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カテゴリー：大気・土壌・水環境  

膜処理浄水装置 
社名 株式会社エイアイティ TEL 03-3967-3251 

所在地 東京都板橋区志村 2-11-19 URL www.hydropure.co.jp 
 

製品・サービスの紹介 

0.0001μ の超微細膜フィル

ターにより細菌類、ウイルス、

化学物質、放射性物質まで高

率除去が可能。 飲料不可な

あらゆる原水から「飲料用」

「生活水用」に安心、安全な

水を製造する技術です。 弊

社の製品は小型～大型までこ

のフィルターをメインフィル

ターとした製品です。 

 
製品・サービスの詳細 
 原水は水道水、地下水、河

川、海水まで対応可能理量 

 処理能力は機種により毎時

5～ 1,500 リットル以上

    

 

 

 

カテゴリー：大気・土壌・水環境 

遠心分離プレフィルター「マルチサイクロン」 
社名 MDI 株式会社 TEL 044-201-6822 

所在地 神奈川県川崎市川崎区浅田 3-12-10 URL www.mdirect.jp 
 

製品・サービスの紹介 

排熱回収を主とした熱交換器の専門会社が、排熱回

収する際に水に含まれる汚れを除去するために採

用し始めました遠心分離プレフィルターです。クー

リングタワー循環水 15%だけを「マルチサイクロン」

で汚れ除去することにより、ブロー排水を 50％減少

させることが可能となり、維持管理費の削減をする

ことが可能となります。 

 

製品・サービスの詳細 
サイクロン掃除機と同様の遠心分離方式原理によ

る比重差がある汚れを除去し続けます。また、その

分離した異物を洗い流すためのドレン水量も１５

リットル程度で作業完了します。フィルターが無い

ため、交換部品やポンプを停止する必要はありませ

ん。 

 

製品能力：  汚れが固形物であり、そのサイズが 2mm～20 ミクロンの物を除去することが可能です。

 （比重 1.5kg/L 以上が対象となります。) 

耐用期間等： 半永久的に使用可能です。 

 

  

VT-2     きゃりーぴゅあぴゅあ 2      緊急災害時用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理水量や用途に合わせてラインナップを用

意しております。 



 

2 

 

カテゴリー：大気・土壌・水環境 

楕円板型固液分離装置 (スリットセーバー） 
社名 株式会社研電社 TEL 0853-28-1818 

所在地 島根県出雲市長浜町 1372−15 URL http://www.kendensha.co.jp 
 

製品・サービスの紹介 

・ 逆洗浄不要：連続配置された楕円板がスリ

ット間を回転することにより、連続的に原液

の固液分離とセルフクリーニングを同時に

行います。安定した処理能力：スクリーン部

をクリーニングすることで目詰まりによる

処理能力の低下を招きません。 

・ 大きな搬送能力：楕円板群の回転により、分

離された固形物の搬送を自動的に行います。 

・ メンテナス：シンプルな構造のため、メンテ

ナスも容易です。 

 

製品・サービスの詳細 
仕様 

SS-2.56: 汚泥処理量 20kg-dS/h、外寸 W359-

L636-H174 、重量 約 45kg  

SS-1212: 汚泥処理量 310kg-dS/h、外寸 W1560-L1450-H465、重量約 600kg 

         

耐用期間等：  

稼働時間 8h×20day×12 月×3年＝5760 h 

 

 

 

カテゴリー：大気・土壌・水環境  

BCS（バイオ接触酸化法） 
社名 第一環境アクア株式会社 TEL 03-6277-7620 

所在地 
東京都港区赤坂二丁目 2 番-12 号 NBF

赤坂山王スクエア 8F 
URL http://www.daiichikankyo-aqua.com 

 

製品・サービスの紹介 

1. ≪水槽容量≫3 分の 2 以下とコ

ンパクト設計で導入コストが低

減できます 

2. 処理プロセスにおいて≪臭気≫

が殆ど出ないため、大規模な脱

臭装置は必要ありません 

3. 活性汚泥に依存しないため≪余

剰汚泥の処分は必要なく≫、維

持管理コストが低減できます 

4. シンプルな処理工程のため≪維

持管理費≫が 2 分の 1 以下とな

ります 

5. BCS 処理後の後段に≪中水設備

を設ける≫ことも可能です 

 
製品・サービスの詳細 
厨房排水の性状、濃度、グリストラップなどの簡易前処理器具の有無、設置面積や深さ等を確認させて

頂き、適切かつ導入コスト及び維持管理コストが抑えた厨房除害システムを提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

濃縮仕様      脱水仕様 
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カテゴリー：大気・土壌・水環境  

