
代表理事（会⻑） 畠 賢⼀郎
代表理事（副会⻑） 志鷹 義嗣

理事（副会⻑） 廣瀬 徹
理事（副会⻑） ⻄内 重治

理事 ⼩林 正和
理事 安武 幹智
理事 ⼩⾒ 和也
理事 ⿃居 義史
理事 佐藤 裕史
理事 橋本 せつ⼦
理事 籔⽥ 雅之
理事 杉本 登志樹
理事 ⽊村 徹
理事 ⽊村 正伸
理事 岩下 圭⼆
理事 千秋 和久
理事 ⾼橋 治
理事 ⼭⼝ 豊
理事 近藤  隆重 (社名のアイウエオ順)

監事 ⽮崎 弘直 EY新⽇本有限責任監査法⼈
監事 鮫島 正 セルスデック

アース環境サービス株式会社 サラヤ株式会社
IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社 ザルトリウス・ステディム・ジャパン株式会社
iHeart Japan株式会社 三機⼯業株式会社
iPSアカデミアジャパン株式会社 三建設備⼯業株式会社
株式会社iPSポータル サンバイオ株式会社
旭化成株式会社 株式会社サンプラテック
味の素株式会社 株式会社シード・プランニング
アステラス製薬株式会社 CPC株式会社
株式会社ADEKA
アドバンテック研修センター株式会社 JSR株式会社
アルフレッサホールディングス株式会社 株式会社ジェイ・エム・エス
アンジェス株式会社 ＪＣＲファーマ株式会社
アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 株式会社ジェイテックコーポレーション
イーピーエス株式会社 シスメックス株式会社
イカリ消毒株式会社 株式会社資⽣堂
株式会社池⽥理化 柴⼜運輸株式会社
イプソスヘルスケアジャパンリミテッド 澁⾕⼯業株式会社
岩⾕産業株式会社 株式会社島津製作所
株式会社エアレックス 清⽔建設株式会社
AGC株式会社 シミック株式会社
株式会社エスアールエル 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
株式会社エスアールディ 昭和電⼯マテリアルズ株式会社
SDバイオシステム株式会社 株式会社JUNTEN BIO
エスペック株式会社 株式会社新⽇本科学
ＮＯＫ株式会社 ジンマー・バイオメット合同会社
⼤阪サニタリー株式会社 株式会社スズケン
⼤塚製薬株式会社 住友化学株式会社
株式会社⼤塚製薬⼯場 住友ベークライト株式会社
株式会社オプティマ 株式会社精研
科研製薬株式会社 株式会社⽣命科学インスティテュート
株式会社カネカ ゼノアックリソース株式会社
関東化学株式会社 セルエクソソームセラピューティクス株式会社
京セラ株式会社 株式会社セルート
杏林製薬株式会社 株式会社セルシード
協和キリン株式会社 セルジーン株式会社
極東製薬⼯業株式会社 セルジェンテック株式会社
キリンホールディングス株式会社 セルソース株式会社
クオリプス株式会社 株式会社セルバンク
株式会社グランソール免疫研究所 損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社
株式会社chromocenter 第⼀三共株式会社
株式会社⾼研 ダイダン株式会社
コージンバイオ株式会社 ⼤⽇本印刷株式会社
株式会社サイフューズ ⼤⽇本住友製薬株式会社
株式会社細胞科学研究所 ⼤陽⽇酸株式会社

タカラバイオ株式会社 ファイザー株式会社
武⽥薬品⼯業株式会社 ファルマ・ソリューションズ株式会社
株式会社⽵中⼯務店 株式会社フコク
中外製薬株式会社 富⼠ソフト株式会社
千代⽥化⼯建設株式会社 富⼠フイルム株式会社
帝⼈株式会社 富⼠フイルム和光純薬株式会社
帝⼈ファーマ株式会社 フナコシ株式会社
テラファーマ株式会社 ブライトパス・バイオ株式会社
テルモ株式会社 ペプチグロース株式会社

