
インフラメンテナンス国民会議 会員一覧 （令和４年１２月２８日時点） 
 
企業会員（970） 

株式会社 IHI インフラシステム 

株式会社アイ・エス・エス 

株式会社 INE 検測 

株式会社愛亀 

株式会社アイ・ケー・エス 

アイサワ工業株式会社 

會澤高圧コンクリート株式会社 

アイサンテクノロジー株式会社 

株式会社アイペック 

株式会社アーキ HILO 

株式会社アーク・ジオ・サポート 

EARTHCREATE 株式会社 

アース建設コンサルタント株式会社 

株式会社アーバングラフィック 

株式会社アーバンパイオニア設計 

株式会社アイ・アール・システム 

株式会社アイ・ディー・エー 

株式会社アイ・トランスポート・ラボ 

株式会社 IHI 

株式会社ＩＨＩインフラ建設 

株式会社ＩＨＩインフラシステム 

株式会社ＩＨＩ検査計測 

IMV 株式会社 

アイセイ株式会社 

愛知海運産業株式会社 

株式会社アイチコーポレーション 

アイティフォー 

株式会社あおい 

アオイ化学工業株式会社 

アオイ調査設計株式会社 

青木あすなろ建設株式会社 

青山建設株式会社 

株式会社赤城商会 

アキモク鉄工株式会社 

秋山北海建設株式会社 

昱株式会社 

株式会社アクアスマート 

株式会社アクシオン 

株式会社アクティオ  

株式会社浅沼組 

旭イノベックス株式会社 

旭建設株式会社 

株式会社朝日建設コンサルタント 

株式会社アサヒ建設コンサルタント 

朝日航洋株式会社 

朝日土木興業株式会社 

株式会社アジア共同設計コンサルタント 

アジア航測株式会社 

株式会社アジル 

株式会社飛鳥 

アス・プランテック株式会社 

株式会社東コンサルタント 

株式会社麻生 

アップコン株式会社 

株式会社アドビック 

阿南電機株式会社 

株式会社安部日鋼工業 

株式会社ＡＶＥＮＩＲ 

荒井建設株式会社 

株式会社荒木組 

株式会社荒倉建設コンサルタント 

株式会社荒谷建設コンサルタント 

株式会社有明測量開発社 

株式会社アリモト工業 

アルスコンサルタンツ株式会社 

アルファシステックス株式会社 

アルプスアルパイン株式会社 

株式会社安藤・間 

株式会社ＥＲＩソリューション 

株式会社 ESP 総研 



ＥＬ株式会社 

五十嵐建設工業株式会社 

池田工業株式会社 

勇建設株式会社 

株式会社Ｅ・Ｃ・Ｒ 

石井商事株式会社 

株式会社石覚組 

石黒建設株式会社 

株式会社イシダ工務店 

株式会社石松商会 

イズテック株式会社 

市川建設株式会社 

株式会社一測設計 

いであ株式会社 

伊藤組土建株式会社 

株式会社犬飼工務店 

岩倉測量設計株式会社 

岩崎電気株式会社 

岩田地崎建設株式会社 

株式会社岩根研究所 

株式会社インターネットイニシアティブ 

株式会社インテコ 

株式会社インテグレーテッド AMS 

インバイロワンシステム株式会社 

株式会社インフラネット 

株式会社インフラ・ラボ 

株式会社 WINNERS 

株式会社植木組 

株式会社ウエスコ 

株式会社ウエストサークル 

株式会社ウエルアップ 

株式会社ウォールナット 

株式会社内山建設 

株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 

株式会社ウヌマ地域総研 

ウムヴェルト株式会社 

株式会社エアフォートサービス 

エイコウコンサルタンツ株式会社 

栄光テクノ株式会社 

株式会社エイシング 

株式会社営善 

株式会社栄泉測量設計 

株式会社エイテック 

エイト技術株式会社 

株式会社エイト日本技術開発 

株式会社ＡＫ総研 

株式会社エージェンシーソフト 

株式会社エコワーク 

株式会社エスイー 

株式会社エスイーシー 

エスイーリペア株式会社 

