
i-Construction推進コンソーシアム・WG会員数

法人会員 行政会員 有識者会員 合計

1193者 64者 37者 1294者

技術開発・導入WG 823者 37者 30者 890者

３次元データ流通・利活用WG 794者 25者 28者 847者

海外標準WG 247者 2者 23者 272者

2022年11月21日時点

i-Construction推進コンソーシアム



法人会員 （ （一社）富山県測量設計業協会
英 株式会社CSS技術開発
あ RTK研究会

株式会社アイ・ロボティクス
株式会社アイエステー
アイオン行政書士事務所
株式会社愛河調査設計
株式会社あいコンサルタント
株式会社アイサス
會澤高圧コンクリート株式会社
アイサワ工業株式会社
アイサンテクノロジー株式会社
アイセイ株式会社
株式会社iTest
葵コンサルタント株式会社
青木あすなろ建設株式会社
青空計画
あおみ建設株式会社
燈株式会社
株式会社アキヤマ
アクセスメディアインターナショナル株式会社
株式会社アクティオ
曙ブレーキ工業株式会社
株式会社淺沼組
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
旭建設株式会社
朝日航洋株式会社
朝日テクノ株式会社
朝日土木株式会社
旭有機材株式会社
アジア航測株式会社
株式会芦沢組土木
アスキム株式会社
株式会社アズクリエイト
株式会社アドデザイン
アナログ・テック株式会社
阿南測量設計株式会社
天野産業株式会社
株式会社アミューズワンセルフ
アムニモ株式会社
株式会社荒谷建設コンサルタント
AritomiLabK.K.
アルキテック株式会社
アルビト株式会社
株式会社アルファ水工コンサルタンツ東京本社
アルプスレントオール株式会社
株式会社安藤建設
株式会社安藤・間
株式会社アンドー
アンリツ株式会社
アンリツネットワークス株式会社

い EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社
石井建材株式会社
石川建設株式会社
イズテック株式会社
市川総業有限会社
一般財団法人橋梁調査会
一般財団法人　リモート・センシング技術センター



一般社団法人　兵庫県測量設計業協会
一般社団法人青森県測量設計業協会
一般社団法人アジア総合研究所
一般社団法人　岩手県測量設計業協会
一般社団法人いわてドローン操縦士協会
一般社団法人　海洋調査協会
一般社団法人　建設産業専門団体連合会
一般社団法人埼玉県測量設計業協会
一般社団法人　全国測量設計業協会連合会
一般社団法人地域国土強靭化研究所
一般社団法人　栃木県測量設計業協会
一般社団法人ドローン撮影クリエイターズ協会
一般社団法人日本橋梁建設協会
一般社団法人日本代理店協会
一般社団法人日本能率協会
一般社団法人東日本大震災生活支援協会
一般社団法人リニューアルイノベーション協会
いであ株式会社
株式会社ＩＤＥＯＬ
伊藤組土建株式会社
伊藤忠TC建機株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
株式会社移動ロボット研究所
井上建設株式会社
イノベーションスカイ株式会社
株式会社イビソク
今井産業株式会社
今岡工業株式会社
株式会社岩崎
岩崎電気株式会社
岩田地崎建設株式会社
インテリジェントスタイル株式会社

う 上坂建設株式会社
株式会社ウエスコ
植村建設株式会社
鵜川興業株式会社
株式会社宇佐美工業
株式会社内田建設
株式会社ウッドプラスチックテクノロジー
梅田土建株式会社

え 株式会社エアフォートサービス
株式会社エアロ・フォト・センター
エアロセンス株式会社
AIG損害保険株式会社
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
ASC HR Agent株式会社
株式会社エーティック
エコモット株式会社
ESRIジャパン株式会社
株式会社NTTデータ経営研究所
株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
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
株式会社エヌティーコンサルタント
株式会社ＮＴジオテック中部



NPO地域づくり工房
株式会社愛媛建設コンサルタント
エム・エム ブリッジ株式会社
エムケー精工株式会社
株式会社エムティシー
EMO株式会社
株式会社ERIKA組　ジーク通信
株式会社　エル技術コンサルタント
株式会社演算工房
株式会社エンタノンサルタント

