
　

1 株式会社ｱｰｽ･ｳｪｻﾞｰ 73 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｻｰﾍﾞｲ株式会社 145 株式会社ｿﾘﾄﾝｼｽﾃﾑｽﾞ 217 株式会社ﾈｵ･ｼﾞｰｱｲｴｽ
2 株式会社ｱｰｽ･ｷｬｽﾄ 74 ｸﾛｽｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ株式会社 146 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ⽇本興亜株式会社 218 株式会社ﾈｸｽｺﾑ
3 ｱｰﾙｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝ株式会社 75 経営ﾊﾟﾜｰ株式会社 147 ⼤成建設株式会社 219 NextDrive株式会社
4 株式会社IHI 76 株式会社ｹｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 148 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ株式会社 220 国⽴研究開発法⼈農業･⾷品産業技術総合研究機構
5 株式会社ｱｲ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 77 ゲヒルン株式会社 149 ⼤⽇本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社 221 ﾊﾟｲｵﾆｱ株式会社
6 株式会社IIJｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 78 株式会社建設技術研究所 150 株式会社⾼⾒沢ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 222 ﾊｲﾊﾟｰｱｸﾞﾘ株式会社
7 株式会社ｱｲｼｰｴｽ 79 株式会社ｺｱ 151 株式会社⽵中⼯務店 223 株式会社ﾊﾟｽｺ
8 株式会社ｱｲｿ･ｽﾍﾟｰｽﾈｯﾄ･ﾘｻｰﾁ 80 株式会社ｺｳﾞｨｱ 152 株式会社TACK＆Co 224 株式会社ﾊﾚｯｸｽ
9 株式会社IDﾌﾟﾗｽｱｲ 81 光進電気⼯業株式会社 153 ﾀﾞｯｸｹｰﾌﾞﾙ株式会社 225 株式会社BCN

