
略称リスト案

名称 略称 名称 略称

横浜国立大学 横国大 長岡技術科学大学 長岡技科大

横浜国立大学（学） 横国大（学） 長岡技術科学大学（学） 長岡技科大（学）

横浜国立大学（院） 横国大（院） 長岡技術科学大学（院） 長岡技科大（院）

岡山大学 岡山大 長崎大学 長崎大

岡山大学（学） 岡山大（学） 長崎大学（院） 長崎大（院）

岡山大学（院） 岡山大（院） 長崎大学（学） 長崎大（学）

関西大学 関西大 島根大学 島根大

関西大学（学） 関西大（学） 島根大学（院） 島根大（院）

関西大学（院） 関西大（院） 島根大学（学） 島根大（学）

岩手大学 岩手大 東海大学 東海大

岩手大学（学） 岩手大（院） 東海大学（院） 東海大（院）

岩手大学（院） 岩手大（学） 東海大学（学） 東海大（学）

岐阜大学 岐阜大 東京海洋大学 海洋大

岐阜大学（学） 岐阜大（学） 東京海洋大学（院） 海洋大（院）

岐阜大学（院） 岐阜大（院） 東京海洋大学（学） 海洋大（学）

京都大学 京大 東京工業大学 東工大

京都大学（学） 京大（学） 東京工業大学（院） 東工大（院）

京都大学（院） 京大（院） 東京工業大学（学） 東工大（学）

近畿大学 近大 東京大学 東大

近畿大学（学） 近大（学） 東京大学（院） 東大（院）

近畿大学（院） 近大（院） 東京大学（学） 東大（学）

金沢大学 金沢大 東京都市大学 都市大

金沢大学（学） 金沢大（院） 東京都市大学（院） 都市大（院）

金沢大学（院） 金沢大（院） 東京都市大学（学） 都市大（学）

九州工業大学 九工大 東京農工大学 農工大

九州工業大学(学) 九工大（学） 東京農工大学（院） 農工大（院）

九州工業大学(院) 九工大（院） 東京農工大学（学） 農工大（学）

九州大学 九大 東京理科大学 東理大

九州大学（院） 九大（院） 東京理科大学（院） 東理大（院）

九州大学（学） 九大（学） 東京理科大学（学） 東理大（学）

工学院大学 工学院大 東北大学 東北大

工学院大学（院） 工学院大（院） 東北大学（院） 東北大（院）

工学院大学（学） 工学院大（学） 東北大学（学） 東北大（学）

香川大学 香大 同志社大学 同大

香川大学（院） 香大（院） 同志社大学（院） 同大（院）

香川大学（学） 香大（学） 同志社大学（学） 同大（学）

佐賀大学 佐大 富山大学 富大

佐賀大学（院） 佐賀大（院） 富山大学（学） 富大（学）

佐賀大学（学） 佐賀大（学） 富山大学（院） 富大（院）

埼玉工業大学 埼玉工大 福井工業大学 福井工大

埼玉工業大学（院） 埼玉工大（院） 福井工業大学（学） 福井工大（学）

埼玉工業大学（学） 埼玉工大（学） 福井工業大学（院） 福井工大（院）

三重大学 三重大 兵庫県立大学 兵県大

三重大学（学） 三重大（学） 兵庫県立大学（学） 兵県大（学）

三重大学（院） 三重大（院） 兵庫県立大学（院） 兵県大（院）

新潟大学 新潟大 法政大学 法政大

新潟大学（学） 新潟大（学） 法政大学（学） 法政大（学）

新潟大学（院） 新潟大（院） 法政大学（院） 法政大（院）

青山学院大学 青学大 豊橋技術科学大学 豊橋技科大

青山学院大学（学） 青学大（学） 豊橋技術科学大学（院） 豊橋技科大（院）

青山学院大学（院） 青学大（院） 豊橋技術科学大学（学） 豊橋技科大（学）

静岡大学 静大 名古屋工業大学 名工大

静岡大学（学） 静大（学） 名古屋工業大学（学） 名工大（学）

静岡大学（院） 静大（院） 名古屋工業大学（院） 名工大（院）

千歳科学技術大学 千歳科技大 名古屋大学 名大

千歳科学技術大学（院） 千歳科技大（院） 名古屋大学（学） 名大（学）

千歳科学技術大学（学） 千歳科技大（学） 名古屋大学（院） 名大（院）

千葉工業大学 千葉工大 名城大学 名城大