お 扇コンサルタンツ株式会社
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
株式会社大江設計
大木建設株式会社
株式会社オーシスマップ
株式会社太田組
大津建設株式会社
オートデスク株式会社
米国オートデスク株式会社
大畑建設株式会社
大林道路株式会社
オーブコムジャパン株式会社
一般社団法人オープンCADフォーマット評議会
株式会社大本組
オカコー株式会社
岡三リビック株式会社
岡高志行政書士事務所
岡田建設株式会社
岡本建設株式会社
株式会社ｏｋｉｃｏｍ
沖電気工業株式会社
奥田建設株式会社
株式会社奥野組
株式会社奥村組
奥村組土木興業株式会社
小野建設株式会社
株式会社小原建設
オフィスケイワン株式会社
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
オリックス・レンテック株式会社

か 一般社団法人海外インフラ研究協会
格正建設株式会社
株式会社カクマル
鹿島建設株式会社
鹿島道路株式会社
一般財団法人河川情報センター
株式会社鹿大丸
片桐機械株式会社
株式会社片平エンジニアリング
CACH株式会社
株式会社加藤組
加藤建設株式会社
一般社団法人神奈川県測量設計業協会
金杉建設株式会社
カナツ技建工業株式会社



かなめ測量株式会社
可児建設株式会社
有限会社兼鍛冶屋
株式会社かねこ
金子工業株式会社
株式会社エムユー
株木建設株式会社
株式会社アーキベース
株式会社アースシフト
株式会社アーリーリフレクション
株式会社RSG
株式会社アイ・セディク
株式会社ＩＨＩインフラ建設
株式会社アイティエス
株式会社アイム
株式会社葵設計事務所
株式会社アカサカテック
株式会社　淺川組
株式会社あづま
株式会社アミック
株式会社新井組
株式会社荒木組
株式会社Alice
株式会社アルファ・プロダクト
株式会社Arent
株式会社アワグラス
株式会社安藤商事
株式会社アンドパッド
株式会社イイガ
株式会社飯塚工業
株式会社イクシス
株式会社一寸房
株式会社一寸房コンサル
株式会社伊東工務店
株式会社伊藤工務店
株式会社今溝建材
株式会社INJUS
株式会社インターウェーブ
株式会社インターコア
株式会社インフォマティクス
株式会社植木組
株式会社　上田組
株式会社上野城
株式会社内田洋行ITソリューションズ
株式会社エアーズ
株式会社エアポートテクノ
株式会社エイトライン
株式会社エイブリッジ
株式会社 AEC Tech Solutions
株式会社A-sighte
株式会社エスケイエンジニアリング
株式会社sMedio
株式会社エヌ・エス・ティ
株式会社　NTTドコモ
株式会社FOF
株式会社エフォートシステム
株式会社エムアールサポート
株式会社ＭＣデータプラス
株式会社Elix



株式会社大竹組
株式会社大塚商会
株式会社ODC
株式会社オオバ
株式会社大林組
株式会社大増コンサルタンツ
株式会社岡﨑組
株式会社小野工業所
株式会社　小野良組
株式会社オフィス２４
株式会社オプティム
株式会社オレンジテクラボ
株式会社ガイアワーク
株式会社加賀田組
株式会社かつら設計
株式会社カナモト
株式会社香山組
株式会社河建
株式会社川畑建設
株式会社カントビ
株式会社菊地組
株式会社北岡組
株式会社キナン
株式会社きもと
株式会社共栄ブレーン
株式会社京谷商会
株式会社郷土開発
株式会社協和エクシオ
株式会社錦城
株式会社近代設計
株式会社クアンド
株式会社クイックフォックス
株式会社　熊谷興産
株式会社クラフテックジャパン
株式会社クリーク・アンド・リバー社
株式会社グローブ
株式会社桑原組
株式会社ケイディエム
株式会社KSK
株式会社ケー・エフ・シー
株式会社ケミカル工事
株式会社建設コンサルタントセンター
株式会社コイシ
株式会社興栄コンサルタント
株式会社構造計画研究所
株式会社高知丸高
株式会社光電製作所
株式会社国栄建工
株式会社国土開発センター
株式会社五星
株式会社 五省コンサルタント
株式会社小林コンサルタント
株式会社駒井ハルテック
株式会社SURDEC
株式会社サーベック
株式会社西條設計コンサルタント
株式会社埼玉測機社
株式会社佐藤建設工業
株式会社サトー



