
2022年4月25日

株式会社OUTSENSE 株式会社 SPACE NTK

ASTROCEAN株式会社 合同会社Space Cubics

株式会社amulapo スペース・バルーン株式会社
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佐藤 岳 株式会社ビジョンテック

株式会社三技協 炎重工株式会社
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株式会社サンテクノ 三菱電機ソフトウエア株式会社

株式会社GCEインスティチュート ムーングラフィカ株式会社

SEESE株式会社 明興双葉株式会社 茨城工場

四方工業 株式会社 有人宇宙システム株式会社

合同会社Sigma-SAR研究所 株式会社 ユードム

株式会社シバソク ATD事業部 吉川 研一

株式会社STRATOS

（五十音順）

注）公開許可をいただいた会員に限定しております。
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会  員  一  覧



 

加入者名 株式会社 OUTSENSE 

所在地 
〒144-0044 

大田区本羽田 2-7-1-204 

代表者名 高橋 鷹山 

役職 代表取締役 

業種 サービス業 

URL https://www.outsense.jp/ 

連絡担当者 

氏名 高橋 鷹山 

所属・役職 代表取締役 

E-mail y-takahashi@outsense.jp 

TEL 03-6715-1672 



 

加入者名 ASTROCEAN 株式会社 

所在地 
〒103-0026  

東京都中央区日本橋兜町 17-2 

代表者名 森 琢磨 

役職 代表取締役 



 

加入者名 株式会社 amulapo 

所在地 
〒162-0056  

東京都新宿区若松町 37-22  夏目坂の間 Room１ 

代表者名 田中 克明 

役職 代表取締役 

業種 航空宇宙・情報通信 

URL https://amulapo-inc.com/ 

連絡担当者 

氏名 田中 克明 

所属・役職 代表取締役 

E-mail k-tanaka@amulapo-inc.com 

TEL 080-3096-1457 

事業内容 ICT 技術を用いた宇宙体験コンテンツの制作 

加入目的 茨城県内での宇宙関連ビジネスを加速させるため 

航空宇宙 

関係の実績 

企業用プロモーション映像、コンテンツ制作、自社体験サービス、宇宙

機の電装系の設計・組み込み等 

関心のある

分野 

ロケット、衛星、機器、データ利用等、宇宙技術に関するすべて。また、

B to C に関わる他産業との関わり 

関心のある

職種 
データ解析、プログラム、イベント企画、旅行、小売、プロモーション 



 

加入者名 伊藤 彰 

代表者名 伊藤 彰 

役職 主任技師 

業種 総合家電メーカー 

URL https://www.panasonic.com/jp/corporate/profile/overview.html 

連絡担当者 

氏名 伊藤 彰 

所属・役職 
パナソニック株式会社インダストリー社 

主任技師 

E-mail Ito.akira7@jp.panasonic.com 

事業内容 
ＡＶ機器、白物家電、電池などのデバイス事業、照明、住宅設備などの

開発、製造、販売 



 

加入者名 株式会社今橋製作所 

所在地 
〒319-1301  

茨城県日立市十王町伊師 20-42 

代表者名 今橋 正守 

役職 代表取締役 

業種 生産用機械器具製造業（金属加工機械製造業） 

URL http://www.imahashi-ss.jp/ 

連絡担当者 

氏名 高橋 好 

所属・役職 社長付 

E-mail takahashi@imahashi-ss.jp 

TEL 0294-39-1161 

事業内容 
難削材・薄肉・複雑一体難形状品製造を中核とした、自動車、環境・エ

ネルギー、健康・医療向け多品種少ロット金属製品等の部品製造。 

加入目的 宇宙ビジネス関連事業への新規参入・顧客開拓。 

航空宇宙 

関係の実績 
インタ－ステラテクノロジ社へ部品納入受注実績あり。 

関心のある

分野 
ロケット、衛星、機器等。 

関心のある

職種 
切削加工等の部品製造全般。 



 

加入者名 株式会社ウイット 

所在地 
〒311-0102  

茨城県那珂市向山 808-6 

代表者名 千田 健人 

役職 代表取締役 

業種 メーカー商社 

URL http://www.w-i-t.co.jp 

連絡担当者 

氏名 千田 健人 

所属・役職 代表取締役 

E-mail senda@w-i-t.co.jp 

TEL 029-295-4248 

事業内容 複合材（カーボン、CNT、アラミド他）全般 

加入目的 部材の応用展開の模索 

航空宇宙 

関係の実績 
JAXA よりプリプレグ試作の受託経緯あり 

関心のある

分野 
衛星（軽量化、耐放射線、高耐熱） 

関心のある

職種 
材料、加工 



 

加入者名 特定非営利活動法人 宇宙アドバイザー協会 

所在地 
〒305-0031 

茨城県つくば市吾妻 4-6-1-506 

代表者名 六反田 和江 

役職 代表理事 

業種 普及啓発活動 

URL info@uchu-yume.jp 

連絡担当者 

氏名 三枝 博 

所属・役職 理事 

E-mail saegusa@etude.ocn.ne.jp 

TEL 080-5381-1085 

事業内容 宇宙開発全般の普及啓発活動等 

加入目的 
青少年が宇宙に興味を持てるような仕組みづくりと、そこから創造され

る宇宙ビジネスの支援。 

航空宇宙 

関係の実績 
構成員は JAXA OB など、経験者が参加している団体です。 

関心のある

分野 
宇宙教育、その他全般 

関心のある

職種 
全般 



 

