スマートコミュニティ・アライアンス 会員一覧
業種（大分類）

業種（中分類）

会社名・団体名

275 企業・団体
平成28年12月01日現在
ホームページURL

11繊維工業

東レ株式会社

http://www.toray.co.jp

15印刷・同関連業

大日本印刷株式会社

http://www.dnp.co.jp/

16化学工業

株式会社カネカ

http://www.kaneka.co.jp

18プラスチック製品製造業（別掲を除く）

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社

http://www.toray-bsf.com

21窯業・土石製品製造業

日本ガイシ株式会社

http://www.ngk.co.jp

22鉄鋼業

新日鐵住金株式会社

http://www.nssmc.com/

住友電気工業株式会社

http://www.sei.co.jp/index.ja.html

タツタ電線株式会社

http://www.tatsuta.co.jp/

古河電気工業株式会社

http://www.furukawa.co.jp

ショーワインダストリー株式会社

http://www.showa-i.co.jp

大和製罐株式会社

http://www.daiwa-can.co.jp/energy/index.html

リンナイ株式会社

http://www.rinnai.co.jp/

株式会社ノーリツ

http://www.noritz.co.jp

愛知時計電機株式会社

http://www.aichitokei.co.jp/

GE富士電機メーター株式会社

http://www.gefujimeter.co.jp/

新コスモス電機株式会社

http://www.new-cosmos.co.jp

京セラ株式会社

http://www.kyocera.co.jp/

サンケン電気株式会社

http://www.sanken-ele.co.jp/index.php

日本ケミコン株式会社

http://www.chemi-con.co.jp/

ミツミ電機株式会社

http://www.mitsumi.co.jp/

株式会社村田製作所

http://www.murata.co.jp

株式会社メガチップス

http://www.megachips.co.jp/

ローム株式会社

http://www.rohm.co.jp

愛知電機株式会社

http://www.aichidenki.jp/

アイホン株式会社

http://www.aiphone.co.jp

株式会社アクセル

http://www.axell.co.jp/

アズビル株式会社

http://www.azbil.com/jp/index.html

ABB株式会社

http://www.abb.co.jp

株式会社エネゲート

http://www.enegate.co.jp/

大崎電気工業株式会社

http://www.osaki.co.jp

オムロン株式会社

http://www.omron.co.jp/

河村電器産業株式会社

http://www.kawamura.co.jp

埼広エンジニヤリング株式会社

http://www.saikoh-e.co.jp/

株式会社三英社製作所

http://www.san-eisha.co.jp/

株式会社GSユアサ

http://www.gs-yuasa.com/gyp/jp

シャープ株式会社

http://www.sharp.co.jp/

シュナイダーエレクトリック株式会社

http://www.schneider-electric.com

新電元工業株式会社

http://www.shindengen.co.jp/top_j/

ソニー株式会社

http://www.sony.co.jp/

ダイキン工業株式会社

http://www.daikin.co.jp

一般社団法人電子情報技術産業協会

http://www.jeita.or.jp/

株式会社東光高岳

http://www.tktk.co.jp/

東光東芝メーターシステムズ株式会社

http://www.t2ms.co.jp/

株式会社東芝

http://www.toshiba.co.jp/

東芝三菱電機産業システム株式会社

http://www.tmeic.co.jp/

東芝ライテック株式会社

http://www.tlt.co.jp/tlt/index_j.htm

株式会社戸上電機製作所

http://www.togami-elec.co.jp

23非鉄金属製造業

24金属製品製造業
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業

28電子部品・デバイス・電子回路製造業

E製造業

29電気機械器具製造業

日新電機株式会社
日本航空電子工業株式会社

http://www.jae.co.jp/

一般社団法人日本照明工業会

http://jlma.or.jp/

日本電気株式会社（ＮＥＣ）

http://www.nec.co.jp/

一般社団法人日本電機工業会

http://www.jema-net.or.jp/

一般社団法人日本配線システム工業会

http://www.jewa.or.jp/

一般社団法人日本冷凍空調工業会

http://www.jraia.or.jp/

パイオニア株式会社

http://pioneer.jp/

パナソニック株式会社

http://panasonic.co.jp/index3.html

株式会社日立製作所

http://www.hitachi.co.jp/

富士工業株式会社

http://www.fjic.co.jp/

富士電機株式会社

http://www.fujielectric.co.jp/

古河電池株式会社

http://www.furukawadenchi.co.jp/index.htm

三菱電機株式会社

http://www.mitsubishielectric.co.jp/

株式会社明電舎

http://www.meidensha.co.jp/pages/top/index.html

スマートコミュニティ・アライアンス 会員一覧
業種（大分類）

業種（中分類）
29電気機械器具製造業

30情報通信機械器具製造業

E製造業

31輸送用機械器具製造業

32その他の製造業
37通信業
38放送業

G情報通信業
39情報サービス業

41映像・音声・文字情報制作業

71学術・開発研究機関

L学術研究，専門・技術サービス業

会社名・団体名

275 企業・団体
平成28年12月01日現在