株式会社サトー技建
株式会社サンコム
株式会社シー・アイ・エス
株式会社シーエックスアール
株式会社シービル
株式会社JM
株式会社ジェピコ
株式会社ジオリンクジャパン
株式会社シビルデザインワークス
株式会社　島内エンジニア
株式会社ジャパンビジュアルサポート
株式会社　上瀧組
株式会社情報科学テクノシステム
㈱昭和組
株式会社　白海
株式会社　新星コンサルタント
株式会社　新日
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
株式会社新和測機
株式会社水工エンジニアリング
株式会社杉山設計事務所
株式会社助太刀
株式会社鈴木測量設計
株式会社STUDIO55
株式会社スタッド
株式会社スペースエンターテインメントラボラトリー
株式会社　制作設計
株式会社青電社
株式会社　関組
株式会社ZESTORY
株式会社セック
株式会社セトウチ
株式会社　錢高組
株式会社センシンロボティクス
株式会社　仙南測量設計
株式会社ゼンリンデータコム
株式会社綜合システム
株式会社測地コンサルシステム
株式会社大輝
株式会社大翔
株式会社泰進建設
株式会社 ダイソク　松山支店
株式会社　ダイミック
株式会社　竹花組
株式会社ＴＡＣＫ＆Ｃｏ.
株式会社　田中組
株式会社種村建設
株式会社田村産業
株式会社　千葉測器
株式会社　長大テック
株式会社DeepX
株式会社帝国コンサルタント
株式会社テクノプロ・コンストラクション
株式会社 Design Space
株式会社　テノックス九州
株式会社 デバイスワークス
株式会社DEPO
株式会社寺島コンサルタント



株式会社　電通国際情報サービス
株式会社東京ソイルリサーチ
株式会社　東芝
株式会社東伸コーポレーション
株式会社　東日
株式会社東北工商
株式会社ドゥ・マイ・ベスト
株式会社東陽テクニカ
株式会社トキト
株式会社悳PCM
株式会社都市土木技術研究所
株式会社トップクルー
株式会社トップライズ
株式会社　土木管理総合試験所
株式会社巴コーポレーション
株式会社トヨテック
株式会社豊富
株式会社　トリオン
株式会社トリプルアイズ
株式会社中川建設
株式会社中村組
株式会社中山組
株式会社 西尾技建
株式会社西日本測量設計
株式会社　西山工務店
株式会社日刊建設工業新聞社
株式会社日本ピーエス
株式会社日本インシーク
株式会社ニューフィールド 
株式会社ネクサス
株式会社ネットランド
株式会社萩原技研
株式会社橋本川島コーポレーション
株式会社パトライト
株式会社ハミングバード
株式会社隼クリエイティブカンパニー
株式会社ピーエス三菱
株式会社ビーエムシー
株式会社ビーティス
株式会社久永コンサルタント
株式会社久本組
株式会社 日立プラントコンストラクション
株式会社　ビュー設計
株式会社平田建設
株式会社　裕建
株式会社　広瀬組
株式会社ＦＩＲＳＴ
株式会社ブイキューブ
株式会社VG
株式会社フォトラクション
株式会社VOLLMONTホールディングス
株式会社福永測量設計
株式会社富士通ビー・エス・シー
株式会社富士ピー・エス
株式会社伏光組
株式会社復建技術コンサルタント
株式会社不動テトラ
株式会社フューチャースタンダード
株式会社FLIGHTS



株式会社プラスプラス
株式会社PlantStream
株式会社Bridge
株式会社ふるでぷす
株式会社プロテックエンジニアリング
株式会社ベントレー・システムズ
株式会社豊西測量設計
株式会社Borderless
株式会社ホックビル
株式会社ホバリング
株式会社Polyuse
株式会社堀口組
株式会社ボルート
株式会社本間組
株式会社マイダスアイティジャパン
株式会社マクニカ クラビスカンパニー
株式会社マクロマイスター
株式会社　政工務店
株式会社増岡組
株式会社マスダコンサルタント
株式会社マツザワ瓦店
株式会社マップフォー
株式会社丸島アクアシステム
株式会社　丸田組
株式会社マルツ電波
株式会社丸屋建設
株式会社　三鈴
株式会社道端組
株式会社　宮本組
株式会社 三好商会
株式会社三六〇
株式会社無人航空機測量技術研究所
株式会社Momo
株式会社　森川組
株式会社ヤマウラ
株式会社ヤマト
株式会社ゆほびか
株式会社Lightblue Technology
株式会社ライフライン
株式会社ランドログ
株式会社リアルテック
株式会社理経
株式会社リプロ
株式会社Liberaware
株式会社リンクインサイト
株式会社ルクレ
株式会社嶺水
株式会社レゴリス
株式会社ロゼッタ
株式会社YSLソリューション
株式会社ワイビーエム
株式会社　若港
株式会社鷲澤建設
株本建設工業株式会社
株式会社かみえちご測地
株式会社亀太
刈屋建設株式会社
カルタ株式会社
川崎地質株式会社