加入者名 宇宙技術開発株式会社 

所在地 
〒305-0032  

茨城県つくば市竹園 1-12-2 

業種 
宇宙開発（衛星システムインテグレーション、技術広報、宇宙機模型製

作、他） 

URL https://www.sed.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 足立 昌孝 

E-mail adachi.masataka@sed.co.jp 

TEL 029-852-0980 



 

加入者名 宇宙技術開発株式会社 

所在地 
〒164-0001 

東京都中野区中野 5-62-1 eDC ビル 

代表者名 松尾 泰 

役職 代表取締役社長 

URL https://www.sed.co.jp/ 



 

加入者名 宇宙人クラブ 

代表者名 福海 由加里 

役職 会長 

業種 宇宙ビジネスのタネ創出有志活動集団 

URL https://www.uchujin-club.org/ 

連絡担当者 

氏名 福海 由加里 

所属・役職 宇宙人クラブ・会長 

事業内容 宇宙ビジネスのタネ創出有志活動集団 

加入目的 宇宙ビジネス促進のため 

航空宇宙 

関係の実績 

これから。   

特許庁 IP BASE AWARD 受賞 

関心のある

分野 
衛星データ活用、宇宙ｘ非宇宙の組み合わせによる宇宙ビジネス創出 

関心のある

職種 
全て 



 

加入者名 宇宙ビジネスサロン -Funai Space Age- 

所在地 

〒100-0005 

東京都千代田区丸の内 1-6-6 

日本生命丸の内ビル 21 階 船井総合研究所 

代表者名 稲波 紀明 

役職 シニアプロフェッショナル 

業種 コンサルティング 

URL https://www.funaisoken.co.jp/lp/funaispacesalon 

連絡担当者 

氏名 稲波 紀明 

所属・役職 宇宙ビジネスユニット・シニアプロフェッショナル 

事業内容 
企業の宇宙進出をサポートし、業績アップにつなげるコンサルティング

サービス 

加入目的 
いばらきの宇宙ビジネスの拡大をサポートし、日本の宇宙ビジネスを活

性化させるため 

航空宇宙 

関係の実績 

会員数 90 社を超える宇宙ビジネスに特化したサロンの運営 

宇宙マーケティングによる業績アップ 

関心のある

分野 

宇宙旅行の実現に伴う新規宇宙ビジネスの拡大 

宇宙ビジネス全般 

関心のある

職種 
全職種 



 

加入者名 一般社団法人 ABLab 宇宙医療プロジェクト 

所在地 
〒103-0022  

東京都中央区日本橋室町 1-5-3 福島ビル 7 階 

代表者名 後藤 正幸 

役職 プロジェクトリーダー 

業種 ビジネスコンサルティング 

URL https://space-healthcare.jp/ 

連絡担当者 

氏名 後藤 正幸 

所属・役職 プロジェクトリーダー 

事業内容 
宇宙生活や医療ヘルスケア分野で宇宙市場を目指す企業に対し、戦略提

供や事業課題の解決を行う。 

加入目的 
コンソーシアム会員企業とネットワークを構築し、茨城の宇宙産業の活

性化に貢献するため。 

航空宇宙 

関係の実績 

JAXA 主催 THINK SPACE LIFE への参画とコミュニティ活動。最新の

宇宙医学情報の SNS 発信。 

関心のある

分野 
宇宙生活、医療ヘルスケア 

関心のある

職種 
上記分野で宇宙市場を目指す全ての企業様 



 

加入者名 一般社団法人 ABLab 宇宙天気プロジェクト 

代表者名 玉置 晋 

役職 プロジェクトリーダ 

業種 非営利／教育／防災 

URL https://ablab.space/ 

連絡担当者 

氏名 玉置 晋 

所属・役職 プロジェクトリーダ 

E-mail planetary_science@yahoo.co.jp 

事業内容 宇宙天気の普及，宇宙天気防災，宇宙天気人材育成 

加入目的 情報収集，組織連携 

航空宇宙 

関係の実績 
NICT 宇宙天気ユーザ協議会会員 

関心のある

分野 
すべての分野がステークホルダになり得る 

関心のある

職種 
すべての分野がステークホルダになり得る 



 

加入者名 株式会社大塚製作所 

所在地 
〒311-4164  

茨城県水戸市谷津町細田 1 番地 64 

代表者名 根岸 貴史 

役職 代表取締役 

業種 製造業 

URL http://www.ohthuka.co.jp 

連絡担当者 

氏名 友部 寛之 

所属・役職 営業 

E-mail tomobe@ohthuka.co.jp 

TEL 029-251-4567 

事業内容 
治工具・省力化機械の設計製作、精密機械加工、各種研削加工、オート

クチュール加工 

加入目的 情報の収集・共有、宇宙ビジネスへの参入 

航空宇宙 

関係の実績 
試験設備部品等 

関心のある

分野 
ロケット、衛星 

関心のある

職種 
材料、加工 



 