株式会社エスケイエンジニアリング 

株式会社エスケーシー技術 

越前屋試錐工業株式会社 

株式会社エーティック 

有限会社 N&Ncorporation 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 

エヌエスティ・グローバリスト株式会社 

エヌシーイー株式会社 

株式会社ＮＪＳ 

株式会社ＮＤＩ 

エヌティエス技研株式会社 

株式会社 NTJ ジオテックス 

ＮＴＴインフラネット株式会社 

株式会社ＮＴＴドコモ 

株式会社ＮＴＴファシリティーズ 

株式会社愛媛建設コンサルタント 

エフ・アール・ピー・サービス株式会社 

株式会社ＦＯＦ 

FCR 株式会社 

株式会社エフ設計コンサルタント 

エム・エム ブリッジ株式会社 



株式会社Ｍ・Ｔ技研 

株式会社エムプラウド 

エレホン・化成工業株式会社 

オイレス工業株式会社 

扇精光コンサルタンツ株式会社 

応用技術株式会社 

応用地質株式会社 

オーウエル株式会社 

株式会社オービタルネット 

オオアク建装工業株式会社 

株式会社大江設計 

株式会社大久保建設 

大阪高速鉄道株式会社 

株式会社大塚社会基盤総合研究所 

大塚刷毛製造株式会社 

大野コンクリート株式会社 

株式会社オオバ 

株式会社大林組 

大林道路株式会社 

株式会社大和田測量設計 

株式会社岡﨑組 

岡三リビック株式会社 

有限会社小笠原組 

岡田建設株式会社 

株式会社沖成コンサルタント 

沖電気工業株式会社 

株式会社奥野組 

株式会社奥村組 

奥村組土木興業（株） 

奥村工業株式会社 

株式会社オクムラ道路 

株式会社小坂田建設 

株式会社オサシ・テクノス 

大高建設株式会社 

株式会社小野組 

株式会社小野建築研究所 

株式会社小野工業所 

株式会社オプティム 

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 

小柳建設株式会社 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

オリエンタル白石株式会社 

オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 

株式会社ガイアート 

株式会社開成測量設計社 

株式会社開発工営社 

株式会社開発調査研究所 

株式会社加賀田組 

加賀電子株式会社 

格正建設株式会社 

カジマ・リノベイト株式会社 

鹿島建設株式会社 

鹿島道路株式会社 

カシムラ工業有限会社 

株式会社片山工務店 

株式会社価値総合研究所 

株式会社かつら設計 

株式会社加藤組 

加藤建設株式会社 

株式会社カナサシテクノサービス 

金秀鉄工株式会社 

株式会社カナモト 

株式会社カナン・ジオリサーチ 

カネカケンテック株式会社 

株式会社かみえちご測地 

有限会社神輝興産 

カヤバ株式会社 

カヤバシステムマシナリー株式会社 

株式会社河合組 

川上建設株式会社 

川崎地質株式会社 

川田建設株式会社 



川田工業株式会社 

川田テクノロジーズ株式会社 

河西運輸株式会社 

カワノ工業株式会社 

株式会社カワハラ技研 

河本工業株式会社 

株式会社環境防災 

株式会社カンケン 

株式会社関西地質調査事務所 

関西電力株式会社 

関西防水工業株式会社 

株式会社カンツール 

株式会社関東エンジニアリングサービス 

菅野建設株式会社 

株式会社カンヨー 

株式会社菊池技研コンサルタント 

株式会社菊地測量設計 

株式会社技研製作所 

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 

株式会社キタコン 

北日本コンピューターサービス株式会社 