株式会社川嶋建設
加和太建設株式会社
川田テクノシステム株式会社
環境工学株式会社
環境支援事業協同組合
株式会社環境風土テクノ
株式会社かんこう
株式会社河南測量設計
株式会社日技

き ギアヌーヴ株式会社
株式会社菊池技研コンサルタント
株式会社技研製作所
基礎地盤コンサルタンツ株式会社
株式会社北川鉄工所
株式会社キタコン
株式会社北日本ジオグラフィ
北村技術株式会社
木下建工株式会社
木下建設株式会社
公益財団法人岐阜県建設研究センター
キャタピラーイーストジャパン合同会社
キャタピラージャパン株式会社
株式会社キャディアン
株式会社九州開発エンジニヤリング
九州建設コンサルタント株式会社
株式会社九州建設サポート
九州工営株式会社
公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター
九電テクノシステムズ株式会社
株式会社協振技建
行政書士　ファインテック技術法務事務所
京セラ株式会社
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
共同産業株式会社
京都サンダー株式会社
株式会社共立エンジニヤ
共立工営株式会社
共和コンクリート工業株式会社
株式会社協和コンサルタンツ
協和地下開発株式会社
極東建設株式会社
近畿実測株式会社
近畿測量株式会社（京都府）
近畿測量株式会社（兵庫県）
キンドリルジャパン株式会社

く 草野作工株式会社
工藤建設株式会社
株式会社前田製作所
株式会社久保田工務店
株式会社熊谷組
クモノスコーポレション株式会社
倉沢建設株式会社
倉敷紡績株式会社
クラフツ
株式会社クリーンエナジー・ジャパン
グリーンジャパン沖縄株式会社
栗田工業株式会社
株式会社グリッド



グリット ソリューションズ
グレートスタージャパン株式会社
ＣｒｏｓｓＣｕｔＪａｐａｎ合同会社

け 特定非営利活動法人経済活動支援チーム
一般財団法人経済調査会
株式会社計算力学研究センター
計測ネットサービス株式会社
KTY株式会社
ケミカルグラウト株式会社
建基コンサルタント株式会社
原子燃料工業株式会社
株式会社建設環境研究所
株式会社建設技術研究所
株式会社建設技術コンサルタンツ
一般社団法人建設コンサルタンツ協会
株式会社建設システム
株式会社建設総合サービス
一般社団法人建設電気技術協会
一般財団法人建設物価調査会
株式会社建通新聞社
株式会社現場サポート
建ロボテック株式会社

こ 株式会社コア
コアラデグリーン株式会社
小池建設株式会社
コイト電工株式会社
宏榮商事株式会社
公益社団法人 千葉県測量設計業協会
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
功研ジオシステムサービス
株式会社高速道路総合技術研究所
合同会社ウイングス
合同会社HKプランニング
株式会社コウノ
株式会社鴻池組
株式会社神戸製鋼所
興北建設株式会社
河本工業株式会社
晃洋設計測量株式会社
広洋測量設計株式会社
株式会社興和
一般財団法人港湾空港総合技術センター
コーワテック株式会社
国際技術コンサルタント株式会社
国際航業株式会社
株式会社国際資源リサイクルセンターUAV事業部
国土開発工業株式会社
一般財団法人国土技術研究センター
国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構
株式会社コサカ技研
株式会社コスモ
五大開発株式会社
国光施設工業株式会社
株式会社古藤田商店
コニカミノルタ株式会社
古林建設株式会社
小林建設株式会社
こぶし建設株式会社
コベルコ建機株式会社



株式会社小松製作所
コマツレンタル株式会社
株式会社小宮山土木
五洋建設株式会社
五洋設計株式会社
株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム
CONTACT
コンピュータ・アシスト・デベロップメント有限会社
株式会社コンピュータシステム研究所

さ 株式会社サークル
株式会社西海建設
一般財団法人最先端表現技術利用推進協会
斉藤井出建設株式会社
齋藤建設株式会社
齊藤建設株式会社
酒井重工業株式会社
株式会社寒河江測量設計事務所
坂本組株式会社
株式会社坂本建運
さくら建設株式会社
薩摩建設株式会社
佐藤企業株式会社
佐藤工業株式会社
株式会社佐藤工務店
株式会社サムシング
澤田建設株式会社
山陰建設工業株式会社
産学官CIM・GIS研究会
株式会社サンキ
株式会社三協技術
株式会社三幸工務店
株式会社三進
三信建設工業株式会社
サンダーバード株式会社
三陽建設株式会社
株式会社三和テレム
三和ボーリング株式会社

