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会員名簿

会員名簿（2021年12月2日現在）　会員数：386社

【あ】

ＩＭＩジャパン(株)

【い】

【う】

【え】

EPRI International, Inc.

【お】

【か】

海外ウラン資源開発(株) (一社)海外電力調査会

【き】

Cavendish Nuclear Japan(株) (株)キュリオン ジャパン

【く】

【け】

あ か さ た な は ま や ら わ

(株)ＩＨＩ (株)ＩＨＩ検査計測 (株)ＩＨＩ原動機 愛知金属工業(株) (株)アイビックス

アスク‧サンシンエンジニアリング(株) (株)アセンド (株)アトックス (株)アドフューテック (株)アドプレックス

(株)安藤‧間

(株)Ｅ＆Ｅテクノサービス イースタン‧カーライナー(株) 伊方町 石川県 石巻市 出光興産(株)

伊藤忠商事(株) 伊藤忠テクノソリューションズ(株) (株)イトーキ 井上電気(株) 茨城県 岩田地崎建設(株)

(株)インターナショナルクリエイティブ インターナショナル‧ニュークリア‧サービス‧ジャパン(株)

ウェスチングハウス‧エレクトリック‧ジャパン株式会社 ウツエバルブサービス(株) (株)宇徳

エイ‧ティ‧エス(株) (株)エイブル (株)ＮＨＶコーポレーション NSユナイテッド内航海運(株)

(一財)エネルギー総合工学研究所 (株)エネルギーレビューセンター 荏原工業洗浄(株) 愛媛県 ＦＴＥＣ(株)

ＭＨＩ ＮＳエンジニアリング(株) (一財)エンジニアリング協会

応用光研工業(株) 大洗町 大分共同火力(株) おおい町 大熊町 (一財)大阪科学技術センター

(株)オー‧シー‧エル オーテック電子(株) (株)大林組 大間町 岡野バルブ製造(株) 沖縄電力(株)

(株)奥村組 女川町 御前崎市 Orano Japan(株) オルガノ(株)

あ か さ た な は ま や ら わ

海外再処理委員会 (公財)海洋生物環境研究所 鏡野町

(公財)核物質管理センター 鹿児島県 鹿島建設(株) 柏崎市 (株)上組 刈共(株)

(一社)火力原子力発電技術協会 刈羽村 (公財)環境科学技術研究所 韓国原子力研究院 (株)KANSOテクノス

関西電力(株) (株)関水社 (株)かんでんエンジニアリング (株)関電工 関電サービス(株) (株)関電システムズ

(株)関電パワーテック 関電不動産開発(株) 関電プラント(株)

木村化工機(株) 九州電力(株) 九電産業(株) 共和町

(学)近畿大学 (株)きんでん

クニミネ工業(株) (株)熊谷組 栗田工業(株) (株)クリハラント (株)グローバル‧ニュークリア‧フュエル‧ジャパン

(株)京浜コーポレーション (株)ケーイーシー 玄海町 検査開発(株) 原子燃料工業(株)

(公財)原子力安全技術センター (株)原子力安全システム研究所 (一社)原子力安全推進協会 原子力エネルギー協議会

(株)原子力エンジニアリング 原子力エンジニアリング(株) (公財)原子力環境整備促進‧資金管理センター

原子力サービスエンジニアリング(株) (公財)原子力バックエンド推進センター 原子力発電環境整備機構 (株)原子力発電訓練センター

原電エンジニアリング(株) 原燃輸送(株)

