
賛助会員　218団体
会員№ 会員名 会員№ 会員名

1 賛－0842 会津土建（株） 56 賛－0156 （一社）岐阜県道路・舗装技術協会
2 賛－0907 （株）あおい 57 賛－0140 公成建設（株）
3 賛－0791 青木あすなろ建設（株）東北支店 58 賛－0125 （株）九州開発エンジニヤリング
4 賛－0904 あおみ建設（株）　北陸支店 59 賛－0899 （株）協和コンサルタンツ東京支社
5 賛－0006 （株）淺沼組　 60 賛－0802 （一財）漁港漁場漁村総合研究所
6 賛－0037 朝日エンヂニヤリング㈱ 61 賛－0744 （株）近代設計
7 賛－0853 アジア航測（株） 62 賛－0727 （株）熊谷組
8 賛－0044 （株）東コンサルタント 63 賛－0793 （株）栗山組
9 賛－0002 （株）安部日鋼工業 64 賛－0004 （株）クレアリア

10 賛－0043 (株)有明測量開発社 65 賛－0862 クレハ錦建設（株）
11 賛－0511 （株）安藤・間 66 賛－0725 ＫＴＢ協会
12 賛－0836 (株)いさはい組 67 賛－0856 （株）建設環境研究所
13 賛－0040 （株）市川工務店 68 賛－0136 (株)建設技術研究所
14 賛－0412 いであ(株) 69 賛－0769 （一財）建設業技術者センター
15 賛－0850 今井産業（株） 70 賛－0720 ㈱建設資源広域利用センター
16 賛－0041 岩田地崎建設㈱ 71 賛－0139 (一財)建設物価調査会
17 賛－0826 岩手電工(株) 72 賛－0110 向成建設㈱
18 賛－0018 ㈱ウエスコ 73 賛－0143 (株)鴻池組
19 賛－0435 (株)エイト日本技術開発 74 賛－0773 （株）神戸製鋼所
20 賛－0876 （株）江口組 75 賛－0890 （株）郡山測量設計社
21 賛－0779 (株)エステック 76 賛－0784 国土防災技術（株）新潟支店
22 賛－0609 エム・エム　ブリッジ(株) 77 賛－0152 五洋建設(株)
23 賛－0830 遠藤興業（株） 78 賛－0859 JFEエンジニアリング（株）
24 賛－0022 扇精光コンサルタンツ(株) 79 賛－0775 (株)シーエム・エンジニアリング
25 賛－0882 大北産業（株） 80 賛－0201 坂川建設㈱
26 賛－0900 （株）オオバ工務店 81 賛－0215 （公財）佐賀県建設技術支援機構
27 賛－0816 (株)大林組 82 賛－0865 サコー建設（株）
28 賛－0028 大林道路（株） 83 賛－0216 （株）サッポロエンジニヤーズ
29 賛－0820 （株）大本組 84 賛－0217 佐藤工業（株）
30 賛－0843 （株）小川建築設計事務所 85 賛－0805 サンコーコンサルタント(株)
31 賛－0809 （株）奥村組 86 賛－0861 （株）山藤組
32 賛－0889 （株）小野中村 87 賛－0224 ㈱シーイーサービス
33 賛－0847 小原建設（株） 88 賛－0205 シバタ工業㈱
34 賛－0033 オリエンタル白石（株） 89 賛－0866 （株）渋谷組
35 賛－0759 ㈱折本設備 90 賛－0227 (株)十八測量設計
36 賛－0831 (有)オンサイト計画設計事務所 91 賛－0897 常磐開発（株）
37 賛－0839 (株)開発技術コンサルタント 92 賛－0814 ショーボンド建設（株）
38 賛－0154 開発虎ノ門コンサルタント(株) 93 賛－0230 新日鐵住金(株)
39 賛－0133 （株）ガイアート 94 賛－0852 （一社）水産土木建設技術センター
40 賛－0411 （国研）科学技術振興機構 95 賛－0883 （株）菅原工務店
41 賛－0781 鹿島建設（株） 96 賛－0857 （株）杉本建設
42 賛－0819 鹿島道路（株） 97 賛－0886 （株）杉本建設
43 賛－0868 （株）加地和組 98 賛－0879 杉山建設（株）
44 賛－0872 （株）加藤建設 99 賛－0888 鈴木建設(株)
45 賛－0101 株木建設㈱ 100 賛－0235 世紀東急工業（株）
46 賛－0844 （株）川口建設 101 賛－0902 仙建工業（株）　
47 賛－0807 (株)河崎組 102 賛－0777 (公社)全国防災協会
48 賛－0157 川田建設（株） 103 賛－0738 セントラルコンサルタント（株）
49 賛－0833 川田工業（株） 104 賛－0356 ダイシン設計㈱
50 賛－0832 (株)川原建設 105 賛－0323 大成建設（株）
51 賛－0867 （株）河村産業所 106 賛－0910 大日コンサルタント（株）
52 賛－0774 （株）橋梁コンサルタント　東日本支社　 107 賛－0772 大日本コンサルタント(株)
53 賛－0891 （株）菊池技研コンサルタント 108 賛－0326 大日本土木(株)
54 賛－0121 技研興業㈱ 109 賛－0874 （株）大和設計
55 賛－0123 (株)キハラコーポレーション 110 賛－0823 （株）拓進工営