加入者名 Orbspace 株式会社 

所在地 
〒305-0031   

茨城県つくば市吾妻 2-5-1-1F 

代表者名 レンシュ・アーロン 

役職 代表取締役 

業種 航空宇宙 

URL https://www.orbspace.com/ 

連絡担当者 

氏名 レンシュ・アーロン 

所属・役職 代表取締役 

E-mail aron.lentsch@orbspace.com 

事業内容 
ロケットシステムおよびコンポーネントの開発、機械加工、ラピッドプ

ロトタイピング 

加入目的 ネットワーク構築、情報交換、事業パートナーとの連携 

航空宇宙 

関係の実績 
ロケットシステム開発 

関心のある

分野 
宇宙輸送 (ロケット) 

関心のある

職種 
材料、加工機械、表面処理、電子機器、制御装置 



 

加入者名 岡部 明海 

業種 宇宙体験開発、企画、宇宙教育 

連絡担当者 

氏名 岡部 明海 

E-mail akiumiokabe@gmail.com 

事業内容 宇宙エンターテイメントの企画・開発、講義 

加入目的 茨城県との連携、コンソーシアム会員との連携 

航空宇宙 

関係の実績 
株式会社 amulapo(アミュラポ)にて、宇宙イベントの企画・運営・講義。 

関心のある

分野 

宇宙教育、ICT、STEAM 教育、エンターテイメント、エデュテイメン

ト 



 

加入者名 荻野工業株式会社茨城工場 

所在地 
〒302-0108  

茨城県守谷市松並 1381-1 

代表者名 荻野 明 

役職 代表取締役社長 

業種 輸送用機械器具製造業 

URL http://www.ogino-net.co.jp 

連絡担当者 

氏名 荻野 明 

所属・役職 代表取締役社長 

E-mail qzi06024@nifty.com 

TEL 0297-48-1421 

事業内容 
自動車部品製造・建設機械及び農業機械製造・半導体設備機器部品製造・

航空機部品製造 

加入目的 航空宇宙ビジネスの情報取得と相互研鑽及び会員交流 

航空宇宙 

関係の実績 
航空機油圧部品の製造 

関心のある

分野 
ロケット機器・衛生機器 

関心のある

職種 
精密機械加工 



 

加入者名 株式会社 川崎製作所 

所在地 
〒312-0005  

茨城県ひたちなか市新光町 552-71 

代表者名 川崎 達郎 

役職 代表取締役社長 

業種 金属機械加工 

URL http://www.kawasaki-ss.jp/ 

連絡担当者 

氏名 川崎 達郎 

所属・役職 代表取締役社長 

E-mail kawasaki@kawasaki-ss.jp 

TEL 029-265-8227 

事業内容 
宇宙ロケットエンジン部品や航空機エンジン部品、半導体や医療などの

超精密部品の製造と供給。 

加入目的 
モノづくりを通して宇宙ビジネスにおけるプレゼンスを高め、茨城を元

気に、日本を元気にするため。 

航空宇宙 

関係の実績 

2006 年に IHI との取引を開始し航空宇宙関連部品の製造、供給を始め

今に至る。JIS Q 9100 認証取得。 

関心のある

分野 
ロケット、衛星の部品製造 

関心のある

職種 
材料、加工、製造に係る特殊工程 



 

加入者名 金属技研株式会社 

所在地 
〒164-8721  

東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー27 階 

代表者名 宇野 毅 

役職 
取締役  

技術本部 副本部長 

業種 熱処理加工業 

URL https://www.kinzoku.co.jp 

連絡担当者 

氏名 宇野 毅 

所属・役職 
取締役  

技術本部 副本部長 

E-mail tuno@kinzoku.co.jp 

TEL 029-247-9660（金属技研株式会社 茨城工場） 

事業内容 
熱処理、ろう付、ＨＩＰ、機械加工、金属積層造形、 設計、解析 等の

委託加工 

加入目的 主に宇宙機器産業に向けた情報集中と事業拡大 

航空宇宙 

関係の実績 
ロケット、衛生用部品の試作（燃焼器、スラスタ部品 等） 

関心のある

分野 
民間用ロケット、小型衛星 

関心のある

職種 
接合、加工、表面処理 



 

加入者名 熊谷工業株式会社 

所在地 
〒311-0102 

茨城県那珂市向山 1226-1 

代表者名 熊谷 輝彦 

役職 代表取締役 

業種 製造業 

URL https://kumagai-ltd.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 熊谷 輝彦 

所属・役職 代表取締役 

TEL 029-352-1161 

事業内容 鉄・非鉄の切断・溶接・機械加工 

関心のある

分野 
衛星 



 

加入者名 コクサイエアロマリン株式会社 

所在地 
〒105-0003   

東京都港区西新橋二丁目 5 番 2 号 

代表者名 藤田 憲昭 

役職 営業開拓部 部長 

業種 物流 

URL http://www.kokusaiaeromarine.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 藤田 憲昭 

所属・役職 営業開拓部 部長 

E-mail fujita@kokusaiaeromarine.co.jp 

TEL 03-3501-3031 

事業内容 
通関業、倉庫業、航空貨物代理店業、港湾運送事業、貨物運送取次事業、

建設業（機械器具設置工事）など 

加入目的 宇宙業界・ビジネスに関する情報交換、ネットワークの構築 

航空宇宙 

関係の実績 

宇宙システム開発利用推進機構 HISUI 輸送 

きぼう暴露部筑波～KSC までの一貫輸送 

関心のある

分野 
人工衛星および関連機器 

関心のある

職種 
製品の通関、輸送、保管など 



 

加入者名 佐藤 岳 

代表者名 佐藤 岳 



 

