
【法人・団体会員】（186社：以下は会員名称を「掲載可」とした法人・団体のみを表示　） 敬称略、五十音順（1/2）

1 株式会社アークエッジ・スペース 株式会社QPS研究所
2 株式会社IHIジェットサービス 国立大学法人九州大学
3 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 九州電力株式会社
4 株式会社アクセルスペース 株式会社curioswitch

株式会社AGRI SMILE 京都情報大学院大学・京都コンピュータ学院

株式会社Agriee 国立大学法人　京都大学工学部地球工学科

朝日航洋株式会社 一般社団法人漁業情報サービスセンター

アジア航測株式会社 KPMGコンサルティング株式会社

アストロカブ株式会社 独立行政法人国際協力機構

株式会社ASTROFLASH 国際航業株式会社

アドソル日進株式会社 国土防災技術株式会社

株式会社AtomsWorld 国立研究開発法人国立環境研究所

アビームコンサルティング株式会社 コランダム・イノベーション株式会社

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 今後の宇宙開発体制のあり方に関するタスクフォース会合・リモートセンシング分科会

5 株式会社Archeda 佐賀県政策部
6 Our Stars株式会社 さくらインターネット株式会社
7 公益財団法人イオン環境財団 サグリ株式会社

伊藤忠商事株式会社 公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所

インテルシップ株式会社 株式会社　三祐コンサルタンツ

株式会社INPEX 三洋化成工業株式会社

Weather Data Science合同会社 国立大学法人滋賀大学

株式会社ウェザーニューズ 株式会社システム計画研究所

株式会社ウェザーマップ シスルナテクノロジーズ株式会社

特定非営利活動法人宇宙からの地球観測を考える会 国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁波伝搬研究センター

宇宙技術開発株式会社 株式会社Synspective
9 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 シンフォニアテクノロジー株式会社

一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構 一般社団法人水産海洋学会

宇宙システム開発株式会社 スカパーJSAT株式会社

ウミトロン株式会社 スパークス・イノベーション・フォー・フューチャー株式会社

一般財団法人衛星システム技術推進機構 株式会社Space Compass

衛星データサービス企画株式会社 株式会社スペースシフト
10 AIG損害保険株式会社 Space BD株式会社
12 ANAホールディングス株式会社 スペースワン株式会社

株式会社ALE スマート農業共同体

ESRIジャパン株式会社 住友商事株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 住友電気工業株式会社

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 セーレン株式会社

ＮＴＫインターナショナル株式会社 合同会社ZELCOM

NTCインターナショナル株式会社 一般社団法人先端空間情報技術評価支援センター

MS&ADインターリスク総研株式会社 ソニーグループ株式会社

株式会社MTI ソフトバンク株式会社

LG Japan Lab　株式会社 株式会社sorano me

オーシャンソリューションテクノロジー株式会社 損害保険ジャパン株式会社

株式会社大林組 特定非営利活動法人太陽放射コンソーシアム

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル タレスジャパン株式会社

株式会社オリエントマイクロウェーブ 公益財団法人地球環境戦略研究機関

一般社団法人カーボンリサイクルファンド 地球観測株式会社

国立研究開発法人海洋研究開発機構地球環境部門 地球観測データ利用ビジネスコミュニティ

株式会社環境テクノ 国立大学法人千葉大学環境リモートセンシング研究センター

関西電力株式会社 NPO法人 超教育ラボラトリー Inc.

公益財団法人環日本海環境協力センター 筑波大学大学院生命地球科学研究群環境科学学位プログラム

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 株式会社デジタルブラスト
13 キヤノン電子株式会社 特定非営利活動法人Digital北海道研究会
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【法人・団体会員】 敬称略、五十音順（2/2）

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 PwCコンサルティング合同会社

株式会社天地人 株式会社ビジョンテック
一般財団法人 電力中央研究所　サステナブルシステム研究本部　気象・流体科学研究部門 株式会社日立製作所

東海大学情報技術センター 福井県産業労働部産業技術課

東京海上日動火災保険株式会社 富士通株式会社
国立大学法人東北大学 理学研究科 大気海洋変動観測研究センター プラナスソリューションズ株式会社

鳥取県 株式会社Blue Lab
国立研究開発法人土木研究所　水災害・リスクマネジメント国際センター 国立研究開発法人防災科学技術研究所

トヨタ自動車株式会社 国立大学法人北海道大学大学院地球環境科学研究院

長野県　企画振興部　DX推進課 国立大学法人北海道大学低温科学研究所

長野市 国立大学法人北海道大学北極域研究センター
国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学宇宙地球環境研究所 みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