KEYTEC 株式会社 

株式会社キナン 

株式会社衣川組 

木下建工株式会社 

株式会社儀保ペイント商会 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

株式会社九検 

九電テクノシステムズ株式会社 

株式会社九州開発エンジニヤリング 

九州技術開発株式会社 

株式会社九州建設サポート 

九州電力株式会社 

九州旅客鉄道株式会社 

九鉄工業株式会社 

協栄測量設計株式会社 

京セラコミュニケーションシステム株式会社 

株式会社共創 

共同印刷株式会社 

協同エンジニアリング株式会社 

株式会社共同技術コンサルタント 

株式会社橋梁メンテナンス 

共和コンクリート工業株式会社 

株式会社共和電業 

協和ボーリング株式会社 

極東興和株式会社 

極東メタリコン工業株式会社 

旭洋設備工業株式会社 

株式会社近畿地域づくりセンター 

キンキ道路株式会社 

錦城護謨株式会社 

株式会社きんそく 

株式会社クオリティ・ジャパン 

株式会社草野測器社 

躯体処理琉球株式会社 

工藤建設株式会社 

株式会社工藤測量設計 

株式会社国建 

株式会社久保田工務店 

株式会社熊谷組 

株式会社久米電装 

倉敷紡績株式会社 

倉橋建設株式会社 

株式会社グリーンシェルター 

株式会社クリエート 

株式会社計画情報研究所 

計測技研株式会社 

計測ネットサービス株式会社 

ケイプラス株式会社 

京葉興業株式会社 

恵和株式会社 



ケーアンドイー株式会社 

株式会社ケー・エフ・シー 

株式会社 KMC 

株式会社ケーネス 

株式会社ケミカル工事 

株式会社建協測量設計 

株式会社ケンコン 

株式会社建設技術研究所 

有限会社建設サービス 

株式会社建設システム 

株式会社建設図書 

株式会社建設プロジェクトセンター 

建装工業株式会社 

有限会社ケンテックシステムズ 

有限会社県北測量設計事務所 

株式会社コアシステムジャパン 

株式会社 CORE 技術研究所 

株式会社コイシ 

小泉製麻株式会社 

株式会社興栄コンサルタント 

有限会社晃永調査測量 

株式会社高環境エンジニアリング 

株式会社構研エンジニアリング 

興建エンジニアリング株式会社 

株式会社構造計画研究所 

株式会社交通総合研究所 

株式会社興電舎 

株式会社鴻池組 

株式会社鴻池組東北支店 

株式会社興和 

株式会社興和測量設計 

光和商事株式会社 

国際航業株式会社 

株式会社国土開発センター 

国土防災技術株式会社 

コスモ技研株式会社 

株式会社光生エンジニアリング 

ゴトウコンクリート株式会社 

寿建設株式会社 

コニカミノルタ株式会社 

コニカミノルタビジネスアソシエイツ株式会社 

コニシ株式会社 

小針土建株式会社 

こぶし建設株式会社 

株式会社小松製作所 

株式会社小宮山土木 

株式会社コーユービジネス 

五洋建設株式会社 

コンクリート・鋼構造物超耐久化工法研究会 

コンクリートコーリング株式会社 

有限会社コンクリートサポートセンター 

株式会社金剛測機 

株式会社コンコルディア 

株式会社コンセック 

株式会社コンテック東日本 

株式会社近藤組 

コンドーテック株式会社 

株式会社西條設計コンサルタント 

斉藤井出建設株式会社 

株式会社斉藤組 

株式会社ｓａｉブランド 

酒井工業株式会社 

酒井工業株式会社 

株式会社栄組 

株式会社寒河江測量設計事務所 

坂田電機株式会社 

先嶋建設株式会社 

櫻テクノ株式会社 

株式会社サザンテック 

株式会社佐藤組 

佐藤工業株式会社 

佐藤工業株式会社 



株式会社サトー技建 

株式会社佐藤渡辺 

佐幸測量設計株式会社 

澤田建設株式会社 

サンエス電気通信株式会社 