加入者名 株式会社三技協 

所在地 
〒224-0053 

横浜市都筑区池辺町４５０９ 

代表者名 仙石 泰一 

役職 代表取締役社長 

業種 電気通信 

URL https://www.sangikyo.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 谷 裕司 

所属・役職 コアネットワーク事業本部 本部長 

E-mail taniy@sangikyo.co.jp 

TEL 045-930-2504 

事業内容 
移動体通信インフラ事業、ブロードバンドインフラ事業、ネットワーク

インテグレーション事業 

加入目的 宇宙ビジネス拡大に向けた人脈形成 

航空宇宙 

関係の実績 

衛星／ロケット：設計、製造、検査、運用支援他 

地上設備：～φ11M サイズまでのパラボラ建設等 

関心のある

分野 
衛星、ロケット、運用監視、衛星データ利活用、地上局設備等 

関心のある

職種 
製品調達(国内外)、設計、製造、検査、施工、調整、運用保守等 



 

加入者名 株式会社サンテクノ 

所在地 
〒311-3501  

茨城県行方市芹沢 995-1 

代表者名 西村 真理子 

役職 代表取締役 

業種 製造業 

URL https://suntechno3.jimdofree.com/ 

連絡担当者 

氏名 西村 真理子 

所属・役職 代表取締役 

E-mail m-nishimura@suntechno.co.jp 

TEL 0299-36-2511 

事業内容 歯科機器の製造及び製造販売・小径シャフト・ピンの製造 

加入目的 自社技術を生かして，宇宙分野への進出を実現させたい。 

航空宇宙 

関係の実績 
なし 

関心のある

分野 
小型衛星，ロケット 

関心のある

職種 
小型衛星やロケットを製造している企業，大学，研究機関等 



 

加入者名 株式会社 GCE インスティチュート 

所在地 
〒305-0047  

茨城県つくば市千現 2-1-6 つくば創業プラザ 102 

代表者名 後藤 博史 

役職 代表取締役 

業種 電子部品／機器の製造・販売 

URL https://www.gce-institute.com 

連絡担当者 

氏名 後藤 博史 

所属・役職 代表取締役 

E-mail h.goto@gce-institute.com 

TEL 029-898-9520 

事業内容 環境発電技術の研究開発、事業化 

航空宇宙 

関係の実績 
無し 

関心のある

分野 
衛星（電源システム） 

関心のある

職種 
材料（放熱、蓄熱、耐熱）、太陽電池 



 

加入者名 SEESE 株式会社 

所在地 
〒305-0047  

茨城県つくば市千現二丁目 1 番 6 号 

代表者名 棚田 和玖 

役職 代表取締役、CEO 

業種 Web サービス 

URL https://seese.jp/ 

連絡担当者 

氏名 棚田 和玖 

所属・役職 代表取締役、CEO 

E-mail info@seese.jp 

事業内容 
宇宙開発を支援するインフラサービスの提供（全国の環境試験場の検

索、予約サービス等）。 

加入目的 
県内ネットワークの活用、情報収集、茨城県の最新の取り組みキャッチ

アップのため、等。 

航空宇宙 

関係の実績 

・JAXA 地球観測研究センター研究開発員  

・宇宙ビジネスコミュニティ ABLab 役員 

関心のある

分野 

宇宙機（ロケット、衛星、ローバー等）開発、特に環境試験（電気、機

械、熱、放射線）や材料調達領域。 

関心のある

職種 
材料、加工、電子機器、放射線等。 



 

加入者名 四方工業 株式会社 

所在地 
〒545－0001 

大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北 3-6-22 

代表者名 田中 晴通 

役職 代表取締役社長 

業種 金属加工 

URL http://shikata-k.co.jp 

連絡担当者 

氏名 佐古 章一 

所属・役職 営業部・課長 

E-mail sako@shikata-k.co.jp 

TEL 080-7470-2260 

事業内容 
・精密金属加工金型設計製作 

・精密金属プレス加工 

加入目的 
業界ビジネス参入のための、情報収集及び発信及び参画企業とのビジネ

ス交流。 

航空宇宙 

関係の実績 
無し 

関心のある

分野 

・輸送（ロケット） 

・軌道上サービス 

基本は“ものづくり”と考えている。 

関心のある

職種 

材料、加工、電子機器組立、表面処理。 

※金属であれば全て網羅できると考えております。 



 

加入者名 合同会社 Sigma-SAR 研究所 

所在地 
〒104-0061 

東京都中央区銀座 1-12-4 N&E BLD.7 階 

代表者名 北沢 至 

役職 代表社員 

業種 衛星データ解析・ソフトウェア開発 

URL https://sigma-sar.com/ 

連絡担当者 

氏名 北沢 至 

所属・役職 代表社員 

E-mail info@sigma-sar.com 

TEL 050-1741-0316 

事業内容 
地球観測衛星データである合成開口レーダー（SAR）データを用いたソ

リューションを提供する 

加入目的 合成開口レーダー（SAR）データビジネスの共創企業・顧客を捜すため 

航空宇宙 

関係の実績 

合成開口レーダー（SAR）データ解析ソフトウェア開発・同クラウドサ

ービス開発・同ソリューションサービス販売 

関心のある

分野 
地球観測衛星データ（SAR データ）利用 

関心のある

職種 

地球観測衛星データソリューションサービス提供  

地球観測衛星データ解析ソフトウェア開発 



 

