
奈良県立医科大学と共に、医学を基礎とする安全、安心のまちづくりを通じて、社会に貢献する
MBTコンソーシアム会員206企業・団体（業種別で記載）

一般社団法人 MBTコンソーシアム
〒634-8521
奈良県橿原市四条町840番地　奈良県立医科大学 研究推進課内
TEL ： 0744-29-8853　FAX ： 0742-90-1070　E-mail ： mbt@mbt.or.jp
会員ご相談 ・ お問い合わせ窓口 : 塩山忠夫
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医学を基礎とするまちづくり
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2021年2月22日、奈良ホテルにて実施の「感染を防ぐための模擬立食パーティー」の様子
（詳細は１頁参照）

（自治体、大学、病院等）
21．公共・その他

20．サービス

19．電力・ガス

18．情報・通信

17．運輸・倉庫
16．不動産

15．金融・保険

14．商　業

13．その他製造

12．医療・精密機器

11．輸送機器

10．電気機器

９．機　械
８．鉄鋼・非鉄・金属
７．石油・ゴム・窯業

６．医薬品

５．化　学

４．繊維・パルプ・紙

３．食　品

２．建　設

１．農林・水産・鉱業
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（2021年7月7日現在）

http://mbt.or.jp
2021年7月7日現在のものです

MBTコンソーシアム情報 ： 会員数の推移と本社所在地国内分布
　MBTコンソーシアムは、2016年4月に57会員で発足、2017年～2019年は微増、2020年にはコロナ禍対策等の取り組みで一気に
会員数を増やし、2021年7月7日現在で206社となりました。そして、会員企業の本社分布も東京67社、大阪61社をはじめ、21都府県に
拡大し全国的な活動になってきております。

特集
■ MBT コロナ克服キャンペーン”（続報）
■ MBT 難病克服キャンペーン始動！
■ けいはんな リサーチコンプレックス推進協議会と連携

㈱イムラ、㈱奥村組奈良支店、㈱片山工務店、㈱キャンディル、㈱きんでん奈良支店、㈱グッドライフ、グリーンアーム㈱、㈱近藤建装、㈱崎山組、
積水ハウス㈱、大和ハウス工業㈱、大和リース㈱、㈱内藤建築事務所、松田電気工業㈱、㈱松田平田設計、㈱ライフアートプランテック

石井物産㈱、江崎グリコ㈱、㈱MID 、 ㈱大阪王将、春日井製菓㈱、カバヤ食品㈱、カンロ㈱、キリン㈱、三和澱粉工業㈱、㈱バロックス、㈱日田天領水、
UHA味覚糖㈱

㈱サンロード、㈱島田、㈱新生、㈱高木包装、高橋練染㈱、帝人フロンティア㈱、東洋紡㈱、㈱Bonrich、日清紡ホールディングス㈱、
日本エレテックス㈱、㈱野崎染色、㈱三笠、モード・ユーニット工房㈱、㈱ワコール

旭化成㈱、㈱ケミカル・テクノロジー、積水マテリアルソリューションズ㈱、住友ベークライト㈱、㈱テクノーブル、ナスクナノテクノロジー㈱、
ナノソリューション㈱、明晃化成工業㈱、山本商事㈱

クオール㈱、㈱グランソール免疫研究所、佐藤薬品工業㈱、㈱ツムラ、日本ベーリンガーインゲルハイム㈱、丸石製薬㈱、㈱ミズホメディー、
ロート製薬㈱

東洋アルミニウム㈱、丸一鋼管㈱、三菱マテリアル㈱

グローリー㈱、ＫＴＸ㈱、㈱タカゾノ、㈱タカトリ、DMG 森精機㈱、テクノグローバル㈱、不二精機㈱、三菱パワー環境ソリューション㈱、ユニオンツール㈱

㈱アイ・オー・データ機器、アイワ㈱、㈱アズマ、㈱HB コーポレーション、㈱エム・エイチ・シー、オーニット㈱、応用電機㈱、㈱オーディオテクニカフクイ、
㈱カルテック、㈱コムテック、G smatt Japan ㈱ 、 シロカ㈱、㈱タムラテコ、㈱ドゥエルアソシエイツ、㈱日本トリム、日本捲線工業㈱、パナソニック㈱、
ファーストネーションズ㈱、富士通Japan ㈱、㈱フジファインズ、マクセル㈱、㈱村田製作所

