
 
 

 

会社名 株式会社アイコンズ (英名：ICONS Inc.) 

創立 1980 年 12 月 22 日 

代表取締役社長 伊藤治夫 

資本金 23 百万円 

従業員数 16 名 

主要取引先銀行 みずほ銀行、三菱東京 UFJ 銀行 

業務内容 

ODA で実施されている再生可能エネルギー、教育、農漁村開発、保健医療、公共政策、

産業開発分野の企画、調査、設計、施工監理、調達、技術指導、評価業務。その他国内

省庁のコンサルティング業務  

主要取引先 
国際協力機構 (JICA)、一般財団法人日本国際協力システム（JICS）、公益財団法人海

外漁業協力財団（OFCF）、総務省、内閣府など  

所在地 東京都新宿区市谷柳町 39 番地 菅屋ビル  

沿革 

2011 年 4 月  

   

2003 年 10 月  

 

2001 年 4 月  

 

 

1992 年 9 月 

 

 

1980 年 12 月 

 

社名を株式会社アイコンズ（英名 ICONS Inc.）に変更 

 

社名をアイコンズ（ICONS）国際協力㈱に変更 

 

㈱CRC 総合研究所から MBO（Management Buy-Out）により独立した。 

（社名は変わらず） 

 

M&A により伊藤忠グループ㈱CRC 総合研究所（現伊藤忠テクノソリュー

ションズ㈱）の 100％出資によるグループ会社となる。 

 

東海鋼業㈱と徳水㈱との共同出資により D&A エンジニアリング㈱として

設立 

 
 
 
 

http://www.icons.co.jp/


 

 

 
一村一品プロジェクト、科学技術プロジェクトにおける事業評価、太陽光発電による再生可能エネルギーなど 

地域 国名 プロジェクト名 発注者 プロジェクト 

種類 

期間 

アフリカ マラウィ 一村一品グループ支援に向けた 

一村一品運動実施能力強化プロジェクト 

中間レビュー調査（評価分析） 

ＪＩＣＡ 中間レビュー調査 2013 

アジア フィリピン 全国産業クラスター能力向上 

プロジェクト(NICCEP) 

中間レビュー調査(評価分析) 

JICA 中間レビュー調査 2013 

中東 パレスチナ ジェリコ農産加工団地誘致サービス機能

強化プロジェクト詳細計画策定調査 

（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

中南米 ボリビア ラグナ・コロラダ地熱発電所建設事業 

推進プロジェクト終了時評価調査 

（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2013 

アジア インドネシ

ア 

重機産業支援のための金属加工技術 

開発プロジェクト詳細計画策定調査 

（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

アフリカ ザンビア 一村一品プロジェクト詳細計画策定調査

（地場産業振興） 

JICA 事前調査 2012-2013 

アフリカ モザンビー

ク 

一村一品運動推進専門家派遣 JICA 専門家派遣 2011-2012 

大洋州 トンガ 太陽光を活用したクリーンエネルギー 

導入計画 

JICS 入札管理/ 

調達管理 

2009-2013 

大洋州 トンガ 太陽光を活用したクリーンエネルギー 

導入計画（ソフトコンポーネント） 

JICS 専門家派遣 2009-2013 

大洋州 マーシャル 太陽光を活用したクリーンエネルギー 

導入計画 

JICS 入札管理/ 

調達管理 

2009-2012 

大洋州 ミクロネシ

ア 

ミクロネシア国太陽光を活用した 

クリーンエネルギー導入計画 

（環境プログラム無償） 

Crown 

Agents 

施工監理 2012 

http://www.icons.co.jp/


 

 