ナブテスコ株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

株式会社ニコン 株式会社三井住友銀行

西日本技術開発株式会社 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社日テレアックスオン 三井物産株式会社

株式会社日本政策投資銀行 三井不動産株式会社

日本郵船株式会社 株式会社Midtown

日本アイ・ビー・エム株式会社 三菱商事株式会社

日本海洋学会 株式会社三菱総合研究所

公益社団法人日本気象学会 三菱電機株式会社

一般財団法人　日本気象協会 三菱電機ソフトウエア株式会社

日本工営株式会社 三菱プレシジョン株式会社

一般社団法人　日本航空宇宙工業会 三菱マテリアルテクノ株式会社

日本スペースイメージング株式会社 株式会社三菱UFJ銀行

大学法人日本大学工学部 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

日本大気化学会 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

日本電気株式会社 株式会社ムラヤマ

日本地球観測衛星サービス株式会社 山口県
日本マイクロソフト株式会社 地方独立行政法人山口県産業技術センター
一般社団法人日本リモートセンシング学会 国立大学法人山口大学
ニューラルポケット株式会社 横河電機株式会社

株式会社ネスティ 国立大学法人横浜国立大学大学院環境情報研究院付属臨海環境センター

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構　農業環境研究部門 株式会社りそな銀行

株式会社野村総合研究所 株式会社Ridge-i

株式会社パスコ 株式会社リプロネクスト

ハッピー・ファム合同会社 一般財団法人リモート・センシング技術センター

ハニュウダ・グローバル株式会社 一般社団法人レーザセンシング学会

株式会社羽生田鉄工所 株式会社ワープスペース
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【有識者会員】（33名：以下は会員名称を「掲載可」とした委員のみを表示　） 敬称略、五十音順

秋山　文野 田中　康平
フリーランスライター 慶應義塾大学　システムデザイン・マネジメント研究科　特任講師

11 安宅　和人 17 田中　龍児
慶應義塾大学 環境情報学部　教授／Zホールディングス株式会社　シニアストラテジスト 学校法人 都築教育学園 第一工科大学　教授

阿部　隆博 外岡　秀行
三重大学　大学院生物資源学研究科　研究員 茨城大学　教授

荒井　朋子 中須賀　真一
千葉工業大学　惑星探査研究センター　主席研究員 東京大学大学院工学系研究科　教授

石田　真康 中村　健治
A.T. カーニー株式会社　ディレクター／一般社団法人SPACETIDE　代表理事兼CEO 獨協大学　経済学部国際環境経済学科　講師

榎本　麗美 樋口　清司
フリーアナウンサー／宇宙キャスター JAXA社友

13 小畑　俊裕 24 古屋　正人
株式会社Synspective　取締役　ゼネラルマネージャ 北海道大学　理学研究院 地球惑星科学部門　教授

嶋田　陽一 本郷　尚
水産大学校　海洋生産管理学科　助教授 三井物産戦略研究所　シニア研究フェロー

白坂　成功 馬奈木　俊介
慶應義塾大学大学院　教授 九州大学　主幹教授

鈴木　一人 丸山　真幸
東京大学　公共政策大学院　教授 国立研究開発法人理化学研究所　衛星姿勢軌道制御用レーザー開発研究チーム研究員

角南　篤 森　裕和
笹川平和財団理事長 株式会社野村総合研究所CXコンサルティング部　コンサルタント／株式会社ワープスペース CSO

高薮　縁 横山　広美
東京大学大気海洋研究所　副所長　教授 東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構　副機構長　教授

竹内　渉 米澤　千夏
東京大学生産技術研究所　教授 東北大学　大学院農学研究科　准教授

谷本　有香 山崎　直子

Forbes JAPAN 執行役員　Web編集長 公益財団法人日本宇宙少年団　代表理事

堤田　成政 渡邉　学
埼玉大学大学院　理工学研究科　准教授 東京電機大学　理工学部　研究員

【オブザーバ】（14団体） 敬称略、五十音順

海上保安庁 総務省

気象庁 内閣府宇宙開発戦略推進事務局

環境省 内閣府政策統括官（防災担当）

経済産業省 内閣府総合海洋政策推進事務局

国土交通省 農林水産省

国土地理院 防衛省

水産庁 文部科学省