岩崎工業㈱、エンプラス㈱、大研医器㈱、キヤノンメディカルシステムズ㈱、㈱ケアコム、セイリン㈱、セン特殊光源㈱、テルモ㈱、凸版印刷㈱、奈良精工㈱、
ニプロ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、㈱プロルート丸光、丸三製薬バイオテック

㈱あけぼの化成㈱、㈱REO 研究所、エクレール㈱、㈱MTG、㈱オーク製作所、㈱オーシャン、オーブ・テック㈱、カナサシテクノサービス㈱、
㈱キシマ、グラストップ㈱、ケイミュー㈱、コスメテックスローランド㈱、㈱サンクレスト、三友商事㈱、㈱J STYLE、昭和西川㈱、㈱ゼノン、大光電機㈱、
ダイドレ物流㈲、㈱デルフィーノケア、㈱トラストレックス、㈱ハル・インダストリ、㈱半導体エネルギー研究所、㈱フジ医療器、㈱プチファーマシスト、
㈱マンダム、㈱MONDOCOLO 、 やまと真空工業㈱、レック㈱

㈱イマナカ、㈱暁星ジャパン、ソアラ㈱、BESTJAPAN㈱、㈱ONE

アフラック生命保険㈱、MS&AD インターリスク総研㈱、損害保険ジャパン㈱、東京海上日動火災保険㈱奈良支社、㈱南都銀行、日本生命保険（相）、
㈱三井住友銀行

㈱PLEAST

近鉄グループホールディングス㈱

アイテック阪急阪神㈱、㈱ＮＴＴデータ経営研究所、近鉄ケーブルネットワーク㈱、ＫＤＤＩ㈱、コニカミノルタ㈱、㈱三技協、㈱産業経済新聞社、Takusu㈱、
西日本電信電話㈱奈良支店、日新ネットワークス㈱、㈱日本経済新聞社、㈱プロアシスト、丸紅情報システムズ㈱、㈱三菱総合研究所

大阪ガス㈱、関西電力㈱、㈱関電エネルギーソリューション、大和ガス㈱、奈良電力㈱

㈱アデランス、㈱アリエル、㈱インデックスコンサルティング、㈱SRA、（一社）観光品質認証協会、環境衛生薬品㈱、北関東綜合警備保障㈱、㈱Kirala、
㈱健康都市デザイン研究所、（一財）弘済会、㈱小山、㈲サンスバル、サンワテクノス㈱、大和リゾート㈱THE KASHIHARA、㈱ドクターネット、
㈱ドトールコーヒー、㈱奈良ホテル、㈱日経アドエージェンシー、ニューロンネットワーク㈱、㈱ブレス、ヘルスグリッド㈱、明豊ファシリティワークス㈱、
㈱メディカルノート、メディケアリンク㈱、㈱ライフビジネスウェザー、リーズンホワイ㈱、㈱レスコ、ロイヤルコントラクトサービス㈱、㈱ローソン奈良支店、
ワタキューセイモア㈱

医療法人社団梅華会、橿原市、東急㈱東急病院、奈良県、奈良県立医科大学、奈良友紘会病院、個人会員１
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MBTコンソーシアム会員企業
本社所在地国内分布
（2021・7・7現在206社）

関西
103社（50％）

大阪　61社
奈良　32社
京都　   7社
和歌山   3社 東京　67社

神奈川   9社
千葉　   1社
埼玉　   2社
栃木　   2社

愛知　6社大分１社

香川１社

広島１社
福岡１社

佐賀１社

岡山１社

富山２社
石川１社

長野1社

福井１社

静岡４社

宮城１社

首都圏・関東
80社（39％）

中京
6社（3％）
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特集①

～何が正しいのだろうか　
MBTコンソーシアム理事長　細井 裕司

　皆さんは、以下の事例を合理性から見て、どのように考えられますか。
①真冬に誰もいない病院のホールで電話をしている患者さんに対して、「電話をするなら外へ
行ってください。」と注意する医師
②その車両に1人しかいない客が電話をかけている時、「デッキに行ってください。」という車掌
③携帯電話禁止の講習会で、休み時間にスマホの画面を見ている人を注意する講師
④コロナ問題でスポーツ禁止が言われているおり、テニスのシングルスの試合を禁止する人
⑤コロナ問題で外出時はマスク着用が推奨されているとき、車内に1人でいる運転手がマスクをしていないことを
注意する人
⑥人間が使う製品を作るのに、人間のこと解剖、生理など医学的なことを無視して（または知らずに）製品を作る人