加入者名 株式会社シバソク ATD 事業部 

所在地 
〒315-0027  

茨城県石岡市杉並１丁目 5-38 

代表者名 中原 範夫 

役職 ATD 事業本部長 

業種 電子機器製造業 

URL http://www.shibasoku.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 小板橋 潤 

所属・役職 筑波 R&D センター センター長 

E-mail j-koita@shibasoku.co.jp 

TEL 0299-56-3567 

事業内容 宇宙用電子機器製造販売、半導体検査装置製造販売 

加入目的 宇宙関係の情報収集 

関心のある

分野 
衛星、国際宇宙ステーション 

関心のある

職種 
電子機器製造・組立 



 

加入者名 株式会社 STRATOS 

所在地 
〒277-0024  

千葉県柏市若葉町２－１４ 

代表者名 中村 泰宏 

役職 代表取締役 

業種 小型ロケットの打ち上げ事業 

URL 準備予定 

連絡担当者 

氏名 中村 泰宏 

所属・役職 代表取締役 

E-mail 2113622801@jcom.home.ne.jp 

TEL 090-3802-3765 

事業内容 
成層圏大気球より小型ロケットを空中発射させ小型衛星の打ち上げ事

業及び関連する広告映像事業を目指す 

加入目的 
従来RyuTeCを準備会社として使用してきたが、8月 6日にNEDO NEP 

A への採択が決定。STRATOS を設立へ 

航空宇宙 

関係の実績 

JAXA 招聘職員を１１年。空中発射プロジェクトをスタートして山口県

の補助金を３年間獲得。今夏、NEDO の NEP に宇宙ビジネスとして初

めて採択された 

関心のある

分野 
ロケット及び衛星 

関心のある

職種 
電子機器組み立て、制御システム開発、広告宣伝 



 

加入者名 株式会社 SPACE NTK 

所在地 

〒305-0031  

茨城県つくば市吾妻 2-5-1  

つくば市産業振興センターつくばスタートアップパーク内 

代表者名 葛西 智子 

役職 代表取締役 

業種 宇宙 SOH（葬・想） 

URL https://www.space-ntk.com/ 

連絡担当者 

氏名 葛西 智子 

所属・役職 代表取締役 

E-mail k.tomoko@space-ntk.com 

事業内容 
宇宙における葬送事業(宇宙散骨・宇宙遺骨旅行・宇宙生前葬・宇宙葬送

の儀・宇宙お別れ会) 

航空宇宙 

関係の実績 

2017 ｱﾒﾘｶ SPACE ﾎﾟｰﾄﾂｱｰ参加/2018 国際宇宙開発会議でﾌﾟﾚｾﾞﾝ/2022 

4/1 SPACEX ﾌｧﾙｺﾝ 9 にて宇宙散骨実施予定 



 

加入者名 合同会社 Space Cubics 

所在地 

〒060-0053  

北海道札幌市中央区南 3 条東 2 丁目 1 番地  

ベンチャースクエア 301 

代表者名 荘司 靖 

役職 代表社員 

業種 製造業 

URL https://spacecubics.com/ 

連絡担当者 

氏名 波塚 香織 

所属・役職 総務・経理 

E-mail kaori.namitsuka@spacecubics.com 

TEL 050-7112-6213 

事業内容 宇宙用民生コンピュータ、及び宇宙機（超小型衛星等）の開発・販売 



加入者名 株式会社 Space View 

所在地 
〒106-0032 

東京都港区六本木 4 丁目 5-3 M.A ROPPONGI 3F 

代表者名 加藤 淳一 

役職 代表取締役社⾧ 

業種 航空宇宙、情報通信 

URL https://spacexview.earth/ja/home-jp/ 

連絡担当者 

氏名 福永 怜平 

所属・役職 EC 事業部 

E-mail r.fukunaga@spacexview.earth 

TEL 03-6434-0397 

事業内容 

・衛星データポータルサイト、衛星部品ポータルサイトの運営 

・小型人工衛星開発 

・人工衛星データ活用創出サービス 

・衛星データ×ビッグデータ解析による経済指標モデルの構築 

・衛星間通信技術、宇宙空間での決済技術に関する研究開発 

加入目的 宇宙関連企業との意見交換と協業の機会の創出 

航空宇宙 
関係の実績 

2021 年度 Copernicus Masters ビジネスアイデアコンテストファイナリ

スト 

関心のある
分野 

・人工衛星 

・リモートセンシング 

・衛星データ利用 

・AI, 機械学習 

・ブロックチェーン 

関心のある
職種 

・電子機器組み立て 

・人工衛星開発 

・宇宙コンサルタント 



 

加入者名 ソリューション・クリエイターズ株式会社 

所在地 
〒105-0013 

東京都港区浜松町 2-2-15  浜松町ダイヤビル 2F 

業種 専門技術サービス 

URL http://www.s-creatos.jp 

事業内容 
再エネ活用型のエッジコンピューティングと二酸化炭素の回収固定化

に関する技術開発と関連サービス 

加入目的 
再エネ活用・自立型空域常時監視システムの開発と二酸化炭素の回収・

還元技術等の協業可能性検討 

航空宇宙 

関係の実績 
なし 

関心のある

分野 
成層圏プラットフォーム 

関心のある

職種 

無人航空・宇宙機、遠隔通信、ガス分離、電解還元、炭素材製造、炭素

材利用 



 