10 ｱｲﾌｫｰｺﾑ株式会社 82 株式会社構造計画研究所 154 株式会社ﾀﾆﾀﾊｳｼﾞﾝｸﾞｳｪｱ 226 ⼀般社団法⼈⾶⾏体空間協議会
11 有限会社ｱﾙﾃ 83 光陽無線株式会社 155 株式会社ﾀﾆﾀﾍﾙｽﾘﾝｸ 227 株式会社⽇⽴製作所
12 ｱｸｱ株式会社 84 合同会社てんｺﾛ. 156 ⽥淵電機株式会社 228 株式会社⽇⽴ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ東⽇本
13 ｱｻﾋ飲料株式会社 85 荒野技研 157 TISｿﾘｭｰｼｮﾝﾘﾝｸ 229 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社
14 株式会社旭ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ 86 国際気象海洋株式会社 158 株式会社地圏環境ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 230 富⼠通株式会社
15 株式会社AmaterZ 87 国際航業株式会社 159 株式会社中電ｼｰﾃｨｰｱｲ 231 株式会社富⼠通ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
16 株式会社安藤･間 88 国際商務株式会社 160 株式会社通信放送国際研究所 232 富⼠通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ株式会社
17 株式会社ｲｰ･ｱｰﾙ･ｴｽ 89 国分ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社株式会社 161 株式会社ﾃﾞｨｰ･ｴｽ･ｱｲ 233 株式会社富⼠通ｾﾞﾈﾗﾙ
18 ｲｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｲｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 90 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ株式会社 162 定期航空協会 234 株式会社ﾌｼﾞﾐｯｸ
19 ｲｰｼｰﾑｽﾞ株式会社 91 株式会社ｺﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ｺﾑ 163 株式会社帝北ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ 235 株式会社Fusic
20 ⽯川産業株式会社 92 株式会社ｻｰﾌﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ 164 公益財団法⼈電磁応⽤研究所 236 株式会社ﾌｭｰﾁｬｰﾗﾎﾞﾗﾄﾘ ※50⾳順
21 株式会社⽯川ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｾﾝﾀｰ 93 ｻｲｵｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 165 株式会社電通ﾃｯｸ 237 株式会社ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
22 いであ株式会社 94 ⼀般社団法⼈埼⽟県経営者協会 166 東急建設株式会社 238 ﾌﾟﾗﾝﾃｨｵ 株式会社
23 伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 95 株式会社斎藤予報⼠事務所 167 東京ｴﾚｸﾄﾛﾆﾂｸｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 239 PLANT DATA株式会社
24 株式会社岩崎 96 株式会社ｻｲﾊﾞｰﾄﾞ 168 株式会社東京海上研究所 240 古野電気株式会社
25 ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄ･ﾋﾟｰ株式会社 97 株式会社彩洋 169 東京海上⽇動⽕災保険株式会社 241 国⽴研究開発法⼈防災科学技術研究所
26 株式会社ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 98 佐川急便株式会社 170 東京ｾﾝﾁｭﾘｰ株式会社 242 防災気象PRO株式会社
27 株式会社ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 99 株式会社ｻﾆｰｽﾎﾟｯﾄ 171 株式会社東芝 243 株式会社ベストテクニカルサービス
28 株式会社ｳｲﾝｸﾞ 100 三協⽴⼭株式会社 172 東レ株式会社 244 ﾎﾞｸｼｰｽﾞ株式会社