し 株式会社シーエン
株式会社ジー・キューブ
株式会社ジーサクセス
株式会社シーティーエス
シービーエス株式会社
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社
JEM株式会社
JX金属探開株式会社
JFEエンジニアリング株式会社
JFE鋼板株式会社
JTS株式会社
ジェコス株式会社
株式会社ジェノバ
ジェフリーズ証券株式会社東京支店
シェルフィー株式会社
ジオサーフ株式会社
ジオサイン株式会社
株式会社ジオデザイン
株式会社ジオプロ
四国建設コンサルタント株式会社
株式会社静岡西部建設
シスコシステムズ合同会社



合同会社システムdoing
次世代無人化施工技術研究組合
株式会社志多組
株式会社ジツタ中国
JIPテクノサイエンス株式会社
シナノケンシ株式会社
芝本産業株式会社
株式会社シビルソフト開発
ジビル調査設計株式会社
一般社団法人Civilユーザ会
清水建設株式会社
株式会社清水都市設計
一般社団法人CIM解決研究会
株式会社四門
一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会
株式会社ジャストプランニング・システム
株式会社ジャパックス
ジャパンホームシールド株式会社
首都高技術株式会社
首都高速道路株式会社
一般財団法人首都高速道路技術センター
株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック
株式会社正治組
株式会社上智
一般社団法人情報通信技術委員会
昭和株式会社
昭和測量株式会社
株式会社昭和土木設計
白石建設工業株式会社
新興プランテック株式会社
新日鐵住金株式会社
株式会社シンメイ建設技研
新谷建設株式会社
信陽機材リース販売株式会社
有限会社仁礼

す 株式会社スカイウィングス
スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会社
株式会社SkySynapse
株式会社菅組
株式会社杉建
スキャン・エックス株式会社
株式会社鈴恭組
鈴与建設株式会社
スタジオアンビルト株式会社
ストラテジクスマネジメント株式会社
株式会社砂子組
砂田建設工業株式会社
合同会社スマートウォーター
住友大阪セメント株式会社
住友建機株式会社
住友重機械工業株式会社
住友商事株式会社
住友セメントシステム開発株式会社
須山建設株式会社
スリーフィールズ株式会社

せ 株式会社　セア・プラス
世紀東急工業株式会社
セイコーエプソン株式会社
株式会社政策総合研究所



西部環境調査株式会社
西武建設株式会社
精密舎株式会社
正和設計株式会社
星和電機株式会社
SafeAI Inc
株式会社セキド
一般社団法人全国圧入協会
一般社団法人全国建設業協会
全国建設業協同組合連合会
一般社団法人全国コンクリート製品協会
一般社団法人全国中小建設業協会
全国生コンクリート工業組合連合会
一般社団法人全国無人航空機飛行技能適正評価監視機構
一般財団法人先端建設技術センター
セントラルコンサルタント株式会社
株式会社ゼンリン

そ 株式会社ソイル・ブレーン
株式会社総社技術コンサルタント
株式会社創信
創成窪田株式会社
創和ジャステック建設株式会社
株式会社測設
ソナス株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
SoftwareOne Japan 株式会社
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク コマース＆サービス株式会社
SORABITO株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社

た 第一電子株式会社
第一復建株式会社
大喜建設株式会社
太啓建設株式会社
大成建設株式会社
大成ロテック株式会社
株式会社大設
大東工業株式会社
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
大日本土木株式会社
大福工業株式会社
大福コンサルタント株式会社
太平洋セメント株式会社
大豊建設株式会社
ダイホーコンサルタント株式会社
有限会社タイム社
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
大連四達印刷会社
株式会社ダイワ技術サービス
大和クレス株式会社
高砂熱学工業株式会社
高橋建設株式会社
株式会社高橋工務所
タカハタ建設株式会社
株式会社田上重機開発



瀧上工業株式会社
株式会社タケウチ建設
竹沢建設株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社竹中土木
株式会社タダノ
株式会社タックエンジニアリング
ダットジャパン株式会社
田中建設工業株式会社
株式会社田原建設
玉野総合コンサルタント株式会社
株式会社田村測量設計事務所
丹澤建設工業株式会社