　MBTコンソーシアムと奈良医大は、新型コロナウイルスから日本を守るために、全企業が「医学的に合理的な
活動」を行えるように、コロナ対策無料相談を行っています。

エム・ビー・ティColumn

　これまでコロナ感染の一刻も早い収束を目指し、奈良医大とＭＢＴコンソーシアムは連携して、コロナ感染対策相談
を、企業をはじめ学校、自治体、商店街、社寺等のビッグイベントなどを対象に社会貢献活動として進めて参りました。以
下に、その具体的取り組みの一端を紹介します。

　2月22日、㈱奈良ホテル様の協力を得て、関西の有名ホテル様、またパーティーに参加する
機会の多い立場の方々、観光や旅行関係業者様、奈良市の寺社仏閣や商店街様など、総勢約
60名の皆様にお集まりいただき、「大和の間」で新型コロナウイルス感染を防ぐための模擬立
食パーティーを開催しました。本パーティーは以下の2部構成で実施しました。
　第１部は、3感染ルート（①接触、②飛沫、③エアロゾル）遮断を基調とした28種類ものコロ
ナ感染対策を随所に配して会場づくりを行い、参加者に実際にそのコロナ感染対策を体験実
感してもらう模擬立食パーティーとしました。冒頭に細井裕司理事長が開会挨拶において本パ
ーティーの開催趣旨を説明、続いて参加者を代表して春日大社の総務部長 藤岡信宏様が乾杯
の音頭をとりパーティーの食事と懇談が始まりました。
　第２部では、細井理事長の司会進行の下、第1部で実施の28種類のコロナ感染対策を1点
ずつ確認し、その有効性や課題を参加者全員で議論しました。
　本パーティーはwithコロナ時代において日常を取り戻す新しい試みとしてメディアの関心
も高く、NHK、読売TV、奈良TVのテレビ報道3社、また、朝日、毎日、読売新聞などの新聞関係
者や観光雑誌社など６社が取材に入り、この催しを社会に発信していただきました。
　なおパーティーの様子は、YouTube（https://youtu.be/ErGZAtCzyx0）でご覧いただけます。

　新型コロナウイルス感染症が拡大する中で2020年6月25日に開催さ
れた第6回MBTコンソーシアム会員会議において細井裕司理事長より、
“「MBTコロナ対策・企業相談分科会」を立ち上げ、医学的に正しいコロナ
対策企業相談を通して社会に貢献する“との方針説明がなされました。
　その方針を受けて、奈良医大感染症センターの笠原センター長とMBT
コンソーシアムは連携して、広報活動やWeb相談、現地に赴いてのアドバ
イス等の種々コロナ感染対策相談の取り組みを進めてきました。
　人々の日常や経済活動に重大な影響を及ぼしているコロナ禍に対し
て、果敢に取り組んできたこれらの取り組み記録は現在の危機に役立つ
だけでなく、後世に伝える意義は大きいと考えます。約半年間の活動記録
を、MBTコンソーシアム会員の凸版印刷㈱様の協力を得て、全34頁の冊
子にまとめました。（右は冊子の表紙）。
　本冊子は、MBTコンソーシアム会員をはじめ、コロナ感染対策活動に関
わられた関係者の皆様にも配布し、更にはMBT活動のPRにも活用して
います。