29 株式会社ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽﾞ 101  ｼﾞｰｴﾌｹ-ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 173 東洋建設株式会社 245 ﾎﾟｯｶｻｯﾎﾟﾛﾌｰﾄﾞ＆ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ株式会社
30 株式会社ｳｪｻﾞｰﾏｯﾌﾟ 102 ｼﾞｵﾃｯｸ技術⼠事務所 174 株式会社True Data 246 株式会社北海道総合技術研究所
31 株式会社ｳｪﾌﾞﾚｯｼﾞ 103 株式会社JMDC 175 株式会社ﾅﾌﾞﾗ･ｾﾞﾛ 247 株式会社ﾎﾟｯｹ
32 株式会社AIT 104 株式会社JTB総合研究所 176 株式会社ﾆｺﾝｼｽﾃﾑ 248 ﾎｯﾋﾟｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ株式会社
33 ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 105 ｼｽﾒｯﾄ株式会社 177 ⻄⽇本電信電話株式会社 249 株式会社ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ・ｵﾝ 会員数内訳
34 ｴｰｵﾝﾍﾞﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 106 株式会社ｼｯﾌﾟﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 178 ⻄松建設株式会社 250 株式会社ﾏﾋﾟｵﾝ 公表 ⾮公表 合計
35 株式会社ｴｰﾃｨｰｴﾙｼｽﾃﾑｽﾞ 107 株式会社信濃公害研究所 179 ﾆﾀｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社 251 株式会社ﾏﾙﾂ電波 法⼈会員 285 21 306
36 英弘精機株式会社 108 株式会社島津ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑｽﾞ 180 ⽇揮株式会社 252 株式会社ﾐｻﾜﾎｰﾑ総合研究所 有識者会員 19 1 20
37 株式会社ｴｺﾆｸｽ 109 清⽔建設株式会社 181 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 253 三井住友海上⽕災保険株式会社 特別会員 6 0 6
38 エスペック株式会社 110 ｼﾑﾏﾔｼﾞｵ合同会社 182 ⽇本電気株式会社 254 株式会社三井物産戦略研究所 個⼈会員 84 84
39 ESRIｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 111 ｼｬｰﾌﾟ株式会社 183 ⽇本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ株式会社 255 三菱UFJﾘｰｽ株式会社
40 株式会社NID・MI 112 JapanTaxi株式会社 184 株式会社⽇本ｱｸｼｽ 256 三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社
41 株式会社NTTﾃﾞｰﾀ･ｴﾑ･ｼｰ･ｴｽ 113 株式会社商船三井 185 ⼀般社団法⼈⽇本ｱﾊﾟﾚﾙ･ﾌｧｯｼｮﾝ産業協会 257 株式会社三菱総合研究所
42 株式会社ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨﾃﾞｰﾀ経営研究所 114 株式会社湘南DIVE.COM 186 ⽇本ｴﾇ･ﾕｰ･ｴｽ株式会社 258 株式会社南気象予報⼠事務所
43 NTT空間情報株式会社 115 ⼀般社団法⼈情報通信技術委員会 187 株式会社⽇本ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ｲﾝｽﾙﾒﾝﾄ 259 株式会社ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
44 M-SAKUﾈｯﾄﾜｰｸｽ 116 ⼀般社団法⼈情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 188 ⽇本ｵﾗｸﾙ株式会社 260 Mintomo株式会社
45 株式会社ｴﾑﾃｨｰｱｲ 117 株式会社⾷料ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻﾎﾟｰﾄ 189 ⽇本貨物鉄道株式会社 261 ﾑﾗﾀ計測器ｻｰﾋﾞｽ株式会社
46 ｴﾚｯｸｽ⼯業株式会社 118 株式会社ｼﾞｮﾙﾃ 190 公益社団法⼈⽇本気象学会 262 明星電気株式会社
47 ⼤塚製薬株式会社 119 新⽇鉄住⾦ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 191 ⽇本気象株式会社 263 ﾔﾌｰ株式会社
48 株式会社応⽤気象ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 120 ⼀般財団法⼈⽔源地環境ｾﾝﾀｰ 192 ⼀般財団法⼈⽇本気象協会 264 地⽅独⽴⾏政法⼈⼭⼝県産業技術センター