TBM厨房排水総合管理サービス 
社名 株式会社ティービーエム TEL 042-347-9671（代表） 

所在地 埼玉県所沢市三ヶ島 5-1586 URL http://kankichikun.com 
 

製品・サービスの紹介 

浮上油脂リスク、詰まりリスクの高い店舗に対し、最適な排水管理サービスを通して “店舗が営業に集

中できる体制を築く”ことが目的です 

 ①突発的な詰まり事故を未然に防ぐ 

 ②人手不足＆少子高齢化に対応し、スタッフの作業負担を軽減する 

 ③緊急対応コストの抑制＆清掃作業効率化 

 
サービスのキーワード 
・SDGs、食品リサイクル率、配管詰まり未然防止、・IoT管理による人手不足解消 

 

 

カテゴリー：大気・土壌・水環境     

移動式浄水装置「モバイルシフォンタンク」 
社名 日本原料株式会社 TEL 044-222-5555 

所在地 神奈川県川崎市川崎区東田町 1-2 URL http://www.genryo.co.jp/index.html 
 

製品・サービスの紹介 

幅広い水を原水として、飲料水を造水する浄水装置。 

■特許「シフォン洗浄」機能によりろ過材交換が不要、

維持管理コストが抑えられる。 

■ろ過材は常に清浄な状態に維持され、安定した水質

と浄水能力が維持される。 

■可搬式のため災害時に被災地に移動でき、災害復旧

支援が可能。 

■トラックに発電機と周辺機器を装備した「移動でき

る浄水場」として機能する。   

   

製品・サービスの詳細 
シフォンタンク、薬品注入装置（凝集剤、消毒剤）、面

前配管、制御盤を一体化したユニットタイプ 

※3相 200V電源を使用 

※重金属等を含有した原水、海水の処理は不可。 

ラインナップ： φ260～φ2200 まで 9タイプ 11機種 

処理量： 12m3/日～870m3/日 

フィルターは高機能ろ過材を使用。原水濁度が 150度程度でも処理可能。 

耐用期間等： 機械装置 15年、ろ過材 30年 
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カテゴリー：大気・土壌・水環境      

ダブルクリーンろ過装置 
社名 日本スレッド株式会社 TEL 03-6759-9461 

所在地 
東京都港区愛宕１－６－８ 小西ビル

２Ｆ 
URL http://www.reterra.jp 

 

製品・サービスの紹介 

4つの天然現象を利用した「独創的なモジュール」と逆洗可能な「糸巻フィル

ター」を使ったろ過技術を開発。 

自然の力を利用したモジュールが前処理の役割をはたし、高精度で高流束を

実現しました。新開発の糸巻きフィルター（公称目開き２．０㎛）の耐久性は

約１０年でランニングコストの低減化に成功しました。 

浸漬型のろ過方法により「上下水道」、「排水」、「バラスト水」などの液体のろ

過に威力を発揮します。 

 
製品・サービスの詳細 
 ﾓｼﾞｭｰﾙ 1本の大きさは 長さ７５０ｍｍ×直径７０ｍｍ 

 ﾓｼﾞｭｰﾙ 10本(1 ﾕﾆｯﾄ）の大きさは幅 120ｍｍ×横 1,500ｍｍ×高さ 950ｍｍ 

 ﾓｼﾞｭｰﾙ１本の処理量は １０ｍ３/日（精製水の場合） 

 ﾓｼﾞｭｰﾙ以外の装置は  制御盤、ポンプ、電磁弁、圧力タンク程度 

   

処理量：１０ｍ３/日～➡要望に応じモジュールを増設すれば無限大。 

フィルターは０．５㎛～２．０㎛までが糸巻き製、２．０㎛～は織布製。 

耐用期間等：モジュール：２０年（塩ビ製の場合）、３０年（アルミ製の場合） 

フィルター：５年（織布）、８年（糸巻）＊水質・使用状況による  

留意事項： 水道技術研究センターの認定については２０１９年取得予定 

 

 

 

カテゴリー：大気・土壌・水環境      

自転車一体型浄水装置 
社名 日本ベーシック株式会社 TEL 044-754-2892 

所在地 
川崎市中原区上小田中２－４２－３－

３０１ 
URL www.nipponbasic.ecnet.jp/ 

 

製品・サービスの紹介 

①１ミクロン以上の異物を除去するプレフィルタ

ー②農薬や臭いを除去するハイブリッド活性炭フ

ィルター③細菌を通さない精密ろ過膜（MF）フィル

ターの３種類を搭載し、自転車を止めて漕ぐだけで

プールや河川などから水を汲み上げ毎分５～６リ

ットルの無菌で安全な飲料水を造る装置です。 
 
製品・サービスの詳細 
サイズ：大人用自転車と同等   

重量：４７g   

   

