特定監理団体の認定状況について（令和2年9月30日現在）
番号

名称

所在地

1 エコ・プロジェクト協同組合

岐阜県岐阜市薮田南四丁目10番4号

2 公益社団法人全国鉄筋工事業協会

東京都千代田区神田多町二丁目9番6号

3 公益財団法人日中技能者交流センター

東京都千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館7階

4 一般財団法人建設業振興基金

東京都港区虎ノ門4-2-12

5 公益財団法人国際人材育成機構

東京都中央区日本橋堀留町2-4-3

6 さぬき中央協同組合

香川県綾歌郡綾川町小野甲1150番地2

7 公益社団法人日本・インドネシア経済協力事業協会

東京都千代田区麹町二丁目12番1号

8 公益社団法人東京都建設事業協会

東京都中央区日本橋小伝馬町17-9

9 国際経済交流協同組合

香川県仲多度郡多度津町大字葛原1923-7

10 日中交流事業茨城協同組合

茨城県日立市末広町二丁目1番30号

11 福井県縫製産業協同組合

福井県福井市大手三丁目7番1号

12 公益財団法人国際労務管理財団

東京都新宿区新宿1-26-6

13 富瀋国際事業協同組合

富山県富山市問屋町二丁目4番6号

14 みやび仮設建友事業協同組合

東京都足立区千住一丁目4番1号 東京芸術センター1905号
室

15 ワイズネット事業協同組合

兵庫県神戸市長田区御屋敷通6丁目2-15 EIKEIBLD.,1F

16 リーダック協同組合

岡山県岡山市北区今三丁目10番地10

17 亜細亜交流事業協同組合

大阪府大阪市吹田市江坂町1-6-3 ループ江坂

18 協同組合グローブ

広島県福山市西町2-5-6

19 橋梁技能振興協同組合

大阪府大阪市阿倍野区松虫通一丁目11番13号

20 九州コンストラクチャーズ協同組合

熊本県荒尾市大島字角田104番地5

21 東海ビジネスサポート協同組合

岐阜県岐阜市薮田南四丁目10番18-1号

22 産業技術国際交流協同組合

香川県高松市檀紙町1135-1

23 阪神金属協同組合

兵庫県神戸市中央区多聞通五丁目2番15号

24 奈良県ビルド工業協同組合

奈良県橿原市十市町1037番地

25 パートナー協同組合

埼玉県富士見市上南畑1937番地2

26 アジア昇榮協同組合

埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目9番30号 ハーモニッ
クビル301

27 協同組合アセンド

岐阜県羽島郡岐南町平島四丁目132番地

28 グットハーモニー協同組合

兵庫県西宮市馬場町2-22 馬場町マンション101号

29 協同組合フォワード

東京都千代田区麹町五丁目3番地3

30 関東スタッフ協同組合

埼玉県さいたま市浦和区領家3-4-4

※ ホームページへの掲載を希望する団体のみ掲載しています。
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31 協同組合ＣＥＯ