ホームページURL

横河電機株式会社

http://www.yokogawa.co.jp/

リタール株式会社

www.rittal.com/jp-ja

アダマンド株式会社

http://www.adamant.jp/

アラクサラネットワークス株式会社

http://www.alaxala.com/jp/

大井電気株式会社

http://www.ooi.co.jp

沖電気工業株式会社

http://www.oki.com/

日本無線株式会社

http://www.jrc.co.jp/jp/index.html

株式会社ワイ・デー・ケー

http://www.ydktec.com/

株式会社ＩＨＩ

http://www.ihi.co.jp/

スズキ株式会社

http://www.suzuki.co.jp/

株式会社デンソー

http://www.denso.co.jp/ja/

トヨタ自動車株式会社

http://www.toyota.co.jp/index.html

日産自動車株式会社

http://www.nissan.co.jp/

三菱自動車工業株式会社

http://www.mitsubishi-motors.com/jp/index.html

クリナップ株式会社

http://cleanup.jp/

NTTコミュニケーションズ株式会社

http://www.ntt.com/

ＫＤＤＩ株式会社

http://www.kddi.com/

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

http://www.catv-jcta.jp/

株式会社アーク情報システム

http://www.ark-info-sys.co.jp/jp/index.html

アイフォーコム・スマートエコロジー株式会社

http://www.ecopro21.jp/company_information.html

株式会社イーナレッジエンジネット

http://www.ekenco.co.jp

NTTコムウェア株式会社

http://www.nttcom.co.jp/

株式会社NTTデータ

http://www.nttdata.com/jp/ja/index.html

株式会社SRAホールディングス

http://www.sra-hd.co.jp

ＳＣＳＫ株式会社

http://www.scsk.jp/

SASInstituteJapan株式会社

http://www.sas.com/jp/

株式会社シーエスデー

http://www.csd.comway.co.jp

一般社団法人情報サービス産業協会

http://www.jisa.or.jp/

株式会社ＴＳＰ

http://www.tsp-net.co.jp/

株式会社日新システムズ

http://www.co-nss.co.jp/

一般財団法人日本情報経済社会推進協会

http://www.jipdec.or.jp/

日本ヒューレット・パッカード株式会社

http://www8.hp.com/jp/ja/home.html

日本ユニシス株式会社

http://www.unisys.co.jp/

株式会社日立システムズ

http://www.hitachi-systems.com

株式会社日立ソリューションズ

http://www.hitachi-solutions.co.jp/

富士通株式会社

http://jp.fujitsu.com/

みずほ情報総研株式会社

http://www.mizuho-ir.co.jp/

ACCEL JAPAN株式会社

http://www.acceljapan.jp

株式会社インフォマティクス

http://www.informatix.co.jp/

株式会社日経BP

http://itpro.nikkeibp.co.jp/cleantech/index.html

一般財団法人エネルギー総合工学研究所

http://www.iae.or.jp/index.html

公益財団法人京都高度技術研究所

http://www.astem.or.jp/

国士舘大学

https://www.kokushikan.ac.jp/

国立研究開発法人産業技術総合研究所

http://www.aist.go.jp/

一般財団法人電力中央研究所

http://criepi.denken.or.jp/

一般財団法人日本エネルギー経済研究所

http://eneken.ieej.or.jp/

株式会社三菱総合研究所

http://www.mri.co.jp/

株式会社エナリス

http://www.eneres.co.jp/

株式会社建設技術研究所

http://www.ctie.co.jp/renewal/index3.html

株式会社住環境計画研究所

http://www.jyuri.co.jp/

72専門サービス業（他に分類されないもの） 株式会社チャイナウェイ

http://www.china-way.co.jp/

株式会社東急不動産次世代技術センター

http://www.tokyu-nextgec.co.jp/

株式会社パデコ

http://www.padeco.jp/jp/

株式会社日立コンサルティング

http://www.hitachiconsulting.co.jp/index.html

株式会社エネルギー応用技術研究所

http://www.greenp.jp/

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

http://www.oriconsul.co.jp/

高圧ガス保安協会
74技術サービス業（他に分類されないもの）

サンデン・アドバンステクノロジー株式会社

http://www.sanden.co.jp

一般社団法人新産業技術開発機構

http://www.i-dea.or.jp/

大日本コンサルタント株式会社

http://www.ne-con.co.jp/

中電技術コンサルタント株式会社

http://www.cecnet.co.jp

千代田化工建設株式会社

http://www.chiyoda-corp.com/

スマートコミュニティ・アライアンス 会員一覧
業種（大分類）

L学術研究，専門・技術サービス業

業種（中分類）

電気保安協会全国連絡会

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

日揮株式会社

http://www.jgc.co.jp/
http://www.n-koei.co.jp/
http://www.jmac.co.jp/special/energy/

