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環境・水ビジネス商談会

招聘企業リスト（1１ヶ国１地域 １６社）

ARTHA ENVIROTAMA（インドネシア）

http://www.arthaenvirotama.com

*事業概要*
水処理・廃水処理分野の大手 EPC 企業。水処理や限外濾過のパッケージシステムや、O&M 事業（スラバヤ等）
を展開。日本企業との提携経験が豊富で、中小企業とのビジネスにも関心が高い。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容： 日本からの調達／技術提携
*関心の高い事業分野*
-バイオガス関連技術
-嫌気性排水処理関連技術
-逆浸透膜システム
-膜バイオリアクター技術
BERIM（フランス）

http://www.berim.fr/en/

*事業概要*
建設、都市計画、環境エネルギー専門のエンジニアリング会社（French Federation of Engineering Consultancy
(SYNTEC)や OPQIBI にも認証されている）フランス国内のほか海外でも事業を展開し、2001 年からベトナム
にも進出。政府開発援助（ODA）案件のコンサルティング経験も持つ。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容：産業用水処理（上下水処理）分野で、東南アジアでの設備投資に強い日本企業と事業提携。
*関心の高い事業分野*
-汚泥を使ったエネルギーの有効活用
-塩水処理
*海外展開先*
中米、フランス領ギアナ、西インド諸島、アルジェリア、ベトナム、ミャンマー、レユニオン諸島
BLUE LLC (ALSERKAL Group)

（アラブ首長国連邦）
http://blue.ae/
http://www.alserkal-group.com/index.php

*事業概要*
リサイクルプラント等のサービスプロバイダーおよび、日本含む海外製品の販売代理店。日本の高度な技術
導入に関心があるのに加え、販売代理店として日本の製品の UAE 展開を行っていきたい。日本企業とも現在
も取引実績あり。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：

あり

希望する提携内容：日本からの調達／業務提携
*関心の高い事業分野*

-排水処理
-汚泥処理
-その他環境関連技術（廃棄物処理や廃棄物を活用したエネルギー、再生可能エネルギーなど）
建越科技工程股份有限公司（CHIEN YUEH TECHNOLOGY ENGINIEERING CO.,LTD.）（台湾）
http://www.cyte.com.tw/webfront/pages/About.aspx
*事業概要*
半導体等の事業を核とする TOPCO グループの系列企業の水処理 EPC。中国、米国、また英国を始めとする
欧州との水分野における提携があるが、日本企業との提携が最も多い。同社親会社の TOPCO は東京に事務所
を設置している。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容： 日本企業からの調達、技術提携
*関心の高い事業分野*
廃水及び回収水処理の新技術・設備、汚泥処理設備、廃棄物リサイクル技術・設備。
*海外展開先*
中国（蘇州に系列企業もあり）
、米国、英国等
GREEN EYE ENVIRONMENTAL CO.,LTD（ベトナム）

http://www.gree-vn.com/

*事業概要
現地資本の水処理エンジニアリング会社。関西の大手エンジニアリング会社のプロジェクトに参加するな
ど、日系企業や外資系企業との取引経験が豊富。日本の新しい技術に強い興味を持っている。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容： 日本からの調達/プロジェクトへ参加
*関心の高い事業分野*
-ポンプ（独占販売契約に関心が高い）
-微生物を培養する製品等
*海外展開先*
ホーチミン本社以外にも国内に 6 ヶ所の拠点があり、ベトナム全土に販売網を構築している。
GREENTECH

ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY（ベトナム）
http://www.greentechvn.com.vn

*事業概要*
ベトナム国内で数多くの排水処理設備の納入実績を持ち、日系企業の工場排水や病院、食品、縫製、商業（ホ
テル・アパート・レストラン等）、ゴム、水産をはじめとした多様な業種の企業と取引あり。日本の某大手素
材メーカーやエンジニアリング会社との取引実績がある。本商談会を通じて、他の企業に先んじて新しい技術
を導入していきたいという意欲あり。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容： 日本からの調達

