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商 号 ：株式会社ユニバーサルエネルギー研究所 

所在地 ：東京都港区虎ノ門5－3－20 仙石山アネックス4F 

電 話 ：03-5408-1118 ㈹   FAX 03-5408-0058 

 
代表取締役     金 田  武 司  

取締役・技術顧問 青 柳  雅 （元株式会社三菱総合研究所取締役監査役） 

顧 問  横 山  隆 一 （早稲田大学 名誉教授/ 早稲田大学理工学術院 環境総合研究

センター顧問/日本経済大学大学院 特任教授/首都大学東京 

名誉教授） 

技 術 顧 問  堀  雅 夫 （元 日本原子力研究所大洗工学センター所長 / 動力炉・核燃料開

発事業団理事） 

技 術 顧 問  田 中  忠 良 （元(独)産業技術総合研究所 太陽エネルギー利用研究グループ長/ 

元茨城県工業技術センター長） 

取 締 役  金 田  葉 子  

監 査 役  前田  隆一 （公認会計士） 
  

設 立 ：2004年11月1日 

資 本 金 ：1,200万円 

取 引 銀 行 ：三菱東京UFJ銀行本店 
 

■目的 

1. エネルギー開発・利用、環境保全・改善のコンサルティング 

2. 環境保全・改善に関わる調査研究業務 

3. エネルギー開発プロジェクトのマネージメント 

4. 経営コンサルティング 

5. 発電、送電、配電とその制御に関する機器及びエネルギー貯蔵機器の販売・メンテナンス 

 

■ 事業内容 

1. 次世代エネルギーの普及・環境改善に関する調査研究とともに、地方公共団体や企業の具体的な行

動計画の策定プロセスにおけるコンサルティング、およびエネルギー関連企業の経営に関するコ

ンサルティングを行う。 

2. 技術者教育に関する調査研究、コンサルティング、研修業務を行う。 

3. セミナー、イベント、シンポジウムの主催、ならびに開催の支援を行なう。インターネットや各種

メディアによる情報提供業務を行なう。 

4. 上記に関連する機器の販売。 

 

 



■主なクライアント 

                                         （50 音順） 

政府・地方公共団体 公的機関 

環境省 

経済産業省 

国土交通省 

 

総務省 

 

愛知県 

青森県 

茨城県 

大洗町 

神奈川県 

岐阜県 

一般財団法人 エネルギー総合工学研究所 

一般社団法人 海外環境協力センター 

一般社団法人 海外鉄道技術協力協会 

国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所 

一般社団法人 研究産業・産業技術振興協会 

国際協力銀行 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

一般社団法人新エネルギー導入促進協議会（NEPC） 

一般社団法人 次世代自動車振興センター（NEV） 

一般社団法人日本エレクトロヒートセンター 

日本機械輸出組合 

公益社団法人 日本港湾協会 

公益財団法人 中部圏社会経済研究所 

八戸市民エネルギー事業化推進協議会 

一般社団法人 横浜港運協会 など 

 

大学 

国立大学法人東京工業大学 

国立大学法人東京大学 

学校法人立命館 

学校法人名城大学 

 

民間企業等 

株式会社AIRI 

イーソリューションズ株式会社 

株式会社イデアス 

伊藤忠商事株式会社 

宇部興産 株式会社 

鹿島建設株式会社 

株式会社価値総合研究所 

株式会社北見港湾総合研究所 

シンフォニアテクノロジー株式会社 

住友商事株式会社 

双日株式会社 

大和ハウス工業 株式会社 

東急観光株式会社 

東京ガス株式会社 

東北緑化環境保全株式会社 

株式会社東洋設計 

トヨタ自動車株式会社 

豊田通商株式会社 

名古屋ユナイテッドコンテナターミナル株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

株式会社パワーシステム 

福島トヨペット株式会社 

フォーアールエナジー株式会社 

ブラザー工業株式会社 

株式会社フラットフィールド 

株式会社フルハシ環境総合研究所 

ベタープレイス・ジャパン株式会社 

丸紅株式会社 

三井物産株式会社 

三井倉庫株式会社 

株式会社 三井E&Sホールディングス 

株式会社ミツウロコ 

三菱商事株式会社 

株式会社三菱総合研究所 

株式会社明電舎 

りんかい日産建設株式会社 

株式会社ABRF 

株式会社NTTファシリティーズ 

株式会社 Sound-FinTech 

  など 

（2020年2月1日現在） 

  



 

Universal Energy Research Institute, Inc. 
 

as of 1st. Aug, 2016 

■ Company Profile 

・Company Name: Universal Energy Research Institute, Inc. 

・Office: 4th Level Sengokuyama Annex Bldg., 3-20, Toranomon 5-chome, 

Minato-ku, Tokyo 105-0001  

Tel +81-3-5408-1118    FAX +81+3-5408-0058 

http://www.ueri.co.jp (Japanese only) 

・Established : November 1, 2004 

・Paid-up capital : ¥12 million 

 

■ Directors 

・President Takeshi Kaneda 

・Director & Technical Adviser 

Tadashi Aoyagi, Director, Audit & Supervisory Board Member (past) 

・Adviser  Ryuichi Yokoyama, Professor,  Waseda University 

・Technical Adviser  

Masao Hori, Exective Director, Power Reactor and Nuclear Fuel Development 

Corporation (past), Representative, Advanced Energy Process & 

Application Forum, Fellow, American Nuclear Society 

Tadayoshi Tanaka, Director, Industrial Center, Ibaraki Pref. and Group Leader 

of Solar Energy, AIST(past) 

・Director   Yoko Kaneda 

・Auditor Ryuichi Maeda, certified public accountant 

 

 

■ Objects 

1. Consulting on Energy Development and use of energy, Environmental safeguards and 

remedy 

2. Research & study on Energy Development and Usage, Environmental safeguards and 

remedy 

3. Consulting on Management for Energy Development Project 

4. Consultation for business administration. 

5. Sales and Maintenance on the device/equipment of power generator, power transmission, 

electric supply, these control devices and energy storage device. 
 

 

■ Activities 

1. Research & study on facilitate of next-generation energy. 

2. Consulting on organizational strategic planning and personnel training for local government 

and company. 

3. Management on Energy related company. 

4. Assist to held the Seminar, Event and Symposium, especially through with provide its 

information on Internet and mass communication. 

5. Sale for device related above things. 

http://www.ueri.co.jp/