正会員 正会員

株式会社ジーンテクノサイエンス

株式会社セルシード
第⼀三共株式会社
⼤⽇本印刷株式会社
⼤⽇本住友製薬株式会社
タカラバイオ株式会社
武⽥薬品⼯業株式会社
テルモ株式会社

ノバルティス ファーマ株式会社

富⼠フイルム株式会社

正会員 正会員

株式会社iPSポータル

協和キリン株式会社

⼀般社団法⼈再⽣医療イノベーションフォーラム 会員名簿           （2021年6⽉9⽇現在）

役員
株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
アステラス製薬株式会社

株式会社⽇⽴製作所

株式会社メディネット

ＪＣＲファーマ株式会社

PHC株式会社 

旭化成株式会社
株式会社エスアールエル
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⼀般社団法⼈再⽣医療イノベーションフォーラム 会員名簿           （2021年6⽉9⽇現在）
デンカ株式会社 株式会社ヘリオス
東京海上⽇動⽕災保険株式会社 株式会社マイオリッジ
東ソー株式会社 マイクロニクス株式会社
東洋製罐グループホールディングス株式会社 株式会社マイクロン
凸版印刷株式会社 Macrobiosis株式会社
株式会社トラスト・エキスプレス 株式会社マトリクソーム
株式会社ナード研究所 株式会社丸菱バイオエンジ
ナノキャリア株式会社 マルホ株式会社
株式会社ニコン 三浦⼯業株式会社
株式会社ニチレイバイオサイエンス 三井倉庫ホールディングス株式会社
⽇産化学株式会社 三井不動産株式会社
株式会社⽇新 三菱ガス化学株式会社
⽇⽔製薬株式会社 三菱ケミカル株式会社
ニッタ株式会社 三菱倉庫株式会社
株式会社ニッピ 株式会社メガカリオン
⽇本精⼯株式会社 株式会社メディネット
⽇本通運株式会社 株式会社メディパルホールディングス
ニプロ株式会社 株式会社メトセラ
⽇本エアーテック株式会社 メトラス株式会社
ネクスレッジ株式会社 メルク株式会社
ノース・アメリカン・サイエンス・アソシエイツ・ジャパン合同会社  持⽥製薬株式会社
ノバルティス ファーマ株式会社 ヤンセンファーマ株式会社
パーソルテンプスタッフ株式会社 株式会社ＵｎｉＢｉｏ
Heartseed株式会社 ユーロフィン分析科学研究所株式会社
株式会社バイオミメティクスシンパシーズ 横河電機株式会社
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス ライフテクノロジーズジャパン株式会社

リオン株式会社
パナソニック環境エンジニアリング株式会社 株式会社リプロセル
PHC株式会社 リンパ球バンク株式会社
ビオメリュー・ジャパン株式会社 株式会社レイメイ
株式会社ビジョンケア ロート製薬株式会社
株式会社⽇⽴製作所 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
⽇⽴造船株式会社 ロンザジャパン株式会社
ファーマバイオ株式会社 株式会社ワンビシアーカイブズ

公益財団法⼈ 神⼾医療産業都市推進機構 ⼀般社団法⼈⽇本⾎液製剤機構
公益財団法⼈実験動物中央研究所 ⼀般財団法⼈⽇本⾷品分析センター

賛助会員
アンチエイジング株式会社 株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス
株式会社アイル 積⽔成型⼯業株式会社
EELS(Edogawa Evolutionary Laboratory of Science) ⾼砂熱学⼯業株式会社
EY新⽇本有限責任監査法⼈ テックプロジェクトサービス株式会社
株式会社インテリム 株式会社東芝
エア・リキード⼯業ガス株式会社 富⽥薬品株式会社
エボニック ジャパン株式会社 株式会社ニコン・セル・イノベーション
⼤熊製薬株式会社 ⽇本光電⼯業株式会社
株式会社カン研究所 株式会社⽇本触媒
株式会社クラレ ノーベルファーマ株式会社
コーニングインターナショナル株式会社 パレクセル・インターナショナル株式会社
コアフロント株式会社
コスモ・バイオ株式会社 株式会社⽇⽴プラントサービス
近藤⼯業株式会社 ヒューマンライフコード株式会社
サイトリ・セラピューティクス株式会社 富⼠ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社
株式会社サン・フレア 三井化学株式会社
株式会社JTBコミュニケーションデザイン 株式会社ムトウ
新⽇本空調株式会社 株式会社リコー

 江上 美芽  前川 健嗣
 ⽥中 ⾥佳  ⽑利 善⼀
 出⼝ 正⼈  森 冬⽐古
 平⽥ 史明  渡辺 直樹

名誉会員 (個⼈)
⼾⽥ 雄三
⽵中  登⼀

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

賛助会員 (個⼈) 賛助会員 (個⼈)

株式会社Hyperion Drug Discovery

特別会員 特別会員

賛助会員
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