 
学校運営改善、基礎教育、高等教育、職業訓練分野における調査および事業評価など 

地域 国名 プロジェクト名 発注者 プロジェクト 

種類 

期間 

アフリカ コンゴ民主 

共和国  

国立職業訓練校能力強化プロジェクト 

詳細計画策定調査 

（評価分析／産業動向） 

JICA 事前調査 2014 

アジア ラオス コミュニティ・イニシアティブによる 

初等教育改善プロジェクトフェーズ２ 

JICA 専門家派遣 2014-2016 

大洋州 フィジー 大洋州地域高等教育のための ICT 構築

プロジェクト詳細計画策定調査 

JICA 事前調査 2014 

アフリカ セネガル 理数科教育改善プロジェクトフェーズ２中

間レビュー調査（評価分析） 

JICA 中間レビュー調査 2013 

アジア 中国 職業衛生能力強化プロジェクト 

中間レビュー調査（評価分析） 

JICA 中間レビュー調査 2013 

アフリカ コンゴ 国立職業訓練校指導員能力強化 

プロジェクト 

JICA 

(下請） 

技術協力 

専門家派遣 

2011-2014 

アジア ラオス コミュニティ・イニシアティブによる 

初等教育改善プロジェクトフェーズ 2 

JICA 専門家派遣 2012-2014 

アフリカ ルワンダ トゥンバ高等技術専門学校強化支援 

プロジェクト 

JICA 

(下請） 

技術協力 

専門家派遣 

2007-2012 

アフリカ セネガル 教育環境改善プロジェクトフェーズ 2 

中間レビュー調査（評価分析） 

JICA 中間レビュー調査 2012 

アジア フィリピン 地方における障害者のためのバリアフリ

ー環境形成中間レビュー調査 

JICA 中間レビュー調査 2010-2011 

アフリカ ニジェール 住民参加型学校運営改善計画 

フェーズⅡ専門家派遣（教育評価） 

JICA 専門家派遣 2011 

アジア ミャンマー 社会福祉行政官育成プロジェクト 

フェーズ 2 詳細計画策定調査 

JICA 事前調査 2010 

中東 アフガニ 

スタン 

人づくりプロジェクト（仮称）に係る 

協力準備調査 

JICA 事前調査 2010 

http://www.icons.co.jp/


 

 

 
予防接種体制整備、母子保健分野での調査および事業評価業務、医療機材調達業務など 

地域 国名 プロジェクト名 発注者 プロジェクト 

種類 

期間 

アフリカ ケニア コミュニティヘルス戦略強化プロジェクト

終了時評価調査（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2014 

アフリカ コンゴ民主 

共和国 

保健人材開発支援プロジェクトフェーズ２

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

アジア パキスタン 根拠に基づく意思決定及び管理のため

の県保健情報システムプロジェクト終了

時評価調査 

JICA 終了時評価調査 2012 

大洋州 大洋州地域 予防接種体制整備プロジェクト 

専門家派遣 

JICA 専門家派遣 2012 

アフリカ マダガスカ

ル 

エイズ予防対策強化プロジェクト 

終了時評価調査 

JICA 終了時評価調査 2011 

アフリカ セネガル タンバクンダ州及びケドゥグ州 

母子保健サービス改善プロジェクト 

終了時評価調査 

JICA 終了時評価調査 2011 

大洋州 大洋州地域 予防接種体制整備プロジェクト 

専門家派遣 

JICA 専門家派遣 2011 

アジア ミャンマー 主要感染症対策プロジェクト 

延長フェーズ終了時評価調査 

JICA 終了時評価調査 2011 

アジア ネパール 学校保健・栄養改善プロジェクト 

中間レビュー調査 

JICA 中間レビュー調査 2010 

アジア ラオス 保健セクター事業調整能力強化 

専門家派遣 

（ウェブ・サイト開設/運用管理支援） 

JICA 専門家派遣 2009 

中東 イエメン コミュニティー母子栄養・保健 

プロジェクト事前調査（保健行政） 

JICA 事前調査 2008 

欧州 モンテネグ

ロ 

モンテネグロ中核病院 

医療機材整備計画 

JICA 実施設計 

/施工監理 

2007-2008 
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小地域統計情報システム、人口センサス、産業統計にかかわる政府統計改善プロジェクト、税関能力強化支援、 