株式会社ポリテック・エイディディ

http://www.polyadd.co.jp

株式会社ミチクリエイティブシティデザイナーズ

http://www.michi-city.com/

株式会社安藤・間

http://www.ad-hzm.co.jp

株式会社大林組

http://www.obayashi.co.jp/

鹿島建設株式会社

http://www.kajima.co.jp/welcome-j.html

清水建設株式会社

http://www.shimz.co.jp/

大和リース株式会社

http://www.daiwalease.co.jp

株式会社竹中工務店

http://www.takenaka.co.jp/

東レ建設株式会社

http://www.toray-tcc.co.jp

トヨタホーム株式会社

http://www.toyotahome.co.jp/

西松建設株式会社

http://www.nishimatsu.co.jp/

三井住友建設株式会社

http://www.smcon.co.jp/

株式会社関電工

http://www.kandenko.co.jp/

株式会社きんでん

http://www.kinden.co.jp/index.html

ジョンソンコントロールズ株式会社

http://www.johnsoncontrols.co.jp/be

新日本空調株式会社

http://www.snk.co.jp/

住友電設株式会社

http://www.sem.co.jp

ダイダン株式会社

http://www.daidan.co.jp/

中部テラーサービス有限会社

http://www.c-terra.co.jp/

日本電技株式会社

http://www.nihondengi.co.jp/

一般社団法人日本電設工業協会

http://www.jeca.or.jp/

菱機工業株式会社

http://www.ryokikogyo.co.jp/

株式会社エネット

http://www.ennet.co.jp/

関西電力株式会社

http://www.kepco.co.jp/

九州電力株式会社

http://www.kyuden.co.jp/

中部電力株式会社

http://www.chuden.co.jp/

電気事業連合会

http://fep.fepc.or.jp

東京電力ホールディングス株式会社

http://www.tepco.co.jp/index-j.html

大阪ガス株式会社

http://www.osakagas.co.jp/index.html

静岡ガス株式会社

http://www.shizuokagas.co.jp/

東京ガス株式会社

http://www.tokyo-gas.co.jp/

東邦ガス株式会社

http://www.tohogas.co.jp/

東京都水道局

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/

株式会社NTTファシリティーズ

http://www.ntt-f.co.jp/

一般財団法人日本品質保証機構

http://www.jqa.jp/

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会

http://www.jria.or.jp/HP/index.htm

一般社団法人情報通信技術委員会

http://www.ttc.or.jp/

一般社団法人スマートプロジェクト

http://www.smartproject.jp/

一般社団法人電気学会

http://www.iee.or.jp/

一般社団法人日本ガス協会

http://www.gas.or.jp/

特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会

http://www.nichijuken.org/

株式会社住化分析センター

http://www.scas.co.jp/

株式会社野村総合研究所

http://www.nri.co.jp

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

http://www.jtbcom.co.jp/

伊藤忠商事株式会社

http://www.itochu.co.jp/

住友商事株式会社

http://www.sumitomocorp.co.jp/

双日株式会社

http://www.sojitz.com/jp/

電機資材株式会社

http://www.denshi.co.jp/

東京産業株式会社

http://www.tscom.co.jp/

54機械器具卸売業

中西電機工業株式会社

http://www.ne-nakanet.co.jp/

55その他の卸売業

豊田通商株式会社

http://www.toyota-tsusho.com/

愛知工業大学

http://www.ait.ac.jp/index.html

国立大学法人大阪大学

http://www.osaka-u.ac.jp/ja

公立大学法人滋賀県立大学