 処理量： １時間で３００～３６０L（１５０人～１

８０人分/日）    

耐用期間等： １０年以上（但し、使用したフィルターは交換が必要）    

留意事項：海水中の塩分は除去できません。      

 海水淡水化装置は別途 Desaliclean として製造販売中 

 

  

 

自転車一体型浄水「ニューシクロクリーン」 
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カテゴリー：大気・土壌・水環境 

ヒ素除去用吸着剤 READ-As 
社名 株式会社日本海水 TEL 03-3256-8311 (代表) 

所在地 
東京都千代田区神田駿河台四丁目 2 番

地 5 御茶ノ水 NKビル 7階 
URL http://www.nihonkaisui.co.jp 

 

製品・サービスの紹介 

・他社吸着剤に比べ性能が高い。 

・ヒ素の価数関係なく処理が可能であ

る。 

・再生して繰り返し使用が可能であ

る。 

・飲料用途にも用いることが出来る。 

・日本国内にて多数の実績あり。 

製品・サービスの詳細 
・塔に充填し通液することでヒ素を環

境基準（0.01mg/L）以下に安定して

 処理可能  

・再生周期は濃度、通水量によって変

動 

・基本吸着剤量は時間当たりの処理水

量÷10 

・通常 7年で全量交換 

・再生ビジネスを行う場合、現地に拠

点設置が必要。 

 

サービスのキーワード 
排水処理、飲料化処理、ヒ素、コンパ

クト、高度処理  

READ-As吸着剤 簡易ヒ素処理装置 

湧水ヒ素処理装置（大型装置） 

 

カテゴリー：大気・土壌・水環境       

ウォータージェット工法による業務 
社名 フジクス株式会社 TEL 044-245-0822 

所在地 神奈川県川崎市川崎区貝塚 1-8-2 URL http://www.fujiks.com/ 
 

製品・サービスの紹介 

排水管内をノズルとホースが

下階から上階に向かって洗浄

し、枝分かれしている排水管は

音や汚れを作業者が聞き分け、

見分け、ホースを挿入する。 

 

サービスのキーワード 
上向き振分け技法 
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カテゴリー：廃棄物・リサイクルビジネス      

環境関連機器 （VOC排ガス処理設備 GASTAK・上水処理設備オネストライマー） 
社名 株式会社クレハ環境 TEL 0246-63-1231 

所在地 福島県いわき市錦町四反田 30 URL http://www.kurekan.co.jp/ 
 

製品・サービスの紹介 

①GASTAK：クレハ独自技術の再利用可能な粒状活

性炭を吸着剤として用いた VOC/排ガス処理設備

です。排ガス中に含まれる有機溶剤の回収や、排

ガス中の有害・悪臭物質の除去を目的としていま

す。「クレハ球状活性炭」《G-BAC》は真球性の高い

高強度の活性炭で耐摩耗性や流動性に優れた特

長を有しています。 

②オネストライマー：水道事業体向け消石灰自動

溶解注入設備です。全国各地の浄水場に多くの導

入実績を有し、赤水防止だけでなく、水道配管等

の水道施設（浄水配水設備）の腐食防止により水

道設備・配管の延命化に寄与します。快適水質項

目であるランゲリア指数（水の腐食性の判定指標）の改善により、 安全でおいしい水を供給できます。 

 
製品・サービスの詳細 
①GASTAK： 処理風量～1,400m3/min レベルまで条件に応じたラインアップ 

②オネストライマー 水量：～500,000m3/日レベルまで消石灰注入量（目安）20mg/L 

 

 

 

カテゴリー：廃棄物・リサイクルビジネス     

2軸式破砕機 
社名 株式会社新居浜鐵工所 TEL 0562-48-2255 

所在地 愛知県大府市横根町惣作 208 URL http://www.niihama.co.jp 
 

製品・サービスの紹介 

 動力源は電動モーターであり、操作・メンテナンスは 

極めて簡単 

 2 台のギヤードモーターの出力を合成する強力ライオン

ドライブのため、小さなモーターで大きな破砕力を得る

ことが可能 

 インバータ仕様ならば、制御で瞬間的に 200%の破砕力を

発生可能 

 破砕刃は高炉メーカーと共同開発した強靭で耐久性の

高い特殊鋼を使用 

 破砕刃は現場で交換が可能な構造なため、保守・管理が

容易で低コスト 

 付帯設備（エプロンコンベア、ベルトコンベア、スクリ

ーン、押込装置など）も対応可能 

 
製品・サービスの詳細 
 破砕室の大きさ： 351×366 ㎜ ～ 1090×1914 ㎜ 

 モータ容量×使用台数： 3.7kW×1台 ～ 110kW×2台 

 破砕刃厚： 14.8㎜ ～ 90㎜ 

 

 

 