ワーク・ライフ・バランスに関するアーカイブ構築など 

地域 国名 プロジェクト名 発注者 プロジェクト 

種類 

期間 

アフリカ モザンビー

ク 

道路維持管理能力向上プロジェクト 

終了時評価調査（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2014 

アジア ネパール カトマンズ盆地における地震災害 

リスクアセスメントプロジェクト 

詳細計画策定調査 

JICA 事前調査 2014 

中南米 ニカラグア 家族とコミュニティのための社会リスク予

防・ケア統合行政サービス能力強化プロ

ジェクト 中間レビュー調査（評価分析） 

JICA 中間レビュー調査 2013-2014 

大洋州 パプアニュ

ーギニア 

気候変動対策のための国家森林資源 

情報管理システム運営に係る 

能力向上プロジェクト  

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013-2014 

アフリカ 南スーダン 都市水道公社水道事業管理能力強化 

プロジェクト フェーズ２ 

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

アフリカ カメルーン 熱帯雨林地域陸稲振興プロジェクト 

終了時評価調査（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2013 

アジア イ ン ド ネ シ

ア 

グリーン経済政策能力強化プロジェクト

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

アジア カンボジア 政府統計能力向上計画フェーズ 3 JICA 

(下請） 

技術協力 

専門家派遣 

2010-2015 

アフリカ 南スーダン 政府能力強化専門家派遣 

（政府能力強化） 

JICA 専門家派遣 2012-2013 

アフリカ スーダン 南部スーダン政府能力強化専門家派遣 JICA 専門家派遣 2011-2012 

アジア 全世界 環境管理分野課題対応支援 JICA 専門家派遣 2011-2012 

アジア インド 自然災害の減災と復旧のための情報ネ

ットワーク構築に関する研究（DISANET） 

JICA 中間レビュー調査 2012 
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水産行政、水産養殖、農村開発での調査および事業評価、漁港設計調査開発など 

地域 国名 プロジェクト名 発注者 プロジェクト 

種類 

期間 

アジア ベトナム 高効率燃料電池と再生バイオガスを融

合させた地域内エネルギー循環システム

の構築プロジェクト詳細計画策定調査

（評価分析） 

JICA 事前調査 2014 

アフリカ ベナン 内水面養殖普及プロジェクト延長フェー

ズ終了時評価調査（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2014 

アフリカ セネガル セネガル川流域灌漑地区 

生産性向上プロジェクト 

終了時評価調査（評価分析） 

ＪＩＣＡ 終了時評価調査 2013 

中南米 ボリビア 持続的農村開発のための実施体制 

整備計画フェーズ 2 

終了時評価調査（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2013 

中南米 エルサル 

バドル 

東部地域農業流通強化のための 

バリューチェーン開発プロジェクト 

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

アフリカ エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロ

ジェクト終了時評価調査（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2013 

大洋州 バヌアツ 豊かな前浜フェーズ 2（第 1 年次） JICA 

(下請） 

技術協力 

専門家派遣 

2012-2013 

中東 チュニジア ガベス湾水産資源共同管理プロジェクト

（第 1 年次） 

JICA 

(下請） 

技術協力 

専門家派遣 

2012 

中東 ヨルダン 乾燥地域における先進農業技術の 

導入計画プロジェクトフェーズ 2 

詳細計画策定調査 

JICA 事前調査 2012 

アフリカ ブルキナ 

ファソ 

コモエ県における住民参加型 

持続的森林管理計画 

JICA 中間レビュー調査 2009-2010 

アフリカ セネガル 水産行政アドバイザー JICA 専門家派遣 2009-2010 
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技術協力プロジェクト、無償資金協力、有償資金協力における詳細分析、中間・終了時評価、事後評価、インパクト

評価など 

地域 国名 プロジェクト名 発注者 プロジェクト 

種類 

期間 

アフリカ セネガル ２０１４年度 案件別事後評価： 

パッケージ I－８ 

JICA 事後評価 2014-2015 

全世界 全世界 平成 26 年度水資源・防災分野技術協力

プロジェクト中間レビュー及び終了時評

価 

JICA 中間レビュー、 

終了時評価調査 

2014-2015 

アフリカ ア ル ジ ェ リ

ア 

サハラを起点とするソーラーブリーダー

研究開発中間レビュー調査（評価分析） 

JICA 中間レビュー調査 2014 

中南米 ブラジル 造船業及びオフショア開発人材育成 

プロジェクト詳細計画策定調査 

（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

中南米 ニカラグア 地震に強い住居建設技術改善プロジェク

ト終了時評価（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2013 

アジア バングラデ

シュ 

（科学技術協力）高潮・洪水被害の防止

軽減技術の研究開発プロジェクト 

詳細計画策定調査(評価分析) 

JICA 事前調査 2013 

アジア フィリピン 全国産業クラスター能力向上 

プロジェクト(NICCEP) 

中間レビュー調査(評価分析) 

JICA 中間レビュー調査 2013 

アジア イ ン ド ネ シ

ア 

グリーン経済政策能力強化プロジェクト

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

アフリカ コンゴ民主 

共和国 

保健人材開発支援プロジェクトフェーズ２

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

中南米 エルサル 

バドル 

東部地域農業流通強化のための 

バリューチェーン開発プロジェクト 

詳細計画策定調査（評価分析） 

JICA 事前調査 2013 

アフリカ エチオピア 小規模農民のための優良種子振興プロ

ジェクト終了時評価調査（評価分析） 

JICA 終了時評価調査 2013 
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