
（平成３０年１２月３１日現在）

TLOの名称 実施計画の承認を受けた日 変更承認日 変更項目

1 株式会社東京大学TLO 平成10年12月4日 平成22年7月1日 組織

2 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成22年11月2日 役員の構成

3 株式会社産学連携機構九州 平成12年4月19日 平成22年11月2日 代表者

4 タマティーエルオー株式会社 平成12年12月4日 平成22年11月2日 役員の構成

5 財団法人くまもとテクノ産業財団 平成13年8月30日 平成22年11月2日 出資金及び出資者等の構成

6 学校法人日本医科大学 平成15年2月19日 平成22年11月2日 役員の構成、出資金及び出資者等の構成

7 株式会社みやざきTLO 平成15年5月16日 平成22年11月2日 役員の構成

8 有限会社山口ティー・エル・オー 平成11年12月9日 平成22年11月18日 代表者、役員の構成

9 公益財団法人ひろしま産業振興機構 平成15年10月9日 平成23年1月17日 役員の構成、役職員数

10 株式会社新潟ＴＬＯ 平成13年12月25日 平成23年1月28日 役員の構成、役職員数、実施料等の収益の研究者及び大学への配分及び還流の方法

11 株式会社キャンパスクリエイト 平成15年2月19日 平成23年1月28日 役職員の構成、役職員数

12 財団法人北九州産業学術推進機構 平成14年4月1日 平成23年1月28日 代表者

13 国立大学法人東京医科歯科大学 平成20年3月31日 平成23年1月28日 代表者、役員の構成、組織、役職員数

14 よこはまティーエルオー株式会社 平成13年4月25日 平成23年3月8日 役員の構成、役職員数

15 関西ティー・エル・オー株式会社 平成10年12月4日 平成23年4月18日 役員の構成、役職員数

16 学校法人東京理科大学 平成15年9月30日 平成23年4月18日 実施料等の収益の研究者及び大学への配分及び還流の方法

17 神戸大学支援合同会社 平成20年4月1日 平成23年4月18日 代表者、役員の構成、役職員数

18 学校法人慶應義塾 平成11年8月26日 平成23年7月8日 名称、代表者、組織の構成

19 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成23年7月8日 所在地

20 学校法人東京電機大学 平成12年6月14日 平成23年7月13日 代表者、役職員数

21 関西ティー・エル・オー株式会社 平成10年12月4日 平成23年7月26日 役員の構成、役職員数

22 学校法人東海大学 平成20年3月21日 平成23年7月26日 役員の構成、役職員数

23 学校法人日本医科大学 平成15年2月19日 平成23年7月26日 出資金及び出資者等の構成、役員の構成

24 農工大ティー・エル・オー株式会社 平成13年12月10日 平成23年7月26日 出資金及び出資者等の構成

25 国立大学法人北海道大学 平成21年5月1日 平成23年9月30日 出資金及び出資者等の構成、役員の構成、役職員数、組織

26 学校法人明治大学 平成13年4月25日 平成23年9月30日 代表者

27 株式会社テクノネットワーク四国 平成13年4月25日 平成23年9月30日 代表者、役員の構成、役職員数

28 株式会社信州ＴＬＯ 平成15年4月18日 平成23年10月13日 役員の構成、役職員数

29 神戸大学支援合同会社 平成20年4月1日 平成23年10月13日 役員の構成

30 財団法人岡山県産業振興財団 平成16年4月28日 平成23年11月2日 出資金及び出資者等の構成、役員の構成、役職員数、組織

31 国立大学法人東京医科歯科大学 平成20年3月31日 平成23年11月22日 役員の構成、組織、役職員数

32 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成23年12月14日 役員の構成、役職員数

33 株式会社新潟ＴＬＯ 平成13年12月25日 平成23年12月14日 役員の構成、組織、役職員数

34 財団法人北九州産業学術推進機構 平成14年4月1日 平成24年2月28日 役員の構成、組織、役職員数

○大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成十年法律第五十二号）における承認計
画の変更に係る承認内容一覧