加入者名 Daiphys Technologies LLC 

所在地 
〒102-0074   

東京都千代田区九段南一丁目５番６号 りそな九段ビル５階 

業種 研究開発 

URL https://www.daiphys.com/ 

E-mail info@daiphys.com 

事業内容 自然科学および産業上の諸技術に関する研究開発 

航空宇宙 

関係の実績 
ミッション機器開発および衛星データ解析 



 

加入者名 田島 修一 

代表者名 田島 修一 

連絡担当者 

氏名 田島 修一 

E-mail stajima@p00.itscom.net 

TEL 090-5778-7332 

加入目的 エンジェル投資等によるスタートアップ支援 

関心のある

分野 
衛星、機器、データ利用など 



 

加入者名 株式会社たすく 

所在地 
〒164-0001  

東京都中野区中野 4-10-1 

代表者名 古友 大輔 

役職 代表取締役 

業種 製造業 

URL https://www.facebook.com/task.inc.tech/ 

E-mail info@task-inc.tech 

事業内容 宇宙機器の設計・製造・開発・コンサルティング等 

加入目的 茨城県の宇宙産業を活性化させたい。 

航空宇宙 

関係の実績 

宇宙ステーションのシステムコンポーネント、Rover、成層圏プロジェ

クト、キューブサット、月面プロセス装置等の設計、開発、製造、試験 

関心のある

分野 

上記実績に関係する分野、および、月面機器。ゲートウェイに向けての

事業実現化。他。 

関心のある

職種 
材料、加工、電子機器組立、表面処理等 



 

加入者名 多摩川精機株式会社 

所在地 
〒395-8515   

長野県飯田市大休 1879 番地 

業種 製造業 

URL https://www.tamagawa-seiki.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 中嶋 秀樹 

所属・役職 スペーストロニックス研究所センサ技術課・主任技師 

E-mail hideki-nakajima@tamagawa-seiki.co.jp 

TEL 0265-21-1906 

事業内容 

サーボコンポーネント（エンコーダ、レゾルバ、レートセンサ、ジャイ

ロ、 AC サーボモータ／ドライバ／コントローラ、ステップモータ／ド

ライバ、 シンクロ、LVDT 等）、監視カメラシステム、慣性計測装置、

自動制御機器、 バイオ研究用試薬等の製造・販売 

航空宇宙 

関係の実績 
衛星用アクチュエータ、モータ、レゾルバの設計、製造 

関心のある

分野 
ロケット、衛星、探査車等 



 

加入者名 株式会社タムロン 

所在地 
〒337-8556  

埼玉県さいたま市見沼区蓮沼 1385 

URL https://www.tamron.co.jp/technology/ 

連絡担当者 

氏名 阿部 啓二郎 

所属・役職 R&D 技術センター 研究開発部 新事業推進課 

E-mail ke-abe@tamron.co.jp 

TEL 048-684-4090 

事業内容 総合光学機器製造及び販売 

加入目的 宇宙業界の情報取得および会員企業とのビジネス共創 

https://www.tamron.co.jp/technology/
mailto:ke-abe@tamron.co.jp


 

加入者名 CHILD 株式会社 

所在地 
〒107-0062  

東京都港区南青山２丁目２番１５号 

代表者名 杉本 博貴 

役職 代表取締役 

業種 製造業 

URL https://www.childpla.net 

連絡担当者 

氏名 杉本 博貴 

所属・役職 代表取締役 

事業内容 宇宙ステーションの設計開発・製造・サービス提供 

加入目的 コンソーシアム会員との交流のため。 

航空宇宙 

関係の実績 
事業内容をご覧ください。 

関心のある

分野 

ロケット・衛星・宇宙ステーション・大型構造物製造・ 有人宇宙開発な

ど 

関心のある

職種 
材料、加工、製造、研究開発など 



 

加入者名 TIS ソリューションリンク株式会社 

所在地 
〒163-1118 

東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー18 階 

代表者名 中村 義憲 

役職 宇宙システム部長 

業種 システム開発 

URL https://www.tsolweb.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 八木 伸浩 

所属・役職 宇宙システム部 リーダー 

E-mail yagi_nobuhiro@tsolweb.co.jp 

TEL 03-6822-9140 

事業内容 
宇宙機の地上システム（衛星管制システム、追跡局管理、地上衛星デー

タ伝送用ゲートウェイ）の開発 

加入目的 
宇宙ベンチャー等の創出と県内企業の宇宙ビジネスへの新規参入の推

進に貢献する 

航空宇宙 

関係の実績 

衛星管制システム開発、追跡局管理システムの開発 

衛星データ地上伝送システムの開発等 

関心のある

分野 
衛星、データ利用、地上局 

関心のある

職種 
ソフトウェア開発、IT 基盤整備 



 

加入者名 株式会社 Dinow 

所在地 
〒310-0021 

水戸市南町 1-2-32 M-WORK 

代表者名 高橋 健太 

役職 代表取締役 

業種 ヘルスケアサービス 

URL https://www.dinow.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 高橋 健太 

所属・役職 代表取締役 

E-mail kenta-t@dinow.co.jp 

関心のある

分野 

バイオドシメトリーデバイス 

民間宇宙旅行客へのヘルスケアサービス 

関心のある

職種 
宇宙医学、デバイス開発 



 