http://www.ihi.co.jp/
http://www.iic-hq.co.jp/
https://www.ihi.co.jp/ips/indexj.html
http://www.aikin.co.jp/
https://www.aivix.co.jp/
http://www.askcorp.co.jp/
http://www.ascend.co.jp/
http://www.atox.co.jp/
http://www.adfutec.com/
http://www.adplex.co.jp/
http://www.ad-hzm.co.jp/
https://www.e-ets.co.jp/
http://www.ecl.co.jp/
http://www.town.ikata.ehime.jp/
http://www.pref.ishikawa.jp/
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
http://www.idemitsu.co.jp/
https://www.itochu.co.jp/ja/index.html
http://www.ctc-g.co.jp/
http://www.itoki.jp/
http://www.inouedenki.co.jp/
http://www.pref.ibaraki.jp/
https://www.iwatachizaki.jp/
http://www.incre.co.jp/
http://www.innuserv.co.jp/
http://www.westinghousenuclear.com/
http://www.utevs.co.jp/
http://www.utoc.co.jp/
http://www.ats-ltd.co.jp/
http://www.abl-fukushima.co.jp/
http://www.nhv.jp/
http://www.nsu-naiko.co.jp/
http://www.iae.or.jp/
http://www.erc-books.com/ERC/Main/Main-F.html
http://www.eicc.co.jp/
http://www.pref.ehime.jp/
https://www.ftecweb.net/company/
http://www.mhi-nseng.co.jp/
http://www.enaa.or.jp/
http://www.oken.co.jp/
http://www.town.oarai.lg.jp/
http://www.oita-kyoka.co.jp/
http://www.town.ohi.fukui.jp/
http://www.town.okuma.fukushima.jp/
http://www.ostec.or.jp/
http://www.ocl-corp.co.jp/
http://www.otec-elec.co.jp/
http://www.obayashi.co.jp/
http://www.town.ooma.lg.jp/
http://www.okano-valve.co.jp/
http://www.okiden.co.jp/
http://www.okumuragumi.co.jp/
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/
http://areva.com/EN/group-1483/japan-nuclear-power-a-major-strategic-area.html
http://www.organo.co.jp/
http://www.orc.or.jp/
http://www.kaiseiken.or.jp/
http://www.town.kagamino.lg.jp/
http://www.jnmcc.or.jp/
http://www.pref.kagoshima.jp/
http://www.kajima.co.jp/
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/
http://www.kamigumi.co.jp/index.html
http://www.karikyo.co.jp/
http://www.tenpes.or.jp/
http://www.vill.kariwa.niigata.jp/
http://www.ies.or.jp/
https://www.kaeri.re.kr/eng/
http://www.kanso.co.jp/
http://www.kepco.co.jp/
http://www.kansui.com/
http://www.kanden-eng.co.jp/
http://www.kandenko.co.jp/
http://www.kandensv.co.jp/
https://kanden-sys.jp/
http://www.kanden-pt.co.jp/
http://www.kanden-rd.co.jp/
http://www.kanden-plant.co.jp/
http://www.kcpc.co.jp/
http://www.kyuden.co.jp/
http://www.kyudensangyo.co.jp/
http://www.town.kyowa.hokkaido.jp/
http://www.kindai.ac.jp/
http://www.kinden.co.jp/
https://www.kunimine.co.jp/
http://www.kumagaigumi.co.jp/
http://www.kurita.co.jp/
http://www.kurihalant.co.jp/
http://www.gnfjapan.com/
http://www.keihin-c.co.jp/
http://www.kec-net.com/
http://www.town.genkai.lg.jp/
http://www.kensakaihatsu.co.jp/
http://www.nfi.co.jp/
http://www.nustec.or.jp/
http://www.inss.co.jp/
http://www.genanshin.jp/
http://www.atena-j.jp/
http://www.neltd.co.jp/
http://www.neco-net.co.jp/
http://www.rwmc.or.jp/
http://www.nusec.co.jp/index.html
http://www.randec.or.jp/
http://www.numo.or.jp/
http://www.jntc.co.jp/
http://www.gnesc.co.jp/
http://www.nft.co.jp/
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【こ】

【さ】

【し】

GNS Gesellschaft für Nuklear-Service mbH

【す】

【せ】

【そ】

【た】

【ち】

中部冷熱(株)

【つ】

【て】

テクネティクス‧グループ‧ジャパン(株)

【と】

(一財)高度情報科学技術研究機構 (株)鴻池組 (株)神戸製鋼所 向洋電機(株) 国際原子力開発(株)

コベルコスタズビック(株) (株)コミュニケーターズ 五洋建設(株) 近藤工業(株)

あ か さ た な は ま や ら わ

佐賀県 薩摩川内市 (株)佐電工 佐藤工業(株) サンエス(株) 山九(株) 産業科学(株)

(株)三興

ＧＥ日立‧ニュクリアエナジー‧インターナショナルＬＬＣ (株)シー‧エス‧エー‧ジャパン

(株)シーテック GNE Advisory (株)シービーエス ＪＦＥスチール(株) Jacobs

Ｊ－ＰＯＷＥＲジェネレーションサービス(株) (株)Ｊ－ＰＯＷＥＲ設計コンサルタント Ｊ－ＰＯＷＥＲテレコミュニケーションサービス(株)

(株)Ｊ－ＰＯＷＥＲハイテック (株)Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネスサービス (株)ジェー‧シー‧オー 志賀町 四国計測工業(株)

