
          現在

会社名順加飾技術研究会 会員名簿      用 

会員名 事業 業務分野 会員種別     役職

    工業 建材 樹脂製品 製造販売 法人正会員

 秋元技術士事務所 秋元英郎        個人正会員

  浅野研究所 溝口憲一 熱成型機械 製造 販売 個人正会員  

 旭化成 高機能素材 開発 製造販売 法人正会員

     電気 電子部品製造 法人正会員  

 出光        多田圭志 加飾    製造 個人正会員 理事

    技術研究所 桝井捷平        個人正会員 副会長

                     柳澤秀樹 熱可塑性              個人正会員

 大倉工業 各種     製造販売 法人正会員

  沖津技術士事務所 沖津修        個人正会員 理事

  岳南化学   井村正寿 化学品商社 個人正会員  

       塗料   合成樹脂 製造販売 法人正会員

     産業 加飾箔 転写箔 製造 法人正会員  

       表面処理業 法人正会員 理事

  関西       根本幸宏 塗料等製造 個人正会員  

   企画商事 塗料販売 法人正会員

   岐阜    製造所 塗料    用 樹脂 添加剤製造 法人正会員

  共和      稲垣 忠彦 各種合成樹脂製品 製造 加工 販売 個人正会員

      化学品 樹脂 樹脂加工品製造販売 法人正会員

        野田康平 自動車内装樹脂製品用金型製造 個人正会員  

   光伸化成製作所 井山孝秀 自動車部品等 製造 個人正会員

  佐 木塗料     用      剤 販売 法人正会員

   三共   加飾     加工 販売 法人正会員  

       経営 事業 業務       法人正会員

            特殊印刷機 機材 製造    調色 法人正会員  

  精工技研 光通信用部品 精密金型 成形品事業 法人正会員

                       記録       製造 販売 法人正会員  

     技術士事務所 大薗剣吾        個人正会員 理事

       化学材料製造 法人正会員  

  大日本印刷 加飾    製造 販売 法人正会員

  大日本印刷  石井忠道 印刷関連製品 製造販売 個人正会員

  千代田      株 加飾資材等製造 法人正会員  

   千代田    加飾 機能性     製造 販売 法人正会員

       各種刻印 刃型製造販売 各種彫刻加工受託法人正会員

  東亞合成   橋本祐介 化学製品 製造 販売 個人正会員

  東海大学 工学部 前田秀一 光 画像工学 個人正会員 会長

   東和        汎用品製造 法人正会員  

        岩下直樹 住宅設備機器 研究開発 設計 製造 販売 個人正会員

  凸版印刷 印刷 産業資材等製造 法人正会員  

     車体 自動車及 自動車部品製造 法人正会員

  豊田合成 自動車部品等製造 法人正会員

           加飾設備等製造 法人正会員  

  日研工業 金型設計 各種    加飾成形 法人正会員

         表面加飾及 機能製品 製造販売 法人正会員 理事

  日辰貿易 化学品商社 法人正会員  

  日信商事 商社 法人正会員

  日本化工塗料 加飾    用塗料 製造販売 法人正会員

  日本     工業 高機能     製造販売 法人正会員

  日本            樹脂 製造 販売 法人正会員

  寧波捷傲創益新材料有限公司 朱 自動車加飾 個人正会員

       加飾     加工 販売 法人正会員  

          化学品専門商社 法人正会員

         松井俊明 表面処理設備販売 個人正会員  

              長岡 猛            関         個人正会員

   表面化工研究所 表面処理設備販売 法人正会員 理事

  平野技術士事務所        法人正会員 副会長

   富士経済石川直規 市場調査     発刊 個人正会員

   冨士    岩瀬護 印刷業 個人正会員

  富士              基材等 製造販売 法人正会員

  布施真空     加飾設備等製造 法人正会員 理事

        由来研究所 青野哲史       関連事業者 親睦 啓蒙 個人正会員

   星製作所        製造 法人正会員  

  丸善薬品産業 薬品卸業 法人正会員

                             要加飾     製造 販売 法人正会員

      表面処理業 法人正会員 理事

  三菱           剤 製造 販売 法人正会員

   三        専門商社 科学 研究機器 法人正会員  

  村田金箔 特殊印刷 加工 資材 機械等 販売 法人正会員 理事

   名栄社      印刷     成形 法人正会員  

               中井幹浩 加飾    製造 販売 個人正会員

  森田印刷 鶴谷治 加飾箔 転写箔 製造 個人正会員  

              飯田誠一郎 印刷用     製造販売 個人正会員

      工業 加飾箔 転写箔 製造 法人正会員  

                              設備製造 法人正会員  

         中辻隆一 着色樹脂製造販売 個人正会員

  早稲田大学大学院経営管理学科 長沢伸也 大学    研究 教育 個人正会員
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