　本法は、「特定大学技術移転事業」を実施するＴＬＯ（Technology Licensing Organization）の整備を目的とするものです。「特定大学
技術移転事業」は、大学等における技術に関する研究成果を、特許制度等を活用することによって民間事業者に移転し、社会にお
ける有効活用を促進するとともに、その結果得られる資金等を大学等に還流することにより、大学等における研究の進展に資するも
のです。（法第２条第１項）
　承認を受けた技術移転機関（承認ＴＬＯ）は、実施計画を変更しようとするときは、本法第５条第１項に基づき、文部科学大臣及び経
済産業大臣の承認を受けなければなりません。
　ついては、承認された実施計画の変更の承認を受けたＴＬＯの名称・当該承認の年月日等を、「特定大学技術移転事業の実施に関
する計画承認実施要綱（文部科学省・経済産業省告示）」第４条第５項に基づき、以下のとおり公表いたします。
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35 株式会社みやざきＴＬＯ 平成15年5月16日 平成24年2月28日 役員の構成

36 学校法人東海大学 平成20年3月21日 平成24年2月28日 役員の構成

37 国立大学法人山梨大学 平成20年4月1日 平成24年2月28日 代表者、役員の構成、役職員数

38 株式会社キャンパスクリエイト 平成15年2月19日 平成24年3月16日 出資金及び出資者等の構成、役員の構成、役職員数

39 タマティーエルオー株式会社 平成12年12月4日 平成24年3月29日 役員の構成、役職員数

40 関西ティー・エル・オー株式会社 平成10年12月4日 平成24年5月2日 出資金及び出資者等の構成

41 財団法人生産技術研究奨励会 平成13年8月30日 平成24年5月2日 代表者、役員の構成

42 公益財団法人新産業創造研究機構 平成12年4月19日 平成24年5月31日 名称、代表者、役員の構成、役職員数

43 学校法人明治大学 平成13年4月25日 平成24年5月31日 役職員数

44 国立大学法人佐賀大学 平成17年7月7日 平成24年5月31日 組織、役職員数

45 国立大学法人山梨大学 平成20年4月1日 平成24年6月6日 役員の構成、役職員数

46 有限会社山口ティー・エル・オー 平成11年12月9日 平成24年6月20日 代表者、役員の構成、所在地、役職員数

47 学校法人東京電機大学 平成12年6月14日 平成24年6月20日 所在地、連絡先、役職員数

48 学校法人日本医科大学 平成15年2月19日 平成24年6月20日 出資金及び出資者等の構成、役職員数

49 公益財団法人名古屋産業科学研究所 平成12年4月19日 平成24年8月6日 名称、連絡先、役員の構成、役職員数

50 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成24年8月6日 役員の構成、役職員数

51 神戸大学支援合同会社 平成20年4月1日 平成24年8月16日 役員の構成、役職員数

52 公益財団法人北九州産業学術推進機構 平成14年4月1日 平成24年8月27日 名称、役員の構成、組織、役職員数

53 農工大ティー・エル・オー株式会社 平成13年12月10日 平成24年11月7日 出資金及び出資者等の構成

54 一般財団法人生産技術研究奨励会 平成13年8月30日 平成24年11月12日 名称、出資金及び出資者等の構成、役員の構成、役職員数

55 株式会社キャンパスクリエイト 平成15年2月19日 平成24年11月30日 役員の構成、役職員数

56 神戸大学支援合同会社 平成20年4月1日 平成24年12月3日 出資金及び出資者等の構成

57 よこはまティーエルオー株式会社 平成13年4月25日 平成24年12月10日 代表者、役員の構成、役職員数

58 国立大学法人山梨大学 平成20年4月1日 平成24年12月19日 組織

59 国立大学法人東京工業大学 平成19年4月2日 平成25年2月22日 代表者、役員の構成、組織、役職員数

60 学校法人東京理科大学 平成15年9月30日 平成25年4月16日 所在地、連絡先

61 学校法人東京電機大学 平成12年6月14日 平成25年4月16日 名称、役職員数

62 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 平成19年12月18日 平成25年4月22日 代表者、役員の構成、組織、役職員数

