
環境インフラ海外展開プラットフォーム会員組織（277団体、令和２年9月8日 時点）

ABB日本ベーレー株式会社 株式会社ヒラノＫ＆Ｅ

AC Biode株式会社 株式会社ファインテック

AGCセラミックス株式会社 株式会社フレイン・エナジー

AGCプライブリコ株式会社 株式会社ムスカ

AGC株式会社 株式会社リバーステクノロジー

アイイーエス株式会社 株式会社井上鉄工所

エアロセンス株式会社 株式会社梶原鉄工所

株式会社ＦＪコンポジット 株式会社三井E&Sマシナリー

シンフォニアテクノロジー株式会社 株式会社清光社

ティビーアール株式会社 株式会社東芝

東芝エネルギーシステムズ株式会社 株式会社日立製作所

ニチアス株式会社 株式会社北川鉄工所

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 株式会社堀場製作所

ミネベアミツミ株式会社 古野電気株式会社 

ロンタイ株式会社 三菱パワー株式会社

横河電機株式会社. 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社

活水プラント株式会社 三菱重工業株式会社 

株式会社アイケーシー/因島機械株式会社 住友電気工業株式会社

株式会社エコート 川崎重工株式会社 

株式会社カワハラ技研 太平洋セメント株式会社

株式会社クールイノベーション 中西電機工業株式会社

株式会社ケーエムエフ 辻プラスチック株式会社

株式会社コモテック 帝人フロンティア株式会社

株式会社スーパー・フェイズ 東亜ディーケーケー株式会社

株式会社ダイクレ 日本セイフティー株式会社

株式会社チャレンジ 日本フルハーフ株式会社

株式会社データテック 富士電機株式会社 

ＪＦＥエンジニアリング株式会社 戸田建設株式会社

アイ・ビー・テクノス株式会社 五洋建設株式会社

アジア航測株式会社 三井住友建設株式会社

アルコ株式会社 三機工業株式会社

株式会社セイア 三菱重工エンジニアリング株式会社

株式会社大林組 鹿島建設株式会社

株式会社日建設計総合研究所 新三平建設株式会社

シャープエネルギーソリューション株式会社 太平洋エンジニアリング株式会社 

一般社団法人地域国土強靭化研究所 大成建設株式会社 

株式会社afterFIT 帝人エンジニアリング株式会社

株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社

株式会社サムシング 東芝インフラシステムズ株式会社

株式会社ダイキアクシス 東芝プラントシステム株式会社

01. 製造業（54）

02.建設業（45）



株式会社タクマ 東洋エンジニアリング株式会社

株式会社フジタ 東洋建設株式会社 

株式会社マツザワ瓦店 日揮グローバル株式会社

株式会社愛研化工機 日鉄エンジニアリング株式会社

株式会社鴻池組 日立造船株式会社

株式会社山下設計 八州建機株式会社

株式会社神鋼環境ソリューション 富士通商株式会社

株式会社朝日機器エンジニアリング 裕幸計装株式会社

共和化工株式会社 鈴健興業株式会社

協和機電工業株式会社

株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行

西武信用金庫 第一生命保険株式会社

株式会社KKRジャパン 東京センチュリー株式会社

株式会社みずほ銀行 

  株式会社キングビー・トレーディング 丸紅株式会社

クボタ浄化槽システム株式会社 興和株式会社

長瀬産業株式会社 兼松株式会社

ニイヌマ株式会社 三菱商事株式会社

みなとライフ株式会社 住友商事株式会社

伊藤忠商事株式会社 双日株式会社

株式会社フィール 第一実業株式会社

株式会社兼松KGK 豊田通商株式会社

株式会社大成商事 北酸株式会社

株式会社巴商会 有限会社ウイルパワー

Aden Japan株式会社 株式会社ヴァイオス

B&Company株式会社 株式会社エイト日本技術開発

EY新日本有限責任監査法人 株式会社エックス都市研究所

Innovare株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

NPO法人バイオエコ技術研究所 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

アジアゲートウェイ株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

イーエイチアイ株式会社 株式会社カシク

いであ株式会社 株式会社キューブエンターテイメント