 
破砕機全容 

 
インバーター 

  
①GASTAK   ②オネストライマー 
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カテゴリー：廃棄物・リサイクルビジネス      

有機性廃棄物減容化装置『ミシマックス』 
社名 日本ミクニヤ株式会社 TEL 044-822-3928 

所在地 神奈川県川崎市高津区溝口 3-25-10 URL http://www.mikuniya.jp/ 
 

製品・サービスの紹介 

生ごみや汚泥などの有機性廃棄物を高温好気発酵を用

いて 90％以上減容化する製品です。特徴は木質チップを

充填させた発酵槽内の環境管理を行い、その土地にいる

常在菌を活性化させる点にあります。また、発酵熱によ

って水分も蒸発させることから、高い減容化率を実現さ

せています。 

なお、本製品では特殊な菌体を用いないことから環境に

やさしい製品であります。 

 
製品・サービスの詳細 
・ 型式： 

MK 50・・・横型 1600×2350×1440 

MK200・・・縦型 1800×1800×3082 

MK1000・・・円型 直径 4000×高さ 2000 

MK4000・・・プール型 サイズは可変（オーダーメ

イド） 

・ 価格：小規模事業者向けタイプ 550万円/台（別途レ

ンタル対応有り） 

・ 耐用期間等：15年 

 

 

 

カテゴリー：廃棄物・リサイクルビジネス       

ごみ焼却発電施設 

社名 日立造船株式会社 TEL 
03-6404-0800 （担当：東京本社 プラン

ト第二営業部） 

所在地 大阪市住之江区南港北 1 丁目 7 番 89号 URL http://www.hitachizosen.co.jp/ 
 

製品・サービスの紹介 

ごみを焼却することによって、衛生的に処

理すると同時に余熱をエネルギー源として

回収し、発電する技術です。当社は 50年以

上にわたりお客様の多様なニーズに応えて

きました。 

・ 日立造船グループ全世界で 900 以上の受

注実績 世界 No.1  

・ 世界最大級（5,000t/日）の受注実績 

 
製品・サービスの詳細 
ごみは火格子と呼ばれる燃焼装置で完全燃

焼され、灰として排出されます。焼却によ

る熱エネルギーはボイラで蒸気エネルギー

として回収され、タービン・発電機で電気に変わります。回収されたエネルギーは場内利用されるだけ

でなく、周辺施設への貴重なエネルギー源にもなっております。   

     

製品能力:  50-1000t/日・炉 

 （小型から大型の焼却炉の設計・施工が可能。最大 5,100t/日までの実績があり） 

コスト：  設計、調達、建設、試運転指導費用 

耐用期間等： 20～25年間以上 

 

  
（ストーカ式焼却炉 フロー） 
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カテゴリー：廃棄物・リサイクルビジネス    

流体を用いた寝具の開発・販売/太陽光発電プラントの開発・販売/ 

高温高圧の水を用いたごみ処理プラントの開発・販売 
社名 株式会社流体力学工房 TEL 050－1346－6853 

所在地 
川崎市川崎区南渡田町１－１京浜ビル

２階 
URL www.fldy.jp 

 

製品・サービスの紹介 
 
流体を用いた寝具の開発・販売 

太陽光発電プラントの開発・販売 

高温高圧の水を用いたごみ処理プラントの開発・販売 

 
製品・サービスの詳細 
 
従来のごみを燃焼させて処理するプラントでは、処理しにくいごみを燃焼させずに処理するプラントの

提案を行っています。ごみをエネルギーとして再利用もできます。 

 

 

カテゴリー：省エネ・エネルギーマネジメント   

無電極ランプ 
社名 株式会社ジェントルライティング TEL 044-811-3171 

所在地 神奈川県川崎市多摩区堰 1-15-30 URL http://www.g-lighting.co.jp 
 

製品・サービスの紹介 

水銀灯の代替品として、

長寿命、高効率です。チ

ラツキの原因となるパ

ルスを排除して、ノイズ

は医療機器対応まで下

げておりますので、環境

と人にやさしい照明で

す。 
 
製品・サービスの詳細 
製品能力：  

寿命が 10万時間と非常に長く、交換の手間が省けます。 

消費電力は水銀灯の約 50～65％削減。 

チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目も疲れにくい特徴があります。 

耐用期間等： 10万時間 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

無電極ランプ 
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カテゴリー：省エネ・エネルギーマネジメント     

木質バイオマスガス化発電システム＜Kuntchar  HGK150＞ 

社名 篠田株式会社 TEL 
（本社）058-214-3495  

（東京支店）03-6192-9175 

所在地 

（本社）岐阜県岐阜市竜田町２－２ 

（東京支店）東京都港区芝浦 2-8-14 第

2AK ビル 7 階 

URL http://www.gifu-shinoda.co.jp/ 

 