63 国立大学法人山梨大学 平成20年4月1日 平成25年5月1日 役員の構成、役職員数

64 学校法人東海大学 平成20年3月21日 平成25年5月28日 役員の構成、組織、役職員数

65 学校法人日本医科大学 平成15年2月19日 平成25年6月17日 出資金及び出資者等の構成

66 関西ティー・エル・オー株式会社 平成10年12月4日 平成25年8月16日 代表者、役員の構成、役職員数

67 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成25年8月16日 役員の構成、役職員数

68 タマティーエルオー株式会社 平成12年12月4日 平成25年9月4日 代表者、役員の構成、役職員数、組織

69 国立大学法人東京工業大学 平成19年4月2日 平成25年9月24日 役員の構成、役職員数

70 有限会社金沢大学ティ・エル・オー 平成14年12月26日 平成25年10月8日 代表者、役員の構成、役職員数

71 株式会社テクノネットワーク四国 平成13年4月25日 平成25年10月8日 代表者、役員の構成、役職員数

72 農工大ティー・エル・オー株式会社 平成13年12月10日 平成25年10月8日 出資金及び出資者等の構成

73 株式会社産学連携機構九州 平成12年4月19日 平成25年10月23日 所在地、連絡先

74 よこはまティーエルオー株式会社 平成13年4月25日 平成25年12月2日 役員の構成、役職員数

75 学校法人東京理科大学 平成15年9月30日 平成26年2月10日 組織、役職員数

76 学校法人日本医科大学 平成15年2月19日 平成26年7月17日 代表者、出資金、役員の構成、組織、役職員数

77 タマティーエルオー株式会社 平成12年12月4日 平成26年8月28日 役員の構成、役職員数
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78 株式会社テクノネットワーク四国 平成13年4月25日 平成26年9月2日 役員の構成、役職員数

79 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成26年9月30日 代表者、役員の構成、役職員数

80 国立大学法人東京工業大学 平成19年4月2日 平成26年10月9日 役員の構成、役職員数

81 関西ティー・エル・オー株式会社 平成10年12月4日 平成26年10月20日 役員の構成、役職員数

82 公益財団法人新産業創造研究機構 平成12年4月19日 平成26年11月27日 所在地、役員の構成、役職員数

83 国立大学法人山梨大学 平成20年4月1日 平成26年12月2日 役員の構成、組織、役職員数

84 学校法人東海大学 平成20年3月21日 平成27年2月12日 代表者、役員の構成、組織、役職員数

85 株式会社産学連携機構九州 平成12年4月19日 平成27年3月3日 代表者、役員の構成、役職員数

86 有限会社山口ティー・エル・オー 平成11年12月9日 平成27年3月4日 代表者、役員の構成、役職員数

87 株式会社信州ＴＬＯ 平成15年4月18日 平成27年3月12日 代表者、役員の構成、役職員数

88 国立大学法人千葉大学 平成18年7月7日 平成27年6月17日 名称、代表者、連絡先、役員の構成、組織、役職員数

89 学校法人日本医科大学 平成15年2月19日 平成27年7月27日 出資金、役員の構成、役職員数

90 株式会社新潟ＴＬＯ 平成13年12月25日 平成28年12月12日 役員の構成

91 有限会社金沢大学ティ・エル・オー 平成14年12月16日 平成28年12月12日 役員の構成

92 iPSアカデミアジャパン株式会社 平成28年1月22日 平成28年12月12日 出資金及び出資者等の構成

93 学校法人日本医科大学 平成15年2月19日 平成28日12月13日 出資金、役員の構成、組織図

94 タマティーエルオー株式会社 平成12年12月4日 平成28日12月21日 代表者、役員の構成

95 有限会社山口ティー・エル・オー 平成11年12月9日 平成29年1月5日 出資金及び出資者等の構成

96 国立大学法人山梨大学 平成20年4月1日 平成29年1月12日 代表者、役員の構成、組織

97 国立大学法人東京工業大学 平成19年4月2日 平成29年2月10日 代表者、役員の構成

98 学校法人東海大学 平成20年3月21日 平成29年2月10日 出資金、役員の構成

99 公益財団法人北九州産業学術推進機構 平成14年4月1日 平成29年2月10日 代表者、出資金及び出資者等の構成、組織

100 学校法人早稲田大学 平成11年4月16日 平成29年2月10日 代表者、出資金及び出資者等の構成

101 国立大学法人富山大学 平成19年6月12日 平成29年2月24日 名称、代表者、役員の構成、組織、役職員数

102 株式会社テクノネットワーク四国 平成13年4月25日 平成29年2月7日 所在地、代表者、役員の構成

103 学校法人明治大学 平成13年4月25日 平成29年2月10日 出資金及び出資者等の構成

104 公益財団法人名古屋産業科学研究所 平成12年4月19日 平成29年2月20日 出資金及び出資者等の構成

105 公益財団法人新産業創造研究機構 平成12年4月19日 平成29年2月10日 代表者

106 学校法人慶應義塾 平成11年8月26日 平成29年3月14日
出資金及び出資者等の構成、実施料等の収益の研究者
及び大学への配分及び還流の方法並びにその公表手段

