法人会員

令和2年3月現在

198 社（法人） 担当者
アイエスティー株式会社
株式会社アイエステー
株式会社アイオイ商事
一般社団IPH工法協会
株式会社アクティオ
旭コンクリート工業株式会社
安治川鉄工株式会社
アズビル株式会社
アップコン株式会社
株式会社アトラス
株式会社安部日鋼工業東京本社
株式会社アートテック
いであ株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社
有限会社イトー技建
今井産業株式会社
インフラテック株式会社
WOTA株式会社
株式会社ウォーターテック
株式会社エイテック
株式会社AOI
株式会社エース・ウォーター
株式会社エコ環境システム
株式会社エコファクトリー
株式会社エスイー
エターナルプレザーブ株式会社
株式会社エヌ・ワイ・ケイ
NSスパイク協会
株式会社NDSネットワーク
大石建設株式会社
オーニック株式会社
株式会社大林組
株式会社大本組
岡三リビック株式会社
奥村組土木興業株式会社
音羽電機工業株式会社
小野田ケミコ株式会社
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
オルガノ株式会社
株式会社ガイアート
鹿島建設株式会社
カネカケンテック株式会社
株木建設株式会社
ガラスリソーシング株式会社
川田建設株式会社
株式会社川本製作所

電

話

近森 精志 03-3569-3339
深迫 茂充 096-285-5177
森中 良
088-678-2808
加川 順一 082-961-5781
吉田 勝郎 03-6867-8930
坂本 晴穂 03-3542-1201
上久保道夫 06-6478-4484
溜谷 和彦 03-6205-7678
龍野 陽美 044-820-8120
有田 圭介 043-202-7740
渡邉 文美 03-5906-5621
伊藤 勇一 048-950-2270
舘山 清文 03-4544-7600
松澤 遼
03-6203-7484
太田 昇
03-6266-8210
新開 廣樹 092-483-1021
今井 泰之 0855-92-1321
松崎 秀雄 099-252-9911
斎藤 裕之 03-3830-0056
濱田 賢児 03-3456-0785
久川 真史 03-6311-8151
中村 誠
0827-84-4763
岡部 崇憲 092-282-5628
松峰 浩二 0944-33-2988
村上 尊宜 096-381-7033
野澤 忠明 03-3340-5564
久保 幹男 03-5844-3155
後藤 誠
03-3281-1946
大石 学
06-7506-9641
小池 正幸 048-753-9428
前田 政則 0956-58-7733
難波 健
0866-56-7788
鶴田 成郎 03-5769-1141
杉本 吉基 03-6752-7007
原田 智嘉 	03-5782-9080
小川 茂雄 06-6572-5311
木村 順一 03-3668-0108
山根 行弘 03-6386-7035
松金 伸
03-6311-7854
石渡 一郎 03-6220-0633
佐藤 博昭 03-5635-5180
小川 登
03-5261-9211
井澤 健
03-6438-2360
原口 望
06-6205-3625
三浦 直之 03-3984-4114
赤坂 修
0479-24-6651
吉山 誠之 03-3915-5467
永田 博
03-3946-8480

担当者
株式会社環境開発
技研興業株式会社
株式会社九検
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
株式会社クボタ
株式会社クラレ
株式会社栗本鐵工所
株式会社ケミカル工事
ゴイク電池株式会社
小岩金網株式会社
株式会社構造計画研究所
株式会社鴻池組
郡リース株式会社
株式会社國場組
五洋建設株式会社
金剛産業株式会社
コンボルト・ジャパン株式会社
酒井化学工業株式会社
櫻護謨株式会社
佐藤工業株式会社
三協立山株式会社三協アルミ社
三晃金属工業株式会社
三信建設工業株式会社
シー・ティ・マシン株式会社
株式会社シーエー
G-8 INTERNATIONAL
JXエンジニアリング株式会社
JFEエンジニアリング株式会社
JFE商事テールワン株式会社
株式会社Jサイバーコーポレーション
株式会社システナ
シバタ工業株式会社
清水建設株式会社
清水総合金物株式会社
ジャパンパイル株式会社
伸榮産業株式会社
新日本設計株式会社
株式会社森輪商工
水ingエンジニアリング株式会社
株式会社スカイシーカー
杉江製陶株式会社
住友大阪セメント株式会社・
株式会社エステック・株式会社SNC
住友重機械エンバイロメント株式会社
セイコータイムシステム株式会社
積水化学工業株式会社
ゼニス羽田株式会社