http://www.usp.ac.jp/japanese/index.html

星城大学

http://www.seijoh-u.ac.jp

早稲田大学

http://www.waseda.jp/tlo/index.html

独立行政法人情報処理推進機構

http://www.ipa.go.jp/

08設備工事業

33電気業

F電気・ガス・熱供給・水道業

34ガス業

36水道業
92その他の事業サービス業

93政治・経済・文化団体

95その他のサービス業

50各種商品卸売業
I卸売業，小売業

S公務（他に分類されるものを除く）

http://www.jet.or.jp/

株式会社日本能率協会コンサルティング

D建設業

O教育，学習支援業

ホームページURL

一般財団法人電気安全環境研究所

74技術サービス業（他に分類されないもの） 日本工営株式会社

06総合工事業

Rサービス業（他に分類されないもの）

会社名・団体名

275 企業・団体
平成28年12月01日現在

81学校教育

97国家公務

スマートコミュニティ・アライアンス 会員一覧
業種（大分類）

業種（中分類）
97国家公務

会社名・団体名
独立行政法人製品評価技術基盤機構

275 企業・団体
平成28年12月01日現在
ホームページURL
http://www.nite.go.jp/

軽井沢町
S公務（他に分類されるものを除く）

J金融業，保険業

98地方公務

62銀行業

K不動産業，物品賃貸業 68不動産取引業

Zその他

100その他

神戸市

http://www.kobe-investment.jp

公益財団法人東京都中小企業振興公社

http://www.tokyo-kosha.or.jp/

福岡県

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

北海道

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm

株式会社国際協力銀行

http://www.jbic.go.jp/ja

株式会社みずほ銀行

http://www.mizuhocbk.co.jp/index.html

野村不動産株式会社

http://www.nomura-re.co.jp/

特定非営利活動法人 ITS Japan

http://www.its-jp.org

アドソル日進株式会社

http://www.adniss.jp/

アビームコンサルティング株式会社

http://jp.abeam.com//

株式会社インプレス

http://www.impress.co.jp/

一般社団法人エコーネットコンソーシアム

http://echonet.jp/

株式会社NTTデータ経営研究所

http://www.keieiken.co.jp/

株式会社NTTドコモ

http://www.nttdocomo.co.jp/

一般社団法人海外コンサルタンツ協会（ECFA）

http://www.ecfa.or.jp/japanese/index.html

神奈川工科大学

http://sh-center.org/

基準認証イノベーション技術研究組合

http://is-inotek.or.jp

慶應義塾大学SFC研究所

http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/index.html

京葉瓦斯株式会社

http://www.keiyogas.co.jp/

一般社団法人建築設備技術者協会

http://www.jabmee.or.jp

光陽電気工事株式会社

http://www.koyonet.com

一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター

http://www.ace.or.jp/

株式会社コロナ

http://www.corona.co.jp

株式会社サイバーディフェンス研究所

http://www.cyberdefense.jp/

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

http://www.jfe-eng.co.jp/

株式会社ＪＥＣＣ

http://www.jecc.com/

一般社団法人新エネルギー導入促進協議会

http://www.nepc.or.jp/

世界省エネルギー等ビジネス推進協議会

http://www.jase-w.eccj.or.jp

積水ハウス株式会社

http://www.sekisuihouse.co.jp/

ゼネラルヒートポンプ工業株式会社

http://www.zeneral.co.jp/

ソフトバンクモバイル株式会社

http://www.softbankmobile.co.jp/

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

http://www.sjnk.co.jp/

株式会社ダイヘン

http://www.daihen.co.jp/

一般社団法人太陽光発電協会

http://www.jpea.gr.jp