加入者名 株式会社 TOWING 

所在地 
〒457-0058  

愛知県名古屋市南区前浜通 7-1-2 

代表者名 西田 宏平 

役職 代表取締役 

業種 農業システムの開発、運用、運用支援 

URL https://towing.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 西田 宏平 

所属・役職 代表取締役 

E-mail k.nishida@towing.co.jp 

TEL 050-5849-1414 

事業内容 
高機能ソイルという人工土壌技術を活用して、宇宙農業実現と地球農業

発展を目指しています。 

加入目的 ネットワーキング 

航空宇宙 

関係の実績 

S-Booster2019 ファイナリスト  

SPACE FOODSPHERE 入会 

関心のある

分野 
衛星、月面基地、火星基地開発 

関心のある

職種 
農業、材料 



 

加入者名 中村 尚樹 

代表者名 中村 尚樹 

役職 法政大学社会学部兼任講師 

加入目的 宇宙開発の研究取材 

関心のある
分野 宇宙開発全般 



 

加入者名 日揮グローバル株式会社 

所在地 
〒220-6001 

横浜市西区みなとみらい２－３－１ 

業種 建設業 

URL https://www.jgc.com/jp/about/related-companies/overseas.html 

事業内容 各種プラント・施設の EPC 事業 

加入目的 
1．新規事業分野のパートナー開拓 

2．エンジニアリング関連のビジネス創造 

関心のある

分野 

1．月面インフラ構築 

2．月面推進薬プラント 

3．月面開発用試験設備 

関心のある

職種 

1．プロジェクト立案・マネジメント 

2．エンジニアリグ 

3．仮想空間開発(デジタルツイン) 



 

加入者名 NIKKEI 宇宙プロジェクト（日本経済新聞社） 

所在地 
〒100-8066 

東京都千代田区大手町 1-3-7 

代表者名 菊原 周平 

連絡担当者 

氏名 塩沢 泰弘 

所属・役職 メディアビジネス広告コミュニケーションユニット次長 

E-mail Yasuhiro.shiozawa@nex.nikkei.com 

TEL 080-8128-5922 



 

加入者名 一般社団法人日本かくれんぼ協会 

所在地 
〒150-0002   

東京都渋谷区渋谷３丁目２７−１ 

代表者名 高山 勝 

役職 代表理事 

業種 イベント運営 

URL https://japan-kakurenbo.com/ 

連絡担当者 

氏名 高山 勝 

所属・役職 代表理事 

E-mail japan.kakurenbo@gmail.com 

事業内容 
かくれんぼのイベント、企画運営  

かくれんぼを使った健康効果、教育の研究 

加入目的 
宇宙でかくれんぼを実施するため。  

空間認識能力向上の研究を進めるため。 



 

加入者名 株式会社パスコ 企画部 企画課 

所在地 
〒153-0064  

東京都目黒区下目黒 1-7-1 パスコ目黒さくらビル 4F 

業種 建設コンサルタント、情報処理、シンクタンク・マーケティング・調査 

URL http://www.pasco.co.jp 

連絡担当者 

氏名 河野 誠忠 

所属・役職 主任技師 

事業内容 
空間情報の収集、計測、可視化とコンサルタント技術を用いた課題抽出

と解決策を提案する企業 

航空宇宙 

関係の実績 

衛星データの取得（計測）データの加工や処理、さらにはサービスの提

供、ALOS3 運用・データ販売 

関心のある

分野 
空間情報の利活用 

関心のある

職種 

自治体、防災、農林水産業、インフラマネジメント、アセットマネジメ

ント、エリアマーケティング 



 

加入者名 パルステック工業株式会社 

所在地 
〒431-1304  

静岡県浜松市北区細江町中川 7000-35 

代表者名 鈴木 幸博 

役職 代表取締役社長 

業種 製造業 

URL https://www.pulstec.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 谷高 弘将 

所属・役職 営業部営業 1 課 係長 

E-mail h-yataka@pulstec.co.jp 

TEL 053-522-3611 

事業内容 電子応用機器・装置の製造及び販売 



 

加入者名 有限会社バロックインターナショナル 

所在地 
〒300-0506 

茨城県稲敷市沼田 2733-6 

代表者名 西口 宏 

役職 代表取締役社長 

業種 精密機器 

URL https://www.baroque-inc.co.jp 

連絡担当者 

氏名 西口 宏 

所属・役職 代表取締役社長 

E-mail nishiguchi@baroque-inc.co.jp 

TEL 029-892-5100 

事業内容 超高真空機器設計製作 

加入目的 今後の状況確認と情報収集 

航空宇宙 

関係の実績 
JAXA 様、大学関係様に取引中 

関心のある

分野 
衛星・機器 

関心のある

職種 
材料・加工・表面処理 



 

加入者名 株式会社ビジョンテック 

所在地 
〒305-0045  

茨城県つくば市梅園 2-1-16 

代表者名 山本 義春 

役職 代表取締役 

業種 情報サービス業 

URL http://www.vti.co.jp 

連絡担当者 

氏名 山本 義春 

所属・役職 代表取締役 

E-mail yamamoto@vti.co.jp 

TEL 029-860-6100 

事業内容 
衛星リモートセンシング関連ビジネス専門会社として、人工衛星画像お

よび画像処理システム開発、衛星情報サービスの提供 

関心のある

分野 
地球観測衛星 

関心のある

職種 
情報処理 



 