四国電力(株) (株)静岡銀行 静岡県 (株)島津製作所 島根県 清水建設(株) (株)商船三井

新日本空調(株) 新むつ小川原(株) 新菱冷熱工業(株)

(株)スギノマシン 助川電気工業(株) (株)スタズビック‧ジャパン 住友金属鉱山(株) 住友電気工業(株)

(株)スリー‧アール

セイコー‧イージーアンドジー(株) (株)錢高組 (株)セレス 全国電力関連産業労働組合総連合

双日(株) 曽田鉄工(有)

あ か さ た な は ま や ら わ

(株)第一工芸社 大成建設(株) 大同特殊鋼(株) 大日機械工業(株) 太平電業(株) (株)ダイヤコンサルタント

高砂熱学工業(株) (株)高田工業所 高浜町 タキロンシーアイシビル(株) (株)竹中工務店 (株)辰巳商会

中央開発(株) 中国電力(株) 中電環境テクノス(株) (株)中電工 中電不動産(株) 中電プラント(株)

中部電力(株) (株)中部プラントサービス 千代田化工建設(株) 千代田興産(株) (株)千代田テクノル

千代田メインテナンス(株)

敦賀市

ティージーコンサルティング(株) 帝国繊維(株) (株)ＴＶＥ (株)テクノ中部

(株)テネックス･ジャパン (株)テプコシステムズ 電気事業連合会 電源開発(株) (一財)電力中央研究所

(学)東海大学 東海村 (株)東京エネシス 東京海上日動火災保険(株) 東京商工会議所

東京電力ホールディングス(株) (学)東京都市大学原子力研究所 東京ニュークリア‧サービス(株) 東京パワーテクノロジー(株)

東京防災設備(株) 東興機械工業(株) 東光鉄工(株) 東芝エネルギーシステムズ(株)

東芝テクニカルサービスインターナショナル(株) 東芝検査ソリューションズ(株) 東芝プラントシステム(株)

東双不動産管理(株) 東電設計(株) 東電不動産(株) 東北インフォメーション‧システムズ(株) 東北電力(株)

東北発電工業(株) 東北緑化環境保全(株) 東洋エンジニアリング(株) 東洋炭素(株)