大和ハウス工業株式会社

http://www.daiwahouse.co.jp

タキゲン製造株式会社

http://www.takigen.co.jp

一般社団法人地域資源循環システム協会

http://www.rrr.or.jp/

dSPACE Japan 株式会社

http://www.dspace.de/ja/jpn/home.cfm

テュフラインランドジャパン株式会社

http://www.jpn.tuv.com

株式会社デルフィス

http://www.delphys.co.jp/

一般社団法人電池工業会
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 http://www.tokyogas-es.co.jp/

東京コンピュータサービス株式会社

http://www.tcs-ipnet.co.jp/

公益財団法人東京財団

http://www.tkfd.or.jp

国立大学法人東京大学

http://www.mlab.t.u-tokyo.ac.jp

同志社大学
東芝デジタルフロンティア株式会社

http://www.toshiba-tdf.co.jp/

ＴＯＴＯ株式会社

http://www.toto.co.jp/

長崎県

http://www.pref.nagasaki.jp/shoukou/index.php#p010

株式会社成羽

http://www.nariwa.co.jp/

ニシム電子工業株式会社

http://www.nishimu.co.jp/

株式会社日刊工業新聞社

http://www.nikkan.co.jp/

日新電機工作株式会社

http://www.ndk-group.co.jp

日本高圧電気株式会社

http://www.nkeco.co.jp/

株式会社日本政策投資銀行

http://www.dbj.jp/

日本電信電話株式会社（ＮＴＴ）

http://www.ntt.co.jp/

一般社団法人日本ガス石油機器工業会

http://www.jgka.or.jp

一般財団法人日本規格協会

http://www.jsa.or.jp/default.asp

公益社団法人日本交通計画協会

http://www.jtpa.or.jp/

一般社団法人日本自動車工業会

スマートコミュニティ・アライアンス 会員一覧
業種（大分類）

業種（中分類）

会社名・団体名

275 企業・団体
平成28年12月01日現在
ホームページURL

株式会社日本設計

http://www.nihonsekkei.co.jp/

一般社団法人日本測量機器工業会

http://www.jsima.or.jp

日本電気計器検定所

http://www.jemic.go.jp

一般社団法人日本電気計測器工業会

http://www.jemima.or.jp/

株式会社日本ビジネスエンジニアリング

http://www.nbe.co.jp/

独立行政法人日本貿易振興機構

http://www.jetro.go.jp/indexj.html

独立行政法人日本貿易保険

http://www.nexi.go.jp

燃料電池実用化推進協議会

Zその他

100その他

パシフィックコンサルタンツ株式会社

http://www.pacific.co.jp/

株式会社ビジネスインテリジェンスネットワーク

http://www.binet.co.jp/

日立化成株式会社

http://www.hitachi-chem.co.jp/

日立造船株式会社

http://www.hitachizosen.co.jp/

株式会社フジクラ

http://www.fujikura.co.jp/

芙蓉総合リース株式会社

http://www.fgl.co.jp/

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス

http://bnef.com/japan/

一般社団法人プレハブ建築協会

http://www.purekyo.or.jp/

一般財団法人北陸経済研究所

http://www.hokukei.or.jp

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

http://www.jaist.ac.jp/

本田技研工業株式会社

http://www.honda.co.jp/

株式会社本田技術研究所

http://www.honda.co.jp/

ミサワホーム株式会社

http://www.misawa.co.jp/

株式会社三井物産戦略研究所

http://mitsui.mgssi.com/

株式会社URリンケージ

http://www.urlk.co.jp/

株式会社UL Japan

http://ul.com/jp

株式会社ライフネット

http://www.kk-life.net/

リードエグジビションジャパン株式会社

http://www.smartgridexpo.jp/

特定非営利活動法人LONMARK JAPAN

http://www.lmjapan.org/