＜MBTコロナ対策・企業相談分科会報告＞
「MBTコロナ克服キャンペーン」

１月末までのMBTコロナ感染対策活動記録をまとめ冊子化

“MBTコロナ克服キャンペーン”（続報）
～「感染を防ぐための模擬立食パーティー」/コロナ相談活動記録の編纂～

◆第2回MBTコロナ克服キャンペーン奈良「感染を防ぐための模擬立食パーティー」
～ホテル・レストラン新時代への挑戦～

 ◆コロナ相談活動記録の編纂

直近3件コロナ感染対策相談を紹介

新型コロナ・３感染ルート
（ 接触 ・ 飛沫 ・ エアロゾル）

遮断対策実施中

会場感染リスク低減の試み
①アルコールジェル消毒液
②CO₂計測、③低濃度オゾンガス　他

奈良医大・MBTコンソーシアム
研究成果コーナー
オゾンガス、柿渋等のコロ
ナ不活化成果と柿渋配合
の開発試供品を展示

体験コーナー
オゾン水による手指洗浄
と清浄度を測るATP検査

参加者全員による28コロナ感染
対策の効果の確認、改善策議論

細井裕司理事長が
第2部の進行をリード

コロナ感染対策説明や質問に答える
（左）笠原敬感染症センター長
（右）伊藤利洋免疫学講座教授

食事提供の仕方
①ローストビーフの切り出しサービス
②蓋つき器の個々盛り　③缶ビールは名札付き

食事中の飛沫対策（１）
丸テーブルの個々の席を
①高さ可変アクリル板で遮蔽
②食事中の対話は手マスク使用

食事中の飛沫対策（２）
①ミラー＆②ハーフミラー越しの
食事方法の提案

住宅事業者も業務遂行にコロナ関連知識が
必要として相談があり、2回のWeb勉強会で
講義（2/25,3/9）

中・高校生等の体験ツアーを受入れる明日
香村近郊のホストファミリーのコロナ対策
勉強会希望に応える(3/11)

けいはんな地域の事業経営者から、会社
運営にもコロナ感染対策を知る事が重要
との希望に応える（3/25）

ユニバーサルエアデザイン京都
（株）片山工務店 大和飛鳥ニューツーリズム けいはんな学研都市推進機構

③②①

〈第１部〉 会場レイアウト

〈第２部〉

③②①

②①
②①

【動画】 感染を防ぐための
模擬立食パーティー
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　第１部は、3感染ルート（①接触、②飛沫、③エアロゾル）遮断を基調とした28種類ものコロ
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～ホテル・レストラン新時代への挑戦～

 ◆コロナ相談活動記録の編纂

直近3件コロナ感染対策相談を紹介

新型コロナ・３感染ルート
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③②①

〈第１部〉 会場レイアウト

〈第２部〉

③②①

②①
②①

【動画】 感染を防ぐための
模擬立食パーティー
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京都大学iPS細胞研究所
増殖分化機構研究部門 教授、
理化学研究所

遠位型ミオパチー患者会代表、
一般社団法人WheeLog代表

　MBT（Medicine-Based Town：医学を基礎とするまちづくり）は医学を通じた社会貢献活動です。
これまで医学を基礎とした産業創生の取り組みを種々進めてきました。昨年夏から実施の「MBTコロナ克服キャンペー
ン」に続き、5月より難病に関わる研究者や難病支援NPO等をサポートするための「MBT難病克服キャンペーン」を奈良
医大と連携して新たに始めました。キャンペーンは、①協賛企業（協賛商品）募集、②難病克服支援WEBセミナー、③難病
克服支援MBT映画祭、の3本柱で進めています。

　本セミナーは、難病に関わる人々の現状や研究動向などを、一般の方々に啓発する事を狙いとしたもので、当日は
YouTubeを使ったLive配信を行い、細井理事長の開会の辞のあと、難病克服に医療の面から尽力されている井上治
久京都大学教授と、ご自身も難病を患いながら患者会の代表として様々な活動を展開されている織田友里子氏にご講
演をいただきます。

　「MBTコンソーシアム」と「けいはんなリサーチコンプレックス推進協議会」は、互いが持っていない機能/知識を補完
し合い、産業創出の質と量の向上を目指して連携することになりました。
これまでも一部のテーマで連携が行われていましたが、多くの皆様にはなじみが薄いことから、まずは相互の理解を深
めることを目的に、6月10日、下記プログラム内容でオンライン公開セミナー（兼：MBTコンソーシアム第8回会員会議）
を開催しました。約160名がWeb参加し、MBT、けいはんな、それぞれの最新の活動内容や強みを知る良い機会となり
ました。
　またパネルディスカッションでは、けいはんな地域が2025年日本国際博覧会（通称:大阪万博）の「共創パートナー」に
登録され、周辺の歴史、文化資源を活かしたテーマ検討や、サテライト会場の誘致ができるような具体的提案等を、双方
参加の分科会などで検討してはどうか、という提案が出されました。

