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1 赤井 智子 産業技術総合研究所 51 高橋　信雄 松江工業高等専門学校

2 赤羽　元英 パナソニック㈱エコソリューションズ社 52 高橋　洋 東芝ライテック㈱

3 東　弘明 ㈱きんでん 53 瀧田　和雄 東芝ライテック㈱

4 甘利　徳邦 東芝ライテック㈱ 54 田島　秀樹 東芝ライテック㈱

5 阿山　みよし 宇都宮大学 55 田中　克 NHK放送技術研究所

6 井上　隆 東京理科大学 56 田中　純治 ㈱トーエネック

7 岩井　達弥 岩井達弥光影デザイン 57 俵　亮二 東芝ライテック㈱

8 岩田　利枝 東海大学 58 辻　善弘 パナソニック㈱ES社

9 岩永　敏秀 東京都立産業技術研究センター 59 土屋　幸男 八戸工業高等専門学校

10 岩本　敬二 岩崎電気㈱ 60 筒井　直義 ㈱大林組

11 植月　唯夫 津山工業高等専門学校 61 手塚　昌宏 ㈱YAMAGIWA

12 内田　 暁 日本大学 62 寺山　淳子 北海道電力㈱

13 内田　英俊 三菱電機住環境システムズ㈱ 63 徳武　克規 中部電力㈱

14 内橋　聖明 (一社) 日本照明工業会 64 中川　貴博 東芝ライテック㈱

15 浦田　雅司 (一社)日本電気協会 65 中野　靖久 広島市立大学

16 大久保　和明 大塚電子㈱ 66 中村　芳樹 東京工業大学

17 大黒　弘樹 日亜化学工業株 67 西　敬生 神戸市立工業高等専門学校

18 大西　雅人 パナソニック電工㈱ 68 西尾　将興 北日本電線㈱

19 岡嶋　克典 横浜国立大学大学院 69 西勝　健夫 三菱電機照明㈱

20 岡本　保 木更津工業高等専門学校 70 根本　昌徳 大成建設㈱

21 岡本　靖彦 四国電力㈱ 71 野田　高季 LED照明推進協議会

22 奥田　高子 東京電力㈱ 72 橋本　篤 三重大学

23 尾﨑　泰洋 岩崎電気㈱　　　H26.4退会 73 原　直也 関西大学

24 尾山　和也 シャープ㈱ 74 福多　佳子 中島龍興照明デザイン事務所

25 折谷　大介 北陸電力㈱ 75 藤村　勉 ㈱日建設計

26 垣鍔　直 名城大学 76 堀米　英之 清水建設㈱

27 梶原　浩史 パナソニック㈱エコソリューションズ社 77 松下　美紀 ㈱松下美紀照明設計事務所

28 釜野　勝 阿南工業高等専門学校 78 松島　公嗣 パナソニック㈱エコソリューションズ社

29 北崎　正 九州電力㈱ 79 三浦　潔 三菱電機住環境システムズ㈱

30 木村　靖 パナソニック㈱エコソリューションズ社 80 三木　保弘 (独)建築研究所

31 久野　覚 名古屋大学 81 溝上　陽子 千葉大学大学院

32 久保　徹周 パナソニック㈱エコソリューションズ社 82 宮下　智裕 金沢工業大学

33 小池　輝夫 スタンレー電気㈱ 83 宮本　敏樹 四国電力㈱

34 江湖　俊介 岩崎電気㈱ 84 明星　稔 パナソニック㈱エコソリューションズ社

35 神農　悠聖 大手前大学 85 望月　悦子 千葉工業大学

36 小平　恭宏 コイト電工㈱ 86 森田　和元 (独)交通安全環境研究所

37 児玉　朋子 東芝ライテック㈱ 87 森本　一成 京都工芸繊維大学大学院

38 小松本　千秋 パナソニック㈱エコソリューションズ社 88 門馬　英一郎 日本大学

39 小山　憲太郎 コヤマケンタロウデザイン事務所 89 家名田　敏昭 東北文化学園大学

40 是成　健司 東京電力㈱ 90 山形　幸彦 九州大学

41 今野　　隆 東芝ライテック㈱ 91 山下　敬彦 長崎大学

42 佐藤　潤 三菱電機照明㈱ 92 山田　定男 中電技術コンサルタント㈱

43 椎葉 隆代 ㈱竹中工務店 93 山本　正人 東芝ライテック㈱

44 篠田　之孝 日本大学 94 山家　哲雄 日本大学

45 篠原　奈緒子 ㈱日建設計 95 横井　裕 パナソニック㈱エコソリューションズ社

46 水馬　弘策 ㈱遠藤照明 96 吉田　 貢 鹿島建設㈱

47 末﨑　宗久 パナソニック電工㈱ 97 渡辺　英明 東北電力㈱

48 末広　憲二 ㈱四電工 98 渡邊　薫 ㈱日建設計

49 須田　芳之 中国電力㈱ 99 溝邊　憲政 NECライティング㈱

50 高橋　健治 東芝ライテック㈱

以上98名