ち 地域エネルギー株式会社
株式会社地域コンサルタント
株式会社地圏総合コンサルタント
知能技術株式会社
千葉リース工業株式会社
ChangSoft I&I
中央開発株式会社
中央コンサルタンツ株式会社
株式会社中央設計技術研究所
中央測量設計株式会社
中央復建コンサルタンツ株式会社
中国開発調査株式会社
中電技術コンサルタント株式会社
中部土木株式会社
株式会社長大
株式会社千代田コンサルタント

つ 土屋建設株式会社
て de集まれ株式会社

株式会社ティーネットジャパン北海道支社
Dverse Inc.
株式会社テイケイエンジニアリング
ＴＫＫエンジニアリング株式会社
株式会社テイコク
株式会社帝国データバンク情報システム
TIアサヒ株式会社
でーたらぼ
株式会社適正地盤構造設計
テクノ富貴株式会社
テクノホライゾン株式会社
株式会社テクマ
鉄建建設株式会社
テラドローン株式会社
デル株式会社

と 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
東亜道路工業株式会社
東急建設株式会社
東京インタープレイ株式会社
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
東京システムハウス株式会社
株式会社東京設計事務所
一般社団法人東京都測量設計業協会
東京貿易テクノシステム株式会社
東芝インフラシステムズ株式会社



東芝デジタルソリューションズ株式会社
東電設計株式会社
東邦地水株式会社
株式会社東北ドローン
株式会社東洋
東洋建設株式会社
東陽商事株式会社
東洋製罐株式会社
東洋テック株式会社
東レエンジニアリング株式会社
株式会社ドーコン
TOTALMASTERS株式会社
徳倉建設㈱
所産業株式会社
株式会社都市設計
戸田建設株式会社
飛島建設株式会社
株式会社トプコン
ドボクリエイト株式会社
株式会社トライ
トライポッドワークス株式会社
トラックユニット株式会社
トランスコスモス株式会社
ドローン・テクノサポート株式会社
DRONE PILOT AGENCY株式会社

な 内外エンジニアリング株式会社
有限会社長岡生コンクリート
株式会社長尾機設
長崎テクノ株式会社
中島工業株式会社
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
株式会社ナカノアイシステム
長野建設株式会社
中林建設株式会社
中村建設株式会社
名古屋電機工業株式会社
那須土木株式会社
nat株式会社
株式会社なんば技研

に 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
錦産業株式会社
西日本技術開発株式会社
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
ニシム電子工業株式会社
日栄地質測量設計株式会社
株式会社日刊建設通信新聞社
株式会社日建設計シビル
日産工業株式会社
株式会社日水コン
日測技研株式会社
日鉄テックスエンジ株式会社
日特建設株式会社
株式会社NIPPO
日本GPSデータサービス株式会社



日本車輌製造株式会社
日本データーサービス株式会社
日本電気株式会社
日本道路株式会社
日本ヒューム株式会社
一般社団法人日本埋立浚渫協会
日本オラクル株式会社
株式会社日本海コンサルタント
一般社団法人日本機械土工協会
日本基礎技術株式会社
一般社団法人日本建設機械工業会
一般社団法人日本建設機械施工協会
一般社団法人日本建設業連合会
公益財団法人日本建設情報技術センター
日本工営株式会社
（株）日本構造橋梁研究所
株式会社日本港湾コンサルタント
日本国土開発株式会社
日本コンクリート工業株式会社
日本振興株式会社
日本水工設計株式会社
日本スーパーマップ株式会社
一般社団法人日本測量機器工業会
公益財団法人日本測量調査技術協会
日本電子認証株式会社
一般社団法人日本道路建設業協会
日本農林資源開発株式会社
公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会
日本ＰＣボックスカルバート製品協会
日本ヒルティ株式会社
一般財団法人日本品質保証機構
日本マイクロソフト
日本マルチメディア・エクイップメント株式会社
日本無線株式会社
日本ロボット株式会社
株式会社ニュージェック
ニュートラル株式会社
任意団体M-CIM研究会

ぬ 沼田土建株式会社
の 延岡地区建設業協会
は パーソルプロフェッショナルアウトソーシング株式会社

萩原建設工業　株式会社
パシフィックコンサルタンツ株式会社
パシフィックシステム株式会社
株式会社橋本店
株式会社パスコ
長谷川建設株式会社
株式会社長谷工コーポレーション
ハタナカ電通 株式会社
蜂谷工業株式会社
バックス株式会社
株式会社八州
パナソニック株式会社
パナソニック システムソリューションズジャパン株式会社
パナソニックシステムネットワークス株式会社
バニラファクトリー合同会社
林建設株式会社
株式会社早野組
羽山総合建設株式会社