ＤＯＷＡエコシステム(株) (株)トーエネック トーワエレックス(株) 戸田建設(株) 飛島建設(株) 泊村

http://www.rist.or.jp/
http://www.konoike.co.jp/
http://www.kobelco.co.jp/
http://www.koyoelec.co.jp/
http://www.jined.co.jp/
http://www.kobelco.co.jp/about_kobelco/group/domestic/engineering/1196085_15404.html
http://www.communicators.co.jp/
http://www.penta-ocean.co.jp/
http://www.cambridgefilter.com/
http://www.pref.saga.lg.jp/web/
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/
http://www.sadenko.co.jp/
http://www.satokogyo.co.jp/
http://www.sanesu-k.jp/
http://www.sankyu.co.jp/
http://www.sangyo-kagaku.co.jp/
http://www.skgr.co.jp/
http://www.gepower.com/home/index.htm
http://www.csaj.co.jp/index.html
http://www.ctechcorp.co.jp/
https://www.gneadvisory.com/
http://www.group-c.co.jp/
http://www.jfe-steel.co.jp/
https://www.jacobs.com/
http://www.jpde.co.jp/
https://www.jpts.co.jp/
http://www.jphytec.co.jp/
http://www.jpbs.co.jp/
http://www.jco.co.jp/
https://www.town.shika.lg.jp/
http://www.yonkei.co.jp/
http://www.yonden.co.jp/
http://www.shizuokabank.co.jp/
http://www.pref.shizuoka.jp/
http://www.shimadzu.co.jp/
http://www.pref.shimane.lg.jp/
http://www.shimz.co.jp/
http://www.mol.co.jp/
http://www.snk.co.jp/
http://www.shinmutsu.co.jp/
http://www.shinryo.com/
http://www.sugino.com/
http://www.sukegawadenki.co.jp/
http://www.studsvik.se/
http://www.smm.co.jp/
http://www.sei.co.jp/
http://www.3r-net.com/
http://speed.sii.co.jp/pub/segg/hp/index.jsp
http://www.zenitaka.co.jp/
http://www.ceresco.jp/
http://www.denryokusoren.or.jp/
http://www.sojitz.com/jp/index.html
http://www.sota-tekko.com/
https://www.d1-kougei.co.jp/
http://www.taisei.co.jp/
http://www.daido.co.jp/
http://www.dainichikikai.co.jp/
http://www.taihei-dengyo.co.jp/
http://www.diaconsult.co.jp/
http://www.tte-net.co.jp/
http://www.takada.co.jp/
http://www.town.takahama.fukui.jp/
https://www.tc-civil.co.jp/
http://www.takenaka.co.jp/
http://www.tatsumi-cs.co.jp/
http://www.ckcnet.co.jp/
http://www.energia.co.jp/
http://www.e-ckt.jp/
http://www.chudenko.co.jp/
http://www.chudenfudosan.co.jp/
http://www.chuden-plant.co.jp/
http://www.chuden.co.jp/
http://www.chubuplant.co.jp/
https://www.chiyodacorp.com/jp/
http://www.cknet.co.jp/
http://www.c-technol.co.jp/
http://www.cmaint.co.jp/
http://www.city.tsuruga.lg.jp/
http://www.t-g-consulting.com/index.html
http://www.teisen.co.jp/
http://www.toavalve.co.jp/
http://www.techno-chubu.co.jp/
https://tenex-japan.jp/ja/target=
http://www.tepsys.co.jp/
http://www.fepc.or.jp/
http://www.jpower.co.jp/
http://criepi.denken.or.jp/index.html
http://www.u-tokai.ac.jp/
http://www.vill.tokai.ibaraki.jp/
http://www.qtes.co.jp/
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
http://www.tokyo-cci.or.jp/
http://www.tepco.co.jp/
http://www.tcu.ac.jp/facilities/facility1/atomicenergy/index.html
http://www.tokyo-nucl.co.jp/
http://www.tokyo-pt.co.jp/
http://www.tokyo-bosai-setsubi.co.jp/
http://www.tohkou.co.jp/
http://www.toko-akita.co.jp/
https://www.toshiba-energy.com/
https://www3.toshiba.co.jp/ttsi/
https://www.toshiba-insp-sol.co.jp/
http://www.toshiba-tpsc.co.jp/
http://www.tosofudousan.co.jp/index.html
http://www.tepsco.co.jp/
http://www.tdfkk.co.jp/
http://www.toinx.co.jp/
http://www.tohoku-epco.co.jp/
http://www.tohatu.co.jp/
http://www.tohoku-aep.co.jp/
http://www.toyo-eng.com/jp/ja/
http://www.toyotanso.co.jp/
http://www.dowa-eco.co.jp/
http://www.toenec.co.jp/
http://www.towaelex.co.jp/
http://www.toda.co.jp/
http://www.tobishima.co.jp/
http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/
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【な】

【に】

日豪ウラン資源開発(株)

日本原子力保険プール

(株)ニューテック 東京支社 人形峠原子力産業(株)

【ね】

【の】

【は】

【ひ】

【ふ】

フラマトムジャパン(株)

【へ】

【ほ】

【ま】

富岡町 富山薬品工業(株) 富山共同自家発電(株) トランスニュークリア(株) Trade Tech 日本事務所

あ か さ た な は ま や ら わ

（株）ナイス (株)永木精機 (株)中北製作所 長瀬ランダウア(株) (株)ナガミ 名古屋商工会議所

楢葉町

新潟綜合警備保障(株)柏崎刈羽原子力警備支社 西日本プラント工業(株) 西日本技術開発(株) 西松建設(株)

ニシム電子工業(株) ニチアス(株) 日揮(株) 日揮グローバル(株) 日機装(株)

日進技研(株) 日鉄興和不動産(株) 日本海運(株) 日本核燃料開発(株) (株)日本政策投資銀行

日本製鉄(株) 日本通運(株) 日本郵船(株) (公社)日本アイソトープ協会 (一財)日本ＩＴＵ協会

(株)日本アクシス 日本イーエスアイ(株) 日本エヌ‧ユー‧エス(株) (一財)日本エネルギー経済研究所

日本エネルギー法研究所 日本ガイシ(株) (株)日本環境調査研究所 日本ギア工業(株) 日軽金アクト(株)

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 日本原子力発電(株) 日本原子力防護システム(株)

(一社)日本建設業連合会 日本建設工業(株) 日本原燃(株) 日本工業検査(株) 日本国土開発(株)

日本製鋼所M＆E(株)

日本電気(株) (一社)日本電気協会 (一社)日本電機工業会 (一社)日本動力協会 (公財)日本分析センター

日本放射線エンジニアリング(株) 日本無機(株) (一財)日本立地センター 日本レコードマネジメント(株)