*関心の高い事業分野*
-リサイクルした水を提供するための RO フィルター等
RAMKY ENVIRO ENGINEERS LIMITED（インド）

http://ramky.com

*事業概要*
インド南部ハイデラバードに拠点を有する Ramky グループ内の廃棄物処理のエンジニアリングサービス企
業。Ramky グループは廃棄物処理分野のトップ企業のひとつであり、同社はインド国内 10 州で大型産業排水
処理施設のエンジニアリングを担当。運営する産業廃棄物処理施設は 56 箇所に上る。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：非常に関心が高い（経験はない）
希望する提携内容：下記の分野に関する日本企業からの環境関連製品の調達、合弁会社設立、技術提携など多
岐にわたるビジネス連携に関心を持っている。
*関心の高い事業分野*
-BOD/COD 排出物の処理
-海水淡水化
-ゴミ処理場浸出液の処理
-オゾン処理
-下水道汚水の乾燥処理
-湖水、河川などの水質改善
-日本で開発されている新たなイノベーション
*海外展開先*
アメリカ、シンガポール、サウジアラビア、UAE,ベトナム、中国、ペルー、西アフリカ
RIORDAN MATERIALS CORP（米国）

http://riordanmat.com/

*事業概要*
中西部最大手の水処理関連の販売代理店。民間、下水市場において高品質な製品を４０製品ほど抱えており、
商談会、コンファレンス等にも積極的に参加している。幾つかの日系企業とも既に提携経験あり。ペンシルバ
ニア州のほか、ニュージャージー州、バージニア州、デラウェア州、メアリーランド州にも拠点あり。
*日本企業とのビジネス*
取引経験： あり
希望する日本企業との提携内容：日本からの調達
*関心の高い事業分野
-UV 殺菌
-逆浸透法（RO）
-悪臭管理
-汚泥乾燥
-飲料水処理
-排水のバイオ処理

SALCON BERHAD （マレーシア）

http://www.salcon.com.my

*事業概要*
マレーシア証券取引所に上場する大手の水処理 EPC 企業。自治体の上下水道関連の事業や企業の排水処理
に幅広い実績を持ち、マレーシア国内での実績は 800 件に及ぶ。インド・スリランカ・タイ・ベトナム・イ
ンドネシアにも施工実績がある。新しい技術へのキャッチアップや新しい市場の開拓に関心を持ち、JBIC、JICA
などによるプロジェクト参加経験も多い。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容：日本企業からの調達
*関心の高い事業分野*
-水処理、下水処理プラントの技術（システムに組み込まれる装置等）
-無収入水管理の技術（技術提携等、何らかの形での提携を希望する）
*海外展開先*
タイ、ベトナム、スリランカ、インドネシア、タイ
SEMBCORP ENVIRONMENT PTE LTD（シンガポール）
http://www.sembcorp.com/en/our-businesses/utilities/water

*事業概要*
シンガポール取引所（SGX）上場の政府系複合企業セムコープ・インダストリーズ傘下の完全子会社で環
境事業部門統括会社。水処理のエンジニアリングも行っており、日本企業から膜等の調達実績あり。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容：成熟した水処理技術の調達（新たな先進技術の開発段階における合弁事業）
*関心の高い事業分野*
-産業排水処理におけるコスト効率向上技術（効率の高いエアレーションシステム、高生分解性の排水処理、
排水処理後の汚泥処理技術
-バイオ汚泥処理、汚泥削減、移動床生物反応器や固定床バイオリアクター向けの担体、曝気装置、ZLD（Zero
Liquid Discharge）、排水処理
*海外展開先*
ベトナム、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、インド、バングラデシュ、UAE、オマーン、南アフ
リカ、ブラジル、チリ、パナマ、英国
SHANGHAI FIRST ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

上海一環環保工程有限公司（中国）
http://www.zgshyihuan.com

*事業概要*
民営の環境関連企業であり、特に汚水処理分野において、一環環境の市場シェアは中国国内同類企業の
TOP10 に入る。製薬、紡織、製紙、化工、食品、工業団地、化粧品などの多くの分野に、数百件の実績あり。
また、貴州省永靖工業団地における汚水処理プロジェクト、山東省の某製薬企業の汚水処理プロジェクト等、
商談中のプロジェクトも数多い。
*日本企業とのビジネス*