富山県砺波市春日町4番1号

32 愛栄協同組合

愛知県名古屋市中川区細米町二丁目25番地

33 ティー・アイ・シー協同組合

東京都中央区八重洲一丁目7番20号 八重洲口会館10F

34 エコロジー促進事業協同組合

東京都千代田区神田小川町3丁目8 メアリヒト御茶ノ水ビル
8階

35 ＣＩＣ協同組合

愛知県名古屋市東区東桜二丁目9番34号 成田ビル高岳

36 共伸事業協同組合

兵庫県明石市魚住町錦が丘四丁目7-8 田口ビル6階

37 関東テック協同組合

東京都千代田区富士見二丁目2番5号

38 ＳＩＳＥＩ協同組合

山形県山形市大字漆山3423番地1

39 アジアニズム協同組合

岐阜県岐阜市東川手四丁目5番地

40 西日本工業協同組合

鳥取県鳥取市田島663番地2

41 ユニバーサル・トレイド協同組合

広島県広島市安佐南区長束三丁目30番4号

42 福岡県北部鉄工協同組合

福岡県飯塚市勢田2408-3

43 トラスト建設事業協同組合

大阪府東大阪市高井田元町二丁目13番10号

44 エコプロダクト事業協同組合

愛知県豊橋市大崎町字伊豆沢37番地の1

45 ＩＭＯ新事業開発協同組合

大阪府大阪市北区中津一丁目2番21号

46 グリーンテック協同組合

三重県亀山市菅内町1631番地3

47 協同組合アーバンプランニング

岡山県岡山市北区問屋町27番地106

48 圏友協同組合

埼玉県所沢市東所沢和田三丁目22番地の9

49 関西経友会事業協同組合

京都府京都市南区吉祥院九条町30番地1 江後経営ビル

50 北陸対外事業協同組合

福井県福井市成和一丁目2414番地1

51 ヤマトデータベース協同組合

奈良県奈良市二条大路南二丁目1番13号 日吉ビル5階

52 東方流通協同組合

山形県米沢市大字竹井899番地の3

53 ＩＢＳ事業協同組合

大阪府大阪市阿倍野区阪南町三丁目1番2号

54 協同組合コロジ

兵庫県姫路市大津区新町一丁目76番地

55 アイ・エイチ・ディ協同組合

岡山県倉敷市中庄2376番地1

56 淀川中小企業振興協同組合

大阪府大阪市北区芝田二丁目8番31号

57 広域関東圏建設関連協同組合

茨城県龍ケ崎市長沖町280番地2

58 札幌南国際事業協同組合

北海道千歳市柏台南一丁目3番地の1 千歳アルカディア・プ
ラザ

59 ビケ足場仮設事業協同組合

愛知県名古屋市中区丸の内一丁目14番24号

60 協同組合東海マネジメントセンター

愛知県名古屋市西区那古野一丁目7番2号
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61 中日本先端情報共有協同組合