ニュークリア‧デベロップメント(株)

(株)ＮＥＳＩ

能美防災(株) (公財)能登原子力センター

あ か さ た な は ま や ら わ

(株)博報堂 (一財)発電設備技術検査協会 ハントン‧アンドリュース‧カース外国法事務弁護士事務所 (株)阪和

(株)ピー‧エム‧エス (株)ＢＷＲ運転訓練センター 東通村 東日本興業(株) (株)ピーク‧ワン 日立金属(株)

日立ＧＥニュークリア‧エナジー(株) (株)日立製作所 日立造船(株) (株)日立物流 (株)日立プラントコンストラクション

非破壊検査(株) ビューローベリタスジャパン(株) 平田バルブ工業(株)

(株)フィールドワンプロモーション 福井県 福井県原子力平和利用協議会 (公財)福井原子力センター

福井工業大学 アイソトープ研究所 (株)福田組 (株)フジキン (株)フジクラ‧ダイヤケーブル (株)フジタ

富士通(株) 富士電機(株) 双葉町 フランス電力 日本駐在事務所

(株)ペスコ

宝栄工業(株) (公財)放射線影響協会 (公財)放射線計測協会 (一財)放射線利用振興協会 北電産業(株)

北電総合設計(株) 北陸電気工事(株) 北陸電力(株) 北陸プラントサービス(株) 北海道 北海道電力(株)

北海道パワーエンジニアリング(株) ポニー工業(株)

あ か さ た な は ま や ら わ

http://www.tomioka-town.jp/
http://www.tomypure.co.jp/
http://www.tk-jikahatsu.co.jp/
http://www.tntokyo.co.jp/
http://www.uranium.info/
https://www.nais.ne.jp/
http://www.ngk-nagaki.com/
http://www.nakakita-s.co.jp/
http://www.nagase-landauer.co.jp/
http://www.nagami.co.jp/
http://www.nagoya-cci.or.jp/
http://www.town.naraha.lg.jp/
https://www.ngtalsok.co.jp/
http://www.npc21.jp/
http://www.wjec.co.jp/
http://www.nishimatsu.co.jp/
http://www.nishimu.co.jp/
http://www.nichias.co.jp/
http://www.jgc.com/jp/
https://www.jgc.com/jp/about/related-companies/overseas.html
http://www.nikkiso.co.jp/
http://www.nissingiken.co.jp/index.html
http://www.nskre.co.jp/
https://www.nipponkaiun.com/index.html
http://www.nfd.jp/
http://www.dbj.jp/
https://www.nipponsteel.com/
http://www.nittsu.co.jp/
http://www.nyk.com/
http://www.jrias.or.jp/
http://www.ituaj.jp/
http://www.n-axis.co.jp/
http://www.esi.co.jp/
http://www.janus.co.jp/
http://eneken.ieej.or.jp/
http://www.jeli.gr.jp/
http://www.ngk.co.jp/
http://www.jer.co.jp/
http://www.nippon-gear.jp/
https://group.nikkeikin.co.jp/act/index.html
http://www.jaea.go.jp/index.shtml
http://www.japc.co.jp/
http://www.jnss.co.jp/
http://www.nikkenren.com/
http://www.nikkenko.co.jp/
http://www.jnfl.co.jp/
http://www.nikkoken.com/
http://www.n-kokudo.co.jp/
https://www.jsw-me.com/index.html
http://www.nec.co.jp/
http://www.denki.or.jp/
http://www.jema-net.or.jp/
http://www.jea-wec.or.jp/
http://www.jcac.or.jp/
http://www.jrec.cc/
http://www.nipponmuki.co.jp/
http://www.jilc.or.jp/
http://www.nrm.co.jp/
http://www.ndc-tokai.co.jp/
http://www.nesi.co.jp/index.html
http://www.nohmi.co.jp/
http://www.noto-gen.or.jp/
http://www.hakuhodo.co.jp/
http://www.japeic.or.jp/
https://www.huntonak.com/en/offices/tokyo.html
http://www.kk-hanwa.co.jp/
http://www.pms-gr.co.jp/
http://www.btc.co.jp/
http://www.vill.higashidoori.lg.jp/
http://www.hnk-i.co.jp/
https://www.peak-1.co.jp/
http://www.hitachi-metals.co.jp/
http://www.hitachi-hgne.co.jp/
http://www.hitachi-hgne.co.jp/nuclear/index.html
http://www.hitachizosen.co.jp/index.html
http://www.hitachi-hb.co.jp/
http://www.hitachi-plant-construction.co.jp/
http://www.hihakaikensa.co.jp/
http://www.bureauveritas.jp/
http://www.hvi.co.jp/
http://www.f1p.co.jp/index.html
http://www.pref.fukui.jp/
https://genheikyo.jimdo.com/
http://www.athome.tsuruga.fukui.jp/
http://www.fukui-ut.ac.jp/
http://www.fkd.co.jp/
http://www.fujikin.co.jp/
http://www.fujikura-dia.co.jp/
http://www.fujita.co.jp/
http://jp.fujitsu.com/
http://www.fujielectric.co.jp/
https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/
http://www.edf.com/
http://www.pesco.co.jp/
http://hoeikogyo.com/
http://www.rea.or.jp/
http://www.irm.or.jp/
http://www.rada.or.jp/
http://www.hs-k.co.jp/
http://www.hokuss.co.jp/
http://www.rikudenko.co.jp/
http://www.rikuden.co.jp/
http://www.hokuriku-plant.co.jp/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
http://www.hepco.co.jp/
http://www.hpec.jp/
http://www.ponyindustry.co.jp/
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【み】