三機工業株式会社 

合同会社サン技術研究所 

山九株式会社 

sun-Q 株式会社 

株式会社山九ロードエンジニアリング 

三共スチール株式会社 

三共リース株式会社 

株式会社サンクリエイト 

サンコーコンサルタント株式会社 

三信建材工業株式会社 

有限会社三伸商事 

サンスイ・ナビコ株式会社 

株式会社サンテクノス 

三友舗道株式会社 

サンユレック株式会社 

株式会社サンヨー 

山洋建設株式会社 

株式会社山陽設計 

山陽ロード工業株式会社 

三立土建株式会社 

三和エンジニアリング株式会社 

三和コンクリート工業株式会社 

株式会社さんわ 

株式会社三和テレム 

株式会社ジーアイエス南九州 

CACH 株式会社 

株式会社ＣＳＳ技術開発 

株式会社シーエックスアール 

株式会社シーエーブイ 

株式会社 GPMO 

ＪＩＰテクノサイエンス株式会社 

株式会社 JANA ソリューション 

ジェイテック株式会社 

JFE エンジニアリング株式会社 

ジェコス株式会社 

株式会社ジェピコ 

ジオ・サーチ株式会社 

ジオテクノロジーズ株式会社 

四国建設コンサルタント株式会社 

株式会社四国総合研究所 

四国リニューアル株式会社 

静岡県道路公社 

株式会社シードコンサルタント 

株式会社シビテック 

ジビル調査設計株式会社 

株式会社島津製作所 

清水建設株式会社 

株式会社下川設計 

株式会社四門 

ジャステクト株式会社 

株式会社ジャスト 

株式会社ジャストエンジニアリング 

株式会社ジャパックス 

株式会社 JALUX 

住環境創建株式会社 

首都高技術株式会社 

首都高速道路株式会社 

株式会社 JOINTECH 

株式会社上智 

庄司建設工業株式会社 

株式会社庄内測量設計舎 

昭和技術設計株式会社 

昭和コンクリート工業株式会社 

昭和電工株式会社 

昭和電工建材株式会社 

株式会社昭和土木設計 

昭和瀝青工業株式会社 



ショーボンド建設株式会社北日本支社 

株式会社白崎コーポレーション 

シンクコンストラクション株式会社 

株式会社神鋼環境ソリューション 

新光検査株式会社 

神鋼鋼線工業株式会社 

新産測量株式会社 

株式会社新星コンサルタント 

新日鐵住金株式会社 

新日本管財株式会社 

株式会社新日本技術コンサルタント 

株式会社新日本コンサルタント 

新日本非破壊検査株式会社 

有限会社仁礼 

新和技術コンサルタント株式会社 

新和設計株式会社 

株式会社新和調査設計 

株式会社水上洋行 

水 ing 株式会社 

株式会社ズームスケープ 

末広産業株式会社 

株式会社スカイロボット 

株式会社スギヤス 

鈴中工業株式会社 

鈴与建設株式会社 

株式会社ステージアップ 

スバル興業株式会社 

SPACECOOL 株式会社 

合同会社スマートウォーター 

株式会社スマートシティ技術研究所 

株式会社スリーエヌ技術コンサルタント 

スリーエムジャパン株式会社 

株式会社セア・プラス 

世紀東急工業株式会社 

株式会社青工 

株式会社セイコーウェーブ 

清野建設株式会社 

株式会社清美環 

西武建設株式会社 

株式会社関組 

積水化学工業株式会社 

積水ハウス株式会社 

ゼニス建設株式会社 

ゼネラルストーン株式会社 

セノー株式会社 

セムテックジャパン合同会社 

セールスワン株式会社 

センクシア株式会社 

釧根開発株式会社 

一般財団法人先端建設技術センター 

全日本コンサルタント株式会社 

株式会社ゼンリン 

ソイルアンドロックエンジニアリング株式会社 

株式会社相愛 

綜合警備保障株式会社 

双日株式会社 

株式会社総社技術コンサルタント 

創伸建設株式会社 

株式会社創生舎 

株式会社ソーキ 

株式会社測地コンサルタント 

