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㈱IHIフォイトペーパーテクノロジー 東京都中央区佃2丁目1番6号

相川鉄工㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-2

旭化成㈱ 千葉県袖ヶ浦市中袖5-1

旭化成㈱富士支社 静岡県富士市鮫島2-1

㈱ADEKA 静岡県富士市富士岡580番地

㈲アミュージングデザインイトウ 静岡県静岡市清水区長崎南町7-23

荒川化学工業㈱ 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目1番9号

飯田工業薬品㈱ 静岡県富士市依田橋71-1

㈱石川総研 静岡県静岡市駿河区西脇669-1

五十鈴中央㈱富士サービスセンター 静岡県富士市大渕2459

エフ・シー・アイ㈱ 静岡県富士市大淵3800-12

エフピー化成工業㈱ 静岡県富士市大野86番地の1

MIPコンサルタント事務所 東京都世田谷区中町3-24-8-209

㈱エムアイモルデ 静岡県富士市比奈292-1

㈱エンパシード 茨城県つくば市高野台2-4-3-602

㈱エンビプロ・ホールディングス 静岡県富士宮市田中町87番地の１

岳南有機㈱ 静岡県富士市伝法1275-1

春日製紙工業㈱ 静岡県富士市比奈760-1

㈱加藤美蜂園本舗 富士工場 静岡県富士市大淵3800-15

㈱川口化成 静岡県沼津市桃里91-1

㈲久保田産業 静岡県富士市国久保3丁目2-7

ケンコーマヨネーズ㈱静岡富士山工場 静岡県富士市大淵字城山2261-3

㈱コーチョー 静岡県富士市厚原字川窪295

㈱コーヨー化成 静岡県富士市大淵1710-1

興亜工業㈱ 静岡県富士市比奈1286-2

五條製紙㈱ 静岡県富士市原田451-1

サカイ・コンポジット㈱ 静岡県島田市細島1349-1

㈱サトー商事 静岡県富士市八代町9-5

㈱三協 静岡県富士市伝法3178-1

参共化成工業㈱ 静岡県富士市新橋町8番13号

三洋貿易㈱ 東京都千代田区神田錦町2-11

㈱静岡銀行 静岡県富士市永田町1丁目70番地

静岡県 静岡県静岡市葵区追手町9番6号

静岡県工業技術研究所 静岡県富士市大渕2590-1

㈱篠原産業 静岡県富士市中里2608-43

芝浦機械㈱ 静岡県沼津市大岡2068-3

㈱清水銀行 静岡県富士市本市場824

㈱下村製作所 静岡県富士市伝法2323-4

㈱常光 神奈川県川崎市高津区字奈根731-1

城東テクノ㈱ 大阪府枚方市招堤田近3丁目14番1号
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昭和興産㈱ 東京都港区赤坂6-13-18