【む】

【め】

【や】

【ゆ】

【よ】

【ら】

【り】

【ろ】

Rosatom South East Asia Pte. Ltd Branch in Japan

【わ】

 

備考　(学)：学校法人、（公社）：公益社団法人、（公財）：公益財団法人、（一社）：一般社団法人、（一財）：一般財団法人

Copyright © JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF) 
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。

お問い合わせ先：地域交流部　TEL: (直通)

(株)前川製作所 前田建設工業(株) 松江市 丸紅(株) 丸紅ユティリティ‧サービス(株)

(株)みずほ銀行 三井住友海上火災保険(株) (株)三井住友銀行 三井住友建設(株) 三井物産(株)

三菱ＦＢＲシステムズ(株) 三菱原子燃料(株) 三菱重工業(株) 三菱商事(株) 三菱商事パワーシステムズ(株)

(株)三菱総合研究所 三菱電機(株) 三菱マテリアル(株) 三菱マテリアルテクノ(株) 美浜町 宮城県

ミリオンテクノロジーズ‧キャンベラ(株)

むつ市

(株)明和

あ か さ た な は ま や ら わ

(株)矢野経済研究所 山口県

(株)ユアテック ユレンコ(株)

横河ソリューションサービス(株) ヨシザワＬＡ(株) 四電エンジニアリング(株) 四電ビジネス(株)

あ か さ た な は ま や ら わ

リサイクル燃料貯蔵(株)

六ヶ所村

あ か さ た な は ま や ら わ

(公財)若狭湾エネルギー研究センター

03-6256-9314

一般社団法人 日本原子力産業協会
〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19 興和二番町ビル5階

Copyright © JAPAN ATOMIC INDUSTRIAL FORUM, INC. (JAIF) 
ここに掲載されている記事や写真などの無断転載はご遠慮ください。

http://www.mayekawa.co.jp/
http://www.maeda.co.jp/index.html
http://www.city.matsue.shimane.jp/
https://www.marubeni.com/jp/
http://www.mus.co.jp/index.html
http://www.mizuhobank.co.jp/
http://www.ms-ins.com/
http://www.smbc.co.jp/
http://www.smcon.co.jp/
https://www.mitsui.com/jp/ja/
http://www.mfbr.co.jp/
http://www.mnf.co.jp/
http://www.mhi.co.jp/index.html
http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/
http://www.mcpower.co.jp/
http://www.mri.co.jp/
http://www.mitsubishielectric.co.jp/
http://www.mmc.co.jp/corporate/ja/index.html
http://www.mmtec.co.jp/
http://www.town.mihama.fukui.jp/
http://www.pref.miyagi.jp/
http://www.canberra.com/jp/
http://www.city.mutsu.lg.jp/
http://www.meiwa-ltd.com/
http://www.yano.co.jp/
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/
http://www.yurtec.co.jp/
http://www.urenco.com/
https://www.yokogawa.co.jp/about/yjp/
http://www.yoshizawa-la.co.jp/
http://www.yon-e.co.jp/
http://www.yon-b.co.jp/
http://www.rfsco.co.jp/
http://www.rokkasho.jp/
http://www.werc.or.jp/
tel:
https://www.jaif.or.jp/about/access/
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