　協賛企業様には、「難病克服キャンペーン協賛商品」に右図の“MBT協賛商品ロゴマーク”をつ
けて頂き、その売り上げの一部を協賛活動資金としてMBTコンソーシアムが難病支援に向けた活
動を展開させていただきます。

※難病とは、
発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にか
かることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの。現在333が指定されています。
（厚生労働省「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）第一条」）

◆既協賛企業と協賛商品（2021年7月20日現在）

クオール株式会社

奈良県立医科大学
脳神経内科教授、
難病診療拠点病院委員長

MBTの社会貢献活動
　～難病克服キャンペーン～

リプログラミング技術を
用いた神経難病の研究

「今を生きる」
　～難病・障害とともに～

株式会社三笠

マクセル株式会社 株式会社アイ・オー・データ機器

一般財団法人 弘済会 カルテック株式会社

おいしいビタミンC
できました

EMS運動器
「もてケア」

脚用EMS運動器
「もてケアFoot」

奈良医大病院内LAWSONで取扱う全商品
光触媒除菌・脱臭機　ターンド・ケイ
KL-W02

「医療画像参照用
27型ワイド液晶ディスプレイ」
LCD-MCQ271EDB

緑黄色野菜
のすごーい青汁

VBLOCK
SPRAY

両面足ツボ YOGA
SOCKS

SPORTS
SOCKS

絹の
おもてなし

 ◆第一回MBT難病克服支援WEBセミナー開催（９月４日（土）14:00～15:30）

◆グローバル産業創生に向けて～MBT・けいはんなの医工連携～
　（6月10日（木）14:15～15:30）

パネルディスカッション
（左から、細川氏、細井氏、中川氏、梅田氏、鈴木氏）

※中川氏：関西文化学術研究都市推進機構　常務理事

特集③ けいはんなリサーチコンプレックス推進協議会と連携

特集② “MBT難病※克服キャンペーン”始動！
～商品売上の一部を寄付していただける協賛会員企業を募ります！～

“オンライン公開セミナー”プログラム

14:15

14:45

15:00

15:20

15:40

16:25

基調講演：MBTの紹介 奈良医大理事長・学長 細井裕司氏

RC推進協議会の紹介 関西文化学術研究都市推進機構
新産業創出交流センター長

田中照彦氏

MBT最新活動事例紹介
奈良医大MBT研究所研究教授
/MBTリンク株式会社社長

梅田智広氏

ATR代表取締役専務RC推進協議会最新活動事例紹介 鈴木博之氏

パネルディスカッション
「グローバル産業創生に向けて～MBT・けいはんなの移行連携～」
パネリスト ：細井裕司氏/中川雅永氏/梅田智広氏/鈴木博之氏
進行役 ：奈良医大MBT担当教授・学長補佐　細川洋治氏

閉会挨拶 田中照彦氏

奈良医大病院内

開会の辞

第１部

司　会

第２部

細井 裕司杉江 和馬

奈良県立医科大学
理事長・学長、
MBTコンソーシアム理事長

井上 治久 織田友理子
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　2021年冒頭の1月4日、奈良医大新年式で、細井裕司理事長・学長から、“医
療者にも起業家精神（アントレプレナーシップ）の勧め”と“奈良医大発ベンチャ
ー企業誕生の期待”が語られました。そして、奈良医大と連携して活動するMBT
コンソーシアムにも、ベンチャー設立に向けた伴走支援と出資の期待を述べら
れました。
　それから半年間が過ぎ、このたび7月1日付で、奈良医大発ベンチャー企業と
して「MBT微生物学研究所株式会社（代表取締役社長：矢野寿一）の起業が発表
になりました。
　奈良医大発ベンチャー企業は、MBT研究所研究教授の梅田智広氏が2018年
10月に起業した「MBTリンク株式会社」が第1号ですが、それに続く第2号の起
業となります。
　そして、MBTコンソーシアムは、奈良医大と連携し医学知識を基に産業創生活
動も推進する立場から、30万円（出資比率30％）の出資を行いベンチャー企業
の成長を支援して参ります。

