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1.役員

1.1理事

会長太田健一郎(横浜国立大学工学部教授)

副会長

内田裕久(東海大学工学部応用物理学科教樹

福田健三(財団法人エネルギー総合工学研所

問.阻Tセンタープロジェクトマネージャー)

伊原征冶郎(日本工業大学システム工学科教授)

梶谷郁夫(株式会社本田技術研究所エグ、ゼク

ティブチーフエンジニア)

加茂 尚(トヨタ自動車第 1材料技術部部長)

鈴木譲(株式会社鈴木商館機器開発・主幹)

竹中啓恭(経済産業省産業技術環境局技術評

価調査課評価企画調査官)

武松 敏弐(岩谷産業許朱式会社取締役技術部長)

堤敦司(東京大学工学部化学システム工学科

助教授)

1.2監事

花田 卓爾(日本エア・リキード株式会社顧問)

渡辺潔(株式会社ベンチャーラボテクニカル

ナビゲーター)

2 評議員

阿部勲夫(オフィステラ)

小貫薫(日本原子力研究所核熱利用研究部)

片山 陽夫(日本工営株式会社水資源開発部部

長)

神谷信行(横浜国立大学工学部エネルギー工学

教室教授)

亀山 秀雄(東京農工大学工学部応用イじ学科教

授)

梁田研郎(太平洋液化水素株式会社)

佐野寛(地球エネルギーシステム研究所代表)

庄子房次(有限会社シーエスラボ)

谷生重晴(横浜国立大学教育人間科学部教授)

服部達雄(東京ガス株式会社)

原田亮(株式会社東芝電力・産業システム技術

開発センター主務)

松永是(東京農工大学工学部生命工学科教授)

松村幸彦(広島大学大学院工学研究科助教授)

三宅淳(産業技術総合研究所ティッシュエンジ

ニアリング研究センター副センター長)

山本修(株式会社富士電機事業開発室)

山根 公高(武蔵工業大学新エネルギー工学科

助教授)

3.顧問

小野修一郎(高分子素材センター所長)

斉藤 泰和(東京理科大学工学部工業化学科

教授)

佐藤章一((財)環境科学技術研究所顧問)

4.名誉顧問

太田時男(横浜国立大学名誉教関

伏見康治(リンクス・リセウム)

古浜庄一(武蔵工業大学名誉教関

本多健一(東京工芸大学学見

(アイウエオ)1卸
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4.団体会員

(アイウエオ順)