株式会社測地コンサルシステム 

ソナス株式会社 

株式会社ｓｏｒａｎｉ 

株式会社染め Qテクノロジィ 

株式会社ソラリス 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

第一カッター興業株式会社 

株式会社第一コンサルタンツ 

第一設計監理株式会社 

第一復建株式会社 

大嘉産業株式会社 



ダイキ工業株式会社 

株式会社大京 

株式会社ダイクレ 

大建工業株式会社 

大伸化学株式会社 

大成建設株式会社 

大成建設株式会社東北支店 

有限会社大成工業 

大成ロテック株式会社 

株式会社大地設計 

大同コンサルタンツ株式会社 

大日コンサルタント株式会社 

大日本印刷株式会社 

大日本コンサルタント株式会社 

大日本塗料株式会社 

大場建設株式会社 

大福コンサルタント株式会社 

ダイプラ株式会社 

株式会社太平洋コンサルタント 

太平洋セメント株式会社 

株式会社ダイム 

株式会社ダイヤコンサルタント 

大有建設株式会社 

太洋エンジニアリング株式会社 

太陽ファスナー株式会社 

株式会社ダイワ技術サービス 

大和クレス株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

株式会社宝機材 

株式会社タガワ 

株式会社タグキャスト 

株式会社竹中工務店 

株式会社竹中土木 

田島ルーフィング株式会社 

株式会社只石組 

ＤＡＣ－ＮＯＴＥ株式会社 

ダットジャパン株式会社 

ダッピスタジオ合同会社 

株式会社タップ 

田中シビルテック株式会社 

合同会社タナビック 

玉野総合コンサルタント株式会社 

株式会社田村組 

地崎道路株式会社 

有限会社千葉工業 

中央技術株式会社 

株式会社中央コーポレーション 

中央コンサルタンツ株式会社 

中央復建コンサルタンツ株式会社 

中外テクノス株式会社 

中電技術コンサルタント株式会社 

中日建設株式会社 

中部電力株式会社 

中部復建株式会社 

株式会社中和コンストラクション 

株式会社長大 

株式会社千代田コンサルタント 

株式会社 tsuji 

蔦井株式会社 

株式会社土屋建設 

株式会社ディ・アンド・ディ 

株式会社ティ・エス・プランニング 

株式会社ティーネットジャパン 

株式会社テイコク 

ＤＨＩ株式会社 

データバイザー株式会社 

株式会社テクノコンサルタント 

株式会社テクノ東北 

株式会社ＴＴＥＳ 

鉄建建設株式会社 

デュポン株式会社 

デュポン帝人アドバンスドペーパー株式会社 



デンカ株式会社 

株式会社デンカリノテック 

株式会社デンソー 

株式会社土井組 

東亜グラウト工業株式会社 

東亜建設技術株式会社 

東亜建設工業株式会社 

東亜建設工業株式会社東北支店 

東亜道路工業株式会社 

東亜道路工業株式会社関西支社 

東亜道路工業株式会社九州支社 

有限会社東海維持管理興業 

東海興業株式会社 

東急建設株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

株式会社東京建設コンサルタント 

株式会社東京測器研究所 

東京電設サービス株式会社 

東京美装興業株式会社 

東京理学検査株式会社 

株式会社道具やわくい 

株式会社東建工営 

株式会社東芝 

東芝テック株式会社 

東信建設工業株式会社 

株式会社東設土木コンサルタント 

株式会社東日 

株式会社東豊開発コンサルタント 

東保建設株式会社 

東北エンジニアリング株式会社 

株式会社東北基礎調査 

株式会社東北工商 

株式会社東北構造社 

株式会社東北ドローン 

東洋建設株式会社 

株式会社東洋設計 

株式会社東和 

株式会社ドーコン 

株式会社ドヴァ 

株式会社トキト 