岐阜県羽島市足近町市場1255番地5

62 ＲＤ事業協同組合

茨城県古河市諸川1856番地1

63 流通産業協同組合

東京都中央区銀座一丁目15番6号

64 職業訓練法人国際総合技能育成協会

静岡県三島市松本188番地の13

65 グローバル・ナビ協同組合

埼玉県戸田市上戸田一丁目5番地8

66 Ｊ．Ｖ．コラボレーション協同組合

大阪府大阪市旭区森小路二丁目16番16号

67 萩協同組合

宮城県仙台市青葉区花京院二丁目1-5 ウエスト花京院ビル
3階

68 環境開発協同組合

三重県四日市市楠町北五味塚463番地2

69 関東通信事業協同組合

東京都港区虎ノ門一丁目1番3号 磯村ビル5階

70 ＩＩＳ協同組合

広島県広島市佐伯区五日市七丁目13番34号 大角ビル201
号室

71 あおば企業経営協同組合

東京都港区芝三丁目43番5号

72 協同組合ＡＡＡ

山口県山陽小野田市大字有帆57番地

73 アイ・ハウス事業協同組合

富山県富山市西中野町一丁目8番1号

74 岡山産業技術協同組合

岡山県岡山市中区湊296番地の3

75 協同組合東京共同事務センター

東京都港区浜松町二丁目2番5号

76 建設足場事業協同組合

岐阜県羽島市福寿町平方十一丁目2番地

77 サポート九州協同組合

福岡県築上郡築上町大字下別府1683番地1

78 スキルネットワーク協同組合

大阪府東大阪市御厨南二丁目1の45 冨士205

79 ＶＴＢ協同組合

大阪府泉大津市北豊中町二丁目12番1-302号

80 備中技研協同組合

岡山県岡山市北区清輝橋三丁目2番22号

81 協同組合ユウアンドアイ

東京都足立区竹の塚七丁目8番4号

82 アジアビジネスサポート事業協同組合

神奈川県大和市下鶴間二丁目4番31号

83 協同組合建設情報サービスセンター

茨城県取手市台宿231番地4

84 ワールドピース協同組合

東京都江戸川区東小松川4-45-7 ロイヤルシティ船堀105号
室

85 西日本コンストラクション協同組合

広島県庄原市高野町新市字町裏654番地1

86 国際交流事業協同組合

埼玉県児玉郡神川町大字貫井100番地

87 首都圏商工建設協同組合

東京都千代田区岩本町1-9-6

88 互敬クラウド協同組合

群馬県前橋市川原町二丁目23番地20

89 協同組合首都圏コンストラクト

神奈川県横浜市港北区新横浜1-14-20 光正第2ビル

90 グローバルネットワーク協同組合

東京都調布市布田二丁目21番9号 アイビス調布403号
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91 フューチャーシステム協同組合

愛知県名古屋市中村区椿町18-22

92 ハートステージ協同組合

埼玉県所沢市中富南2丁目16-10

93 ティー・ケー・ビー協同組合

栃木県小山市神明町二丁目409番地2

94 協同組合セントラルビジネスネット

静岡県静岡市清水区下野東4番1号

95 協同組合ビジネスナビ

大阪府大阪市淀川区宮原二丁目14番14号

96 東北産業振興協同組合

岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森47番地11

97 ナラ協同組合

富山県高岡市問屋町147

98 サンライズ事業協同組合

福島県いわき市平下神谷字御城132番地の7

99 公益社団法人国際人材革新機構

東京都台東区蔵前一丁目4番1号 ザ・パークレックス蔵前6
階

100 トーア高度情報協同組合

長野県飯田市育良町一丁目12番地5

101 協同組合三共

愛知県春日井市大手町三丁目10-15

102 ＳＩＥ協同組合

長野県飯田市北方169番地

103 協同組合ビジネスプラザ

東京都港区新橋六丁目9番4号 新橋六丁目ビル6F

104 国際ビジネスコンサルティング事業協同組合

兵庫県淡路市浅野南86-1

105 協同組合ビジネスネットワーク

香川県高松市円座町917番地8

106 ＪＣＩ長野事業協同組合

長野県長野市川中島町今里1008番地1

107 協同組合共栄

大阪府大阪市中央区備後町二丁目5番8号 綿業会館5階

108 海外建設資材・人財協同組合

千葉県我孫子市天王台二丁目10番7号

109 テクノメイト協同組合

岡山県岡山市東区金岡東町二丁目656番地1

110 ユニバーサルジャパン協同組合

福井県福井市文京五丁目17番3号

111 企業連合事業協同組合

東京都文京区本郷1-15-6 MKビル3階

112 協同組合アイビー

群馬県伊勢崎市太田町720-2

113 公益社団法人日本会

東京都新宿区下宮比町2-18 グランドメゾン205号室

114 アジア経済研究協同組合

三重県四日市市富双二丁目1番地1

115 東海建設業協同組合

岐阜県岐阜市中西郷4丁目56-1

116 九州ファクトリー協同組合

熊本県宇土市新松原町207番地3

117 協同組合アシスト・ビズ

岡山県岡山市北区楢津709番地1

118 東京都中小企業振興事業協同組合

東京都八王子市みつい台二丁目12番8号

119 アジアンテクノ協同組合

東京都港区芝大門二丁目12番8号

120 富安事業協同組合

新潟県新潟市西区黒鳥5463
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121 フォースター協同組合