大石 修央
菊池 真人
古賀美智恵
大屋 英明
長戸路 亨
矢野 武
小川 敦久
濱口 武宣
神田 利之
田畑 章
安喰 成人
金山 亨
井澤 武史
久野 文博
与那嶺恵伸
友歳 巌
松本 俊彦
大城 明弘
笹本 洋一
木村洋一郎
市原 博史
高林 晃
緒方 良
工藤 公生
中西 淳二
柏 真美子
宮川 隆
今川 豊
佐藤 健全
木村 隆志
国井 正人
森下 力
橋本 敦弘
王尾 英明
清水 悟
矢野 光利
今西 啓子
坂本 智
森 重嘉
岡 博文
佐々木政聡
杉浦 弘之
小堺

電

話

03-3731-1735
03-3398-9200
0952-30-8221
03-6907-3721
03-3376-1205
03-3245-3104
03-6701-1374
06-6538-7700
03-5855-7260
03-6253-7366
03-5828-7685
03-5342-1100
03-5617-7600
098-863-2951
098-862-3447
03-3817-7521
03-3534-1800
098-929-0821
0778-62-3705
03-3466-2171
03-3661-1794
03-5348-0360
03-5446-5606
03-5825-3700
06-6355-0007
054-627-3277
0463-25-0969
045-415-1116
03-6212-0037
03-5203-6271
03-6205-3186
03-6367-3841
03-3292-3861
03-3561-3867
048-223-2017
03-5843-4194
072-806-7800
026-266-9602
0952-31-3151
03-6830-9055
03-6260-8960
03-6417-9451

規行 03-5211-4750

越智 茂雄 03-6737-2728
北川 信博 03-5646-1601
松野 実範 03-6748-6500
塩見 昌紀 03-3556-2403

担当者
全国ポリウレア技術協会
株式会社総商
株式会社大寛組
ダイコー株式会社
大成建設株式会社
ダイダンサービス関東株式会社
株式会社ダイトー
大日本コンサルタント株式会社
ダイプラ株式会社
太平洋セメント株式会社
太平洋セメント販売株式会社
太平洋マテリアル株式会社
株式会社大有設計
太陽工業株式会社
大和探査技術株式会社
大和リース株式会社
タカオ株式会社
拓南製鐵株式会社
株式会社竹中土木
玉石重機株式会社
玉田工業株式会社
秩父ケミカル株式会社
中国電力株式会社
中電技術コンサルタント株式会社
株式会社長大
千代田興産株式会社
有限会社T・I工産
THK株式会社
TYRI JAPAN株式会社
東亜グラウト工業株式会社
東亜建設工業株式会社
株式会社東海テック
東京インキ株式会社
東京ガス株式会社
東京石灰工業株式会社
東光鉄工株式会社
東西化学産業株式会社
東洋ケミカルエンジニアリング株式会社
東洋建設株式会社
戸田建設株式会社
飛島建設株式会社
トワロン株式会社
株式会社ナカボーテック
西松建設株式会社
日起建設株式会社
日鐵住金建材株式会社
日鉄住金鋼板株式会社
日鉄住金高炉セメント株式会社
日特建設株式会社
株式会社NIPPO
日本ピーマック株式会社
日本板硝子環境アメニテイ株式会社
日本海洋株式会社
日本工営株式会社
日本工機株式会社

福井 秀平
青木 秀泰
大濱 均
清水 剛
安部 吉生
出口 優
佐藤 正久
月野 郁也
片桐 涼
上田 宣人
小野寺輝彦
渕本 学
小野 晶紀
山本 浩二
楠本 浩司
佐藤 康之
髙尾 典秀
古波津 昇
白井 克己
山口 英二
藤村 裕人
尾崎 昴嗣
中本 健二
竹本 誠
本村 義行
佐藤 俊秀
田畑 美年
柴田 聡
サンダーソン ジェレミー
梅沢 広幸
金田 聡
上村 泰規
川俣さくら
岡本 真和
飯島 小雪
伊藤 康仁
須佐 公一
北村 崇
大西 禎行
立田 浩研
乗京 正弘
藤本 和隆
石原 賢二
松友 登
早川 弘信
加藤 貴章
日方 慧
笹谷 達也
明石 兼二
新玉 克也
豊浦 恭裕
滝澤 衛
降矢 勝利
白石 哲
川野 誠