株式会社原田興産
株式会社原田測量設計
播磨地質開發株式会社
VALUE ARCHITECTS株式会社
パルステック工業株式会社
ハロワールド株式会社
阪神高速道路株式会社
バンプレコーダー株式会社

ひ 株式会社ビィーシステム
株式会社ビーイング
BeeInventor株式会社
株式会社　ピースネット
PwCコンサルティング合同会社
BPM株式会社
ＨＥＲＯＺ株式会社
株式会社東九州コンサルタント
東日本高速道路株式会社
東日本総合計画株式会社
有限会社東浜興業
株式会社久永
ビジオテックス株式会社
菱中建設株式会社
Vision Components GmbH
日立建機株式会社
日立建機日本株式会社
株式会社日立システムズ
株式会社日立製作所
株式会社日立ソリューションズ
一二三北路株式会社
一般社団法人兵庫県建設業協会
兵庫県湾岸開発株式会社
兵庫地盤技術研究所
兵庫ベンダ工業株式会社
有限会社平井測研
平賀建設有限会社
ヒロセ株式会社
株式会社廣野組

ふ Finalcad株式会社
ファロージャパン株式会社
フェーズワンジャパン株式会社
株式会社フォーラムエイト
福井コンピュータ株式会社
福上産業株式会社
株式会社フクザワコーポレーション
株式会社福田組
福田道路株式会社
株式会社福山コンサルタント
株式会社富士建
株式会社フジタ
藤田興業株式会社
富士通株式会社
株式会社富士通マーケティング
富士電機ITソリューション株式会社
株式会社藤本組
藤本建設株式会社
フジモリ産業株式会社
株式会社フジヤマ
藤原工業株式会社
扶桑電通株式会社



フタバコンサルタント株式会社
株式会社二渡建設
復建調査設計株式会社
BRANU株式会社
ブルーフィールド合同会社
古河産業株式会社
古河電気工業株式会社
古郡建設株式会社
株式会社フルスケール
古野電気株式会社
株式会社ブレーンズ
ブレンスタッフ株式会社
Prop Tech plus株式会社
プロファ設計株式会社

へ  平和フィールド株式会社
ベーシックインフォメーションセンター株式会社
Pexip Japan合同会社
ベッド通販セラピス

ほ ホーセック株式会社
株式会社ホクコン
株式会社北土開発
北土建設株式会社
株式会社北斗測量設計社
北斗測量調査株式会社
北陸コンサルタント株式会社
星野建設株式会社
株式会社　細村建設
北海道岩見沢農業高等学校
北海道技建株式会社
北海道三祐株式会社
北方空撮
幌村建設株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
本陣水越株式会社
洞海特殊開発株式会社

ま 前川建設株式会社
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
松江土建株式会社
松尾建設株式会社
松嶋建設株式会社
松永創作事務所
松原建設株式会社
株式会社松本コンサルタント
馬淵建設株式会社
株式会社眞宮技術
丸磯建設株式会社
丸尾建設株式会社
丸ス産業株式会社
丸惣測量株式会社
マルティスープ株式会社

み 三浦建設株式会社
ミカド電装商事株式会社
三島産業株式会社
株式会社みすず綜合コンサルタント
ミタニ建設工業株式会社
三井共同建設コンサルタント株式会社
三井住友建設株式会社



株式会社三菱総合研究所
三菱電機株式会社
有限会社水都環境
美保テクノス株式会社
宮川興業株式会社
一般社団法人宮城県建設業協会
宮城建設株式会社
宮坂建設工業株式会社
宮地エンジニアリング株式会社
株式会社三好土木
みらい建設工業株式会社
（株）ミライスタイル

む 一般社団法人無人航空機国際管理協会
夢想科学株式会社
陸奥テックコンサルタント株式会社
ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社
株式会社村尾地研
村本建設株式会社

め 名工建設株式会社
株式会社名邦テクノ
目白先進技術研究所株式会社
メトロ設計株式会社

も Morning Project Samurai株式会社
森・濱田松本法律事務所
森下建設株式会社
株式会社森山（清）組

や 矢崎エナジーシステム株式会社
八千代エンジニヤリング株式会社
株式会社矢野商店
矢作建設工業株式会社
山形県測量設計業協会
ヤマグチ株式会社
株式会社山口土木
株式会社山全
ヤマダインフラテクノス株式会社
株式会社山辰組
ヤマト広告株式会社
公益社団法人山梨県建設技術センター
一般社団法人山梨県建設業協会
やんちゃな土木ネットワーク