千葉工業大学（学） 千葉工大（学） 名城大学（学） 名城大（学）

千葉工業大学（院） 千葉工大（院） 名城大学（院） 名城大（院）

千葉大学 千葉大 和歌山大学 和大

千葉大学（学） 千葉大（学） 和歌山大学（学） 和大（学）

千葉大学（院） 千葉大（院） 和歌山大学（院） 和大（院）

早稲田大学 早大 トマスバータ大学 トマスバータ大

早稲田大学（学） 早大（学） North Western University North Western University

早稲田大学（院） 早大（院） 一関工業高等専門学校 一関工高専

大分大学 分大 東京都立産業技術高等専門学校 産技高専

大分大学（院） 分大（院） 静岡県立遠江総合高等学校 遠江総合高校

大分大学（学） 分大（学）



名称 略称 名称 略称

DOWAサーモテック株式会社 DOWA 公益財団法人実験動物中央研究所 実中研

GeneralMotorsCompany GM 公益財団法人鉄道総合技術研究所 鉄道総研

JX日鉱日石エネルギー株式会社 JXエネルギー 産業技術総合研究所 産総研

KYB株式会社 KYB 神奈川県産業技術センター 神奈川県産技センター

NOK株式会社 NOK 東京都立産業技術研究センター 都産技研

独立行政法人産業技術総合研究所 産総研

NSKワーナー株式会社 NSKワーナー 富山県工業技術センター 富山県工技センター

NTN株式会社 NTN 福井県工業技術センター 福井県工技センター

THK THK 物質・材料研究機構 NIMS

TPR株式 TPR

アイテック株式会社 アイテック

アクロス株式会社 アクロス

イーグル工業株式会社 イーグル工業

ウェスタンデジタルテクノロジーズ ウェスタンデジタル

エボニックジャパン株式会社 エボニック

オミクロンナノテクノロジ－ジャパン オミクロンナノテクノロジ－

キヤノンマシナリー株式会社 キヤノンマシナリー

サンメディカル技術研究所 サンメディカル

スズキ自動車株式会社 スズキ自動車

デクセリアルズ株式会社 デクセリアルズ

トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車

パルスプラズマ技研 パルス技研

ビクトレックスジャパン株式会社 ビクトレックス

マレーシア工科大学マレーシア日本国マレーシア工科大

旭有機材工業株式会社 旭有機材

株式会社ＩＨＩ ＩＨＩ

株式会社アシックス アシックス

株式会社エリオニクス エリオニクス

株式会社ジェイテクト ジェイテクト

株式会社デンソー デンソー

株式会社ニッペコ ニッペコ

株式会社ブリヂストン ブリヂストン

株式会社ミヤギタノイ ミヤギタノイ

株式会社栗本鐵工所 栗本鐵工所

株式会社川邑研究所 川邑研究所

株式会社日本自動車部品総合研究所部品総研

株式会社日立製作所日立研究所 日立製作所

株式会社不二越 不二越

株式会社豊田自動織機 豊田織機

株式会社豊田中央研究所 豊田中研

株式会社本田技術研究所 本田技研

協同油脂株式会社 協同油脂

三芳合金工業株式会社 三芳合金

住友電気工業株式会社 住友電工

出光興産株式会社 出光興産

昭和シェル石油株式会社 昭和シェル石油

新日鐵住金株式会社 新日鐵住金

大同メタル工業株式会社 大同メタル

大豊工業株式会社 大豊工業

日産自動車株式会社 日産

日信工業株式会社 日信工業

日本アイ・ティ・エフ株式会社 ITF

日本グリース株式会社 日本グリース

日本パーカライジング株式会社 日本パーカー

日本精工株式会社 NSK

日本鋳鍛鋼株式会社 日本鋳鍛鋼

日油株式会社 日油

日立金属株式会社 日立金属

日立建機株式会社 日立建機

白石中央研究所 白石中研

豊田中央研究所 豊田中研
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