
別表１ 

企業・団体等 

福岡県 

北九州市 

福岡市 

一般社団法人九州経済連合会 

福岡商工会議所 

北九州商工会議所 

福岡経済同友会 

国土政策検討委員会委員 

 

（アジア低炭素化センター部会） 

アジア低炭素化センター 

日鉄エンジニアリング株式会社 

ＴＯＴＯ株式会社 

日本磁力選鉱株式会社 

株式会社タカギ 

アミタ株式会社 

株式会社安川電機 

 

（官民連携による海外水ビジネス部会） 

北九州市海外水ビジネス推進協議会 

上記協議会のうち①の企業・団体 

 

（スマートコミュニティ創造事業部会） 

北九州スマートコミュニティ創造協議会 

上記協議会のうち②の企業・団体 

株式会社正興電機製作所 

 

（環境配慮型高機能製品の生産拠点部会） 

三菱電機株式会社 

株式会社東芝セミコンダクター・ストレージ社

北九州工場 

日産自動車株式会社 

日産自動車九州株式会社 

トヨタ自動車九州株式会社 

株式会社安川電機 

日鉄エンジニアリング株式会社 

電源開発株式会社 

日本ロバロ株式会社 

一般社団法人 日本風力発電協会 

東邦チタニウム株式会社 

ステラケミファ株式会社 

株式会社三井ハイテック 

大和製罐株式会社 

ＡＧＣ株式会社 

旭国際テクネイオン株式会社 

戸田マテリアル株式会社 

戸田工業株式会社 

日本パワーグラファイト株式会社 

サカエ理研株式会社 

株式会社三井スタンピング 

黒崎播磨株式会社 

日揮触媒化成株式会社 

三菱ケミカル株式会社 

日本製鉄株式会社九州製鉄所 

株式会社戸畑ターレット工作所 

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 

石川金属工業株式会社 

環境テクノス株式会社 

株式会社デンソー九州 

九州製紙株式会社 

オグマ工業株式会社 

株式会社ＤＡＩＫＯ ＴＯＯＬ 

株式会社正興電機製作所 

ダイハツ工業株式会社 

ダイハツ九州株式会社 

明石機械工業株式会社 

株式会社メタルアート 

株式会社メタルテックス 

デンカ株式会社 

グリーンアジア国際戦略総合特区地域協議会構成員 

（順不同） 
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東洋コルク株式会社 

株式会社ＪＳＰ 

株式会社石橋製作所 

株式会社北拓 

三井海洋開発株式会社 

大野工業株式会社 

第一高周波工業株式会社 

ダイキ工業株式会社 

株式会社いしかわファルテック 

株式会社城南九州製作所 

三泉化成株式会社 

ユニプレス九州株式会社 

シーシーアイ株式会社 

タテホ化学工業株式会社 

一般社団法人日本再生可能エネルギー推進機構 

三菱重工業株式会社 

株式会社三福 

九州小島株式会社 

株式会社三井三池製作所 

岩谷産業株式会社 

日立化成オートモーティブプロダクツ株式会社 

東プレ九州株式会社 

日立金属株式会社 

株式会社九州テクノメタル 

ニッパツ九州株式会社 

三島光産株式会社 

平和自動車工業株式会社 

ＪＸＴＧエネルギー株式会社 

太陽インキ製造株式会社 

林テレンプ株式会社 

株式会社ＲＯＫＩ 

株式会社ＲＯＫＩ福岡 

名古屋パイプ株式会社 

寿屋フロンテ株式会社 

ＮＳマテリアルズ株式会社 

ローム･アポロ株式会社 

豊田鉃工株式会社 

トヨテツ福岡株式会社 

小島プレス工業株式会社 

日本エア･リキード株式会社 

トヨタ紡織九州株式会社 

株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ  

株式会社西部技研 

株式会社ファルテック 

株式会社北九州ファルテック 

九州シロキ株式会社 

松本工業株式会社 

磯光プレシジョン株式会社 

河西工業ジャパン株式会社 

株式会社ＨＯＷＡ九州 

株式会社ＦＴＳ 

株式会社ＦＴＳ九州 

太平洋工業株式会社 

住友ベークライト株式会社 

九州住友ベークライト株式会社 

株式会社ヴァレオジャパン 

昭栄化学工業株式会社 

株式会社 EVモーターズ・ジャパン 

 

（グリーンイノベーション研究開発拠点部会） 

九州大学 水素エネルギー国際研究センター 

ＴＯＴＯ株式会社 燃料電池事業部 

三菱重工業株式会社 原動機事業本部        

京セラ株式会社 研究開発本部 

九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究

センター(ＯＰＥＲＡ) 

新日鉄住金化学株式会社 機能材料技術本部 

機能材料研究所 有機デバイス材料センター 
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株式会社イー・エル・テクノ 

