
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） 
(株)アースビジョン 
アールエスコンポーネンツ株式会社 
（株）ＩＨＩエアロスペースエンジニアリング 
有限会社 アイドマ 
株式会社 秋月電子通商 
アスクル株式会社 
(株)アストロリサーチ 
足立イコー会(異業種交流グループ) 
(株)アドニクス 
Analog Devices, Inc 
荒川テクノネットワーク（ATN） 
アリオス株式会社 
アンテナ技研株式会社 
(有)イーマテリアル 
㈱石川オリエント 
井嶋金銀工業㈱ 
㈲板垣製作所 
板倉地元気球チームの方々 
伊藤電子（株） 
株式会社 イマダ  
今野製作所 
岩手精工株式会社 
NPO InterCos 
(株)インフロー 
（株）ウィルコ 
株式会社 植松電機 
株式会社ウェルリサーチ 
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 
株式会社 エイ・イー・エス 
(株)AES 
(株)H.I.S. 
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株式会社エイティーエフ 
株式会社Ａ．Ｒ．Ｐ．鹿児島営業所 
(株)エーディー 
(有)エスエス無線 
(株)SPA 
NEC 東芝スペースシステム株式会社 
ＮＨＫ鹿児島放送局 
有限会社恵比寿電機 
(株)FSK エレクトロ 
MC 山三ポリマーズ(株) 
(株)エルポート 
株式会社エルム 
大須賀精機 
㈲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 
株式会社 岡崎産業 
(株)オカダ 
小野製作所 
オムロン直方(株)  
オリエンタルモーター(株) 
株式会社 折原製作所 
オリムベクスタ(株) 
カースル産業(株) 
外務省 軍縮不拡散・科学部  
(独)科学技術振興機構 研究成果活用プラザ福岡 
香川県産業技術センター 
鹿児島県宇宙開発促進協議会 
鹿児島産業支援センター 
鹿児島市立科学館 
鹿児島ＴＬＯ 
かごしま電子システムソリューション研究会 
（株）カナエ産業 
カネダ（株） 
がまかつ 
釜屋電気株式会社 
関西電子工業株式会社 
株式会社 菊池製作所 