49 応⽤地質株式会社 121 ｽｶﾊﾟｰJSAT株式会社 193 ⼀般社団法⼈⽇本気象測器⼯業会 265 株式会社ﾕﾆﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
50 株式会社⼤林組 122 株式会社ｽﾞｺｰｼｬ 194 ⼀般社団法⼈⽇本気象予報⼠会 266 ⼀般社団法⼈由布市温泉観光協会
51 ⼩笠原計器製作所 123 株式会社SnowCast 195 株式会社⽇本経済新聞社 267 ⼀般社団法⼈由布院まちづくり観光局
52 沖電気⼯業株式会社 124 Splunk Services Japan合同会社 196 ⼀般社団法⼈⽇本建設業連合会 268 YuMake合同会社
53 株式会社ｵｰｼﾞｽ総研 125 株式会社ｽﾎﾟｰﾂｳｪｻﾞｰ 197 ⽇本⼯営株式会社 269 ﾕﾆｰ株式会社
54 ｵｰｼｬﾝｿﾘｭｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 126 住友電気⼯業株式会社 198 ⼀般社団法⼈⽇本航空宇宙⼯業会 270 横河電⼦機器株式会社
55 ｵｰﾄﾞｸﾙｰﾙ 127 ⻄部環境調査株式会社 199 ⽇本航空株式会社 271 ﾗｲｵﾝ株式会社
56 ｵﾌｨｽ気象ｷｬｽﾀｰ株式会社 128 ⻄菱電機株式会社 200 ⽇本信号株式会社 272 株式会社ﾗｲﾅﾛｼﾞｸｽ
57 株式会社ｵﾌﾟﾄ 129 積⽔化学⼯業株式会社 201 ⽇本ｽｰﾊﾟｰﾏｯﾌﾟ株式会社 273 株式会社ﾗｲﾌﾋﾞｼﾞﾈｽｳｪｻﾞｰ
58 株式会社ｵﾘｺﾑ 130 ｾｺﾑ株式会社 202 ⼀般社団法⼈⽇本船主協会 274 株式会社ﾗﾑﾀﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
59 株式会社環境ｴﾈﾙｷﾞｰ総合研究所 131 株式会社ｾﾞﾛｿﾌﾄ 203 株式会社⽇本ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 275 株式会社Realmedia Lab　
60 株式会社気象ｻｰﾋﾞｽ 132 ⼀般社団法⼈全国建設業協会 204 ⽇本電信電話株式会社 276 ﾘｱﾙﾜｰﾙﾄﾞｹﾞｰﾑｽ株式会社
61 株式会社気象海洋ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 133 ⼀般社団法⼈全国清涼飲料連合会 205 ⼀般社団法⼈⽇本ﾄﾞﾛｰﾝ協会 277 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｴｯｼﾞ株式会社
62 特定⾮営利活動法⼈気象ｷｬｽﾀｰﾈｯﾄﾜｰｸ 134 ⼀般社団法⼈全国ﾊｲﾔｰ･ﾀｸｼｰ連合会 206 公益社団法⼈⽇本農業法⼈協会 278 ⼀般財団法⼈ﾘﾓｰﾄ･ｾﾝｼﾝｸﾞ技術ｾﾝﾀｰ
63 株式会社気象⼯学研究所 135 全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部 207 ⼀般社団法⼈⽇本能率協会 279 株式会社Looop
64 特定⾮営利活動法⼈気象ｼｽﾃﾑ技術協会 136 公益社団法⼈全⽇本ﾄﾗｯｸ協会 208 公益社団法⼈⽇本バス協会 280 株式会社ﾙｸﾞﾗﾝ
65 気象情報通信株式会社 137 株式会社SenSprout 209 ⽇本ﾊﾟﾚｯﾄﾚﾝﾀﾙ株式会社 281 株式会社Luminateo
66 北上ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ株式会社 138 先端IT活⽤推進ｺﾝｿｰｼｱﾑ(AITC) 210 ⼀般財団法⼈⽇本ﾌｧｯｼｮﾝ協会 282 株式会社ﾚｽｷｭｰﾅｳ
67 株式会社ｷｬﾚｯﾄ･ｱｽﾀﾘｽｸ 139 ⼀般社団法⼈全⽇本航空事業連合会 211 ⼀般社団法⼈⽇本物流団体連合会 283 株式会社ﾚｯﾄﾞﾏﾙｽADﾍﾞﾝﾁｬｰ
68 九州ｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｼｰｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 140 株式会社ｾﾞﾝﾘﾝ 212 ⽇本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ株式会社 284 株式会社ﾛｰｿﾝ
69 株式会社Cueform 141 株式会社ｿｼｵﾘｶ 213 ⼀般社団法⼈⽇本⺠営鉄道協会 285 株式会社ﾛｰﾘｽ
70 公益財団法⼈九州ﾋｭｰﾏﾝﾒﾃﾞｨｱ創造ｾﾝﾀｰ 142 株式会社ｿﾆｯｸ 214 ⽇本無線株式会社
71 狭域防災情報ｻｰﾋﾞｽ協議会 143 株式会社ｿﾌﾄﾃｯｸｽ 215 ⼀般社団法⼈⽇本旅客船協会
72 ｸﾞﾘｰﾝﾌﾞﾙｰ株式会社 144 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ株式会社 216 ⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会

