
日ASEANスマートシティ・ネットワーク官民協議会　会員企業・団体一覧（全277）

製造業／ＳＩ 設計／コンサル 商社／サービス 建設業 不動産業 エンジニアリング 運輸業 金融業／保険

AGC アクセンチュア エーリンクリクルートメント 淺沼組 クリード 千代田化工建設 イーグルバス みずほ銀行 CB工法協会 日本アセアンセンター 千代田区
一般社団法人 日本防災プラットフォー

ム(JBP)

AMEC 朝日航洋 有明興業 大豊建設 羽田みらい開発 イートラスト 東日本旅客鉄 三菱UFJ銀行 国際情報化協力センター 国際協力銀行(JBIC) 愛媛県
防災技術の海外展開に向けた官民連絡

会（JIPAD）

キャタピラ―ジャパン アルメックVPI アジアゲートウェイ 不動テトラ 阪急阪神不動産 JFEエンジニアリング 阪神電気鉄道 損害保険ジャパン データ流通推進協議会 日本貿易振興機構（JETRO） 藤枝市
スマートシティ官民連携プラット

フォーム

チャレンジ
オーヴ・アラップ・アンド・パートナー

ズ・ジャパン コスモネット フジタ 桝屋アセットパートナーズ 日揮グローバル 上組 三井住友信託銀行 エンジニアリング協会 住宅金融支援機構（JHF） 北九州市 スマートシティ・インスティテュート

秩父ケミカル アジア航測 中和物産 長谷工コーポレーション 三菱地所
片平エンジニアリング・インターナ

ショナル
京王電鉄 西武信用金庫 関西文化学術研究都市推進機構

海外通信・放送・郵便事業支援機構
（JICT）

益田市 世界省エネルギー等ビジネス推進協議会

CYBERDYNE アセアンジャパンコンサルティング Ｇ‐７・オート・サービス アイ・ビー・テクノス 三井不動産 三菱重工エンジニアリング みちのりホールディングス ユナイテッド・オーバーシーズ銀行 海外水循環システム協議会(GWRA) 国際建築住宅産業協会（JIBH） さいたま市

フルハーフマハジャック クラウンエイジェンツ・ジャパン Ｇ‐７ホールディングス 株木建設 森ビル 日鉄エンジニアリング 小田急電鉄 国際建設技術協会（IDI）
海外交通・都市開発事業支援機構

(JOIN)
高松市

富士通
デロイト トーマツ ファイナンシャル

アドバイザリー
ジオ・サーチ 鹿島建設 森ビルアジア SBドライブ ハイパーネットワーク社会研究所 日本下水道事業団(JS) 富山市

フミン エイト日本技術開発 阪和タイランド 鴻池組 野村不動産 東急 ITS Japan
海外通信・放送コンサルティング協力

(JTEC)
宇都宮市

古河電気工業 EY新日本有限責任監査法人 日野マレーシア販売 前田建設工業 NTT都市開発 WILLER 石炭エネルギーセンター 国際協力機構（JICA） 横浜市

古河電工シンガポール エックス都市研究所 インクリメントＰ マツザワ瓦店 レーサム 日本照明工業会 首都高速道路

古野電気 ＦＩＮＥＶ インターネットイニシアティブ 西松建設 積水ハウスシンガポール 日本機械輸出組合 情報通信研究機構(NICT)

日立アジア フロスト＆サリバン ジャパン 兼松 大林組 スターツコーポレーション スマートコミュニティ・アライアンス
(JSCA)

新エネルギー・産業技術総合開発機構
(NEDO)

日立造船 富士通総研 KDDI 五洋建設 スターツ総合研究所
海外エコシティプロジェクト協議会

（J-CODE）
日本貿易保険（NEXI）

日立製作所 グローバルウォータ・ジャパン KDDIシンガポール 三建設備工業 住友不動産 日本理学療法士協会 国際連合地域開発センター

堀場製作所 いであ ケイライン タイランド 佐藤工業 東急不動産
益田サイバースマートシティ創造協議

会
都市再生機構(UR)

日立造船タイランド Ides ナレッジクリエーションテクノロジー 清水建設 旭川工業高等専門学校

IHI アイフォーコム コイケカンボジア 相互電設 ＰＰＰ推進支援機構

石垣 インデックスコンサルティング 丸紅 サムシングホールディングスアジア 海外環境協力センター（OECC）

岩崎電気 ジェイシーズ 三菱商事 住友林業 海外インフラ研究協会

ＪＦＥスチール 日本テクノ 三井物産 三井住友建設 DroneAI技術研究機構

JVCケンウッド JEM 泰国三井物産 大成建設
ASEAN・日本経済協議会

(日本商工会議所)

川金コアテック 国際航業 日新 竹中工務店 海外建設協会（OCAJI）

カワハラ技研 KPMG　ジャパン 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 日本道路 不動産協会

神鋼環境ソリューション みどり工学研究所 NTTコミュニケーションズ 東亜建設工業 YOKOHAMA URBAN SOLUTION ALLIANCE

クボタ みらいコンサルティング 大阪ガス 飛島建設

京セラコミュニケーションシステム 三菱地所設計 アジア社 大阪ガスシンガポール 戸田建設

メタウォーター 三菱総合研究所 ロジャナディストリビューションセン
ター

東洋建設

ミネベアミツミ 中日本建設コンサルタント SBエナジー株式会社 トヨタホーム

三菱電機アジア 日水コン SDグリーンエナジー TSUCHIYA

三菱重工業 日本水工設計 サイアムカナモト

NECアジアパシフィック 日建設計総合研究所 ソフトバンク

日本電気 日本工営 双日

ニイヌマ NJS 住友商事

日本アンテナ
ノムラ・リサーチ・

インスティテュート・シンガポール
アジア大洋州住友商事

日本ドライケミカル ONE-VALUE 豊田通商

日本信号
オリエンタルコンサルタンツグローバ

ル
日経グループアジア本社

おべ工業 オリジナル設計株式会社

オムロン ソーシアルソリューションズ 応用地質

オサシ・テクノス OYOインターナショナル

パラマウントベッド　タイランド パシフィックコンサルタンツ

理研興業 パスコ

リスター 久心コンサルタント

酒井重工業 クニエ

センクシア scheme verge

新明和工業 SDJET

進藤重晴商店 TECインターナショナル

スタンレー電気 東電設計

住友電気工業 ユー・ディー・アジア

水ingエンジニアリング unerry

タカラスタンダード ＵＲリンケージ

拓和 八千代エンジニヤリング

タジマモーターコーポレーション 安井建築設計事務所

ＴＯＡ

トーケミ

東建エンジニアリング

True Data

月島機械

ヤンマーホールディングス

横河ソリューションサービス

ヨシモトポール株式会社

ゼロ・サム

2020/12/9現在

連携組織営利法人 公益法人 公的法人 地方公共団体

別紙２