ゆ 株式会社URリンケージ
有限会社アダプト
有限会社ウチダ測光
有限会社梅原測量設計
有限会社苅部建設
有限会社キクチ測量設計
有限会社コアビズ
有限会社サン測量設計
有限会社千田建設
有限会社中央電機商会
有限会社　日新測量設計
Ｕ－ＬａｎｄｓｃａｐｅＤｅｓｉｇｎ株式会社
湯澤工業株式会社
ユニコシステム株式会社
株式会社ユニゾンシステムズ
株式会社ユニテック

よ 有限会社横山測量設計事務所
吉井建設株式会社
株式会社吉田組



株式会社吉田測量設計
株式会社吉光組
寄神建設株式会社

ら ライカジオシステムズ株式会社
ライト工業株式会社
楽天AirMap株式会社
ランデス株式会社

り 株式会社リコー
リコージャパン株式会社
株式会社リサーチアンドソリューション
リベルダージ合同会社
りんかい日産建設株式会社
株式会社林工組

る ルーチェサーチ株式会社
れ 株式会社レンタルのニッケン
ろ ロード企画株式会社
わ ワールド開発工業株式会社

株式会社ワールド測量設計
株式会社WorldLink&Company
株式会社ワイシステムサポート
株式会社ワイズ
株式会社ワイズシステム
若築建設株式会社
和合建設コンサルタント株式会社
有限会社　和光測量設計社
ワコーズ株式会社
渡辺建設株式会社

2022年11月21日現在1193者
※会員数には非公開の会員を含む 



行政会員 あ 愛知県
青森県県土整備部整備企画課
秋田県

い 石狩市
石川県土木部監理課技術管理室
茨城県土木部検査指導課
伊万里市役所
岩手県県土整備部

え 愛媛県
お 大分県庁

大阪府
大牟田市
岡山市役所
沖縄県

か 貝塚市
香川県　土木部　技術企画課
鹿児島県土木部
香芝市
春日部市

き 岐阜県
岐阜市
京都府庁

く 熊本県土木部土木技術管理課
こ 高知県庁

神戸市
さ 佐賀県
し 滋賀県

静岡県交通基盤部
静岡市
四万十市

す 吹田市
せ 仙台市
た 高槻市
ち 千葉県県土整備部
と 東京都建設局

徳島県
土佐町役場
栃木県県土整備部技術管理課
鳥取県県土整備部技術企画課
富山県
富山市役所
豊橋市

な 内閣府　科学技術イノベーション
長崎県
長野県建設部
奈良県県土マネジメント部技術管理課

に 新潟県土木部
ぬ 沼津市
ひ 兵庫県

広島県
ふ 福井県

福岡県
福島県土木部

ほ 北海道
本庄市

み 三重県県土整備部公共事業運営課
宮城県
宮崎県



や 山形県　県土整備部　建設企画課
山口県
山梨県

り 陸前高田市役所
わ 和歌山県

2022年11月21日現在64者
※会員数には非公開の会員を含む 



有識者会員 あ 荒井郁男　荒井電波研究所
い 井上　晴可　大阪経済大学

今井　龍一　東京都市大学
今井　龍一　法政大学

う 梅原　喜政　関西大学
浦谷　規　法政大学

か 川野　浩平　九州大学
き 姜　文渊　関西大学
く 窪田　諭　関西大学

桑原祐史　茨城大学
し 柴崎　亮介　東京大学・空間情報科学研究センター

新保　泰輝　石川工業高等専門学校
す 須﨑　純一　京都大学

鈴木　猛康　山梨大学
せ 関本　義秀　東京大学
た 田中　成典　関西大学

田邊　龍彦　北海道大学大学院情報科学研究科
谷口　寿俊　九州大学
丹　康弘　一般社団法人無人機研究開発機構

つ 塚田　義典　岩手県立大学
塚田　義典　摂南大学

て 寺口　敏生　関西大学
と 冨井　直弥　国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構

戸村　智憲　日本マネジメント総合研究所合同会社
な 中川　雅史　芝浦工業大学

中原　匡哉　関西大学
中村　健二　大阪経済大学
鳴尾丈司　関西大学

み 三柴　由江　国立大学法人宇都宮大学
や 矢吹　信喜　大阪大学

山田悟史　立命館大学
山本　雄平　大阪工業大学大学
山本　雄平　関西大学

よ 吉田　純司　山梨大学
わ 渡邊　学歩　山口大学大学院

2022年11月21日現在37者
※会員数には非公開の会員を含む 