　5月18日の令和3年度第1回博士課程学位公聴会
で、大井川仁美さんが「加速度と接触力センサーを用
いた手指運動の可視化と評価：POC試験」というタイ
トルで研究発表を行い、審査を経て、6月25日にMBT
学で初となる博士の学位が授与されました。
本研究は、ウェアラブルセンサーを用いた手指運動
の可視化と評価の有用性の実証を行ったもので、
学術雑誌「Sensors｠2021,｠21(5),1918;
https://doi.org/10.3390/s21051918」
に掲載されています。

〇所 在 地  ： 奈良県橿原市四条町840　奈良県立医科大学内
〇代 表 者  ： 代表取締役　矢野寿一
〇設　　立 ： 令和３年７月
〇業務内容 ・ 微生物・感染症に関するコンサルティング
　　　　　 ・ 企業等から依頼された製品や化合物の病原性ウイルスや薬剤耐性菌に
　　　　　　対する不活化効果の評価や検討

研究発表をする大井川仁美さん

奈良医大発ベンチャー企業認定書と
矢野寿一代表取締役

梅田智広MBT研究所研究
教授と大井川仁美さん

大井川仁美さん略歴
奈良女子大学理学部大学院修了後、奈良県立医科大学大学院医学研究科地域医
療・健康医学専攻地域保健・健康医学領域へ進学。2021年春、MBT学専攻で博
士課程を修了。MBT学で初となる学位取得。

　令和３年に入り、MBT活動が盛り上がりを見せると同時に、「コロナ克服キャンペーン」によっ
て関連商品、技術の評価・検証が急増し、結果としてMBTロゴマークの付与商品やサービスが急
増、累計で13件となりました。新たにロゴマークを付与された商品（2021年2月18日～7月20
日現在）は、以下の通りです。

感染が疑われる患者を一般患者と分離する目的で、病院構内
や近場に設置できるプレハブ型発熱外来ユニット。

　2020年9月15日に奈良医大が発表の柿渋応用研
究成果を受け、複数企業が製品化に名乗りを上げ、奈
良医大・MBTコンソーシアムと共同開発が進められ、
4会員企業から、のど飴・キャンディ・タブレットなどの
発表・販売が始まりました。

　6月から会員の皆様の間で情報交流を図っていただ
くことを狙いに、「MBTコンソーシアム会員からのお知
らせ」をメールで配信を始めました。
会員様から共有したい情報をコンソーシアム事務局に
送っていただき、事務局から会員全員にメールでpdfに
して都度配信しております。
共有情報の例としては、新製品情報・展示会情報・こん
な技術探しています・協業しませんか・新型コロナに対
する商品の検証結果、等です。
　さらなる会員の皆様間での交流を図るため、配信情
報を常時受け付けています。

感染を防ぐ模擬
立食パーティーに
基づくパーティー
プラン。

建築や鉄道業界で様々な
素材の保護や長寿命化、
抗菌・抗ウイルス化を実
現する製品。

指定医薬部外品のエタノール濃度80vol％のアルコール
ジェル手指消毒剤とエタノール濃度55％を配合した除菌用
ウェットシート。

３．MBTロゴマーク付与商品・サービスが急増

４．“MBT掲示板”を始めました

MBT活動トピックス

１．ベンチャー企業伴走支援とベンチャー企業誕生

２．大井川仁美さん、MBT学専攻で初となる博士号（医学）を取得！

MBT活動トピックス

申請者 ： UHA味覚糖㈱、カバヤ食品㈱、カンロ㈱、春日井製菓㈱

UHA味覚糖㈱ カバヤ食品㈱ カンロ㈱ 春日井製菓㈱

「MBT微生物学研究所株式会社」の概要

申請者 ： 大和リース㈱

No.4 MBT感染症外来ユニット

No.11 New Normal Party PLAN No.12 ガラスコーティング剤 GT-Aa 系 No.13 銅合金X膜応用商品

No.7～10 柿渋配合食品

No.5
No.6

アルコールジェル手指消毒剤
アルコール配合ウエットシート

申請者 ： レック㈱

申請者：㈱奈良ホテル 申請者：グラストップ㈱ 申請者：やまと真空工業㈱
奈良医大とやまと真空工業㈱
で共同開発。特にマスクは、新
型コロナを30秒で約1/1000
に不活化する事を実験検証し
た世界初の商品。
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奈良県立医科大学と共に、医学を基礎とする安全、安心のまちづくりを通じて、社会に貢献する
MBTコンソーシアム会員206企業・団体（業種別で記載）