団体名 連 車各 先 連絡者名

岩谷亙斯(株)揃荷開発部 干660-0但2尼崎市大高洲町10 矢田部勝

岩谷産業(株)櫛転・保安本部 T105-0003港区西新橋3-21-8 橋本辰彦

白井国際産業(株)開発樹荷デパートメント 干411-8610静岡県駿東部清水町長沢131-2 割高輝久

(財)工ンシやブリンク会振興協会問-阻T推進室 T105-0003港区西新橋1-4-6CYDビル 岡野一清

大阪ガス(株)樹荷部 干554-0051大阪市止G1E区酉島5-11-61 朝間善清

(株)祥栄営業部 T141-0031品川区西五反田3-13-19 宮田 峻

Shell Hydrogen BV T135-8074港区台場，2-3-2 吉田克巳

(株)白J11製作所総務部 干335-0012戸田市中町"2-21-19 若林忠満

新エネルギー・産期支術総制勝樹蕎(惇院~堕果) T170-6090豊島区東池袋3-1-1粉河イン60 片田裕二

神鋼パンテック(株)技術開発本部 干651-2241神戸市西区室谷1-1-4 多井 勉

新日本鍛失(株)指府開発本部 干293-8511富津市新富20-1 河村隆文

(株)鈴木商館 )1¥蹴蹴室 干350-0833川越市芳野台2-8-52 鈴木 ヨ居プ表ミ

太平洋液イじ水素(株) T105-0012港区芝大門1-13-9 梁田研郎

中部電力(株)電気利用校体新知庁 干459-8001名古屋市緑区大高町字北関山20-1 春日智子

日本エア・リキード(株) T135-0062、江東区東雲1-9-1 花田卓爾

電源開発(株)新エネルギー・技術開発部 T104-0061中央殴良座 6-15-1 本田正人

東京ガス(株)樹荷企画部 T105-0022港区海岸1-5-20 服部達雄

東京電力(株)開発計画部 T100-0011千代田区内幸町1-1-3 山下圭

東北電力(株)電力技術丹知斤 T981-0952仙台市青葉区中山 7-2-1 工藤貴司

東京ガスケミカル(株)技術開発部 T163-1025新宿区西新宿 3-7-1 中野重夫

トヨタ自動車(株)第一材料撹1苛部 干471-8571豊田市トヨタ町1番也 近田鰯ム

日本工営(株)第一水資源開発部 T102-0083千代田区麹町"2-5 片山陽夫

日本酸素(株)企画部櫛荷企画室 T105-0003港区西新橋1-16-7 原因珠曹、

(財)日本自動朝井究所 干305-0822つくば市刈間2530 J開設システム部

(株)日本塁掛事斤研究開発本部 T183-0044府中市日鋼1-1Jタワー 寺尾勝責

(株)本田樹稲井知庁和光研野庁 干351-0193埼玉県和光市中央 1-4-1 岡本隆文

富士電機(株)事業開発室 干290-8511千弟県市原市八幡海岸通 7 山本修

三菱重工業(株)原動機事業本部 干220-8401横浜市西区みなとみらい3-3-1 橋 崎 克雄

(株)渡商会 干:221-0021横浜市神奈)1[区子安通 2-234 関 孝夫

住友イじ学工業(株)技術・経営企画室 T104-8260中央区新)112引 -1 中江清彦
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水素エネルギー協会

団体会員申込書

水素エネルギー協会

会長太田健一郎殿

団体名 印

貴会の主旨に賛同し、その研究および事業目的に協力する為に、下記の通り

団体会員として入会を申し込みます。

平成年月日

一記ー

1.会社又は法人名:

(日本語名称); 

(英文名称); 

2.所在 地 :

3.事務上の連絡先:

(住所);干

(所属); 

(氏名); 

(役職); 

(TEL) ; 
(E-mail); 

4.会費額 80，000円/年

(FAX); 

5.送金方法( )銀行振込;あさひ銀行等々力支広(普)0930893
( )郵便振替;00190-3-119581 水素工科町一協会

( )現金送付

( )その他( ) 

(希望する送金方法にO印をつけてください。)

水素エネルギー協会事務局連絡先:

干240-8501横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-2

横浜国立大学教育人間科学部 谷生研究室内

水素エネルギー協会事務局

TEL&FAX: 045-339-3996 
E-mail: hess@chemeng.bsk.ynu.ac.jp 
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水素エネルギー協会

個人会員申込書

水素エネルギー協会

会長 太田健一郎殿

氏名 印

貴会の主旨に賛同し、その研究および事業目的に協力する為に、下記の通り

個人会員として入会を申し込みます。

平成年月日

コU

1.会社又は法人名:

(日本語名称); 

(英文名称); 

2.所在地:

3.事務上の連絡先:

(住所);干

(所属); 

(氏名); 

(役職); 

(TEL) ; ( FAX) ; 

(E-mail); 

4.会費額 8，000円/年

5.送金方法( )銀行振込;あさひ銀行等々力支庖(普)0930893

( )郵便振替;00190-3-119581 水素エネ腕~協会

)現金送付

( )その他(

(希望する送金方法にO印をつけてください。)

水素エネルギー協会事務局連絡先:

干240-8501横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-2

横浜国立大学教育人間科学部谷生研究室内

水素エネルギー協会事務局

TEL&FAX: 045-339-3996 

E-mail: hess@chemeng.bsk.ynu.ac.jp 
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委員長

委員

HESS会長

編集委員会

阿部勲夫 (オフィステラ)

鈴木 譲 ( (株)鈴木商館川越研究室)

神谷信行 (横浜国立大学工学部)

渡辺 潔 (側ベンチャーラボ)

谷生 重晴 (横浜国立大学教育人間科学部)

松村幸彦 (東京大学環境安全研究センター)

原因 亮 (側東芝)

太田 健一郎(横浜国立大学工学部)

水素エネルギー協会編集

水素エネルギーシステム

発行所水素エネルギー協会

干240-8501横浜市保土ケ谷区常盤台 79-5

横浜国立大学教育人間科学部谷生研究室内

Tel&Fax: 045-339-3996 

E-mail: hess@chemeng.bsk.ynu.ac.jp 

銀行振込:あさひ銀行等々力支店(普)0930893

郵便振替口座:00190-3-119581水素工ネ肘~協会

印刷年月日平成 13年6月

編集発行人太田健一郎

印刷所(有)柿野屋印刷所

表紙および裏表紙のデザインは青木弘行氏による