取引経験：商談経験あり。
希望する提携内容：自社や中国国内の技術で、解決できない課題に対して、日本の先端技術を持っている企業
を歓迎する。
*関心の高い事業分野*
-高濃度有機廃水や重金属含有量の高い廃水の処理技術／設備を持っている企業との提携
-中国でまだ普及されていない先端的水処理関連設備、技術（汚水処理分野）
TECHEM WATER SDN BHD （マレーシア）

http://techkem.com.my/

*事業概要*
中堅の水処理企業であり、自治体の上下水関係や企業の排水処理に幅広い実績を持つ。ドイツなど、欧米の
機器も取り入れており、膜処理に強みを持っている。新しい技術へのキャッチアップや新しい市場の開拓に強
い意欲を持つ。本社はセランゴール。マレーシア国内に、サラワク、ペナン事務所あり。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：実績は無いが、非常に関心がある。
希望する日本企業との提携内容、関心の高い事業分野：下記分野に関心があり、日本の技術や製品を求めてい
る。特に 2 に使用できる薬品に関心が高い。
１．パルプ、紙、ゴム手袋産業における排水リサイクル処理（白水フィルター等）
２．テキスタイル産業排水における脱色のための化学物質
３．製紙工場やゴム手袋産業における汚泥乾燥機
４．海水淡水化（プラント、逆浸透技術）
５．汚泥乾燥機
６．ポリマー（凝結・凝固剤や下水または産業排水の脱水用）
*海外展開先*
インドネシア、ミャンマー、フィリピンタイ、ベトナム、スリランカ
THAMMASORN ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CO.,LTD.（タイ）
http://www.dosgreenovation.com/home-page/
*事業概要*
1991 年創業のタイのエンジニアリング会社。水道や排水処理産業のターンキープロジェクトにおけるエンジ
ニアリング、小型排水処理システム、ウォータータンクの製造、産業廃棄物のリサイクルおよび管理を主な事
業としている。政府の公共事業やタイ都市部における MWA（Metropolitan Water Authority）案件のほか、不動
産開発等の民間事業、工場設備における案件も多数手がけている。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容： 環境分野における日本企業の総代理店業務や技術のライセンス取得
*関心の高い事業分野*
水処理、排水処理技術、産業廃棄物処理
*海外展開先
ミャンマー、ラオス、インドネシア

UES HOLDINGS PTE

LTD（United Engineers (Singapore) Private Limited）
（シンガポール）
http://www.uel.com.sg/index.htm

*事業概要*
1966 年創業の排水処理プラント等のエンジニアリング会社。主力事業は、飲料用水処理装置や、産業用の
配水、水処理、水回収システム、一般／産業廃棄物処理、海水／塩湖水淡水化、悪臭管理／処理、再生可能エ
ネルギーだが、この分野以外も様々なプロジェクトに取り組んでいる。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり
希望する提携内容：日本企業との技術提携（水処理、排水処理分野における装置の製造が可能な企業を想定。
シンガポールや他のアジア市場での提携も検討している。製品開発や試験的導入にも関心あり）
*関心の高い事業分野*
-水処理、排水処理（淡水化や再利用、液体、汚泥の処理技術）
-再生可能エネルギー市場（バイオガス、バイオマス、一般廃棄物処理）
*海外展開先*
中国、ベトナム、インドネシア、ミャンマー
Veolia Environment（フランス）

http://www.veolia.jp/ja/about-us/about-veolia

*事業概要*
ヴェオリア・エンバイロメント社は世界３大水メジャーのうちの１社で、世界各地で水・廃棄物処理、エネ
ルギー、公共輸送のサービスを行っている。
*日本企業とのビジネス*
取引経験：あり。
*希望する日本企業との提携内容、関心の高い事業分野*
以下の分野における日本企業からの技術調達等を希望している。
-省エネルギー
-IoT
-先端ロボット工学
（カナダからの招聘企業については調整中）
＊アルファベット順＊