埼玉県川口市安行領根岸2559-16

122 協同組合ロジテック愛知

愛知県安城市昭和町19番37号 プレステージナミ2階

123 グローバルコミュニケーション協同組合

広島県呉市広白石二丁目7番5号

124 協同組合亜細亜の橋

三重県津市芸濃町椋本字富家6714番地

125 協同組合エヌ・ティー・アイ

新潟県長岡市蓮潟五丁目5番17号

126 アジア共栄事業協同組合

愛知県一宮市森本五丁目1番11号

127 東京中小企業経友会事業協同組合

東京都千代田区有楽町一丁目2番2号 東宝日比谷ビル17F

128 オール電算協同組合

大阪府守口市大日東町34番地2号

129 エヌ・ビー・シー協同組合

東京都品川区東品川4-10-13 KDX東品川ビル2階

130 彩東建設協同組合

埼玉県加須市北小浜1082-13

131 公益社団法人経営・労働協会

東京都千代田区神保町1-54-4 JHVビル8F

132 千葉建設業協同組合

千葉県茂原市国府関1801番地

133 千葉中部流通協同組合

千葉県八街市滝台1385番地2

134 日中産業技術交流協同組合

香川県坂出市川津町2115番地1

135 共進情報事業協同組合

大阪府大阪市浪速区元町2-8-1

136 ＪＣＮ事業協同組合

東京都中央区築地二丁目12番8号 大広ビル9階

137 さくら協同組合

東京都港区浜松町一丁目2番17号 ストークベル浜松町1102
号

138 協同組合川崎中小企業労務協会

神奈川県川崎市幸区北加瀬一丁目9番1号

139 アクト事業協同組合

石川県金沢市額乙丸町ロ125番地

140 アスカ事業協同組合

千葉県佐倉市上志津1310-4

141 協同組合日中国際交流協会

福岡県福岡市博多区千代4-29-46 アストール博多ビル201
号室

142 富士交流サービス協同組合

山梨県大月市駒橋一丁目6番16

143 協同組合ＫＥＮ

兵庫県西宮市甲子園高潮町6-25 甲子園ビル4F

144 協同組合ビジネスサプライ愛知

愛知県一宮市三ツ井三丁目3番5号

145 協同組合関東産業振興会

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町504番地3 吉岡コーポ201

146 協同組合グローバルウィング

愛知県一宮市木曽川町内割田一の通り22番地2

147 ジョイント協同組合

埼玉県三郷市中央一丁目12-4

148 ビジネス・コープ協同組合

兵庫県姫路市三左衛門堀西の町65番地

149 協同組合アミティ

東京都板橋区大和町13番20号 イストアール1階

150 協同組合すばる

神奈川県横浜市青葉区田奈町43-5 第2新幸レジデンス田
奈5階
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151 関西鉄筋工業協同組合

大阪府大阪市中央区島町二丁目1番5号 建団連会館内

152 日本トータル情報事業協同組合

三重県四日市市安島二丁目8番10号 フォレストヤスジマ1階

153 神奈川県建設センター事業協同組合

神奈川県横浜市中区本町三丁目24番地 本町中央ビル501
号

154 ヒューマンブリッジ協同組合

千葉県野田市岩名1-76-35

155 テクノサポート協同組合

広島県広島市中区十日市町一丁目4番30号

156 国際ビジネス協同組合

香川県高松市木太町5109番地3

157 メディエイト協同組合

東京都渋谷区神宮前6-19-16 越一ビル703

158 協同組合アキューミューレーション

埼玉県さいたま市浦和区岸町4-14-12-107

159 日本国際交流事業協同組合

香川県高松市瓦町二丁目8番地27

160 亜細亜創造事業協同組合

東京都世田谷区玉川一丁目2番4号

161 ＭＩＥ経済フォーラム協同組合

三重県鈴鹿市三日市南3-2-36

162 愛岐鉄筋工事業協同組合

愛知県名古屋市北区楠味鋺五丁目1607番地 OTOMESOU202号

163 カナエ事業協同組合

埼玉県坂戸市日の出町2-6 三櫻ビルヂング502号室

164 ＤＴＢ交流促進協同組合

広島県福山市沼隈町草深1930番地4

165 リンクス協同組合

東京都北区豊島8-24-7 2階

※ ホームページへの掲載を希望する団体のみ掲載しています。