土牛産業株式会社 

株式会社特殊高所技術 

徳倉建設株式会社 

株式会社トクヤマエムテック 

戸田建設株式会社 

凸版印刷株式会社 

株式会社トップクルー 

飛島建設株式会社 

飛島建設株式会社東北支店 

株式会社トプコン 

株式会社土木管理総合試験所 

株式会社土木技研 

株式会社土木技術コンサルタント 

ドボクリエイト株式会社 

株式会社冨田組 

株式会社富田組 

株式会社巴コーポレーション 

株式会社友定建機 

豊田通商株式会社 

トーヨーマテラン株式会社 

株式会社トラスト 

有限会社ＴＲＵＳＴ ＯＮＥ 

有限会社ドラドンシステム 

株式会社トランスコア 

株式会社ドローンネット 

合同会社ドローンビリティー 

内外構造株式会社 

中井商工株式会社 

ナカウン株式会社 

長崎テクノ株式会社 

中正機械株式会社 

株式会社長瀬土建 



株式会社ナガ・ツキ 

株式会社中綱組 

中日本建設コンサルタント株式会社 

中日本航空株式会社 

中日本高速道路株式会社 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 

長野計器株式会社 

長浜産業株式会社 

中村建設株式会社 

中村興業株式会社 

株式会社中山組 

ナチュラルコンサルタント株式会社 

株式会社浪速技研コンサルタント 

南海測量設計株式会社 

株式会社ニイミ 

株式会社ニコン・トリンブル 

西江建設株式会社 

西尾レントオール株式会社  

株式会社西原環境 

西日本技術開発株式会社 

株式会社西日本グリーンメンテナンス 

西日本高速道路株式会社 

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社 

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 

西松建設株式会社 

ニタコンサルタント株式会社 

日栄地質測量設計株式会社 

株式会社日技 

株式会社ニチゾウテック 

日油技研工業株式会社 

ニチレキ株式会社 

日刊建設通信新聞社 

日建工業株式会社 

株式会社日興 

株式会社日興建設コンサルタント 

株式会社ニッコン 

日産化学株式会社 

株式会社日進機械 

日進機工株式会社 

日進工業株式会社 

株式会社日水コン 

日綜産業株式会社 

日鉄エンジニアリング株式会社 

日鐵住金建材株式会社 

日鉄住金高炉セメント株式会社 

日鉄総研株式会社 

日東建設株式会社 

日東工器株式会社 

株式会社ＮＩＰＰＯ 

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 

日本オラクル株式会社 

日本管財株式会社 

日本基礎技術株式会社 

日本橋梁株式会社 

日本躯体処理株式会社 

株式会社日本計画研究所 

日本ケミカル工業株式会社 

日本工営株式会社 

株式会社日本構造橋梁研究所 

日本国土開発株式会社 

日本コンピュータシステム株式会社 

日本サミコン株式会社 

日本ジッコウ株式会社 

日本シビックコンサルタント株式会社 

日本振興株式会社 

日本信号株式会社 

日本水工設計株式会社 

日本綜合建設株式会社 

日本調査株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 



日本電測機株式会社 

日本道路株式会社 

日本特殊陶業株式会社 

日本ノーディッグテクノロジー株式会社 

株式会社日本パーツセンター 

株式会社日本ピーエス 

日本ビソー株式会社 

日本非破壊検査株式会社 

日本ヒューム株式会社 

日本ファブテック株式会社 

日本ミクニヤ株式会社 

日本無線株式会社 

日本メックス株式会社 

株式会社日本メンテ 

日本ライナー株式会社 