【全会員数416】

学校法⼈⽇通学園流通経済⼤学　崔光　教授

特別会員
内閣官房　情報通信技術（IT）総合戦略室
内閣府（科学技術・イノベーション）
総務省

気象庁

国⽴⼤学法⼈⿃取⼤学　森本英嗣　准教授
国⽴⼤学法⼈名古屋⼯業⼤学　浅野勝宏　教授
広島⼯業⼤学　⽥中健路　准教授

農林⽔産省
経済産業省

国⽴⼤学法⼈岐⾩⼤学　吉野純　准教授

国⽴⼤学法⼈熊本⼤学　冨⽥智彦　准教授
国⽴⼤学法⼈九州⼤学　髙野茂　准教授

国⽴⼤学法⼈東京⼤学　越塚登　教授
国⽴⼤学法⼈徳島⼤学　寺⽥賢治　教授

国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構　伊藤禎宣　主任研究員
国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構　笠井康⼦　上席研究員
国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構　佐藤知紘　研究員
国⽴⼤学法⼈東京⼤学　⽊本昌秀　教授

気象ビジネス推進コンソーシアム　会員名簿（平成30年10⽉3⽇版）
法⼈会員（企業・団体名） 法⼈会員（企業・団体名） 法⼈会員（企業・団体名） 法⼈会員（企業・団体名）
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法⼈会員（企業・団体名） 法⼈会員（企業・団体名） 法⼈会員（企業・団体名） 業種 法⼈会員（企業・団体名）
株式会社安藤・間 総合⼯事業 アイフォーコム株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 富⼠通ｴﾌ･ｱｲ･ﾋﾟｰ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 特定⾮営利活動法⼈気象システム技術協会 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社⼤林組 総合⼯事業 株式会社旭リサーチセンター 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社フジミック 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⽇本エヌ･ユー･エス株式会社 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
清⽔建設株式会社 総合⼯事業 ⼀般財団法⼈リモート・センシング技術センター 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社Fusic 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社フューチャーラボラトリ 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
積⽔化学⼯業株式会社 総合⼯事業 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社フランクリン・ジャパン 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社Luminateo 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
⼤成建設株式会社 総合⼯事業 インクリメント・ピー株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 プランティオ 株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社オリコム 広告業
株式会社⽵中⼯務店 総合⼯事業 株式会社⽯川コンピュータ・センター 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ベストテクニカルサービス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社電通テック 広告業
東急建設株式会社 総合⼯事業 株式会社ＩＩＪエンジニアリング 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ボクシーズ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ネクスコム 広告業
東洋建設株式会社 総合⼯事業 株式会社インフォマティクス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社北海道総合技術研究所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ルグラン 広告業
⻄松建設株式会社 総合⼯事業 株式会社ウェブレッジ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ポッケ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社エコニクス 技術ｻｰﾋﾞｽ業
⽇揮株式会社 総合⼯事業 株式会社ＡＩＴ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社マーチャンダイジング・オン 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社環境エネルギー総合研究所 技術ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社ﾏﾙﾂ電波 設備⼯事業 株式会社エーティーエルシステムズ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社三井物産戦略研究所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 グリーンブルー株式会社 技術ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社ミライト・テクノロジーズ 設備⼯事業 ＥＳＲＩジャパン 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社三菱総合研究所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社建設技術研究所 技術ｻｰﾋﾞｽ業
アサヒ飲料株式会社 ⾷料品製造業 株式会社NID・MI 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社南気象予報⼠事務所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ジオテック技術⼠事務所 技術ｻｰﾋﾞｽ業
オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 ⾷料品製造業 株式会社NTTデータ・エム・シー・エス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 Ｍｉｎｔｏｍｏ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⻄部環境調査株式会社 技術ｻｰﾋﾞｽ業
ダイドードリンコ株式会社 ⾷料品製造業 株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ＹｕＭａｋｅ合同会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社TACK＆Co 技術ｻｰﾋﾞｽ業
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 ⾷料品製造業 ＮＴＴ空間情報株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ライフビジネスウェザー 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ニタコンサルタント株式会社 技術ｻｰﾋﾞｽ業
ホッピービバレッジ株式会社 飲料・たばこ・飼料製造業 Ｍ－ＳＡＫＵネットワークス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社Ｒｅａｌｍｅｄｉａ Ｌａｂ． 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社⽇本アクシス 技術ｻｰﾋﾞｽ業
ライオン株式会社 化学⼯業 株式会社エムティーアイ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 リアルワールドゲームス株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⽇本⼯営株式会社 技術ｻｰﾋﾞｽ業