製品・サービスの紹介 

・ 木材チップを原材料とした小規模ガス化発電

方式 

・ 乾燥木材チップの必要量は年間 880ｔと少なく

て済み、110～150kg/h のチップ投入により電力

（150kW/h）および熱出力（265kWth/h）を生み

出します。 

 

製品・サービスの詳細 
システム一式（木質チップ乾燥投入装置、ガス化

炉、ガスフィルター、冷却器、ガスエンジン、排

ガス熱交換器、発電機）  

    

製品能力： 電気出力 100～150kW/h  

 熱出力 265kWth/h        

        

耐用期間等：エンジンや発電機等、定期的なメンテナンスのうえ、所定の運転時間毎に必要に応じて部

品交換などが必要。      

 

カテゴリー：省エネ・エネルギーマネジメント     

ボイラ熱源に関するサービス・コンサルタント業務の補助 
社名 株式会社日本サーモエナー TEL 03-6408-8251 

所在地 東京都港区白金台 3-2-10（白金台ビル） URL www.n-thermo.co.jp 
 

製品・サービスの紹介 

発展途上国における、省エネボイラへの変換に関するコンサルタントの補助 

 

製品・サービスのキーワード 
ボイラ・高効率ボイラ・ハイブリッドボイラシステム 
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カテゴリー：省エネ・エネルギーマネジメント 

電力回生型双方向電源装置 
社名 株式会社高砂製作所 TEL 044-833-2431 (代表) 

所在地 神奈川県川崎市高津区溝口 1-24-16 URL http://www.takasago-ss.co.jp 
 

製品・サービスの紹介 

PV模擬、蓄電池模擬、また蓄電池の充放電試験

に使用できます。畜電池などの放電試験を行う

際、弊社電力回生技術により、電力の再利用を

行い工場内でエネルギーを有効に活用してグリ

ーン工場の実現に貢献します。 

 

製品・サービスの詳細 
電力容量：10kW（機器を増設することで、200kW

まで対応可能） 

電力効率：85%以上 

 

サービスのキーワード 
電力回生技術、双方向電力制御技術  

 

 

カテゴリー：エコプロダクツ/環境マテリアル・素材    

自然へのサプリメント「KAORI CLEAN」「KAORI COAT」 
社名 KAORI INTERNATIONAL JAPAN 株式会社 TEL 044-222-5332（代表） 

所在地 神奈川県川崎市川崎区港町 5-3-521 URL http://kaori-international.co.jp 
 

製品・サービスの紹介 
KAORI CLEANは、自然環境の保護や浄化を目的とした「水へのサプリメント」です。あらゆる汚染水に対

応し、低コストだけでなく天然鉱物を主原料とした環境に優しい成分効果が特徴です。 

KAORI COAT カオリコートは、あらゆる土壌汚染に対応し、低コストだけでなく悪臭・有害物質等を封じ

込めて自然環境を重視した画期的な「土へのサプリメント」です。 

 

①KAORI CLEAN (汚れた水を美しくする、水へのサプリ

メント)  参考システムと作用 

②KAORI COAT (汚れた土を蘇る、土へのサ

プリメント)  参考特徴 

サービスのキーワード 
凝集剤、土壌改良剤 

 

  

 

《電力回生型双方向直流電源装置 RZ-X》 
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カテゴリー：エコプロダクツ/環境マテリアル・素材    

再生プラスチックボード「ＮＦボード®」 
社名 ＪＦＥプラリソース株式会社 TEL 044-299-5193 

所在地 川崎市川崎区水江町５番地１ URL http://www.jfe-plr.co.jp/ 
 

製品・サービスの紹介 

各家庭より排出される使用済みプラスチ

ックを原料とした再生プラスチックボー

ド 

 
製品・サービスの詳細 
仕様 

【NF12】 寸法：600mm×1800mm、厚み：12mm、

重量：9.5kg、100枚/梱包 

【NF 4】 寸法：600mm×1800mm、厚み：4mm、

重量：4.0kg、200枚/ﾊﾟﾚｯﾄ 

 

用途 

 畜産 →耐菌増殖性、耐水性、耐薬品性、

洗浄性に優れる 

 型枠 →耐腐食性、剥離性が良く転用が

容易で経済性と環境性に優れる 

 その他→耐摩耗性、断熱性、防音性、施

工性に優れる 

 

 

カテゴリー：エコプロダクツ/環境マテリアル・素材    

高透明遮熱フィルム「X-3シリーズ」 
社名 株式会社総商 TEL 044-788-8521 

所在地 川崎市高津区野川 3895 番地 URL http;//www.soushow.co.jp/ 
 

製品・サービスの紹介 

窓ガラスに貼付するこ

とで、窓辺の太陽熱のジ

リジリ感を大幅に低減

させ、快適性をアップさ

せるばかりでなく、冷房

効率の向上、省エネ・ピ

ークカットやCO2の排出

削減が期待できます。 

 
 
