
  

 

イオン北海道株式会社 

http://www.aeon-hokkaido.jp/home.html 

〒003-8630 

北海道札幌市白石区本通 21 丁目南１番地 10号 

釧路建設業協会 

 http://www.senken.org/index.html 

 〒085-0832 

 北海道釧路市富士見 1丁目 3番地 2号 

 電話：0154-41-7447 

 FAX:0154-41-7202 

一般財団法人大地みらい基金 

http://www.daichimirai.co.jp/ 

〒087-8650 

北海道根室市梅々枝町 3丁目 15 番地 

大地みらい信用金庫本店 2階 

電話：0153-24-4104 

FAX：0153-24-2801 

株式会社 JTB北海道 

 電話：011-222-4343 

野口観光株式会社 

http://www.noguchi-g.com/ 

〒059-0596 

北海道登別市登別温泉町 203 番地 1  

電話：0143-84-2350 

FAX：0143-84-3256 

帯広信用金庫 

釧路市建設事業協会  

http://www.kushiro-skj.gr.jp/ 

〒085-0832 

北海道釧路市富士見 1 丁目 3 番地 4号 

電話：0154-42-2215 

FAX：0154-42-1991 

釧路商工会議所  

http://www.kuhcci.or.jp/ 

〒085-0847 

北海道釧路市大町 1丁目 1番地 1号  

道東経済センタービル 

電話：0154-41-4141（代表） 

FAX：0154-41-4000 

協賛 



  

釧路信用金庫 

http://kushiroshinkin.com/ 

〒085-0015 

北海道釧路市北大通 8 丁目 2 番地 

電話：0154-23-0111 

鶴雅ウィングス 

http://www.tsuruga.com/ 

〒085-0467  

北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉 4丁目 6番地 10号 

電話：0154-67-2531 

FAX：0154-67-2754 

北海道コカ･コーラボトリング株式会社  

http://www.hokkaido.ccbc.co.jp/ 

（札幌本社）〒004-8588 

北海道札幌市清田区清田 1条 1丁目 2番地 1号 

電話：011-888-2001  

（釧路支店）〒085-0022 

北海道釧路市南浜町 9 番地 16 号 

電話：0154-23-3131    FAX：0154-23-3137 

一般社団法人北海道中小企業家同友会釧根事務所 

http://portal.doyu-kai.net/ 

〒085-0016 

北海道釧路市錦町 5丁目 3番地 三ッ輪ビル 5階 

電話：0154-31-0923 

FAX：0154-31-0944 

阿寒バス株式会社  

http://www.akanbus.co.jp/ 

〒085-0062 

北海道釧路市愛国 191 番地 208 

電話：0154-37-2221（代表） 

ANAクラウンプラザホテル釧路 

http://www.anacpkushiro.com/ 

〒085-0016 

北海道釧路市錦町 3丁目 7番地 

電話：0154-31-4111 

FAX：0154-24-7403 

大塚製薬株式会社 

http://www.otsuka.co.jp/ 

〒084-0906 

北海道釧路市鳥取大通 7丁目 2番地 8号 13 

電話：0154-51-6721 

 

株式会社北日本広告社 

http://www.ad-kitanihon.co.jp/index.html 

 〒085‐0018 

 北海道釧路市黒金町 14丁目 9番地（阿部ビル 2F） 

 電話：0154‐22‐0211 

キャリアバンク株式会社 

http://www.career-bank.co.jp/ 

〒060-0005 

北海道札幌市中央区北５条西５丁目７番地 

電話：011-251-3373 

釧路公立大学生活協同組合 

http://www.hokkaido.seikyou.ne.jp/kushiro-puc/index

.html 

〒085-8585  

北海道釧路市芦野 4丁目 1番地 1号 

電話：0154-37-4155 

FAX：0154-37-4277 



  

釧路シゴトガイド (株 )北海道アルバイト情報社釧路営業所

 http://www.haj.co.jp/ 

〒084-0902  

北海道釧路市昭和南 3 丁目 15 番地 5 号 

アヴァンツァーレ昭和 1F 

電話：0154-53-7570 

一般社団法人 釧路水産協会 

〒085-0024 

北海道釧路市浜町 3番 18号 

くしろ水産センター 2 階 

電話：0154-23-2970 

サッポロビール株式会社 

http://www.sapporobeer.jp/ 

〒060-8606   

北海道札幌市中央区北一条東 4丁目 8番地 1号 

サッポロファクトリー フロンティア館 3F 

電話：011-252-8240 

協同組合 東北海道労務福祉協会  

http://krg946obihiro.web.fc2.com/ 

〒085-0015 

北海道釧路市北大通 12丁目 2番地 

電話：0154-22-8899 

FAX：0154-22-7566 

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 

〒060-0006 

北海道札幌市北 6条 16丁目 1番地 5号 

電話：011-633-1030 

FAX：011-633-1034 

ホクレン農業協同組合連合会釧路支所 

http://www.hokuren.or.jp/ 

〒085-0018 

北海道釧路市黒金町 12丁目 10 番地 

電話 0154-23-4511 

FAX:0154-24-7937 

ホーマック株式会社  

http://www.homac.co.jp/ 

〒004-8611 

北海道札幌市厚別区厚別中央 3条 2 丁目 1 番地 1 号 

電話：011-892-6611（代表） 

株式会社ムトウ 

http://www.wism-mutoh.co.jp/ 

〒001-0011 

北海道札幌市北区北 11条西 4丁目 1番地 15 号 

電話：011-746-5111 

FAX：011-717-0547 

 