大電株式会社 研究開発部 

石川金属工業株式会社 

環境テクノス株式会社 

株式会社九州テクノリサーチ 

株式会社クロサキ 

株式会社正興電機製作所 

株式会社セパシグマ 

株式会社戸畑ターレット工作所 

熱産ヒート株式会社 

株式会社フジコー 

安川情報システム株式会社 

株式会社リサイクルエナジー 

大野工業株式会社 

第一高周波工業株式会社 

ダイキ工業株式会社 

日本特殊陶業株式会社 

株式会社ＫＹＵＬＵＸ 

先導的低炭素化技術研究戦略会議 

上記会議のうち③の企業・団体 

 

（資源リサイクル拠点部会） 

日本磁力選鉱株式会社 

ＰＶリサイクル専門委員会 

上記委員会のうち④の企業・団体 

リチウムイオン電池リユース・リサイクル研究

会 

上記研究会のうち⑤の企業・団体 

株式会社光正 

株式会社アステック入江 

三井金属鉱業株式会社 

三池製錬株式会社 

日本イットリウム株式会社 

株式会社ジェイ・リライツ 

柴田産業株式会社 

トータルケア・システム株式会社 

財団法人福岡県環境保全公社 

コカ・コーラウエスト株式会社 

 

（東アジア海上高速グリーン物流部会） 

上海スーパーエクスプレス株式会社 

日本通運株式会社 福岡海運支店 

日本貨物鉄道株式会社 九州支社 

商船三井フェリー株式会社 博多港支店 

キャリムエンジニアリング株式会社 

北九州市港湾空港局 

北九州市総務企画局 

福岡市港湾局 

福岡市総務企画局 

 

（中小企業のアジア展開支援部会） 

公益社団法人福岡貿易会 

公益社団法人北九州貿易協会 

独立行政法人日本貿易振興機構 福岡貿易情報

センター 

独立行政法人日本貿易振興機構 北九州貿易情

報センター 

株式会社福岡銀行 ソリューション営業部 

株式会社西日本シティ銀行 国際部 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構九州支部 

福岡県信用保証協会 

一般社団法人九州経済連合会 

福岡商工会議所 

福岡県 商工部 

北九州市 産業経済局 

福岡市 経済振興局 
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（金融部会） 

株式会社日本政策投資銀行 

株式会社福岡銀行 

株式会社西日本シティ銀行 

福岡ひびき信用金庫 

株式会社みずほ銀行 

株式会社北九州銀行 

株式会社筑邦銀行 

株式会社福岡中央銀行 

福岡信用金庫 

遠賀信用金庫 

福岡県中央信用組合 

株式会社商工組合中央金庫 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社新生銀行 

株式会社広島銀行 

株式会社十八銀行 

株式会社中国銀行 

株式会社りそな銀行 

 