 
製品・サービスの詳細 
製品能力： 環境省が進める環境技術実証事業の結果では東京都の夏季（6～9月）の空調エネルギー使

用量は住宅で約 24%オフィスでは約 6%の削減となりました。 

耐用期間等： 保証期間は施工日より 3年間   
 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

再生プラスチックボード 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜畜産用途＞      ＜型枠用途＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

X-3フィルム構造            施工風景 
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カテゴリー：エコプロダクツ/環境マテリアル・素材   

植物由来バイオプラスチックＵＮＩ-ＰＥＬＥ 
社名 株式会社ユニオン産業 TEL 044-755-1107（代表） 

所在地 神奈川県川崎市中原区井田杉山町 2-3 URL http://kankichikun.com 
 

製品・サービスの紹介 
材質：竹粉配合し含抗菌樹脂（ＵＮＩ-ＰＥＬＥ）50％以上有機物配合 

◎抗菌効果：O-157抑制  ◎耐熱温度：-40～140℃  ◎食品衛生法規格適合   

◎電子レンジ OK  ◎食洗器 OK 

・焼却した場合、燃焼カロリーが低く、有害物質であるダ

イオキシンの発生を抑え、CO2を 40%以上削減 

・独自の製造方法による、高い抗菌性。大腸菌 O-157、黄

色ブドウ球菌・カビの増殖を抑制する。 

・食品衛生法を取得しているので、食器・食品を扱うアイ

テムに使用可能。耐熱温度 -40℃～+140℃ 

・独自の配合及びペレタイジング技術により、通常のプラ

スチック成形機での成形加工が可能。   

 

サービスのキーワード 

植物原料を使用した環境にやさしい製品 

 

 

カテゴリー：情報通信・IoT       

GeoConic／GeoCloud 
社名 株式会社インフォマティクス TEL 044-520-0850 

所在地 
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミュ

ーザ川崎セントラルタワー27F 
URL http://www.informatix.co.jp/ 

 

製品・サービスの紹介 

「GeoConic（ジオコニック）」「GeoCloud（ジオクラウド）」は、

お客様の利用用途や 環境に応じた業務アプリケーションの

構築を支援する、強力かつ柔軟な GIS エンジンです。 

 

製品・サービスの詳細 
■高パフォーマンス 

用途に応じて効率的にデータを負荷分散する構造を装備。高

速な地図表示、快適な操作性を実現 

■クロスプラットフォーム 

Windows、Linux、Mac OS、UNIX、モバイル OSなどに対応 

■さまざまな利用形態に対応 

スタンドアロンをはじめ、クライアント/サーバー、クラウド、モバイル端末などの利用まで柔軟に対応 

■豊富な機能 

地図操作、作図・編集、印刷から検索、分析、空間情報解析、3D表示まで、充実した機能を装備 

■柔軟なシステム開発 

API により、地図の表現、注記、ルート検索などさまざまな機能をカスタマイズ可能 

■充実のラインナップ 

API を提供するコアエンジンから豊富なインタフェースを持つ基本アプリケーションまで、さまざまな

ラインナップを用意 
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カテゴリー：情報通信・IoT    

IoT向けデータ収集端末システム 

社名 
株式会社デバイス＆システム・プラット

フォーム開発センター 
TEL 044-201-9030 

所在地 
川崎市幸区堀川町 580 番地 ソリッド

スクエア東館 10階 
URL http://www.dsp-c.co.jp/ 

 

製品・サービスの紹介 

振動センサを基にした IoT データ

収集端末システムによりモータな

どの回転機器の稼働状況をモニタ

リングし、故障や異常を事前に予

測（健全性診断）します。これに

より、設備や機器のメンテナンス

費用の削減に貢献します。 

また、弊社では、振動エネルギー

を利用した発電技術（エネルギー

ハーベスティング技術）の開発を

進めており、これにより電池交換

を不要とし、メンテナンスの容易

化、省エネ化へ貢献します。 

 

製品・サービスの詳細 
振動センサ、無線モジュール、MCU、バッテリを一体化した IoT向けデータ収集端末システム（製品名：

Vibnexus） 

 

 

カテゴリー：コンサルタント    

海外展開・事業開発 
社名 株式会社イースクエア TEL 03-5777-6730（代表） 

所在地 
東京都港区西新橋 3-23-12 第二山内ビ

ル 
URL http://e-squareinc.com 

 