会員№ 会員名 会員№ 会員名

111 賛－0884 竹下建設工業（株） 165 賛－0894 （株）長谷川工務店
112 賛－0821 （株）竹中土木 166 賛－0512 ㈱原工務所
113 賛－0909 （株）武山興業 167 賛－0911 （株）ピーエス三菱　大阪支店
114 賛－0365 (株)田中組 168 賛－0824 東日本コンクリート（株）
115 賛－0838 (株)種村建設 169 賛－0515 日立造船㈱
116 賛－0338 玉野総合コンサルタント㈱ 170 賛－0870 （株）フィールドマップ
117 賛－0607 地崎道路㈱ 171 賛－0514 ㈱フクダ
118 賛－0848 中部土木（株） 172 賛－0503 (株)福田組
119 賛－0342 ㈱長大 173 賛－0906 福浜大一建設（株）
120 賛－0378 ㈱千代田コンサルタント 174 賛－0525 ㈱福山コンサルタント
121 賛－0343 鉄建建設(株)　本社 175 賛－0504 （株）フジタ　建設本部
122 賛－0344 東亜建設工業（株） 176 賛－0520 ㈱復建エンジニヤリング
123 賛－0345 東亜道路工業㈱ 177 賛－0801 （株）復建技術コンサルタント
124 賛－0880 東亜コンサルタント（株） 178 賛－0723 復建調査設計（株）
125 賛－0895 東海建設（株） 179 賛－0849 （株）不動テトラ
126 賛－0908 東開工業（株） 180 賛－0803 (有)プラネット･コンサルティングネットワーク
127 賛－0815 東急建設（株） 181 賛－0372 豊福設計㈱
128 賛－0746 (株)東京建設コンサルタント 182 賛－0507 北武コンサルタント㈱
129 賛－0743 (公財)東京都公園協会 183 賛－0524 (株)本間組　
130 賛－0348 東洋建設㈱ 184 賛－0617 前田建設工業(株)
131 賛－0782 （株）土木技研 185 賛－0618 前田工繊㈱　
132 賛－0350 （株）所組 186 賛－0871 （株）松野組
133 賛－0351 戸田建設(株) 187 賛－0835 (有)松本組
134 賛－0352 (株)栃木県用地補償コンサルタント 188 賛－0638 馬淵建設(株)
135 賛－0355 飛島建設（株） 189 賛－0860 （株）丸西組
136 賛－0430 （株）ＮＩＰＰＯ 190 賛－0797 万六建設（株）
137 賛－0846 （株）中村建設 191 賛－0887 三川建設（株）
138 賛－0442 （一財）名古屋高速道路協会 192 賛－0869 （株）三崎組
139 賛－0858 那須建設（株） 193 賛－0828 ミサワ環境技術(株)
140 賛－0854 （株）南洲土木 194 賛－0621 (株)水野建設コンサルタント
141 賛－0893 日本工営（株）　 195 賛－0608 三井共同建設コンサルタント（株）
142 賛－0903 西田工業（株） 196 賛－0234 三井住友建設㈱
143 賛－0804 西松建設(株) 197 賛－0825 宮川興業（株）
144 賛－0419 ニッセイエブロ（株） 198 賛－0901 宮城建設（株）
145 賛－0444 日鐡住金建材㈱ 199 賛－0629 宮地エンジニアリング㈱
146 賛－0881 日東河川工業（株） 200 賛－0851 宮田建設工業（株）
147 賛－0864 日東工業（株） 201 賛－0623 みらい建設工業（株）
148 賛－0438 日鋪建設(株) 202 賛－0885 陸奥テックコンサルタント（株）
149 賛－0834 日本物理探鑛（株） 203 賛－0817 村本建設（株）
150 賛－0432 日本海工㈱ 204 賛－0855 明治建設（株）
151 賛－0724 日本橋梁(株) 205 賛－0892 八千代エンジニヤリング（株）　
152 賛－0424 日本国土開発㈱ 206 賛－0873 （株）中山組
153 賛－0408 日本車輌製造（株） 207 賛－0863 矢田工業（株）
154 賛－0794 日本水工設計（株） 208 賛－0878 （株）ヤマウラ
155 賛－0414 日本地下水開発㈱ 209 賛－0020 （株）ユーディケー
156 賛－0425 日本鉄塔工業（株） 210 賛－0829 (株)ユニオン
157 賛－0428 （一社）日本道路建設業協会 211 賛－0708 (株)横河ブリッジ　
158 賛－0427 日本道路（株） 212 賛－0704 横山建設（株）
159 賛－0364 日本ファブテック（株） 213 賛－0877 吉川建設（株）
160 賛－0845 （株）ニュージェック 214 賛－0875 （株）吉光組
161 賛－0827 沼田建設(株) 215 賛－0710 ライト工業（株）
162 賛－0896 （株）晃建設 216 賛－0712 若築建設（株）
163 賛－0752 パシフィックコンサルタンツ（株） 217 賛－0783 （株）渡辺塗装工業
164 賛－0778 （株）橋本店 218 賛－0905 渡部産業（株）