107 株式会社キャンパスクリエイト 平成15年2月19日 平成29年3月14日 所在地、役員の構成

108 学校法人日本大学 平成10年12月4日 平成29年3月14日
代表者、出資金及び出資者等の構成、役員の構成、組織、
役職員数

109 国立大学法人北海道大学 平成21年5月1日 平成29年3月14日 代表者、組織

110 株式会社信州TLO 平成15年4月18日 平成29年3月23日 出資金及び出資者等の構成、役員の構成、役職員数

111 国立大学法人佐賀大学 平成17年7月7日 平成29年3月23日 代表者、役員の構成、組織

112 国立大学法人群馬大学 平成19年12月18日 平成29年3月27日 代表者、役員の構成、組織

113 関西ティー・エル・オー株式会社 平成10年12月4日 平成29年3月27日 所在地、出資金及び出資者の構成、役員の構成

114 株式会社鹿児島TLO 平成15年2月19日 平成29年3月27日 役員の構成、役職員数

115 学校法人東京電機大学 平成12年6月14日 平成29年4月5日 代表者、出資金及び出資者等の構成

116 よこはまティーエルオー株式会社 平成13年4月25日 平成29年4月11日 役員の構成、組織

117 株式会社三重ティーエルオー 平成14年4月16日 平成29年4月11日 代表者、役員の構成

118 国立大学法人東京医科歯科大学 平成20年3月31日 平成29年4月17日 代表者、役員の構成

119 株式会社東京大学TLO 平成10年12月4日 平成29年4月17日 役員の構成、組織

120 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成29年4月17日 組織

121 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 平成19年12月18日 平成29年5月30日 代表者、役員の構成

122 iPSアカデミアジャパン株式会社 平成28年1月22日 平成29年5月30日
特定研究成果の評価及び選別の具体的方法、その他
特定研究成果の効率的な移転に必要な業務として行
われる業務の内容及びその実施方法

123 有限会社山口ティー・エル・オー 平成11年12月9日 平成29年5月30日 出資金及び出資者等の構成

124 学校法人明治大学 平成13年4月25日 平成29年7月18日 出資金及び出資者等の構成

125 国立大学法人群馬大学 平成19年12月18日 平成29年7月18日 役員の構成
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126 国立大学法人千葉大学 平成18年7月7日 平成29年7月18日 代表者、役員の構成、組織、役職員数

127 学校法人慶應義塾 平成11年8月26日 平成29年8月28日 代表者、出資金及び出資者等の構成、役員の構成

128 学校法人早稲田大学 平成11年4月16日 平成29年8月28日 出資金及び出資者等の構成

129 静岡技術移転合同会社 平成22年5月28日 平成29年12月1日
連絡先、出資金及び出資者等の構成、役員の構成、
組織、役職員数

130 学校法人東海大学 平成20年3月21日 平成30年1月26日 出資金及び出資者等の構成、役員の構成

131 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成30年3月28日
特定研究成果の活用が期待される民間事業者に対す
る特定研究成果に関する情報の提供の方法

132 よこはまティーエルオー株式会社 平成13年4月25日 平成30年5月10日 役員の構成

133 学校法人東京電機大学 平成12年6月14日 平成30年6月15日 代表者、出資金

134 株式会社三重ティーエルオー 平成14年4月16日 平成30年8月27日 役員の構成

135 学校法人千葉大学 平成18年7月7日 平成30年8月27日 役員の構成、役職員数

136 学校法人明治大学 平成13年4月25日 平成30年10月4日 出資金及び出資者等の構成

137 学校法人慶應義塾 平成11年8月26日 平成30年10月4日 出資金及び出資者等の構成

138 学校法人早稲田大学 平成11年4月16日 平成30年10月4日 出資金及び出資者等の構成

139 国立大学法人佐賀大学 平成17年7月7日 平成30年11月2日 代表者、役員の構成、組織

140 有限会社山口ティー・エル・オー 平成11年12月9日 平成30年11月2日
代表者、役員の構成、出資金及び出資者等の構成、実
施料等の収益の研究者及び大学への配分及び還流方
法並びにその公表手順

141 株式会社東北テクノアーチ 平成10年12月4日 平成30年11月2日 所在地

142 関西ティー・エル・オー株式会社 平成10年12月4日 平成30年11月19日 代表者、役員の構成

143 学校法人早稲田大学 平成11年4月16日 平成30年12月26日 代表者、役員の構成

※平成22年4月1日以降の承認を掲載
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