住友電気⼯業株式会社 ⾮鉄⾦属製造業 株式会社オージス総研 情報ｻｰﾋﾞｽ業 リーディングエッジ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ＰＬＡＮＴ ＤＡＴＡ株式会社 技術ｻｰﾋﾞｽ業
三協⽴⼭株式会社 ⾦属製品製造業 株式会社気象サービス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社レスキューナウ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ムラタ計測器サービス株式会社 技術ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社タニタハウジングウェア ⾦属製品製造業 気象情報通信株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ローリス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈由布院温泉観光協会 その他の⽣活関連サービス業
株式会社ソニック 業務⽤機械器具製造業 株式会社キャレット・アスタリスク 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ゲヒルン株式会社 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈由布市まちづくり観光局 その他の⽣活関連サービス業
株式会社ラムダシステムズ 業務⽤機械器具製造業 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社サイバード ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随ｻｰﾋﾞｽ業 有限会社アルテ 電気通信・信号装置⼯事業
株式会社ディー・エス・アイ 電⼦部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ･電⼦回路製造業 株式会社Ｃｕｅｆｏｒｍ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ジョルテ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随ｻｰﾋﾞｽ業 全国農業協同組合連合会 耕種総合対策部 協同組合
アクア株式会社 電気機械器具製造業 グローバル・サーベイ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社マピオン ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ付随ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ウイング 職業紹介・労働者派遣業
イーシームズ株式会社 電気機械器具製造業 クロスイメージング株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社⽇本経済新聞社 映像・⾳声・⽂字情報制作業 防災気象ＰＲＯ株式会社 職業紹介・労働者派遣業
⽯川産業株式会社 電気機械器具製造業 株式会社構造計画研究所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⽇本貨物鉄道株式会社 鉄道業 ⼀般社団法⼈情報通信ネットワーク産業協会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
英弘精機株式会社 電気機械器具製造業 国際気象海洋株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社帝北ロジスティックス 道路貨物運送業 ⼀般社団法⼈全国建設業協会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
エスペック株式会社 電気機械器具製造業 国際航業株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 佐川急便株式会社 道路貨物運送業 ⼀般社団法⼈全⽇本航空事業連合会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社⼩笠原計器製作所 電気機械器具製造業 国際商務株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 オードクルール ⽔運業 ⼀般社団法⼈全国清涼飲料連合会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
光進電気⼯業株式会社 電気機械器具製造業 光陽無線株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社商船三井 ⽔運業 ⼀般社団法⼈⽇本建設業連合会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
コニカミノルタ株式会社 電気機械器具製造業 株式会社サーフレジェンド 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⽇本航空株式会社 航空運輸業 ⼀般社団法⼈⽇本航空宇宙⼯業会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社ソシオリカ 電気機械器具製造業 株式会社彩洋 情報ｻｰﾋﾞｽ業 定期航空協会 航空運輸業 ⼀般社団法⼈⽇本物流団体連合会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
⽥淵電機株式会社 電気機械器具製造業 株式会社サニースポット 情報ｻｰﾋﾞｽ業 国分グループ本社株式会社 飲⾷料品卸売業 ⼀般社団法⼈⽇本⺠営鉄道協会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
東京エレクトロニツクシステムズ株式会社 電気機械器具製造業 ジーエフケーマーケティングサービスジャパン株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社岩崎 機械器具卸売業 ⼀般社団法⼈⽇本旅客船協会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社東芝 電気機械器具製造業 株式会社JMDC 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ユニー株式会社 各種商品⼩売業 ⼀般社団法⼈⽇本旅⾏業協会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社⽇本エレクトリック・インスルメント 電気機械器具製造業 株式会社シップデータセンター 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ローソン 各種商品⼩売業 ⼀般社団法⼈⾶⾏体空間協議会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
⽇本信号株式会社 電気機械器具製造業 ＪａｐａｎＴａｘｉ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ケーズホールディングス その他の⼩売業 いであ株式会社 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
⽇本無線株式会社 電気機械器具製造業 シスメット株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 エーオンベンフィールドジャパン株式会社 保険業 オフィス気象キャスター株式会社 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
パイオニア株式会社 電気機械器具製造業 株式会社島津ビジネスシステムズ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 東京海上⽇動⽕災保険株式会社 保険業 公益財団法⼈九州ヒューマンメディア創造センター その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
ハイパーアグリ株式会社 電気機械器具製造業 新⽇鉄住⾦ソリューションズ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 損害保険ジャパン⽇本興亜株式会社 保険業 公益社団法⼈⽇本農業法⼈協会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社⽇⽴製作所 電気機械器具製造業 株式会社ＳｎｏｗＣａｓｔ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 三井住友海上⽕災保険株式会社 保険業 公益社団法⼈⽇本バス協会 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