企業・団体名 企業・団体名

アース建設コンサルタント（株） （株）北九州ウォーターサービス

愛知時計電機（株） 北九州管工事協同組合

アイム電機工業（株） （株）北九州銀行

アイレック技建（株） （一社）北九州市建設コンサルタント協会

アジア航測（株） 北九州設計（有）

芦森工業（株） （一社）北九州電設協会

アズビル（株） 北九州水管理リサーチ（株）

麻生商事（株） 機動建設工業（株）

阿波製紙（株） （株）九電工

（株）安藤・間 協栄電気（株）

（株）石垣 協和機電工業（株）

（株）いしかわエンジニアリング 清本鐵工（株）

石川金属工業（株） （株）クボタ

（株）石川鉄工所 （株）クボタ建設

（株）ウェルビー クラウンエイジェンツ・ジャパン（株）

（株）ウォーターテック （株）ケイ・イー・エス

（株）NJS （株）Ｋ・Ｋ

（株）NJSコンサルタンツ （株）建設技研インターナショナル

（株）荏原製作所 （株）鴻池組

王子ホールディングス（株） （株）光明製作所

大久保設備工業（株） コスモ工機（株）

大村セラテック（株） （株）COLT

（株）奥村組 サイタホールディングス（株）

オプテックス（株） 山九（株）

オリジナル設計（株） （株）サン電機工業

オルガノ（株） 三友プラントサービス（株）

兼松エンジニアリング（株） サンユレック（株）

（株）環境開発 JFEアドバンテック（株）

（株）環境施設 （株）ジェー・フィルズ

環境テクノス（株） （株）ジオクラフト

①北九州市海外水ビジネス推進協議会



企業・団体名 企業・団体名

（株）神鋼環境ソリューション 東芝EIコントロールシステム（株）

新明和工業（株） 東芝インフラシステムズ（株）

（株）新菱 （株）東洋電機工業所

進和技術（株） 東レ（株）

水道機工（株） （株）トーケミ

水ingエンジニアリング（株） ＴＯＴＯ（株）

（株）菅原 有限責任監査法人トーマツ

住友商事（株） 巴工業（株）

（株）正興電機製作所 （株）酉島製作所

西部電機（株） （株）ナガオカ

積水化学工業（株） 中日本建設コンサルタント（株）

第一環境（株） 西日本鉄道（株）

大成建設（株） 西日本オートメーション（株）

ダイソーエンジニアリング（株） （株）西日本計測

（株）太平設計 （株）西日本シテイ銀行

大和探査技術（株） 日章アステック（株）

（株）タカギ （株）日水コン

(株)高田工業所 日鉄ステンレス（株）八幡製造所

多木化学（株） 日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）

（株）多久製作所 日塗化学（株）

（株）中央設計技術研究所 日本原料（株）

月島機械(株) 日本工営（株）

（株）TECインターナショナル 日本水工設計（株）

（株）ディーシー （株）日本総合研究所

（株）データベース 日本テクノ（株）

（株）テッツコーポレーション （株）ノーケン

デノラ・ペルメレック（株） 阪神動力機械（株）

テラル（株） （株）日立製作所

東亜建設工業（株） 日立造船（株）

東京計器（株） 日之出水道機器（株）

①北九州市海外水ビジネス推進協議会



企業・団体名

（株）福岡銀行

フジクリーン工業（株）

（株）フジコー

フジテコム（株）

（株）富士ピー・エス

フジワラ産業（株）

(株)ふちわき

(株)ベルテクノ

(株)堀場アドバンスドテクノ

前澤工業（株）

前田建設工業（株）

前田興業（株）

（株）松尾設計

（株）みずほ銀行

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株)

三菱電機（株）

（株）明電舎

メタウォーター(株)

門菱港運（株）

（株）安川電機

安原環境テクノロジー(株)

八千代エンジニヤリング（株）

（株）ヤマウチ

（株）ユニ・エレックス

横河ソリューションサービス（株）

（株）ライフライン

若築建設（株）

（株）和建設計事務所

北九州市

①北九州市海外水ビジネス推進協議会



企業・団体名 企業・団体名

アズビル(株) 積水化学工業(株)

(株)ＩＤＣフロンティア ソフトバンクテレコム(株)

(株)ｉＴｅｓｔ 大和ハウス工業(株)

岩谷産業(株) ＮＰＯ法人　タウンモービルネットワーク北九州

イオン(株) 電源開発(株)

イオン九州(株) (株)東芝　　　　

イオンディライト(株) 東芝ライテック(株)

イオンリテール(株) ＴＯＴＯ(株)

(株)内田洋行 凸版印刷(株)

(株)エリアサービス トヨタ自動車(株)

オリックス(株) (株)豊田自動織機

環境テクノス(株) 豊田通商(株)

(独)国立高等専門学校機構　北九州工業高等専門学校 豊田合成(株)

(公財)北九州産業学術推進機構 (株)デンソー　　

公立大学法人　北九州市立大学 (株)ナノオプトニクス・エナジー

北九州商工会議所 西日本オートリサイクル(株)

技術研究組合　北九州スマートコミュニティ推進機構 西日本電信電話(株)

(財)九州ヒューマンメディア創造センター (株)日鉄エレックス

(株)キューヘン 日産自動車(株)

西部ガス(株) 日本アイ・ビー・エム(株)

ＮＰＯ法人　里山を考える会 日本テレコムインフォメーションサービス(株)

三機工業(株) 日本無線(株)

ＪＸＴＧエネルギー(株) (株)ファミリーマート

シャープ(株) (株)フジコー　

ジョンソンコントロールズ(株) 富士電機(株)

新日鉄住金エンジニアリング(株) 古河電気工業(株)

新日鉄住金化学(株) 古河電池(株)

新日鉄住金ソリューションズ(株) (株)豊光社

新日鉄興和不動産(株) 本田技研工業(株)

新日鐵住金(株) 三菱化学(株)

(株)ゼンリン 三菱重工業(株)

②北九州スマートコミュニティ創造協議会



企業・団体名

安川情報システム(株)

(株)安川電機

早稲田大学環境総合研究センター

吉川機械工業(株)

北九州市

②北九州スマートコミュニティ創造協議会



③先導的低炭素化技術研究戦略会議

企業・団体名

(公財)北九州産業学術推進機構

九州電力㈱

新日鐵住金㈱

新日鉄住金化学㈱

電源開発㈱

㈱東芝セミコンダクター＆ストレージ社

ＴＯＴＯ㈱

トヨタ自動車㈱

日揮触媒化成㈱

日産自動車㈱

三菱化学㈱

㈱三井ハイテック

㈱安川電機

北九州市立大学

九州工業大学

早稲田大学大学院情報生産システム研究科

(独)産業技術総合研究所　九州センター

福岡県工業技術センター　機械電子研究所

北九州市



④ＰＶリサイクル専門委員会

企業・団体名

(公財)北九州産業学術推進機構

昭和シェル石油(株)

(株)新菱

北九州市



企業・団体名

環境テクノス(株)

(公財)北九州産業学術推進機構

公立大学法人　北九州市立大学　

(公財)九州経済調査協会

(株)新菱

ダイソーエンジニアリング(株)

西日本オートリサイクル(株)

日産自動車(株)

日本磁力選鉱(株)

フォーアールエナジー(株)

(有)メルヘンローズ

安川情報システム(株)

(株)安川電機

北九州市

⑤リチウムイオン電池リユース・リサイクル研究会


