
令和５年４月２６日時点

地方公共団体等 ５７団体

北海道北広島市 神奈川県藤沢市 和歌山県

岩手県 神奈川県小田原市 和歌山県橋本市

岩手県盛岡市 神奈川県逗子市 島根県

秋田県秋田市 新潟県長岡市 広島県府中市

秋田県横手市 新潟県三条市 山口県

山形県山形市 富山県魚津市 山口県防府市

福島県 石川県 山口県周南市

福島県福島市 山梨県 香川県さぬき市

群馬県館林市 長野県長野市 愛媛県

埼玉県春日部市 長野県上田市 愛媛県東温市

埼玉県蓮田市 長野県諏訪市 高知県いの町

千葉県木更津市 岐阜県 福岡県直方市

千葉県茂原市 岐阜県大垣市 福岡県豊前市

東京都渋谷区 愛知県安城市 福岡県新宮町

東京都板橋区 愛知県刈谷市 熊本県益城町

東京都杉並区 大阪府貝塚市 宮崎県都城市

東京都中野区 大阪府泉大津市 宮崎県延岡市

東京都三鷹市 大阪府忠岡町 鹿児島県錦江町

神奈川県鎌倉市 奈良県 鹿児島県南大隅町

スマートシティ官民連携プラットフォーム　オブザーバー一覧（全２８１団体）

○事業実施団体（２８１団体）
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企業等 ２２４団体

62Complex（株） 大阪ガス（株） 中日本航空（株）

（株）ＡＣＳＬ
大阪スマートシティパートナーズフォー
ラム

（株）ナカノアイシステム

ABB日本ベーレー（株） オーブコムジャパン（株） （株）仲村工業

AGC（株） （株）小田原機器 西松建設（株）

Agya Ventures, Inc. （株）海岸線 （株）日建設計

（株）AileLinX （株）片平新日本技研 （株）日新システムズ

ALAKI（株） 観光予報プラットフォーム推進協議会 （財）日中経済協会

（株）ALL LINKAGE （株）官民連携事業研究所 日鉄興和不動産（株）

APTECH（株） （株） 技研製作所 （一社）日本IT団体連盟

（株）Eukarya （株）キーウォーカー 日本イーエスアイ㈱

FacePeer（株） （株）キャドセンター （一社）日本ガス協会

FCNT（株） キヤノン（株） （一社）日本経営協会

Gcomホールディングス（株） キヤノンマーケティングジャパン（株） 日本軽金属㈱・日軽パネルシステム㈱

（株）ＧＦ技研 九州電力（株） （株）日本経済研究所

Google Japan 合同会社 京セラコミュニケーションシステム（株） （一財）日本経済研究所

（株）Gugenka （株）クニエ 日本航空（株）

HEROZ（株） （株）熊谷組 日本シーゲイト（株）

IntelligenceDesign（株） 経営パワー（株） 日本情報通信（株）

（株）JR西日本コミュニケーションズ （株）建設技術研究所 （株）日本新電力総合研究所

ＪＲ東日本コンサルタンツ（株） 株式会社構造計画研究所 （株）日本政策投資銀行

（株）JTOWER コーナン商事（株） （特非）日本PFI・PPP協会

Lendlease Japan, Inc ゴールデンバーグ（株）
日本ペイント・インダストリアルコーティ
ングス(株)

