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*：代表

氏 名

1 浅野  勉

2 阿部 哲也

3 石綿 宏

4 一條 倖正

5 海野 忍

6 梅原 潤一

7 遠藤  誠

8 大江  建

9 大野  大

10 大橋 純

11 岡崎 健也

12 小川 芳昭

13 鬼山 敬邦

14 恩田 統夫

15 勝部 武樹

16 金子 昌資

17 木嶋  豊

18 北   憲治

19 北本 達治

20 北山 忠善*

21 小西 湛夫

22 斎藤 潔

23 眞田  勉

24 園山 玲子

25 髙崎 泰明

26 髙橋  巌

27 田中 良一

28 中村 房芳

現 職 （ 元 略 歴 ）

（三井倉庫ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱社長、三洋電機㈱執行役員、㈱住友銀行ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ支店長）

㈱ﾃｸﾉﾌﾟﾛ ﾃｸﾉﾌﾟﾛ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ社取締役 （富士通㈱ ）

ITEC理事、ｺﾝｻﾙ・社外取締役等 （ASMLｼﾞｬﾊﾟﾝ社長、米国VC日本代表、住友商事㈱）

㈳経営革新協会 会長 (㈱日立物流取締役、㈱日立ｵｰﾄ社長、㈱日立製作所）

ITEC理事、NTTｺﾑｳｴｱ㈱相談役  （NTTｺﾑｳｴｱ㈱社長、NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱副社長）

ｱﾙﾌﾟｽ電気㈱取締役  （ＩＴＥＣ理事）

ITEC顧問、 ㈱日立国際電気名誉相談役、工学博士 (同社社長、㈱日立製作所取締役、ITEC理事長）

総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｵｱｼｽ代表取締役、早稲田大学研究推進部参与、理学博士（ITEC副理事、早稲田大学教授）

EY新日本有限責任監査法人 ディレクター

（㈱NTTﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑｽﾞ社長、㈱ﾈｯﾄﾏｰｸ社長、㈱NTTﾃﾞｰﾀ常務取締役）

（三菱ｽﾍﾟｰｽ･ｿﾌﾄｳｴｱ㈱社長、三菱電機㈱)

㈱NTT東日本サービス監査役 （ NTT政治団体代表理事、㈱ＮＴＴサービス神奈川社長）

㈱ｼﾞｪｲ･ｷｬｽﾄ監査役、大学兼任講師他 （三菱商事㈱宇宙航空、日本ﾓﾄﾛｰﾗ㈱事業部長）

（ITEC理事、加州住友銀頭取・会長、SMBCIB社長・会長、ﾕｼﾛ化学工業㈱ 常勤監査役、㈱住友銀行取締役 ）

NPO東京ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ副理事長 （日立ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱社長、㈱日立製作所）

認定NPO金融知力普及協会理事長 （㈱一休・会長、信越化学㈱取締役、日興証券㈱ 会長・社長）

㈱ｱｲﾋﾟｰｱﾗｲｱﾝｽ社長、中小機構ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ （VC常務、㈱政投銀）

ﾀﾚｯﾄﾌﾟﾚﾎﾞﾝ㈱代表取締役 （㈱住友銀行 海外事業等）

POLESTAR北本技術士事務所代表、技術士 （日本技術士会理事・業務委員長、富士ﾌｨﾙﾑ㈱）

ITEC理事長 （三菱ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱社長、三菱電機㈱）

（㈱日本総合研究所専務、㈱住友銀行取締役）

㈱ELP社長 （㈱富士通SSL社長、富士通ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨ社長、富士通㈱常務理事）

ITEC理事、ｻｲﾊﾞｰﾄﾗｽﾄ㈱顧問 （ｻｲﾊﾞｰﾄﾗｽﾄ（株）COO、㈱東芝 執行役常務）

ｲﾝﾀｰﾓﾀﾞﾙ㈱社長 （在日ｶﾅﾀﾞ商工会議所副頭取、ｴｱ･ｶﾅﾀﾞ東京支店長）

新電元工業㈱社友、新電元ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ㈱＆武蔵工業㈱相談役 （新電元工業㈱社長）

