
事業者名 事業概要

1 大洋産業株式会社 配管工事・鋼構造物工事の施工、検査機器・搬送機器・水処理装置等の設
計・開発・製造・据付・調整等

2 日立造船株式会社 環境プラント等の設計・製作

3 阪神動力機械株式会社 河川施設用機器・歯車減速機・水処理設備用機器・産業設備用機器の提供

4 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究、コンサルティング

5 株式会社サティスファクトリー 廃棄物マネジメント、太陽光発電事業の実施

6 八千代エンジニヤリング株式会社 建設コンサルティング

7 野村興産株式会社 廃乾電池・廃蛍光灯・水銀含有廃棄物の処理・処分リサイクル

8 日本テピア株式会社 調査、コンサルティング（アジアの政策・制度・市場に関する調査、アジアのエ
ネルギー・環境ビジネスに関するコンサルティング）

9 裕幸計装株式会社 計装・自動制御ｼｽﾃﾑの設計・施工・調整・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、電気・空調・電気通信・ｾ
ｷｭﾘﾃｨ・防災設備工事の設計・施工

10 ボーダレス・プランニング株式会社 経営コンサルティング

11 ダイキン工業株式会社 空調機器の製造販売

12 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 調査研究、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ（企業経営、行政、情報・通信ｼｽﾃﾑの企画開発、経
済、社会、産業、文化等）

13 環境科学開発株式会社 天然由来成分の抽出・配合

14 株式会社楠風エナジーシステム 空調・給湯・照明・加冷却・省エネシステムの設計・施工

15 株式会社高尾鉄工所 ボイラーの製造

16 特殊電極株式会社 金属製品・溶接材料・環境産業機器の製造販売、溶接工事の施工

17 株式会社リボルフォード実業 船舶用（小型船舶用）ウィンチの製造

18 株式会社ハーテック・ミワ 空気圧縮機・冷凍機の販売・メンテナンス、設備工事の施工、省エネコンサル
ティング

19 フジ・エコ・テクノス株式会社 環境改善システム・バイオマスエネルギーの開発

20 株式会社フジキン バルブの開発・製造販売

21 株式会社クボタ 機械（農業・産業）・水及び環境ｼｽﾃﾑ・社会ｲﾝﾌﾗ分野における製品やｼｽﾃﾑの
製造販売・ﾌﾟﾗﾝﾄの建設

22 島田化成株式会社 食品・金属分野における工業用洗浄剤の研究開発・製造販売、
産業用洗剤装置の設計開発・製造販売

23 東洋紡エンジニアリング株式会社 生産施設・環境施設・各種生産プラント及び周辺設備・水処理・省エネ・環境
設備の設計・施工等

24 Thailand Environment Institute
（タイランド・エンバイロメント・インスティチュート）

タイ国の環境問題に関する調査研究

25 アイリスオーヤマ株式会社 生活用品の企画・製造販売

26 大阪ガス株式会社 ガスの製造・供給・販売、電力の発電・供給・販売

27 株式会社エックス都市研究所 サスティナビリティデザイン、国際コンサルティング、環境エンジニアリング

28 株式会社クラレ（炭素材料事業部） 活性炭の製造販売

29 三菱電機株式会社（伊丹製作所） 電機機器の製造

30 株式会社環境総合テクノス 環境・土木・建築の総合エンジニアリング
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31 株式会社永和 貿易、日中間の環境ビジネスマッチング

32 オリックス株式会社 多角的金融サービスの提供

33 Jトップ株式会社 環境機器の製造販売、エンジニアリング、環境コンサルティング

34 株式会社りそな銀行 銀行

35 いであ株式会社 社会基盤形成・環境保全に関する総合コンサルティング

36 株式会社三菱東京UFJ銀行 銀行

37 株式会社アース・ウォーク メンタルヘルス研修・各種企業研修・マナー研修の実施

38 東神開発株式会社 不動産の賃貸借・売買、　商業施設・複合施設の開発・運営

39 マイクライメイトジャパン株式会社 JCM案件の組成、JICA関連・海外事業環境に関する調査、海外進出コンサル
ティング、排出権取引、カーボンオフセット商品開発等

