
謝 辞 
 

大学生の宇宙開発プロジェクトにご協力いただいた皆様に感謝いたします。 
今後とも引き続き、暖かいご支援ご協力をいただきますよう、お願いいたします。 

 
＜お世話になった企業・団体＞（50音順） 
アールエスコンポーネンツ (株） 
(株）IHIエアロスペース 
(株）ＩＨＩエアロスペースエンジニアリング(ＩＳＥ) 
アイコム (株） 
（有）アイドマ 
赤平市 
秋田県電子工業振興協議会 
アキュートロジック (株） 
アクシス (株） 
(株）アストロインターナショナル 
(株）アストロリサーチ 
(株）アドニクス 
(株）アポロ電子 
e-とぴあ・かがわ 
(有）イーマテリアル 
石川島播磨重工業 (株） 
NEC東芝スペースシステム (株） 
(財）日本宇宙少年団 
イメージワン 
インクス 
(株）インフロー 
(株）ウェルリサーチ 
(株）植松電機 
(独）宇宙航空研究開発機構 
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 
宇宙航空研究開発機構宇宙基幹システム本部 
宇宙航空研究開発機構航空宇宙技術研究センター 
宇宙システム開発 (株） 
(有）宇宙模型 
Aeropac 
AMIテクノ 
(株）エイティーエフ 
(株）エーディー 
SPTコンサルタンツ 
ＮＥＣネクサソリューションズ (株） 



NTTデータ先端技術 (株） 
(株）エフティアイ 
MC山三ポリマーズ (株） 
(株）エルナー 
(株）エルポート 
(株）エルム 
櫻護謨 (株） 
大阪航空局北九州空港事務所 
(有）オービタルエンジニアリング 
(株）オオヤブコーポレーション 
帯広市 
オムロン直方 (株） 
カースル (株） 
外務省 総合外交政策局 国際科学協力室 
(独）科学技術振興機構 研究成果活用プラザ福岡 
香川サット推進クラブ 
鹿児島県宇宙開発促進協議会 
(社）鹿児島県工業倶楽部 
(財）かごしま産業支援センター 
(社）鹿児島青年会議所 
(社）鹿児島 TLO 
鹿児島リモートセンシング研究会 
(株）カムイスペースワークス 
関西電子工業㈱ 
(株）菊池製作所 
北九州市環境局 
北九州市若松消防署 
(有）北野製作所 
九州計測器 (株） 
九州航空宇宙開発推進協議会 
(社）九州山口経済連合会 
(有）QPS研究所 
(株）協栄商会 
(株）共成レンテム 
(株）KYOCERA 
協和産業 (株） 
(有）空庵 
(株）黒木工業所 
経済産業省製造産業局 
経済産業省製造産業局航空機武器宇宙産業課宇宙産室 
経済産業省北海道経済産業局 
(株）ケンウッド 



コアテクノロジ本部 
(社）航空宇宙工業会 
高周波コンポーネント設計工房 マイクロラボ 
(株）甲信商工 
(株）ゴーチャイルド 
国際アマチュア無線連合 
NPO法人国際宇宙平和協力推進機構（InterCoS) 
国際航業（株） 
国際電気通信連合 
国土交通省釧路管制事務所 
国土交通省札幌航空交通管制部 
国土交通省東京航空局帯広空港出張所 
国立天文台 
(株）コム・ハーツジャパン 
坂沢電子 
サカセ・アドテック (株） 
(株）坂本電機製作所 
札幌市青少年科学館 
(株）サマデイ 
サンセットピーチミュージック 
CRCソリューションズ 科学システム事業部地球科学部
(株）ジェイティービー 
JSAT (株） 
ジオスポーツ (株） 
(株）システムプロデューサアソシエイツ 
志摩工業 
清水建設 (株） 
市民科学研究室 
シャープ (株）ソーラーシステム事業部第一技術部 
(株）ジェピコ 
湘南機械工業 (株） 
(独）情報通信研究機構 
(株）昭和電気研究所 
(株）シリコン センシング システムズ ジャパン 
(株）信越シリコーン 
Swedish Space Corporation 
(株）スター精機 
Star Rocketry 
(株）SPACE FILMS 
(株）SUMIDA 
住友化学 (株） 
(株）セイカ 



創機グループ 
双日エアロスペース (株） 
総務省 
(株）ソキア 
(株）ソニーミュージックコーポレーション 
ソラン (株） 
ダイヤモンド・エア・サービス (株） 
大樹漁業協同組合 
大樹建設工業  (株） 
大樹消防署 
大樹町 
(株）太陽 
立花  (株） 
田中貴金属工業 (株） 
(株）ダ・ビンチ 
多摩川精機 (株） 
田屋エンジニアリング (株） 
(株）知恵工場ナレッジ 
(株）チップワンストップ 
通信総合研究所鹿島宇宙通信研究センター 
(株）Digi-key 
(株）テクノサポート九州 
(有）テラテクニカ 
(株）テレ商 
電子システムソリューション研究会 
東京エレクトロンデバイス (株） 
東京海上日動火災保険 (株） 
東京バルブフィッティング (株） 
東光 (株） 
(株）東郷 
東北自然エネルギー開発 (株） 
(株）トール理工 
(株）巴商会 
トランスキュー・テクノロジーズ (株） 
長崎菱電テクニカ (株） 
(株）中島田鉄工所 
(有）ナノテクス 
(株）ニラコ 
西川電子部品 (株） 
(株）西無線研究所 
(株）西村加工所 
日揮ユニバーサル (株） 