企業再生/活性化ｺﾝｻﾙ (日/米/英企業経験多数)

（NTTﾄﾞｺﾓ㈱常務、早大客員教授、㈱日立国際電気副社長、 工学博士）

ITEC副理事長 （㈱ＩＨＩ 代表取締役副社長）
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氏 名 現 職 （ 元 略 歴 ）

中村裕一郎 ITEC理事、目白大学 特命学長補佐・経営学部教授、博士（経営学） （富士通㈱）

西田 知弘 ITEC経営者ﾒﾝﾀｰｸﾗﾌﾞ事務局長、技術士 （KDDI ㈱）

野澤量一郎 （ﾌｧﾅｯｸ㈱会長、社長）

野田 泰三 ㈱ｾﾗﾘｶNODA代表取締役、日本木蝋商工業協同組合理事長

東出 浩教 ITEC理事、早稲田大学ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｰﾙ（商学研究科） 教授

比護 隆一 ㈲比護生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ事務所代表取締役、1000ﾘｰﾌﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ運営委員長、㈳東京鞄協会副会長

平塚 三好 東京理科大 大学院（MOT技術経営専攻専門職大学院）教授、工学博士

深井 勇次 ＦＢｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ代表、電気電子技術士 （日立情報通信Eng㈱取締役）

福永 泰 （㈱日立製作所 日立研究所所長、日立中央研究所所長、技師長、日本電産モーター基礎技術研究所所長）

宮原 一敏 織田学園理事 （丸紅㈱電子機器、ﾛｼﾞﾃｯｸ㈱取締役・常勤監査役、）

村上 憲郎 ㈱ｴﾅﾘｽ代表取締役社長 （ｸﾞｰｸﾞﾙ日本代表取締役、ﾉｰｻﾞﾝ･ﾃﾚｺﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ 、DEC（米）、日立電子）

森 昤二 ｼｸﾞﾏ光機㈱会長 （ｼｸﾞﾏ光機㈱ 社長）

柳下 和夫 情報総合研究所代表 （三菱電機㈱中央研究所、日大教授、金沢工大教授）

山川  隆 NPO法人YUVEC理事長、㈱数理技研監査役 （ﾀﾞｲｱｺﾞﾅﾙ㈱ 社長、ﾄﾞｺﾓAOL㈱社長、ﾆﾌﾃｨ㈱常務取締役）

山田 太郎 ﾛｼﾞｻｲｴﾝｽ(株)社長、東工大特任教授、早大客員准教授 （ﾈｸｽﾃｯｸ㈱ 社長）

横倉 隆 ITEC監事、A Tech Ventures（株）取締役、社外取締役VB支援等（㈱トプコン社長、東京理科大常務理事）

吉竹 勝利 （㈱住銀ﾌｧｲﾅﾝｽ副社長、住友石炭鉱業㈱専務、安宅建材㈱社長、㈱住友銀行取締役）

久良知 國雄 (一社)日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）、工学博士 （三菱ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱常務取締役、三菱電機㈱）

二瀬 克規 ㈱悠心 社長、工学博士 （大成ﾗﾐｯｸ㈱ 常務取締役）

宮下 佳廣 千葉大学研究員、農学博士 （ｱﾎﾟﾛﾘﾃイﾘﾝｸﾞ㈱ 社長、出光興産㈱ 取締役）

小野寺 優 ㈱ﾆﾌｺ 特別顧問、㈳経済同友会委員 （㈱ﾆﾌｺ社長）

黒田 啓征 ㈶ﾍﾞﾝﾁｬｰｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｾﾝﾀｰ(VEC)総務企画局長

島田 博文 日本ｺﾑｼｽ㈱顧問 （同会長、社長、日本情報通信㈱社長、NTT取締役）

角田 義人 日立名誉顧問、理学博士 日立ﾏｸｾﾙ㈱ 社長 （㈱日立製作所執行役専務）

高地 三裕 ㈱荏原製作所社友 （荏原ｱﾒﾘｶ社長、Elliott Co.会長、荏原製作所執行役員（国際事業統括））


