
※印＝新任　無印＝重任 (順不同・敬称略)

協会役職名 氏　名 所属会社・団体名 役職名 協会役職名 氏　名 所属会社・団体名 役職名

代表理事
(会　長)

石田　   明
㈱ＳＣＲＥＥＮ
ホールディングス

名誉会長 理　　事 金武　 潤也 グンゼ㈱ 知的財産室長

副 会 長 ※ 上田　　 誠 京都市 産業観光局長 理　　事 城内 　善昭 日本新薬㈱ 知的財産部長

副 会 長 兒島 　宏尚 京都府 商工労働観光部長 理　　事 田中　 完一 福田金属箔粉工業㈱
常務取締役
技術本部長

副 会 長 吉田 　浩明
㈱ジーエス・ユアサ
コーポレーション

取締役
研究開発センター長 理　　事 ※ 谷本　真也 京都市 新産業企画課長

専務理事 和田　宏隆 (一社)京都発明協会 理事 理　　事 西村　 敏弘 京都府
商工労働観光部
ものづくり振興課長

常任理事 ※ 江口　裕之 ㈱島津製作所 知的財産部長

常任理事 大島　　 修 村田機械㈱ 知的財産課長 監　　事 小林　 良平
特許業務法人
京都国際特許事務所

会長 弁理士

常任理事 織田 　香織 ㈱堀場製作所
知的財産戦略部
部長

監　　事 安田　　 徹 京都総合税理士法人 代表社員

常任理事 片岡　 　宏 片岡国際特許事務所 所長 弁理士 諮問委員 有馬　　 透 (公社)京都工業会 専務理事

常任理事 ※ 酒井 顕一郎 オムロン㈱
知的財産センタ
品質・渉外課長 諮問委員 尾池　 　均 尾池工業㈱ 代表取締役社長

常任理事 塩見　 正昭 ㈱ＧＳユアサ 知的財産部長 諮問委員 大蔵 　浩二 ㈱富永製作所 代表取締役社長

常任理事 神野　 純一 京セラ㈱ 執行役員上席 本部長 諮問委員 大倉　 治彦 月桂冠㈱ 代表取締役社長

常任理事 武石　 靖彦 武石特許事務所 所長 弁理士 諮問委員 大里　 茂美
京都府中小企業団体
中央会

専務理事

常任理事 多田　　 裕 ㈱村田製作所
執行役員
知的財産部長 諮問委員 岸　　 圭司 日本写真印刷㈱

執行役員　新製品開
発室企画部長

常任理事 ※ 中東　孝浩 日新電機㈱ 知的財産部長 諮問委員 北野　 良夫 トクデン㈱ 代表取締役社長

常任理事 名倉　 孝昭 ローム㈱ 法務・知的財産部長 諮問委員 君島 　達己 任天堂㈱ 代表取締役社長

常任理事 原　 　伸郎 日本写真印刷㈱ 知的財産部長 諮問委員 小湊 　直樹 理研化学工業㈱ 代表取締役社長

常任理事 ※ 船橋　修一 ㈱ワコール 知的財産部長 諮問委員 田中　 慶治 ㈱タナックス 代表取締役会長

常任理事 別所　 毅一 ニチコン㈱ 知的財産部副部長 諮問委員 塚本 　耕二 ㈱モリタ製作所 代表取締役社長

常任理事 三宅　 浩明
㈱ＳＣＲＥＥＮ
IPソリューションズ

代表取締役
社長執行役員

諮問委員 中本　　 晃 ㈱島津製作所 代表取締役会長

常任理事 吉村 　雅人 ㈱イシダ
執行役員
法務・知的財産室長 諮問委員 西堀 　慎一 ㈱藤井合金製作所 取締役　研究所長

理　　事 伊吹 　勝蔵
(公財)京都技術科学
センター

常務理事 諮問委員 西村　 孝昭 ㈱西村製作所 取締役会長

理　　事 植村　 章弘 京都商工会議所 会員部長 諮問委員 藤村　 春輝 互応化学工業㈱ 代表取締役社長

理　　事 大西　 英明 第一工業製薬㈱
研究開発本部
本部長 諮問委員 堀場　 　厚 ㈱堀場製作所

代表取締役会長
兼社長

理　　事 岡田　 博和 ＴＯＷＡ㈱ 代表取締役社長 諮問委員 安原　 弘展 ㈱ワコール 取締役　副会長

理　　事 織田   耕治
ニチユ三菱
フォークリフト㈱

技術本部 開発部長 諮問委員 吉田　 典生 三和化工㈱ 代表取締役社長
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