富⼠通株式会社 電気機械器具製造業 株式会社ゼロソフト 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⽇本パレットレンタル株式会社 物品賃貸業 荒野技研 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社富⼠通ゼネラル 電気機械器具製造業 株式会社ゼンリン 情報ｻｰﾋﾞｽ業 三菱ＵＦＪリース株式会社 物品賃貸業 株式会社ＪＴＢ総合研究所 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
古野電気株式会社 電気機械器具製造業 株式会社ソフトテックス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社レッドマルスＡＤベンチャー 学術・開発研究機関 株式会社信濃公害研究所 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社ユニメーションシステム 電気機械器具製造業 株式会社ソリトンシステムズ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 学術・開発研究機関 株式会社イー・アール・エス その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
横河電⼦機器株式会社 電気機械器具製造業 株式会社⾼⾒沢ソリューションズ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 国⽴研究開発法⼈情報通信研究機構 学術・開発研究機関 株式会社⾷料マネジメントサポート その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
沖電気⼯業株式会社 情報通信機械器具製造業 株式会社タニタヘルスリンク 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般財団法⼈⽔源地環境ｾﾝﾀｰ 学術・開発研究機関 株式会社ズコーシャ その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社コヴィア 情報通信機械器具製造業 株式会社中電シーティーアイ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 学術・開発研究機関 セコム株式会社 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
明星電気株式会社 情報通信機械器具製造業 株式会社通信放送国際研究所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 国⽴研究開発法⼈防災科学技術研究所 学術・開発研究機関 ⼤⽇本コンサルタント株式会社 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社ＩＨＩ 輸送⽤機械器具製造業 株式会社Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社 ＩＤプラスアイ 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 ダックケーブル株式会社 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
NextDrive株式会社 その他の製造業 株式会社東京海上研究所 情報ｻｰﾋﾞｽ業 イー・アンド・イーソリューションズ株式会社 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社地圏環境テクノロジー その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 電気業 株式会社ナブラ・ゼロ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈全国ハイヤー・タクシー連合会 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ミサワホーム総合研究所 その他の事業ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社インターネットイニシアティブ 通信業 株式会社ニコンｼｽﾃﾑ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般財団法⼈⽇本気象協会 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈埼⽟県経営者協会 政治･経済･⽂化団体
株式会社ウェザーニューズ 通信業 ⽇本アイ･ビー･エム株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈情報通信技術委員会 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 公益社団法⼈全⽇本トラック協会 政治･経済･⽂化団体
北上ケーブルテレビ株式会社 通信業 ⽇本オラクル株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈⽇本気象測器⼯業会 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 政治･経済･⽂化団体
スカパーＪＳＡＴ株式会社 通信業 ⽇本気象株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈⽇本能率協会 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 ⼀般社団法⼈⽇本船主協会 政治･経済･⽂化団体
ソフトバンク株式会社 通信業 ⽇本スーパーマップ株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ウェザーマップ 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ＡｍａｔｅｒＺ その他のｻｰﾋﾞｽ業
ＴＩＳソリューションリンク株式会社 通信業 ⼀般財団法⼈⽇本ファッション協会 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社応⽤気象エンジニアリング 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 経営パワー株式会社 その他のｻｰﾋﾞｽ業
⽇本電信電話株式会社 通信業 ⽇本マイクロソフト株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 応⽤地質株式会社 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業 地⽅独⽴⾏政法⼈⼭⼝県産業技術センター 地⽅公務
株式会社⽇本ネットワークサービス 通信業 株式会社ネオ・ジーアイエス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社気象⼯学研究所 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社アース･ウェザー 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社ハレックス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社気象海洋コンサルタント 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社アース・キャスト 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社BCN 情報ｻｰﾋﾞｽ業 シムマヤ塩合同会社 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
アールシーソリューション株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社⽇⽴ソリューションズ東⽇本 情報ｻｰﾋﾞｽ業 狭域防災情報サービス協議会 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社アイシーエス 情報ｻｰﾋﾞｽ業 フィールドデザイン株式会社 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社スポーツウェザー 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業
株式会社アイソ・スペースネット・リサーチ 情報ｻｰﾋﾞｽ業 株式会社富⼠通アドバンストエンジニアリング 情報ｻｰﾋﾞｽ業 先端IT活⽤推進コンソーシアム(ＡＩＴＣ) 専⾨ｻｰﾋﾞｽ業

気象ビジネス推進コンソーシアム業種別　会員名簿（平成30年10⽉3⽇版）
業種 業種 業種