㈱スギノマシン 愛知県名古屋市東区東桜1-4-13　アイ高岳ビル

㈱駿河エンジニアリング 静岡県富士市今泉花の木652-1

スルガ銀行㈱ 静岡県富士市吉原2丁目10番23号

星光PMC㈱ 千葉県千葉市緑区大野台2-3-37

第一工業製薬㈱ 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16　大阪朝日生命館2階

大王製紙㈱ 東京都千代田区富士見2丁目10番2号　飯田橋グラン・ブルーム

大協プラス㈱ 静岡県富士市大淵2305-2

大興製紙㈱ 静岡県富士市横割10番地

㈱大昭和加工紙業 静岡県富士市今泉3-16-13

大昭和紙工産業㈱ 静岡県富士市依田橋61-1

大日製紙㈱ 静岡県富士市新橋町9番1号

大和化学工業㈱ 東京都江戸川区中央4-17-19

高尾丸王製紙㈱ 静岡県富士市宇東川西町1-12

タケ・サイト㈱ 静岡県静岡市駿河区敷地1-3-35

㈱田子の月 静岡県富士市今泉380-1

茶研究・原事務所㈱ 東京都墨田区大平1-18-15-510

㈱ディーエス・マルマン 静岡県富士市宮下114番地の9

天間特殊製紙㈱ 静岡県富士市天間264番地

東京産業㈱ 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

東洋レヂン㈱ 静岡県富士市厚原2104-1

トーヨーカラー㈱ 静岡県富士市天間400

トクラス㈱ 静岡県浜松市西区西山町1370番地

日軽産業㈱ 静岡県静岡市清水区松原町5番12号

日本製紙㈱研究開発本部 静岡県富士市比奈798

日本製紙パピリア㈱原田工場 静岡県富士市原田506番地

日本プラスト㈱ 静岡県富士宮市山宮3507-15

ピジョンホームプロダクツ㈱ 静岡県富士市中里2608-31

㈱美峰園 静岡県富士市大淵3800-15

ビヨンズ㈱ 静岡県富士市大淵2429-3

㈲ビンテック 静岡県富士市中丸368-2

㈱ファインケム 東京都中央区八重洲2-4-1 ユニゾ八重洲ビル5階

フイラーバンク㈱ 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目7番12号

㈱フォーティス 静岡県富士市中野505-6

福泉産業㈱ 静岡県富士市中里150-1

富士化工㈱ 静岡県富士市前田90

富士里和製紙㈱ 静岡県富士市鷹岡本町4-19

富士市商工会 静岡県富士市鷹岡本町6番3号

富士商工会議所 静岡県富士市瓜島町82

富士信用金庫 静岡県富士市青島町212番地
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富士宮信用金庫 静岡県富士宮市元城町31番15号

富士木材㈱ 静岡県富士市大淵3800-8

㈱富洋レヂン工業 静岡県富士市蓼原1073-4

フリッチュ・ジャパン㈱ 神奈川県横浜市中区山下町252

㈲ブリランティ陽光 静岡県富士市吉原4丁目8-8

㈱ヘキサケミカル 大阪府東大阪市横枕西10-30

北越東洋ファイバー㈱ 静岡県沼津市大塚888番地

㈱ポリシス 静岡県浜松市浜北区寺島2374-1

ポリプラスチックス㈱ 静岡県富士市宮島973

増幸産業㈱ 埼玉県川口市本町1-12-24

丸井製紙㈱ 静岡県富士市久沢37

丸一化成㈱ 静岡県沼津市桃里126番地の2

丸王産業㈱ 静岡県富士市宇東川西町1-21

丸富製紙㈱ 静岡県富士市今泉2-12-1

㈱モールド技研 静岡県浜松市浜北区尾野2274-8

モリマシナリー㈱ 岡山県美作市奥1086

㈱山宗 静岡県静岡市駿河区豊田3-1-41

ヤマハ発動機㈱ 静岡県磐田市新貝2500

山本化学品㈱ 静岡県磐田市上万能256

ユニプレス㈱ 神奈川県横浜市港北区3-19-1 LIVMOライジングビル

㈱吉川国工業所 奈良県葛城市加守646-2

利昌工業㈱ 大阪府尼崎市南塚口町4-2-37

㈱ロンビック 三重県四日市市川尻町1000番地

3/3



2021年2月18日 現在

氏名 所属

青木　憲治 静岡大学 農学部 ふじのくにCNF寄附講座

磯貝　明 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻

伊藤　雅子
あいち産業科学技術総合センター
産業技術センター

伊福　伸介 鳥取大学 工学研究科

岩本　伸一朗
国立研究開発法人　産業技術総合研究所
機能化学研究部門　セルロース材料グループ

内田　哲也 岡山大学大学院自然科学研究科

内村　浩美 愛媛大学 紙産業イノベーションセンター

遠藤　貴士
国立研究開発法人　産業技術総合研究所
機能化学研究部門　セルロース材料グループ

影山　裕史 金沢工業大学

加藤　久明 大阪大学 産業科学研究所

北川　和男
地方独立行政法人
京都市産業技術研究所

小島　健太郎 大阪大学 共創機構 イノベーション戦略部門

小島　陽一 静岡大学 農学部 生物資源科学科

齋藤　継之 東京大学 大学院農学生命科学研究科 生物材料科学専攻

杉田　享子 金沢工業大学 産学連携局

能木　雅也 大阪大学 産業科学研究所

森川　豊
あいち産業科学技術総合センター
産業技術センター

矢野　浩之 京都大学 生存圏研究所

薮谷　智規 愛媛大学 紙産業イノベーションセンター

横田　久幸
地方独立行政法人
京都市産業技術研究所

渡邉　政嘉 京都大学（客員教授）
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