一般社団法人 MBTコンソーシアム
〒634-8521
奈良県橿原市四条町840番地　奈良県立医科大学 研究推進課内
TEL ： 0744-29-8853　FAX ： 0742-90-1070　E-mail ： mbt@mbt.or.jp
会員ご相談 ・ お問い合わせ窓口 : 塩山忠夫

企業数MBTコンソーシアム会員業種別

CONSORTIUM

Medicine-Based  Town
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医学を基礎とするまちづくり

VOL.9

2021年2月22日、奈良ホテルにて実施の「感染を防ぐための模擬立食パーティー」の様子
（詳細は１頁参照）

（自治体、大学、病院等）
21．公共・その他

20．サービス

19．電力・ガス

18．情報・通信

17．運輸・倉庫
16．不動産

15．金融・保険

14．商　業

13．その他製造

12．医療・精密機器

11．輸送機器

10．電気機器

９．機　械
８．鉄鋼・非鉄・金属
７．石油・ゴム・窯業

６．医薬品

５．化　学

４．繊維・パルプ・紙

３．食　品
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（2021年7月7日現在）

http://mbt.or.jp
2021年7月7日現在のものです

MBTコンソーシアム情報 ： 会員数の推移と本社所在地国内分布
　MBTコンソーシアムは、2016年4月に57会員で発足、2017年～2019年は微増、2020年にはコロナ禍対策等の取り組みで一気に
会員数を増やし、2021年7月7日現在で206社となりました。そして、会員企業の本社分布も東京67社、大阪61社をはじめ、21都府県に
拡大し全国的な活動になってきております。

特集
■ MBT コロナ克服キャンペーン”（続報）
■ MBT 難病克服キャンペーン始動！
■ けいはんな リサーチコンプレックス推進協議会と連携

㈱イムラ、㈱奥村組奈良支店、㈱片山工務店、㈱キャンディル、㈱きんでん奈良支店、㈱グッドライフ、グリーンアーム㈱、㈱近藤建装、㈱崎山組、
積水ハウス㈱、大和ハウス工業㈱、大和リース㈱、㈱内藤建築事務所、松田電気工業㈱、㈱松田平田設計、㈱ライフアートプランテック

石井物産㈱、江崎グリコ㈱、㈱MID 、 ㈱大阪王将、春日井製菓㈱、カバヤ食品㈱、カンロ㈱、キリン㈱、三和澱粉工業㈱、㈱バロックス、㈱日田天領水、
UHA味覚糖㈱

㈱サンロード、㈱島田、㈱新生、㈱高木包装、高橋練染㈱、帝人フロンティア㈱、東洋紡㈱、㈱Bonrich、日清紡ホールディングス㈱、
日本エレテックス㈱、㈱野崎染色、㈱三笠、モード・ユーニット工房㈱、㈱ワコール

旭化成㈱、㈱ケミカル・テクノロジー、積水マテリアルソリューションズ㈱、住友ベークライト㈱、㈱テクノーブル、ナスクナノテクノロジー㈱、
ナノソリューション㈱、明晃化成工業㈱、山本商事㈱

クオール㈱、㈱グランソール免疫研究所、佐藤薬品工業㈱、㈱ツムラ、日本ベーリンガーインゲルハイム㈱、丸石製薬㈱、㈱ミズホメディー、
ロート製薬㈱

東洋アルミニウム㈱、丸一鋼管㈱、三菱マテリアル㈱

グローリー㈱、ＫＴＸ㈱、㈱タカゾノ、㈱タカトリ、DMG 森精機㈱、テクノグローバル㈱、不二精機㈱、三菱パワー環境ソリューション㈱、ユニオンツール㈱

㈱アイ・オー・データ機器、アイワ㈱、㈱アズマ、㈱HB コーポレーション、㈱エム・エイチ・シー、オーニット㈱、応用電機㈱、㈱オーディオテクニカフクイ、
㈱カルテック、㈱コムテック、G smatt Japan ㈱ 、 シロカ㈱、㈱タムラテコ、㈱ドゥエルアソシエイツ、㈱日本トリム、日本捲線工業㈱、パナソニック㈱、
ファーストネーションズ㈱、富士通Japan ㈱、㈱フジファインズ、マクセル㈱、㈱村田製作所

