内丸1-1-1 0178-43-2111 産業労政課長 佐々木　誠 産業労政課長 佐々木　誠

17 農林水産部農業経営振興センター 039-1101 八戸市大字尻内町字毛合清水29 0178-27-9163 所長 久　保　昌　広 所長 久　保　昌　広

18 農林水産部水産事務所 031-0822 八戸市大字白銀町字三島下101 0178-33-2115 所長 茨　島　　　隆 所長 茨　島　　　隆

19 市民環境部環境政策課 031-8686 八戸市内丸1-1-1 0178-43-9265
市民環境部次長兼
環境政策課長 早　狩　　仁

市民環境部次長兼
環境政策課長 早　狩　　仁

20 都市整備部下水道業務課 031-0801 八戸市江陽3-1-111 0178-44-8259 下水道事務所副所長兼下水道業務課長 大　坪　和　広 下水道事務所副所長兼下水道業務課長 大　坪　和　広

（地独）青森県産業技術センタ－

21 食品総合研究所 031-0831 八戸市築港街2丁目10 0178-33-1347 所長 小笠原　敦　子 所長 小笠原　敦　子

22 農産物加工研究所 033-0071 上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91 0176-53-1315 所長 小　菅　孝　一 所長 小　菅　孝　一

23 八戸工業研究所 039-2245 八戸市北インタ－工業団地1-4-43 0178-21-2100 所長 佐々木　正司 所長 佐々木　正司

24 野菜研究所 033-0071 上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91 0176-53-7171 所長 木　村　勇　司 所長 木　村　勇　司

25 富沢特許事務所 039-2245 八戸市北インタ－工業団地1-4-43 0178-21-2111 所長 弁理士 富　沢　知　成 所長 弁理士 富　沢　知　成

26 八戸商工会議所 031-0076 八戸市大字堀端町2-3 0178-43-5111 会頭 武　輪　俊　彦 事務局長 兼 地域振興部長 中　村　剛　志

27 八戸地域社会研究会 031-0003 八戸市吹上3-2-13 090-5230-8969 会長 髙　橋　俊　行 会長 髙　橋　俊　行

28 ㈱青森銀行　八戸地区営業本部 031-0076 八戸市堀端町3-1 0178-22-7293 常務執行役員八戸地区営業本部長 工　藤　貴　博 副本部長 戸　舘　周　介

29 ㈱商工組合中央金庫　八戸支店 031-0086 八戸市八日町43-1 0178-45-8811 八戸支店長 中　井　　毅 次長 木　村　純　也

30 ㈱日本政策金融公庫　八戸支店 031-0074 八戸市馬場町1-2 0178-22-6274 八戸支店長兼国民生活事業統轄 高　木　　功 八戸支店長兼国民生活事業統轄 高　木　　功

31 青い森信用金庫 031-0086 八戸市八日町18 0178-38-8863 理事長 益　子　政　士 地域支援室　室長 畑　中　猛　志

(公財)八戸地域高度技術振興センター 039-2245 八戸市北インタ－工業団地1-4-43 0178-21-2131 理事長 熊　谷　雄　一 専務理事兼事務局長 松　坂　洋　司

事務局次長 関　　　マ　キ

事務局主幹 中　田　純一郎

事務局主事 金　田　明　子

事務局主事 吉　田　友　美

人材育成支援、産学官連携支援、
研究開発支援、情報提供

代　　　表　　　者 委　　　　　　員

[学・高等学校]

[行政]

[公設試験研究機関]

[支援機関など]

[事務局]

[金融機関]


