
【顧問】
九州経済産業局 局長 苗村　公嗣
大分県 知事 広瀬　勝貞
九州半導体・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ協議会 会長 岩上　　徹

【理事】

九州大学 特任教授 浅野　種正

九州工業大学 理事・副学長（教育・ＤＸ担当） 梶原　誠司

大分大学 理工学部長 越智　義道 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 山口　利幸

㈱ジャパンセミコンダクター 取締役社長 川越　洋規 会長
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 石谷　盛治

ルネサスエレクトロニクス㈱ 大分工場 大分工場長 古田　浩士

㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン 代表取締役社長 川島　知浩 副会長

㈱石井工作研究所 代表取締役社長 中村　昭彦

㈱ＡＫシステム 取締役副会長 丸井　　彰

エスティケイテクノロジー㈱ 代表取締役社長 野尻　裕明

㈱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

金融 ㈱日本政策投資銀行 大分事務所 大分事務所長 土屋　勝俊

大分県商工観光労働部 部長 利光　秀方 副会長

大分県産業科学技術センター センター長 小谷　公人 専務理事

(公財)大分県産業創造機構 専務理事 阿部　万寿夫

【監事】

大分ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長 渡邉　剛之

大分県中小企業団体中央会 専務理事 神　　昭雄

【企画委員】

委員長 ㈱スズキ 代表取締役社長 鈴木　清己

㈱ＡＫシステム 取締役副会長 丸井　　彰

エスティケイテクノロジー㈱ 代表取締役社長 野尻　裕明

大分デバイステクノロジー㈱ 代表取締役社長 安部　征吾

㈱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 特任教授 浅野　種正

大分工業高等専門学校 教授 木本　智幸

大分大学 産学官連携コーディネーター 植山　浩行

大分ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長 渡邉　剛之
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ 大分事業所 ﾌｧｸﾄﾘｰｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ技術 大分製品管理ｼｽﾃﾑ技術担当 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ 安東　俊男
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 国東ｻﾃﾗｲﾄIS製品部門IS実装開発部担当部長 桃崎　陽春

㈱日本政策投資銀行 大分事務所 大分事務所長 土屋　勝俊

ルネサスエレクトロニクス㈱ 大分工場 製品技術部 部長 帶屋　智睦

大分県工業振興課 参事監兼課長 島田　　忠

大分県産業科学技術センター 参事監 緒方　雄二

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議　役員等名簿     　　
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【イノベーション部会】

部会長 エスティケイテクノロジー㈱ 代表取締役社長 野尻　裕明

大分工業高等専門学校 教授 木本　智幸

㈱デンケン エレクトロニクス事業部　統括部長　兼　大分センター長 上野　裕喜

大分大学 教授 大竹　哲史

大分大学 准教授 大森　雅登

日本文理大学 教授 伊藤　順治

大分県立工科短期大学校 教授 松原　孝行

㈱ケイティーエス 技術営業統括部 技術開発部 主席技師 齊藤　幸治

㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ 大分事業所 ﾌｧｸﾄﾘｰｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ技術 大分製品管理ｼｽﾃﾑ技術担当 ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ 安東　俊男

㈱ネオマルス 常務取締役 岡田　百代

㈱日出ハイテック 製品技術部 マネージャー 野口　啓一

(公財)大分県産業創造機構 事務局長 西村　和芳

大分県産業科学技術センター 参事監 緒方　雄二

【マーケティング部会】

部会長 ㈱デンケン 代表取締役社長 石井　源太

㈱スズキ 代表取締役社長 鈴木　清己

立命館アジア太平洋大学 教授 藤井　誠一

㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン 技術企画部 部長 下別府　祐三

㈱石井工作研究所 ロボット事業部 部長 清原　和徳

㈱ＡＫシステム 営業部 部長 佐藤　正和

エスティケイテクノロジー㈱ バーンインテスト装置部 部長 長田　昌幸

㈱OAD-TEC アナログ回路設計事業部 営業管理部 部長 秋山　修一

カミマル㈱ 九州事業部 執行役員 九州事業部長 桑原　健徳

㈱ケイティーエス 営業部 営業３課 課長 阿部　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 大分製造技術部 統括部長 平野　博幸

㈱ネオマルス 代表取締役 甲斐　武彦

ルネサスエレクトロニクス㈱ 大分工場 製品技術部 部長 帶屋　智睦

(公財)大分県産業創造機構 取引振興課 課長代理 佐藤　秀昭

【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

㈱ＡＫシステム 取締役副会長 丸井　　彰

日本文理大学 工学部副学部長 池畑　義人

大分大学 産学官連携コーディネーター 植山　浩行

エスペックアシスト㈱ 常務取締役 森田　庸一

㈱エリア 営業部 課長代理 日力　浩治

㈱ケイティーエス 取締役 執行委員 畑中　洋一

㈱日本政策投資銀行 大分事務所 大分事務所長 土屋　勝俊

大分県工業振興課 参事監兼課長 島田　　忠

九州工業大学 教授 温　　暁青

大分県工業振興課 参事監兼課長 島田　　忠

大分県工業振興課 課長補佐（総括） 武野　浩二

大分県工業振興課 主査 竹中　智哉

事務局長 (公財)大分県産業創造機構 局長  （㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰより） 島添　光法
次長 (公財)大分県産業創造機構 課長代理　(大分県より) 後藤　優子

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 安達　博文
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【技術参与】

【大分県】