岩崎工業㈱、エンプラス㈱、大研医器㈱、キヤノンメディカルシステムズ㈱、㈱ケアコム、セイリン㈱、セン特殊光源㈱、テルモ㈱、凸版印刷㈱、奈良精工㈱、
ニプロ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、㈱プロルート丸光、丸三製薬バイオテック

㈱あけぼの化成㈱、㈱REO 研究所、エクレール㈱、㈱MTG、㈱オーク製作所、㈱オーシャン、オーブ・テック㈱、カナサシテクノサービス㈱、
㈱キシマ、グラストップ㈱、ケイミュー㈱、コスメテックスローランド㈱、㈱サンクレスト、三友商事㈱、㈱J STYLE、昭和西川㈱、㈱ゼノン、大光電機㈱、
ダイドレ物流㈲、㈱デルフィーノケア、㈱トラストレックス、㈱ハル・インダストリ、㈱半導体エネルギー研究所、㈱フジ医療器、㈱プチファーマシスト、
㈱マンダム、㈱MONDOCOLO 、 やまと真空工業㈱、レック㈱

㈱イマナカ、㈱暁星ジャパン、ソアラ㈱、BESTJAPAN㈱、㈱ONE

アフラック生命保険㈱、MS&AD インターリスク総研㈱、損害保険ジャパン㈱、東京海上日動火災保険㈱奈良支社、㈱南都銀行、日本生命保険（相）、
㈱三井住友銀行

㈱PLEAST

近鉄グループホールディングス㈱

アイテック阪急阪神㈱、㈱ＮＴＴデータ経営研究所、近鉄ケーブルネットワーク㈱、ＫＤＤＩ㈱、コニカミノルタ㈱、㈱三技協、㈱産業経済新聞社、Takusu㈱、
西日本電信電話㈱奈良支店、日新ネットワークス㈱、㈱日本経済新聞社、㈱プロアシスト、丸紅情報システムズ㈱、㈱三菱総合研究所

大阪ガス㈱、関西電力㈱、㈱関電エネルギーソリューション、大和ガス㈱、奈良電力㈱

㈱アデランス、㈱アリエル、㈱インデックスコンサルティング、㈱SRA、（一社）観光品質認証協会、環境衛生薬品㈱、北関東綜合警備保障㈱、㈱Kirala、
㈱健康都市デザイン研究所、（一財）弘済会、㈱小山、㈲サンスバル、サンワテクノス㈱、大和リゾート㈱THE KASHIHARA、㈱ドクターネット、
㈱ドトールコーヒー、㈱奈良ホテル、㈱日経アドエージェンシー、ニューロンネットワーク㈱、㈱ブレス、ヘルスグリッド㈱、明豊ファシリティワークス㈱、
㈱メディカルノート、メディケアリンク㈱、㈱ライフビジネスウェザー、リーズンホワイ㈱、㈱レスコ、ロイヤルコントラクトサービス㈱、㈱ローソン奈良支店、
ワタキューセイモア㈱

医療法人社団梅華会、橿原市、東急㈱東急病院、奈良県、奈良県立医科大学、奈良友紘会病院、個人会員１
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MBTコンソーシアム会員推移（年度別）

2017

新規 累計

2018 2019 2020 2021

MBTコンソーシアム会員企業
本社所在地国内分布
（2021・7・7現在206社）

関西
103社（50％）

大阪　61社
奈良　32社
京都　   7社
和歌山   3社 東京　67社

神奈川   9社
千葉　   1社
埼玉　   2社
栃木　   2社

愛知　6社大分１社

香川１社

広島１社
福岡１社

佐賀１社

岡山１社

富山２社
石川１社

長野1社

福井１社

静岡４社

宮城１社

首都圏・関東
80社（39％）

中京
6社（3％）