 2



北野製作所 
九州航空宇宙開発推進協議会 
(社)九州山口経済連合会 
有限会社ＱＰＳ研究所 
(株)協栄商会 
京セラ株式会社 
京セラエルコ(株) 
共立電子産業(株) 
(株)共和電業 
有限会社 空庵 
（株）クローネ 
(株)黒木工業所 
経済産業省 製造産業局 
有限会社ケニックシステム 
航空高専大空会・後援会 
高周波コンポーネント設計工房 マイクロラボ 
ゴオダ工業株式会社 
株式会社 ゴーチャイルド 
国際アマチュア無線連合 
国際航業株式会社 
㈱国際マイクロ写真工業社 
(株)コムハーツジャパン 
株式会社 小柳出電気商会 
株式会社 サーモテックス 
(株)坂本電機製作所 
サトー電気 
愛三電機(株) 
(有)サンエレクトロ 
株式会社 三協製作所 
サントリー株式会社 
三立通商(株) 
株式会社 ジェイティービー 
株式会社 ジェネシア 
ジオスポーツ株式会社 
システム計測(株) 
(株)システムプロデューサアソシエイツ 
(株)信越シリコーン 
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清水建設株式会社 
シャープ 株式会社 
株式会社 ジャパンテクノロジー 
城東ガス 
株式会社 昭和機械製作所 
(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 
新生工業 
新和機工株式会社 
スカイファンタジーバルーンクラブ 
㈱須賀建設 
(株)菅原工芸 
鈴木接点工業 株式会社 
(株)鈴喜デンキ 
鈴幸商事株式会社 
(有)鈴商 
スター精機(株) 
(有)ストロベリー・リナックス  
スペースリンク株式会社 
住友化学 株式会社 
住友スリーエム（株） 
西武信用金庫 
株式会社セリックス 
株式会社 千石電商 
株式会社 創機システムズ 
株式会社 相信 
双日エアロスペース 株式会社 
総務省 
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課国際周波数政策室 
ソフトバンクモバイル株式会社 
ソラン株式会社 
大健石英硝子 株式会社 
(有)太陽 
株式会社大和商会 
タカオ電子 
株式会社 高橋製作所 
有限会社多田機工 
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立花 株式会社 
田中貴金属販売（株） 
棚橋電機（株） 
田屋エンジニアリング株式会社 
(株)チップワンストップ 
千代田電子機器(株) 
Digi-Key Corporation 
(株)テクノサポート 
(株)テックジャム 
有限会社テラテクニカ 
(株)テルウェルホームセンター 
(株)テレ商 
株式会社電化センター 
独立行政法人 電子航法研究所 
ドイト 株式会社 
東亞合成 株式会社 
東海旅客鉄道株式会社 
株式会社 東急ハンズ 
東京エレクトロンデバイス(株) 
東京商工会議所 荒川支部 
(株)東京センサ 
東京都 荒川区 
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 
Swagelok 東京バルブ・フィッティング 株式会社 
㈱東京ベル製作所 
株式会社東京三菱 UFJ 銀行 
株式会社東郷 
東名電子産業(株) 
トネ製作所 
株式会社 巴商会 
ともや技術法務事務所 
トレンドマイクロシステム㈱ 
長崎菱電テクニカ(株) 
(株)中島田鉄工所 
(有)ナノテクス 
鍋谷バイテック会社 
株式会社 ニラコ 
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西川電子部品(株) 
(株)西無線研究所 
ニチアス 株式会社 
日栄ムセン(株) 
日油技研株式会社 
日建塗装工業株式会社 
日酸 TANAKA(株) 
株式会社 ニッシリ 
株式会社日進機械 
日本圧着端子製造(株) 
日本アマチュア衛星通信協会(JAMSAT) 
社団法人 日本アマチュア無線連盟 
日本アマチュア無線連盟 香川県支部 
日本インター 株式会社 
財団法人 日本宇宙フォーラム 
日本衛星ビジネス協会 
日本エレクトロニクス 株式会社 
日本航空宇宙学会 
日本真空光学 株式会社 
日本精蝋株式会社 
㈱日本総合研究所 
日本炭酸瓦斯（株） 
日本パーオキサイド（株） 
（株）日本フューテック 
日本モデルロケット協会 
株式会社 二六製作所 
能田電気工業 株式会社 
Hyper TEK 
Public Missiles Ltd. 
浜田電気(株) 
浜松ホトニクス(株) 
早川鉄工株式会社 
株式会社パル技研 
株式会社ビーユージー 
東大阪宇宙開発協同組合 
東日本電信電話株式会社 
東日本旅客鉄道株式会社 
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有限会社東山鐵工所 
ヒカリ電子工業(株) 
菱計装(株) 
菱算(株) 
(株)廣杉計器  
(株)フクダ 
株式会社藤田ワークス 
富士無線電機(株)  
株式会社渕上ミクロ 
フローメジャメント 株式会社  
北海道大樹町役場 
(株)北斗電子 
北海道衛星株式会社 
北海道工業大学 佐鳥研・三橋研 HITSAT チーム 
北海道大学 戸谷研 
ヒロセテクニカル(株) 
マイクロ波コンポーネント設計工房マイクロラボ 
マイクロラボ 
(株)マキシム・ジャパン 
升本技術士事務所 
松田金型工業株式会社 
㈱マツダ自転車工場 
(株)マルツ電波 
株式会社みずほ銀行 
三立通商（株） 
株式会社ミツノ 
三菱重工業株式会社 
三菱電機 株式会社 
三菱プレシジョン株式会社 
三富製作所 
宮城県産業技術総合センター 
武蔵野電機(株) 
財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構 
株式会社 ムラタエレクトロニクス 
株式会社 村田製作所 
明治製菓株式会社 
(株)メイホー 
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モデルショップデイトナ 
(株)MonotaRO 
森永製菓株式会社 
文部科学省 研究開発局 
八十島プロシード（株） 
(有）八千代マイクロ写真社 
ヤマト運輸株式会社 
山長通商(株) 
有人宇宙システム株式会社 
ユタカ産業(株) 
株式会社 ユニックス 
ユニプラ 株式会社 
有限会社ユーニローゼ 
(株)夢ふうせん 
横浜バルブ・フィッティング株式会社 
ヨコハマ物産(株) 
吉野川電線株式会社 
(株)リントレーコーポレーション 
ロイヤルホームセンター(株) 
(株)ロジカルプロダクト 
(株)ワコー 
ワコー製作所 
 
<メディア> 
東京新聞 
南日本新聞 
四国新聞社 
河北新報社 
高知新聞 
読売新聞 
中日新聞 
朝日新聞 
産経新聞 
日本経済新聞 
宇宙作家クラブ 
朝日新聞 
日刊スポーツ新聞社 
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北羽新報社 
 
<海外協力大学> 
UCISAT, (University of California, Irvine・カリフォルニア大学アーバイン校), CA, USA 
University of Toronto Institute for Aerospace Studies 