製品・サービスの紹介 

1．公的機関向け企画書作成・プロジェクト実施 

企業が海外展開する際に活用できる JICA等の

公的機関の支援策への企画書作成・調査の実

行を支援しています。本サービスでは、企業様

のご要望に合わせて、右図の流れに沿って支

援を実施しています。その他、以下のサービス

もご提供いたします。 

2．海外視察・市場調査 

アジア、アフリカにある現地ネットワークと、サステナビリティ分野における企業支援の実績を活かし、

現地視察、市場調査、現地ステークホルダーとのダイアログ等を通じた事業機会の発掘支援を行います。 

3．フィージビリティ・スタディの実施 

アジア、アフリカにある現地ネットワークを活用し、フィージビリティ・スタディ（事業の実現可能性

調査）の実施、フィージビリティ・スタディレポート作成等の支援を実施しています。 

4．BOP ビジネス・新規事業の立ち上げ 

新興国・開発途上国を対象に、新規事業の立ち上げを支援しています。具体的には、以下のサービスを

提供しています。 

サービスのキーワード 
海外展開・事業開発 
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カテゴリー：コンサルタント     

国内企業の海外展開に関するサービス・コンサルタント業務 
社名 株式会社オリエンタルコンサルタンツ TEL 03-6311-7851 

所在地 
東京都渋谷区本町 3-12-1 住友不動産

西新宿ビル６号館 
URL http://www.oriconsul.co.jp/ 

 

製品・サービスの紹介 

国内外の様々なプロジェクトにおいて、上流（企

画・調査・設計）から下流（実施・運営・保全）に

いたるあらゆる場面で、そのプロジェクトを実現

するためのコンサルティングサービスを提供 

 
製品・サービスのキーワード 
コンサルタント／交通／環境／景観／観光／事業

経営／道路／橋梁／トンネル／防災／河川／港湾

／上下水道 

カテゴリー：コンサルタント    

総合開発コンサルティング業務 

社名 
株式会社オリエンタルコンサルタンツ

グローバル 
TEL 03-6311-7570 (代表) 

所在地 
東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号 

東京オペラシティタワー9F 
URL http://ww2.ocglobal.jp 

 

製品・サービスの紹介 

海外事業・プロジェクトの①組成（事業構築、初

期調査）、②計画（開発マスタープラン形成、F/S）、

③設計（基礎・詳細設計、仕様作成及び入札図書

作成、運用計画策定等）、④実施（入札補助、施工

管理、検査・試運転、人材育成（教育・研修））、

⑤評価及び運用維持管理に至るすべてのサイク

ルを対象としたコンサルティングサービスを提

供します。 

製品・サービスの詳細 

以下を含む各分野において、4500 件以上のプロジェクトを実施。ODA、各

国政府・国際 機関等の資金を活用した、61年間にわたるコンサルティン

グ事業実績を有します。併せて、 新興国／発展途上国における開発課題を

解決する優れた技術・製品を持つ本邦中小企業の海外展開支援に係る豊富

な実績を有します。（近年では、マレーシア、インドネシア、カンボジア、

ベトナム、タイ、インド、ミャンマー等への展開を支援） 

交通計画/道路交通/軌道交通/空港/港湾/農業・農村開発/水資源/スマートコミュニティ/環境管理/上下水、廃棄

物、環境/エネルギー/平和構築/防災・国土保全/都市・地域計画/観光開発/建築 

サービスのキーワード 
・あらゆるセクターを包括した総合的なサービスの提供 

・まだ見えない課題や将来の理想的な姿を考え、プロアクティブに新しい価値や方向性、ビジョンを創造 

・多くのステークホルダーを巻き込みながら、人々を共鳴させ、プロジェクトを実現 
 

 
デリー地下鉄 

 
マレーシア国クアラルンプー

ル国際空港ターミナル 

 
マレーシア国タイピン市への

電動バス（EV）導入：JICA

中小企業支援事業を活用 

 

(株)オリエンタルコンサルタンツ（ＯＣ）

(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル（OCG）では、中

小企業の海外展開において、各在外事務所のバックアップ体制

も含め、支援を致します。

◆ＪＩＣＡ中小企業海外展開支援事業の展開

例

ＯＣ、ＯＣＧは、グローバル・コンサルタントとして45年の

間に150カ国にわたる各種プロジェクトの実績を有し、現在

10カ所の在外事務所を拠点に各種プロジェクトを展開してい

ます。
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カテゴリー：コンサルタント     

途上国における調査・計画等に関するコンサルタントサービス 

社名 
片平エンジニアリング・インターナショ

ナル株式会社 
TEL 03-6280-3500（代表） 

所在地 東京都中央区新富町１丁目１４番１号 URL http://www.katahira.com/company/ 
 

製品・サービスの紹介 

途上国は数々の課題を抱えています。これら課題への解決策を提案しつつ、途上国の継続的な発展を途

上国政府と共に計画し、プロジェクトを実施していくことが特徴のサービスです。 

 