加入者名 炎重工株式会社 

所在地 
〒020-0633 

岩手県滝沢市穴口５７－９ 

代表者名 古澤 洋将 

役職 代表取締役 

業種 製造業 

URL https://www.hmrc.co.jp/ 

事業内容 「制御技術」をコアとした自動化製品、サービスの開発、販売 

関心のある

分野 
ロケット、衛星、宇宙ステーション、探査車等 

関心のある

職種 
電子機器、無線機器、及び 組込ソフトウェア等 



 

加入者名 水野 稜 

業種 コンサルティング 

加入目的 関連イベントへの参加等 

関心のある

分野 
宇宙関連技術・データ（スペーステック）の既存産業への活用 



 

加入者名 三菱電機ソフトウエア株式会社 

所在地 
〒305-0032  

茨城県つくば市竹園 1-6-1 つくば三井ビル 14F 

業種 システムエンジニアリング／ソフトウェア 

URL https://www.mesw.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 新井 大輔 

所属・役職 つくば事業所営業部第一課 

TEL 029-859-0313 

事業内容 

社会インフラ、宇宙・防衛、自動車機器、空調機器、FA システム等の各

分野のシステム並びにソフトウエアに係る開発、設計、製造、販売及び

サービス提供。 

加入目的 
宇宙ビジネスの活性化を目指す方々とのコミュニケーションと情報収

集 

航空宇宙 

関係の実績 
ロケット、衛星、宇宙機に関連する各種システム開発及び解析・運用 

関心のある

分野 
ロケット、衛星、宇宙機に関連する各種システム開発及び解析・運用 



 

加入者名 ムーングラフィカ株式会社 

所在地 
〒260-0013 

千葉県千葉市中央区中央 3-14-6 3F 

代表者名 吉岡 慎介 

役職 代表取締役 

業種 ソフトウェア業、インターネット附随サービス業 

URL https://moongraphica.com 

連絡担当者 

氏名 吉岡 慎介 

所属・役職 代表取締役 

E-mail s@moongraphica.com 

TEL 043-306-9598 

事業内容 
ウェブサイト制作、動画制作、ウェブ広告運用 

ウェブコンサルティング 等 

加入目的 宇宙関連事業の拡充 

航空宇宙 

関係の実績 

国立天文台 アルマプロジェクト 教育動画制作 

JAXA オンラインセミナー 動画制作 等 

関心のある

分野 
月面探査・開発、太陽系探査、系外惑星探査 

関心のある

職種 

宇宙関連事業の広報、教育ツール制作 

宇宙関連事業への人材輩出（現在、筑波大学、筑波大学大学院のサイト

を複数運用中） 



 

加入者名 明興双葉株式会社 茨城工場 

所在地 
〒300-2521  

茨城県常総市大生郷町 6140-1 

代表者名 向井 博史 

役職 取締役社長 

業種 製造業 

URL http://www.meiko-futaba.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 中井 明子 

所属・役職 営業企画 

E-mail a.nakai@meiko-futaba.co.jp 

TEL 0297-24-1077 

事業内容 
ワイヤーハーネス製造  

電線製造 

加入目的 宇宙業界参入のため 

航空宇宙 

関係の実績 
人工衛星の試験用ハーネスの製造実績あり。 

関心のある

分野 
ロケット、人工衛星 

関心のある

職種 
ワイヤーハーネス製造、電子機器組み立て 



 

加入者名 有人宇宙システム株式会社 

所在地 
〒100-0004  

東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 8 階 

代表者名 古藤 俊一 

役職 代表取締役 

業種 情報サービス業 

URL https://www.jamss.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 古賀 新一郎 

所属・役職 宇宙事業部 主幹 

E-mail Koga.shinichiro@jamss.co.jp 

TEL 03-3211-2005 

事業内容 

1. ISS（国際宇宙ステーション）における JEM 

    (日本実験棟「きぼう」）の運用・利用支援業務 

2. 教育訓練（宇宙飛行士含む。） 

3. 安全開発保証 

4. システム安全独立検証（ソフトウェア評価） 

5. 衛星利用（地球観測衛星、通信衛星、測位衛星） 

6. 民間による宇宙利用の促進 

航空宇宙 

関係の実績 

ISS（国際宇宙ステーション）における JEM(日本実験棟「きぼう」）の運

用・利用支援業務及び宇宙飛行士の教育訓練 

関心のある

職種 
画像処理 



 

加入者名 株式会社 ユードム 

所在地 
〒310-0803 

茨城県水戸市城南 1-5-11 

代表者名 森 淳一 

役職 代表取締役社長 

業種 情報通信業／情報サービス業／ソフトウェア業 

URL https://www.udom.co.jp/ 

連絡担当者 

氏名 伊藤 貞良 

所属・役職 社長付 

E-mail ito@udom.co.jp 

TEL 029-227-3061 

事業内容 
受託開発・組込みソフトウェア業務、クラウド導入支援・構築業務、各

種 IoT システムの開発・販売業務 

加入目的 宇宙ビジネスへの参入又は、現在展開している会社との業務提携 

航空宇宙 

関係の実績 
なし 

関心のある

分野 
衛星データの活用(具体的に：交通インフラ、農業等) 

関心のある

職種 
衛星データ解析処理 



 

加入者名 吉川 研一 
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