日本ロード・メンテナンス株式会社 

NEXCO-West USA 

株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 

能美防災株式会社 

株式会社ノース技研 

株式会社野地組 

株式会社野村総合研究所 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

株式会社パスコ 

株式会社ハタヤリミテッド 

蜂谷工業株式会社 

株式会社初山 

株式会社八光コンサルタント 

株式会社パトライト 

パナソニックシステムネットワークス株式会社 

株式会社林工務店 

株式会社原工務所 

株式会社 PAL 構造 

パルステック工業株式会社 

阪神高速技研株式会社 

阪神高速技術株式会社 

阪神道路開発株式会社 

バンプレコーダー株式会社 

阪和興業株式会社 

ＢＡＳＦジャパン株式会社 

株式会社ビーエムシー 

東日本高速道路株式会社 

東日本測量設計株式会社 

株式会社久本組 

菱田技研工業株式会社 

株式会社ビジー・ビー 

ヒートロック工業株式会社 

株式会社日立国際電気 

株式会社日立システムズ 

株式会社日立製作所 

日立造船株式会社 

株式会社日立ソリューションズ 

BIPROGY 株式会社 

株式会社尾藤電気 

日之出水道機器株式会社 

非破壊検査株式会社 

非破壊検査機器合同会社 

廣木建設株式会社 

ヒロセ株式会社 

株式会社廣瀨 

ヒロセ補強土株式会社 

ファインロードコンサルタント株式会社 

株式会社ファルコン 

株式会社ファルコン 

株式会社ブイキューブロボティクス 

株式会社 VAG 

株式会社 Foresight 

４D センサー株式会社 

株式会社フォトラクション 

深田サルベージ建設株式会社 

株式会社深松組 

深谷建設株式会社 



福井コンピュータ株式会社 

福地建設株式会社 

株式会社福永測量設計 

福浜大一建設株式会社 

福美建設株式会社 

株式会社福山コンサルタント 

株式会社ビーセーフ 

藤村ヒューム管株式会社 

藤森工業株式会社 

株式会社復建技術コンサルタ 

株式会社福建コンサルタント 

株式会社藤建技術設計センター 

富士建設株式会社 

富士ゼロックス株式会社 

不二総合コンサルタント株式会社 

株式会社フジタ 

藤田建設工業株式会社 

株式会社フジタ建設コンサルタント 

富士通株式会社 

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 

株式会社富士通鹿児島インフォネット 

株式会社富士通交通・道路データサービス 

株式会社富士通マーケティング 

株式会社 富士ピー・エス 

一般社団法人ふじのくにづくり支援センター 

株式会社藤原組 

富士フイルム株式会社 

株式会社フジみらい 

株式会社藤本組 

株式会社藤森測量設計 

株式会社フジヤマ 

株式会社双葉建設コンサルタント 

復建調査設計株式会社 

株式会社フナボリ 

Fracta Japan 株式会社 

株式会社古市 

古河電気工業株式会社 

フルサト工業株式会社 

株式会社 FullDepth 

ブルーフィールド合同会社 

株式会社 Blofic 

株式会社芙蓉コンサルタント 

株式会社平泉洋行 

ベイシス株式会社 

株式会社ベイシスコンサルティング 

ベーシックインフォメーションセンター株式会社 

別府建設株式会社 

株式会社豊徳 

豊明建設株式会社 

豊和コンサルタント株式会社 

北栄調査設計株式会社 

株式会社ホクエツ 

北越メタル株式会社 

北央舗道株式会社 

北興建設株式会社 

株式会社ホクコン 

株式会社北創 

北電総合設計株式会社 

北武コンサルタント株式会社 

株式会社補修技術設計 

