
平成２８年４月１日現在

【顧問】
九州経済産業局 局長 岸本　吉生
大分県 知事 広瀬　勝貞

【技術顧問】
東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター長 浅田　邦博
広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所長 吉川　公麿

【理事】

九州大学 教授 浅野　種正

九州工業大学 教授 梶原　誠司

大分大学 工学部長 豊田　昌宏 副会長

立命館アジア太平洋大学 教授 ピシュバ　ダバー

大分工業高等専門学校 校長 古川　明德
ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 大分ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 大分ＴＥＣ長 井野　　聖

㈱ジャパンセミコンダクター 代表取締役社長 森　　重哉 会長
日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ㈱ 日出ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ センター長 安藤　貴文
ﾙﾈｻｽ ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾊﾟｯｹｰｼﾞ＆ﾃｽﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 大分工場 大分工場長 江本　三浩

㈱石井工作研究所 代表取締役社長 佐藤　一彦

エスティケイテクノロジー㈱ 代表取締役社長 丸井　　彰 副会長

㈱エリア 代表取締役 樋口　　嘉

大分デバイステクノロジー㈱ 代表取締役社長 安部　征吾

㈱ジェイデバイス 代表取締役社長 仲谷　善文

㈱スズキ 代表取締役社長 鈴木　清己

㈱デンケン 代表取締役社長 石井　源太

金融 ㈱日本政策投資銀行 大分事務所 所長 武田　　浩

大分県商工労働部 部長 西山　英将 副会長

大分県産業科学技術センター センター長 平井　寿敏 専務理事

(公財)大分県産業創造機構 専務理事 青木　正年

【監事】

大分ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長 田村　英司

大分県中小企業団体中央会 専務理事 河野　　潔

【企画委員】

委員長 ㈱ジェイデバイス 代表取締役社長 仲谷　善文

エスティケイテクノロジー㈱ 代表取締役社長 丸井　　彰

㈱エリア 代表取締役 樋口　　嘉

大分デバイステクノロジー㈱ 代表取締役社長 安部　征吾

㈱スズキ 代表取締役社長 鈴木　清己

㈱デンケン 代表取締役社長 石井　源太

【審査会】

委員長 九州大学 教授 浅野　種正

九州工業大学 教授 温　　暁青

大分大学 産学官連携コーディネーター 江隈　一郎

大分工業高等専門学校 教授 木本　智幸
ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 大分ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 総務部長 渡邉　順二

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ 大分事業所 製品技術部 技術管理担当グループ長 安東　俊男
日本ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ㈱ 日出ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ センター長 安藤　貴文
ﾙﾈｻｽ ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾊﾟｯｹｰｼﾞ＆ﾃｽﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 大分工場 生産技術部 部長 松隈　秀実

㈱ジェイデバイス 技術企画部 主務 稲田　浩平

㈱日本政策投資銀行 大分事務所 所長 武田　　浩

大分県産業科学技術センター 参事 吉岡　誠司
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大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議　役員等名簿     　　

学



【グローバルイノベーション部会】

部会長 ㈱エリア 代表取締役 樋口　　嘉

㈱デンケン 代表取締役社長 石井　源太

エスティケイテクノロジー㈱ 常務取締役　半導体事業本部 本部長 山崎　　恵

大分大学 教授 益子　洋治

大分大学 准教授 大竹　哲史

大分工業高等専門学校 教授 木本　智幸

㈱ＡＫ電子 代表取締役 笠置　　宏

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ 大分事業所 製品技術部 技術管理担当グループ長 安東　俊男

(公財)大分県産業創造機構 事務局長 渡邉　文隆

大分県産業科学技術センター 参事 吉岡　誠司

【グローバルマーケティング部会】

部会長 ㈱スズキ 代表取締役社長 鈴木　清己

エスティケイテクノロジー㈱ 取締役 営業本部 本部長 姫野　智浩

立命館アジア太平洋大学 社会連携担当部長 牧田　正裕
ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ 大分ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 総務部長 渡邉　順二
ﾙﾈｻｽ ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾊﾟｯｹｰｼﾞ＆ﾃｽﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 大分工場 生産技術部 部長 松隈　秀実

㈱石井工作研究所 営業技術課 課長 本田　広徳

カミマル㈱ 九州事業部 次長 桑原　健徳

㈱ジェイデバイス 技術企画部 主務 稲田　浩平

(公財)大分県産業創造機構 事務局次長兼取引振興課 課長 木谷　　尚

【グローバルネットワーク部会】

部会長 大分デバイステクノロジー㈱ 代表取締役社長 安部　征吾

エスティケイテクノロジー㈱ 代表取締役社長 丸井　　彰

立命館アジア太平洋大学 教授 中田　行彦

㈱日本政策投資銀行 大分事務所 所長 武田　　浩

㈱ＡＫシステム 営業部 課長代理 佐藤　正和

㈱エリア 営業部 課長代理 村田　正浩

大分大学 産学官連携コーディネーター 江隈　一郎

大分県産業集積推進室 室長 稲垣　　守

九州工業大学 教授 温　　暁青

九州大学 客員教授 大津留　榮佐久

大分大学 客員教授 森岡　勝彦

大分県産業集積推進室 室長 稲垣　　守

大分県産業集積推進室 主事 前田　隆志

大分県産業科学技術センター 電子・情報担当　主幹研究員 秋本　恭喜

事務局長 (公財)大分県産業創造機構 局長　（㈱東芝より） 島添　光法
次長 (公財)大分県産業創造機構 参事　(大分県より) 衛藤　誠司

コーディネーター (公財)大分県産業創造機構 コーディネーター 平沖　靖尚

【大分県】

【事務局】

副部会長

委員

副部会長

委員

【技術参与】

副部会長

委員