（株）Liquid コンピュートロン（株） 日本無線（株）

（株）Ｌｏｏｏｐ （株）サイバーエージェント 日本モビリティ（株）

（株）Loquat サイバネットシステム（株） （株）日本旅行

MaaS Global Japan㈱ (株)佐藤総合計画
（公社）日本ロジスティクスシステム協
会

MAPBOX ジャパン G.K. （株）シェアショーファー ニューラルポケット（株）

（株）MI （株）システム・キープ・ヤード 野村不動産（株）

（株）Minitt ジョンソンコントロールズ（株） パーソルイノベーション（株）

（株）Mobility Technologies スターツCAM（株） （株）ハコスコ

NECネッツエスアイ（株） スマイルプロジェクト
パナソニック　システムソリューションズ
ジャパン（株）

（株）NIPPO
（一社）スマートシティ・インスティテュー
ト

バリュークリエーション（株）

OAGE （株）スマートドライブ 阪神電気鉄道（株）

OSIsoft Japan（株） （株）スマートバリュー ピグリフ（（株）リコー）

PIAZZA（株） スマートライト（株） ファイテン（株）

PJP Eye （株） スミセイ情報システム（株） （株）フォーラムエイト

（株）Psychic VR Lab 住友商事（株） 福島産業創生協議会
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RISCON TOKYO 事務局 住友電気工業（株） ブックオフコーポレーション（株）

Seoul Robotics 住友林業（株） 富士川経済同友会

（株）SkyDrive （一社）世界メッシュ研究所 （株）フジタ

（株）Spectee 積水化学工業（株） 富士電機（株）

（株）StockGraphy センクシア(株) （株）文化資本創研

（株）Stayway
（一社）先端加速器科学技術推進協議
会

(株)ヘキメン

Symmetry Dimensions Inc. ソニーグループ（株） (株)ベルシステム24

Ｔ・プラン（株） ソフィアプランニング（株） ボストン コンサルティング グループ

THK（株） （株）ソリトンシステムズ 北海道経済連合会

（株）TMS工業 タイガー魔法瓶（株） （株）北海道日本ハムファイターズ

VANTIQ（株） ダイキン工業（株） ボッシュエンジニアリング（株）

Velodyne Lidar Inc. （株）ダイダン 前田建設工業（株）

Vivasia S&C （株） 大日本コンサルタント（株） 丸紅（株）

（株）Will Smart （株）ダイヘン 丸紅エアロスペース（株）

（株）WorldLink＆Company タイムズ２４（株） ミサワホーム（株）

（株）アール・アイ・エー 大和ハウス工業（株） みずほ情報総研（株）

（株）アウトソーシングテクノロジー （株）匠 みずほ証券（株）

飛島建設（株） （株）たけびし （株）みずほ銀行

アクシスコミュニケーションズ（株） （株）地域科学研究所 三井住友建設（株）

(株)アナザーブレイン （株）チャレンジ 三井住友トラスト基礎研究所

アリオン（株） 中部大学 三井物産（株）

アルテアエンジニアリング株式会社 NPO法人 超教育ラボラトリー Inc. （株）三菱地所設計

（株）アルベログランデ （株）千代田コンサルタント 三菱スペース・ソフトウエア（株）

（株）アルボル （株）ティアフォー 三菱HCキャピタル（株）

アンシス・ジャパン（株） デル（株） （株）三菱UFJ銀行

（株）市浦ハウジング＆プランニング （株）電通国際情報サービス
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
（株）

伊藤忠テクノソリューションズ（株） 東亜グラウト工業（株） ミネベアミツミ（株）

イネーブラー（株） （株）東急コミュニティー （株）みやまパワーHD

インテル（株） 東急建設（株） （株）ミライト

株式会社インフォモーション （株）東急不動産R&Dセンター ミライノベーションプロジェクト

インフォ・ラウンジ株式会社 東京建物（株） 明星電気（株）

（株）ウィルオブコンストラクション 東京電力ホールディングス（株） （株）安井建築設計事務所

（財）宇宙システム開発利用推進機構 東京都市サービス（株） （株）横浜銀行

エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株） 東テク（株） ライブパーソンジャパン（株）

エバタ（株）、秩父ケミカル（株） トーセイ（株） （株）リコー

エムシードゥコー㈱ （株）ドコモ・インサイトマーケティング
（一社）リモート・センシング技術セン
ター

応用技術（株） （株）豊田中央研究所 （株）ローカルメディアラボ

オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・
ジャパン・リミテッド

（株）トラストバンク
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