近年では、日本の民間企業の活用が期待さ

れており、日本企業と途上国の組織間の関

係を Win-Win にできるようアイディアを

出すこともサービスの一環となっていま

す。 

 

サービスのキーワード 
道路、橋梁、交通・運輸政策、地域開発、

鉄道、バス高速輸送システム、空港・港湾、

環境、ICT、フィリピン、ベトナム、ラオ

ス、バングラデシュ、東ティモール、カン

ボジア、スリランカ、ケニア 

橋梁の施工管理 途上国での環境測定 

 参加型ワークショップ開催 パイロット事業実施 

 

カテゴリー：コンサルタント    

途上国における調査等に関するサービス・コンサルタント業務 
社名 株式会社建設技研インターナショナル TEL 03-3638-2575 

所在地 
東京都江東区亀戸 2-25-14 立花アネ

ックスビル 
URL https://www.ctii.co.jp/ 

 

製品・サービスの紹介 

海外のインフラ整備・社会環境整備に係わる調査・計画・設計・

施工監理・プロジェクトマネジメント業務 

 

（水質環境計画、廃棄物管理計画、気候変動対策、省エネ・再生

可能エネルギー、環境アセスメント、治水計画、都市排水計画、

水資源管理計画、下水道整備計画、道路計画、河川構造計画、ダ

ム構造計画、道路構造計画、橋梁構造計画、参加型開発、組織制

度調査、社会経済調査、など） 

 
製品・サービスの詳細 
建設技研インターナショナル（CTII）は、日本で最初の建設コ

ンサルタントとして誕生した建設技術研究所（東証 1 部）によ

り、国際業務を専業にする戦略子会社として設立されました。

CTII はこれまで世界 81 ヶ国において、計 641 のプロジェクト

を実施してきており、現在７ヶ国に連絡事務所をおいています。

また親会社は、中国およびミャンマーに子会社を有しています。

当社は、政府開発援助（ODA)におけるコンサルティングサービ

スを中心に、各種公募事業における提案書作成、共同実施、経

理処理などのサービスを行っています。 
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カテゴリー：コンサルタント    

国際業務関連の金融・サービス 
社名 東京センチュリー株式会社 TEL 03-5209-7438 

所在地 
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町

3 富士ソフトビル 
URL www.tokyocentury.co.jp 

 

製品・サービスの紹介 
下記サービスは国際関連のものです。国内関連については弊社 HPをご参照ください。 

製品・サービスの詳細：アセアンでの取組例 

 

カテゴリー：コンサルタント     

JICA中小企業海外展開支援事業に関するコンサルタント業務 

社名 有限責任監査法人トーマツ TEL 

03-6213-1251（代表） 

リスクアドバイザリー パブリックセクタ

ーODA・インフラビジネス戦略チーム 

所在地 
東京都港区港南 2-15-3 品川インター

シティ C棟 
URL www.deloitte.com/jp 

 

製品・サービスの紹介 

途上国の開発上の課題解決に資する製品・技術

を有する中小企業に向けた、JICA海外展開支援

スキームへの提案書作成および採択された後の

事業実施を支援いたします。 

官公庁委託事業の経験を活かして JICA 事業を

円滑に実施するのみならず、デロイトのプロフ

ェッショナルとしての知見を活用し、JICA事業

終了後のビジネスモデルの検討や規制対応、現

地拠点の設立手続きや内部管理体制の構築等

の、海外展開にあたって必要な各種サービスを

提供いたします。 

 
サービスのキーワード 
途上国事情や ODA 事業、ビジネス展開に精通し

たプロフェッショナルによる多様なサービス 

 

 



 

17 

 

カテゴリー：コンサルタント     

海外展開支援サービス（貿易、調査、コンサルティング） 
社名 日本テピア株式会社 TEL 03-6721-5505 

所在地 
東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラス

トタワー31F 
URL http://www.tepia.co.jp/ 

 

製品・サービスの紹介 

１．貿易サービス   

日本テピアの理念である「アジアの繁

栄」に寄与する商品、商材を取扱い、中

国・ASEAN・南西アジアを含むアジア全域

において、取引先の開拓から取引交渉、

輸出入実務代行までトータルソリュー

ションを提供します。 

 

２．コンサルティング・シンクタンクサ

ービス 

環境・水・エネルギー分野を中心とした

情報リサーチ、事業戦略立案支援、現地

拠点経営支援等のサービスを提供しま

す。   

    

製品・サービスのキーワード 
環境、省エネルギー、再生可能エネルギ

ー、水、廃棄物、気候変動／中国、ベトナム、タイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム工業団地の排水処理場 

 

 

 
 

 

中国から輸入し、日本国内で販売

する産業用太陽光発電所向け架台 