40 株式会社イー・コンザル 環境・エネルギー分野における調査・研究・コンサルティング

41 株式会社上組（大阪支店） 港湾運送、倉庫における保管・流通加工、貨物自動車運送、国際運送

42 シャープ株式会社 エネルギーソリューションの提供

43 パナソニック株式会社（アプライアンス社） 家電機器の製造・販売

44 イオン株式会社 小売

45 株式会社池田泉州銀行 金融

46 小川電機株式会社 電設資材・家電製品・住設機器の総合卸

47 ユニチカ株式会社 高分子・機能材・繊維等の製造販売

48 カンセツ産業株式会社 テフロン製熱回収熱交換器・充填物・ミストエリミネーター・スクラバー等環境
装置の製造販売

49 関西オートメイション株式会社 レベル計・流量計・ダスト濃度計・酸素濃度計・スラッジレベル計等センサー類
の設計・開発・製造・販売

50 株式会社神鋼環境ソリューション 水処理及び廃棄物処理装置・設備の設計・製造・施工・販売・修理、化学及び
食品機械機器・装置の設計・製造・販売・修理

51 グンゼエンジニアリング株式会社 ESCO（Energy Service Company）事業の実施、省エネコンサルティング、断熱
材の販売

52 Gold Green Japan株式会社 風力・水力発電を主にしたエネルギー事業の実施

53 株式会社堀場製作所 分析装置・計測機器の開発・製造・販売

54 ドウェイン・モリス・ベトナム法律事務所
企業法務（ベトナム進出支援、会社設立・M&A、契約書作成・交渉、エネル
ギー・環境資源、金融証券、小売流通、知的財産、労働法、紛争解決、インフ
ラ・プロジェクト）

55 日本グリーンパックス株式会社 自治体向け物品の販売・業務受託・システム開発、環境関連設備・資材の販
売、家庭向け生活雑貨などの卸売

56 VIETNAM GREENPACKS CO.,LTD 再生プラスチック擬木・再生プラスチック原料の販売

57 株式会社ＩＢＳ 流体制御機器の製造販売

58 ダイビル株式会社 不動産の所有・経営・管理・賃貸借

59 トライマックスコーポレーション 中古機械の輸出

60 三浦工業株式会社 ボイラ他関連機器の製造・販売・メンテナンス
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61 株式会社近鉄エクスプレス販売 貨物運送の仲立（受発注業務・輸出入業務の代行）、物流業務コンサルティン
グ

62 ザ・パック株式会社 紙袋・ポリ袋・紙器・段ボール等の企画・製造・販売

63 堺化学工業株式会社 化学工業薬品の製造販売（バリウム・ストロンチウム・亜鉛・酸化チタン等）

64 株式会社オリエンタルコンサルタンツ インフラ整備の調査・計画・設計・維持管理・運営に関する技術及びサービス
の提供・日本企業の海外進出支援

65 ボルカノ株式会社
船舶用ボイラのバーナ・産業用ボイラバーナ・都市ごみ及び都市下水汚泥焼
却プラント用のバーナ・化学工場用廃棄ガス及び廃液焼却処理プラントの設
計・製造・建設