エコスタッフ・ジャパン株式会社  株式会社グーン

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 株式会社クニエ

エンヴィックス有限会社 株式会社グリーン・パシフィック

オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 株式会社ダイセキ

株式会社KANSOテクノス 株式会社データ設計

株式会社オオスミ 株式会社ニューラル

株式会社松下日中ビジネスサポート 株式会社パイプデザイン

株式会社日本廃棄物管理機構 株式会社ビートルエンジニアリング

シュルマン・アドバイザリー合同会社 株式会社兜

03.金融業，保険業（7）

04.商社、卸売業（20）

05.サービス業(専門技術，コンサルタント)（100）



テスコ株式会社 株式会社環境管理センター

テュフ ラインランド ジャパン株式会社 株式会社建設技研インターナショナル

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 株式会社建設技術研究所

パシフィックコンサルタンツ株式会社 株式会社現代設計

ブルードットグリーン株式会社 株式会社志恩

ブルームバーグ エル・ピー 株式会社石橋

みずほ情報総研株式会社 株式会社千代田コンサルタント

ムラタ計測器サービス株式会社 株式会社中津EC研究所

ラボテック株式会社 株式会社鳥取再資源化研究所

一般財団法人関西環境管理技術センター 株式会社日吉

一般財団法人石炭エネルギーセンター 株式会社日建設計シビル

一般財団法人日本環境衛生センター 株式会社日水コン 

一般財団法人日本気象協会 株式会社百五総合研究所

一般財団法人日本国際協力システム 株式会社福山コンサルタント

一般社団法人YOKOHAMA URBAN SOLUTION ALLIANCE 環境エネルギー技術研究所株式会社

一般社団法人海外水循環システム協議会 公益財団法人国際環境技術移転センター

一般社団法人産業環境管理協会 公益財団法人日本環境整備教育センター

一般社団法人日本能率協会 国際航業株式会社

横浜ウォーター株式会社 国土防災技術株式会社

横浜港埠頭株式会社 双葉三共株式会社

加山興業株式会社 大日本コンサルタント株式会社

会宝産業株式会社 中外テクノス株式会社 

株式会社 ＨＩＶＥＣ   超え環境ビジネス株式会社

株式会社ATGREEN 日建工学株式会社

株式会社DeLGO 日本エヌ・ユー・エス株式会社

株式会社FINEV(ファインブ） 日本テクノ株式会社

株式会社NJSコンサルタンツ 日本テピア株式会社

株式会社TECインターナショナル 日本ミクニヤ株式会社

株式会社ＵＲリンケージ 日本工営株式会社

株式会社アースクリエイティブ 日本水工設計株式会社

株式会社アースソリューション 八千代エンジニヤリング株式会社

株式会社イースクエア 弁護士法人プログレＴＮＹ国際法律事務所

株式会社インデックスコンサルティング 有限会社南勢建築設計

イーレックス株式会社 株式会社那須クリエイト

中国電力株式会社 関西電力株式会社

ファームランド株式会社 自然電力株式会社

メタウォーター株式会社 出光興産株式会社

株式会社イースリー 大阪ガス株式会社

株式会社トーケミ 東京ガス株式会社

株式会社ユーラスエナジーホールディングス

Alchemist Material株式会社 株式会社三菱総合研究所

ＣＭエンジニアリング株式会社 株式会社上組

06.電気・ガス・熱供給・水道業（１3）

07.運輸業，郵便業、情報通信業（12）

チェック 39

チェック 39



日本電気株式会社 株式会社数理計画

株式会社3CF&Co. 京セラコミュニケーションシステム株式会社

株式会社シーエスデー 東海運株式会社

株式会社パスコ 日本オラクル株式会社

ＪＸ石油開発株式会社 石油鉱業連盟

国際石油開発帝石株式会社 石油資源開発株式会社

一般社団法人海外コンサルタンツ協会 公益社団法人日本環境技術協会

一般社団法人浄化槽システム協会 日本機械輸出組合

一般社団法人国際建設技術協会 福井県環境保全協業組合

一般社団法人日本UNEP協会

学校法人中央大学

横浜市 福岡市

川崎市 北九州市

大阪府 広島県

大阪市 ひろしま環境ビジネス推進協議会

富山市 地方共同法人日本下水道事業団

福岡県

株式会社コイケ 特定非営利活動法人日中環境協力センター

株式会社日本エスコン

12.その他（３）

08.鉱業、採石業（4）

09.業界団体（7）

10.学校法人（１）

11.地方公共団体・関連団体（11）