ポゾリスソリューションズ株式会社 

株式会社北海道技術コンサルタント 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

株式会社ホープ設計 

炎重工株式会社 

ホーメックス株式会社 

幌村建設株式会社 

堀内電気株式会社 

本州四国連絡高速道路株式会社 

ボンドエンジニアリング株式会社 

株式会社マイスターエンジニアリング 

株式会社前澤エンジニアリングサービス 



前澤工業株式会社 

前田建設工業株式会社 

前田工繊株式会社 

前田道路株式会社 

前田道路株式会社東北支店 

馬瀬建設株式会社 

株式会社増岡組 

松尾建設株式会社 

株式会社松田組 

株式会社松本コンサルタント 

株式会社マネジメントシステム評価センター 

株式会社眞宮技術 

株式会社マリンサポートエンジニアリング 

丸栄コンクリート工業株式会社 

株式会社丸治コンクリート工業所 

有限会社丸重屋 

株式会社丸島アクアシステム 

株式会社丸立渡辺組 

株式会社マルツ電波 

丸藤シートパイル株式会社 

株式会社丸本組 

株式会社馬渡商会 

三重塗料株式会社 

株式会社ミカミ 

三国屋建設コンサルタント株式会社 

株式会社水機テクノス 

株式会社みすず綜合コンサルタント 

株式会社みちのく計画 

株式会社三井Ｅ＆Ｓテクニカルリサーチ 

三井住友海上火災保険株式会社 

三井住友建設株式会社 

三井造船株式会社 

ミツイワ株式会社 

株式会社三菱総合研究所 

三菱電機株式会社 

三豊産業有限会社生コン工場 

株式会社皆川測量 

株式会社南組 

株式会社ミネ技術 

宮川興業株式会社 

株式会社宮川製作所 

宮坂建設工業株式会社 

みやざきインフラモニタリング研究会 

宮地エンジニアリング株式会社 

株式会社み・らいとコンサルティング 

株式会社ミライト・テクノロジーズ 

夢想科学株式会社 

有限会社牟田建設 

陸奥テックコンサルタント株式会社 

村本建設株式会社 

株式会社メイセイ・エンジニアリング 

株式会社森本組 

ヤシマ工業株式会社 

有限会社安野測量事務所 

矢田工業株式会社 

八千代エンジニヤリング株式会社 

矢作建設工業株式会社 

株式会社矢野商店 

株式会社 ヤマウ 

株式会社山川 

山北調査設計株式会社 

株式会社ヤマコン 

株式会社山善 

ヤマダインフラテクノス株式会社 

株式会社山田組 

ヤマテック株式会社 

一般社団法人ヤマトグループ総合研究所 

大和探査技術株式会社 

合同会社やんばる彩葉 

株式会社ＵＲリンケージ 

ユウキメタルテック株式会社 

株式会社ユーティス 



株式会社ユーディケー 

ユニアデックス株式会社 

ユニチカ株式会社 

株式会社ユニックス 

株式会社ユニテック 

株式会社ユニバーサルコンピュータ研究所 

株式会社陽光興産 

株式会社横河ブリッジ 

有限会社吉川土木コンサルタント 

株式会社吉光組 

ヨシモトポール株式会社 

株式会社米北測量設計事務所 

株式会社米倉社会インフラ技術研究所 

株式会社四電技術コンサルタント 

ライン生コン株式会社 

ラック株式会社 

ランデス株式会社 

株式会社ランドアート 

株式会社リガーレ 

株式会社リコー 

株式会社リージャスト 

リテックエンジニアリング株式会社 

リノブリッジ株式会社 

株式会社 RiverLink 

リョウユウ エンジニアリング株式会社 

ＲｅＶｉｓｉｏｎ株式会社 

りんかい日産建設株式会社 

株式会社ＬＩＮＫＰＬＡＮＥＴ 

ルーチェサーチ株式会社 

株式会社 Roope's 

株式会社レーザック 

株式会社レックス 

株式会社ロイヤルコンサルタント 

ロンシール工業株式会社 

株式会社和建設計事務所 

渡辺エンジニアリング株式会社 

株式会社和田組 