66 月島機械株式会社（大阪支社） 諸機械の製作・鉄工、各種産業用化学機械･装置及び公害防止用機械･装置
の計画・設計・製造・据付・販売・監理

67 株式会社数理計画 出版情報システム・環境テクノロジー・ビジネスソリューションシステムの開発・
コンサルティング

68 日東精工株式会社 工業用ファスナー・自動ねじ締め機・自動組立システム・計測制御機器の製
造・販売

69 月島テクノメンテサービス株式会社（大阪支社） 上下水道処理施設の運転・維持管理、上下水道処理施設の補修工事の実施

70 関西電力株式会社 電気・熱・ガスの供給、電気通信サービスの提供

71 株式会社サニコン 給排水設備の設計・施工・維持管理

72 若林設備工業株式会社 上下水道・空調・ガス・消火設備工事の設計・施工

73 東陽建装有限会社 建築内装工事の施工

74 DOWAエコシステム株式会社 環境・リサイクル事業の実施（資源リサイクル・廃棄物処理・土壌浄化・物流
等）

75 HUNG PHUONG CORPORATION 環境関連施設施工に関する助言

76 株式会社タクマ 各種ボイラ・環境設備プラント等の設計・施工・監理

77 ヤンマー株式会社 農業及び建設機械・エネルギーシステム・エンジン等の研究・開発・製造・販売

78 川崎重工業株式会社 輸送機器の製造・販売

79 中外テクノス株式会社（関西支社） 環境調査・分析・コンサルティング・ソリューション、資源・廃棄物コンサルティン
グ、建設コンサルティング等

80 新明和工業株式会社 輸送機器の製造

81 Thanh Lap Trading Environment and Treating Co.LTD 工業廃棄物・有害廃棄物の処理

82 大阪ガスエンジニアリング株式会社 建設

83 アズワン株式会社 研究用機器機材・看護及び介護用品・その他科学機器の販売

84 株式会社日本海コンサルタント 建設コンサルティング

85 ノダック株式会社 アクアシステムエンジニアリング（リムノロジーマシン製造販売・現場施工）

86 株式会社中農製作所 精密切削加工・組立、洗浄機の製造・販売

87 株式会社ルーツ 経営改善コンサルティング、地域及び事業プロデュース・コーディネート、コミュ
ニケーションデザイン

88 一般財団法人関西環境管理技術センター 環境調査（測定・分析）、検査・評価、環境監視、環境アセスメント及び地域整
備計画の企画・立案、コンサルティング、環境に関する支援・啓発

89 イー・アンド・イーソリューションズ株式会社 環境・エネルギーに関する技術コンサルティング

90 株式会社日本サーモエナー 蒸気ボイラ・温水ヒーター・特殊ボイラの製造・販売
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91 株式会社日立製作所（関西支社） 上下水道施設の機械・電気設備の設計・施工、鉄道施設の車両・電気設備等
の設計・施工、運営事務システムの設計・施工

92 株式会社タブチ 給水装置の製造・販売

93 株式会社森田鉄工所 水道用弁類の製造・販売

94 株式会社荏原製作所（大阪支社） ポンプ・送風機・冷熱・環境プラント等の製造・販売

95 アイクラフトJPN・ベトナム株式会社 不動産仲介、進出コンサルティング、市場調査等

96 中央復建コンサルタンツ株式会社 建設コンサルティング（土木設計・建築設計・その他サービス）

97 株式会社日水コン（大阪支所） 上水道・下水道・工業用水道・治水利水等の環境管理に関する企画・調査・研
究・計画・設計・工事管理・施工監理等

98 株式会社石垣 ろ過機・脱水機・ポンプ等の製造・販売

99 Daiwa Plastics (Vietnam) Co. Ltd 自動車・電気・医薬及び化粧品容器等のプラスチック部品の製造・販売

100 VINA TAK Co.,Ltd. 配管のプレファブ加工、耐食鋼管の製造・販売

101 京セラ株式会社 ファインセラミック部品・半導体部品・電子部品・切削工具・太陽光発電システ
ム・宝飾品・セラミック日用品・通信機器などの製造・販売

102 株式会社大阪水道総合サービス 水道施設の運転・維持管理・施工監理、その他水道事業に関するサービスの
提供

103 PwCアドバイザリー合同会社
事業再生・再編、コーポレートファイナンス、トランザクションサービス、事業価
値評価、M&Aにかかわる統合支援、民営化・プロジェクトファイナンス・官民
パートナーシップ

104 株式会社ダイヘン 電気機械器具（変圧器・受変電設備・制御通信機器・溶接機・産業用ロボット・
各種電源装置・電力変換装置）の製造

105 株式会社ジェイアンドダブルトレーディング
ライフライン（電力・水道・鉄道）に関する各種システムの品質管理運用業務、
コンピュータシステムの開発・運用、太陽光発電所の設計・施工・運用、日用
雑貨品・住宅設備関連商品等の販売

106 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 産業機械及び装置・鋼構造物・水道設備等の製造販売、廃棄物処理・再生処
理事業

107 上田ブレーキ株式会社 輸送機器の製造販売

108 株式会社エイト日本技術開発
建設コンサルティング（道路・交通・河川・港湾・都市・環境・維持管理・保全・
耐震・防災保全・資源循環・エネルギー・地質・地盤・測量・補償・マネジメント・
国際事業に関する企画・調査・計測・計画・設計・監理・マネジメント）

109 株式会社クロセ 熱交換器の設計・製造・販売

110 パシフィックコンサルタンツ株式会社 建設コンサルティング

111 富士通クオリティ・ラボ株式会社 商品・環境品質向上支援サービスの提供

112 環境計測株式会社 環境監視システムの開発・設計・保守、環境調査

113 Hitachi Asia (Vietnam) Co., Ltd. 電機品及び情報通信システムの販売・マーケティング

114 株式会社プランテック
各種環境装置関連プラン ト（竪型ストーカー式焼却炉〔バーチカル炉〕、乾式
反応集じん装置等）の計画、設計、製作、施工、メンテナンス業務
既設プラント燃焼改善工事、定期点検整備・改造工事