電

話

0942-85-9488 日本興業株式会社
044-788-8521 日本コンクリート株式会社
098-868-1015 日本システム企画株式会社
045-470-5581 日本ジッコウ㈱・エースコンサルタント㈱・
03-5381-5116 テクノスジャパン㈱共同企業体
049-258-1511 日本製鉄株式会社
045-315-5639 日本バイリーン株式会社
03-5394-7616 日本ヒューム株式会社
06-6453-9270 日本物理探鑛株式会社
03-5531-7370 有限会社ネオニード
03-6226-6500 株式会社爆発研究所
03-5832-5216 パシフィックコンサルタンツ株式会社
097-574-7785 株式会社パスコ
03-3714-3425 阪和興業株式会社
03-5633-8080 P&D販売株式会社
092-751-5058 BASFジャパン株式会社
03-3452-5505 日立建機日本株式会社
098-832-0588 日之出水道機器株式会社
03-6810-6269 株式会社日本港湾コンサルタント
092-521-2136 フィールド・クラブ株式会社
03-5401-3689 福山商事株式会社
03-3832-1619 不二サッシ株式会社
082-545-1543 株式会社フジタ
082-256-3352 株式会社富士ピー・エス
03-3532-8607 株式会社フソウ
092-533-2981 株式会社不動テトラ
0996-35-0419 古河電気工業株式会社
03-5730-7911 （公財）防衛基盤整備協会
03-4550-6470 株式会社本間組
03-3355-5100 前田建設工業株式会社
03-6757-3800 株式会社益田建設
03-3835-3618 株式会社松田平田設計
03-5902-7628 株式会社丸政工務店
03-5400-7787 丸両自動車運送株式会社
0283-85-3611 三浦工業株式会社
0186-48-3234 株式会社三井E&Sテクニカルリサーチ
06-6947-5511 三井金属エンジニアリング株式会社
03-3583-6305 三谷サキサン株式会社
03-6361-5462 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社
03-3535-1600 MIRAI株式会社
03-6455-8346 村上建設株式会社
03-5614-8688 株式会社ムラシマ事務所
03-5541-5813 村本建設株式会社
03-3502-7631 明正工業株式会社
0567-27-0210 メタウォーター株式会社
03-3630-2492 森松工業株式会社
03-6848-3900 守谷輸送機工業株式会社
093-563-5100 八千代エンジニヤリング株式会社
03-5645-5050 矢作建設工業株式会社
03-3563-6711 株式会社ヤマウ
03-5473-7781 株式会社ヤマックス
03-5421-7522 株式会社ユニパック
株式会社落雷制御システムズ
5613-8901
03-3238-8351 YKK AP株式会社
03-3436-1223 若築建設株式会社

担当者

電

話

乗松 伴成 087-894-8130
古橋 正吉 052-793-1151
熊野 活行 03-3377-1106
五箇

博之 078-920-2215

太田 哲郎
平野 直樹
大川内 稔
内田 篤貴
岡田 信彦
吉田 正典
阿部 健司
福島 庸介
飯田 久雄
土井 利国
菅俣 匠
鈴木 英範
神保 秀行
田島 佳征
井上 卓
福山 一朗
原川 典和
舛甚 幸一
古賀 順一
片山 将士
細坂晋一朗
岡村 泰和
松田 隆繁
上田 修
石田 能康
益田 哲慎
林 和樹
上原 健市
青木千加士
太田 桂介
鞍懸 直史
朝倉 隆行
有賀 純平
鳥越 孝之
下田 知枝
村上 誠
村島 聡乃
山下 正利
永上 修一
高橋 芳彦
山下幸史郎
桑俣 力
荒川 孝児
堀川 牧夫
伊佐 壽起
岩下 秀昭
松江 明彦
松本 敏男
岩田 兼由
松本 泰

080-5094-9682
03-3433-4111
03-3774-3211
087-841-0161
03-6803-2263
03-6777-3672
03-5722-7600
03-3544-2879
03-5679-2332
03-3796-9710
048-935-2547
03-3585-0404
03-5434-8165
03-6801-8374
098-876-5200
03-5745-1235
03-3796-2359
092-721-3468
03-3552-7017
03-5644-8531
03-3286-3300
03-5360-6238
025-229-2511
03-5276-5165
048-998-5111
03-3403-6161
098-968-2631
054-366-1312
03-5793-1033
0863-23-2620
03-5610-7850
06-6920-6611
03-6748-7484
03-6821-3107
0997-52-0625
0276-247-3251
06-6772-8247
03-5261-9081
03-6853-7341
058-323-0333
03-6228-3460
03-5822-2324
03-3555-3613
03-5638-7520
092-473-2605
048-258-6991
045-264-4110
03-5610-8382
03-3492-0271