株式会社柳月 

http://www.ryugetsu.co.jp/ 

〒080-0342 

北海道河東郡音更町下音更北 9西 18‐2 

電話：0120-25-5566 

六花亭製菓株式会社 春採店  

http://www.rokkatei.co.jp/ 

〒085-0813  

北海道釧路市春採 3丁目 19 番地 1号 

電話：0120-12-6666 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後援団体 

国立大学法人北見工業大学 

釧路公立大学 

釧路市 

経済産業省北海道経済産業局 

国土交通省北海道開発局 

札幌大学 

札幌学院大学 

財務省北海道財務局釧路財務事務所 

北海道教育大学釧路校 

一般社団法人北海道商工会議所連合会 

（五十音順・敬称略） 



  

 

《役員》 

ＳＣＡＮ代表  

ＳＣＡＮ副代表 

  

会計 

 

《部門代表》 

企画・運営代表 

広報代表 

渉外代表 

 

《運営委員》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小向 竜貴 

後藤 紫苑 

渡部 貴将 

平川 晶子 

 

 

森 勝磨 

渡辺 剛士 

佐々木 康大 

 

（釧路公立大学・下山ゼミ） 

（釧路公立大学・下山ゼミ） 

（釧路公立大学・下山ゼミ） 

（釧路公立大学・下山ゼミ） 

 

 

（釧路公立大学・下山ゼミ） 

（釧路公立大学・下山ゼミ） 

（釧路公立大学・下山ゼミ） 

青柳 直樹  （釧路公立大学・下山ゼミ） 

小笠原 拓  （札幌学院大学・加藤ゼミ） 

川端 耕介  （北星学園大学・野原ゼミ） 

神田橋 浩一郎（札幌大学・武者ゼミ） 

高坂 昭宏  （北星学園大学・野原ゼミ） 

昆 祥平   （釧路公立大学・下山ゼミ） 

櫻井 優志  （札幌学院大学・加藤ゼミ） 

宍戸 あつみ （釧路公立大学・下山ゼミ） 

末友 涼太  （釧路公立大学・下山ゼミ） 

立花 汐里  （釧路公立大学・下山ゼミ） 

田中 誉也  （札幌大学・武者ゼミ） 

千葉 裕也  （釧路公立大学・下山ゼミ） 

富樫 つなで （北星学園大学・野原ゼミ） 

長縄 康平  （釧路公立大学・下山ゼミ） 

日野 真   （札幌学院大学・加藤ゼミ） 

門馬 達之  （北星学園大学・野原ゼミ） 

（五十音順・計２３名） 

北海道学生研究会ＳＣＡＮ 第４期運営委員 

 

 

●「研究成果の地域への還元」 

   今までは大学内で行われていた研究を、SCAN では合同研究発表会の実施と報告集の作成を

行うことで地域に還元していきます。 

●「学生同士が高めあえる新たな環境づくり」 

   つながることのなかった地域の大学をつなげ、学生同士が互いをさらに高めあえるための環

境を作ります。 

●「学生の実体を見ていただく機会提供と協賛・後援のご協力」 

社会に出ていく学生を受け入れていただく企業様へ、学生が何をしているのかということを

知っていただく機会を設けるとともに、学生の力では不足するところを企業様に補っていた

だきます。 

SCAN活動理念 



  

大学へのアクセス 

≪くしろバス≫ 

釧路駅前④乗り場 美原線 63 

釧路駅前 12：35～釧路公立大学前 12：51着 

320円 

釧路駅前⑥乗り場 文苑公住線 12 

釧路駅前 12：25発～釧路公立大学前 12：41着 

320円 

≪タクシー≫ 

釧路駅前から１５分程。 

約 1500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道学生研究会ＳＣＡＮ 

第４回合同研究発表会 パンフレット 

 

発行/北海道学生研究会 SCAN 運営委員 

発行責任者／小向竜貴 

編集／平川晶子・渡辺剛士 

印刷／株式会社藤プリント 

ＳＣＡＮホームページ 

http://scan946.web.fc2.com/ 

ＳＣＡＮブログ 

http://ameblo.jp/gakuseiscan/ 

ＳＣＡＮツイッター 

https://twitter.com/scan_946 

https://twitter.com/chibassyi 

ＳＣＡＮフェイスブック 

https://www.facebook.com/gakuseiscan 

SCAN メール 

scan946@yahoo.co.jp 

SCANに関してのご意見、ご質問などありまし

たら、気軽にご連絡ください。 

釧路公立大学 

〒085-8585 

北海道釧路市芦野 4丁目 1番 1号 

Designed by 脇田 嵩大  

http://ameblo.jp/gakuseiscan/