(株）日進機械 
ニッタ (株） 
日本アマチュア衛星通信協会(JAMSAT) 
(社）日本アマチュア無線連盟(JARL) 
日本宇宙フォーラム 
日本衛星ビジネス協会 
(株）日本エレクトロニクス 
日本パーオキサイド (株） 
(社）日本航空宇宙学会 
(株）日本少年宇宙団 
日本精蝋 (株） 
(株）日本総合研究所 
日本炭酸瓦斯 (株） 
日本電気 (株） 
日本無重量研究所 
日本モデルロケット協会 
日本リモートセンシング学会九州支部 
能代商工会議所 
(株）野村商店 
(株）バーテックス スタンダード 
Hyper TEK 
(株）畠田商事 
Public Missiles Ltd. 
浜田電気 (株） 
(株）パル技研 
横浜バルブ・フィッティング (株） 
(株）ビー・ユー・ジー 
東大阪宇宙開発協同組合 
(有）光電鍍工業所 
日酸 TANAKA (株） 
菱計装 (株） 
菱算 (株） 
日立製作所 
広尾海上保安署 
(有）ＱＰＳ研究所 
(株）ブイテック 
福岡県北九州商工事務所 
藤倉航装 
富士重工業 (株） 
(株）藤田ワークス 
(株）フジデン 
(株）渕上ミクロ 



府中エアサービス (株） 
(株）古野電気 
(株）北斗電子 
北部建設 (株） 
NPO 法人 北海道宇宙科学技術創成センター 
北海道エア・ウォーター (株） 
北海道衛星 (株） 
(財）北海道開発協会 
北海道釧路方面広尾警察署 
北海道警察本部 
北海道大樹町役場 
北海道ティー・エル・オー (株） 
北海道立工業試験場 
マイクロラボ 
(株）マキシム・ジャパン 
マクソンジャパン (株） 
升本技術士事務所 
松田金型工業株式会社 
浜松ホトニクス (株） 
(有）丸光機械工業 
丸文 (株） 
みずほ証券 (株） 
MISUMI 
三立通商 (株） 
三井物産エアロスペース (株） 
三菱電機(株） 
(株）緑屋電気 
(社）宮城県航空協会 
宮城県産業技術総合センター 
武蔵野電機 (株） 
(財）無人宇宙実験システム研究開発機構 
(株）メイホー 
文部科学省 
安平町 
(有）八千代マイクロ写真社 
(有）ユーニローゼ 
(株）ユニックス 
フランス国立宇宙研究センター（CNES) 
ヨコハマ物産 (株） 
(株）リニアテクノロジー 
(株）ローム 
ロケットプレーン・キスラー社 



(株）ロジカルプロダクト 
 
＜メディア関係＞（50音順） 
秋田魁新報 
秋田広報 
秋田さきがけ 
朝日新聞 
宇宙作家クラブ 
エクスナレッジ 
ＮＨＫ高松放送局 
ＮＨＫ鹿児島放送局 
ＮＨＫ（高知放送局） 
ＮＨＫニュース 
FM江戸川 
FMノースウェ－ブ 
角川書店 
神奈川新聞 
河北新報 
川崎 FM 
共同通信社 
月刊星ナビ 
高知新聞 
高知放送 
札幌タイムス 
札幌テレビ 
産経新聞 
山陽新聞 
四国新聞 
新潮社 
湘南ケーブルネットワーク (株） 
設計製造．ＣＯＭ 
仙台放送 
(株）第一ピーアール 
東京新聞 
十勝毎日新聞 
とかち毎日新聞 
(株）ドリマックステレビジョン 
西日本新聞 
日刊工業新聞 
日経 BP社 
日本経済新聞 
日本放送協会 



(株）ニュートンプレス 
フジテレビ 
文化放送 
北羽新報 
北海道新聞 
北海道大樹町役場 
北海道テレビ 
北海道文化放送 
毎日コミュニケーションズ 
毎日新聞 
南日本新聞 
南日本新放送 
読売新聞 
(株）ワールドフォトプレス 
 
＜海外協力大学＞（アルファベット順） 
California Polytechnic State University, USA 
National Chen Kung University（國立成功大學）, Institute of Electrical Engineering, 中華
民国 
Pennsylvania College of Technology 
UCISAT, （University of California, Irvine・カリフォルニア大学アーバイン校）,CA, USA
Umeå University, Department of Space Science, Sweden（Kirunaの大学） 
University of Alaska Fairbanks 
Würzburg University（正式には Julius-Maximilians-Universitat） , Department of 
Computer Science, Germany（ヴュルツブルグ大学） 

 