115 株式会社シプレコーポレーション 廃棄物処理業

116 ニイヌマ株式会社（関東事業所） 建築・建設資材販売、LED照明器具開発・製造

117 株式会社Eプラス 環境汚染対策技術の研究開発（CO2削減技術・水素製造技術等）

118 株式会社ＳＩＲＣ
センサー・測定器・情報制御機器等の電子応用機器の開発・製造・販売・輸出
入

119 日本工営株式会社（大阪支店） 建設コンサルティング

120 株式会社OKAMURA 発電用機器・水処理設備の設計・組立・販売

4 / 6 ページ



事業者名 事業概要

Team OSAKAネットワーク参加事業者リスト

121 株式会社みつば電気 太陽光発電・電気設備の施工、省エネコンサルティング

122 DAIICHI CENTRAL VIETNAM CO.,LTD.
太陽光発電設備工事・空調設備工事・電気工事の設計・施工、機器類の輸入
販売

123 株式会社エイチ・アイ・エス 旅行業

124 茶谷産業株式会社 商社

125 アズビル株式会社ビルシステムカンパニー関西支社
制御機器・装置・システム機器の開発・設計・製造・販売・賃貸・工事施工・修
理・保守・輸出入・試験・検査

126 電気商事株式会社 貿易業

127 株式会社ア・ソッカ コンサルティング

128 東京センチュリー株式会社 賃貸事業、割賦販売事業、営業貸付事業他

129 株式会社マツザワ瓦店 屋根工事、建築板金工事

130 グローバル・シー有限会社 コンサルティング、バイオマス原料輸入

131 エスアールジータカミヤ株式会社
仮設機材の開発・製造・販売・レンタル
太陽光発電システム架台の製造、アグリ資材の設計・製造

132 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
地盤調査、土壌汚染調査、地下水調査、地下水・温泉開発、構造物調査、建
物耐震診断、解体工事、一般土木工事

133 株式会社気象工学研究所 気象コンサルティング

134 阪申土木技術諮詢（上海）有限公司 土木技術コンサルティング

135 Canvas Gate, Inc.
国際教育プログラム開発・企画・運営、国際人材育成プログラム開発・企画・
運営

136 ウェストＵＣジャパン株式会社 通信業

137 クリアウォーターOSAKA株式会社 下水道施設の運転・維持管理、コンサルティング、国際協力

138 長瀬産業株式会社 水処理用化学品等の卸販売

139 アジアゲートウェイ株式会社
工業団地および経済特区（製造業・観光業・農業・情報通信業等）の産業開
発、地域インフラ開発等

140 ジョンソンコントロールズ日立空調株式会社 空調機器の製造、販売

141 大栄環境株式会社 廃棄物処理・リサイクル事業

142 株式会社ティービーエム フードグリーン発電システムの開発・製造・運営

143 株式会社みずほ銀行 銀行

144 株式会社NTTファシリティーズ 建築物・電力設備のコンサルティング、企画、設計、保守、維持管理

145 株式会社ニュージェック 建設コンサルティング

146 野村不動産パートナーズ株式会社 ビル・マンション管理、建築インテリア、プロパティマネージメント

147 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 総合ファイナンス

148 株式会社三菱総合研究所 シンクタンク・コンサルティングサービス

149 Innovare株式会社 環境・エネルギー分野の技術を要する国内企業の海外展開支援

150 株式会社建設技研インターナショナル
海外のインフラ整備、社会環境整備に関わる調査・計画・設計・施工監理・プ
ロジェクトマネジメント業務
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151 ミネベアミツミ株式会社 総合精密部品メーカー

152 トヨタ ダイハツ エンジニアリング ＆マニュファクチャリング株式会社（TDEM） 車両等の製造・開発

153 ENDO LIGHTING VIETNAM COMPANY LIMITED
•各種照明器具の企画・デザイン・設計・製造及び販売
•インテリア家具・用品の販売

154 ソフトバンク株式会社
移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、イン
ターネット接続サービスの提供

155 丸紅株式会社
ライフスタイル、情報・不動産、フォレストプロダクツ、食料、アグリ事業、化学
品、エネルギー、金属、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース
事業、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、その他
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