
会社名 部署 都道府県 市区町村 建物名 電話番号 URL

㈱三洋産業 茨城県 神栖市知手中央１－１６－１６ 0299-96-4838

栃木アンカー工業㈱ 栃木県 栃木市城内町２－４４－３７ 0282-24-6840 http://www.ta-k.co.jp

㈱アイリペア 群馬県 前橋市富士見町田島８５３－１４ 027-288-5691 http://irepair.jp.net

カワナベ工業㈱ 群馬県 高崎市矢中町３１９－６ 027-352-9190 http://www.kawanabe.co.jp/

㈱サンテック 群馬県 前橋市西片貝町４－９－１２ 027-225-0711 http://www.suntek.co.jp

アキラテクノス㈱ 埼玉県 八潮市大瀬５－２－１ 048-954-7603 http://akiratec.wixsite.com/akiratec

アトムテクノス㈱ 本社 埼玉県 北葛飾郡松伏町松伏３２３６ 048-991-7754 http://www.atomtechnos.jp

エムズアクト㈱ 埼玉県 戸田市美女木２－１１－１ エクセルアキモト５０１ 048-483-4304 http://www.msact.info

㈱内外テクノス 埼玉県 ふじみ野市亀久保１１５０ 049-261-3171

山柿工業㈱ 川口営業所 埼玉県 川口市川口２－１１－８ 048-253-8131

㈱  y’ｓ 埼玉県 越谷市東大沢２－２５－１ y’sビル２階 048-973-1724 http://ys-koshigaya.com/

赤堀工業㈱　 千葉県 市川市大和田１－６－８ 047-376-1185

呉光塗装㈱ 千葉県 松戸市中根長津町２５ 047-365-1531 http://www.gokou-tosou.co.jp

サンコーテクノ㈱ エンジニアリング本部 千葉県 流山市南流山３－１０－７ 04-7157-7735 http://www.sanko-techno.co.jp

㈱竹中工務店　 技術研究所　 千葉県 印西市大塚１－５－１ 0476-47-1700

㈱アークリニュアル 東京都 渋谷区笹塚２－１６－２ ウィンド笹塚ビル３階 03-5388-4775

㈲アクアテック 東京都 小平市天神町１－３－１６ 042-316-6651

㈱安藤・間 東京都 港区東新橋１－９－１ 03-3575-6194 http://www.ad-hzm.co.jp/

ＭＲ工業㈱ 東京都 墨田区押上１－３６－７ 03-5608-2170

㈱ 大林組 技術研究所 東京都 清瀬市下清戸４－６４０ 042-495-1041

岡 部 ㈱ 東京都 墨田区押上２－８－２ 03-3624-5111

化研マテリアル㈱ 東京都 港区西新橋２－１４－１ 興和西新橋ビルＢ棟 03-3436-4001 http://www.kaken-material.co.jp

鹿島建設㈱　 東京都 港区赤坂６－５－１１ 鹿島赤坂別館 03-5544-1111 http://www.kajima.co.jp/

カジマ・リノベイト㈱ 東京都 新宿区住吉町１－２０ 03-5379-8771

㈱ 関電工　 戦略技術開発本部　 東京都 港区芝浦４－８－３３ 050-3144-1431
https://www.kandenko.co.jp

㈱ 熊谷組 新技術創造センター 東京都 新宿区津久戸町２－１ 03-3235-8617 http://www.kumagaigumi.co.jp/index.html

㈱ケミカル工事 東京支店 東京都 北区田端１－２１－８ ＮＳＫビル６階 03-5834-7550

建装工業㈱ 東京都 港区西新橋３－１１－１ 03-3433-3555

河本工業㈱ 東京都 板橋区成増３－２－２ 03-3938-8024

コーアツ工業㈱ 東京支店 東京都 港区浜松町１－１２－５ アルファ・エイチビル４階 03-3436-1331

㈱サンメイ 東京事業部 東京都 江東区石島５－１ 03-3645-0298 http://www.sanmei-stack.co.jp

清水建設㈱ 技術研究所　 東京都 江東区越中島３－４－１７ 03-3820-5504

ショーボンド建設㈱ 東京建築支店 東京都 江東区南砂２－２－１７ 03-3649-2121 http://www.sho-bond.co.jp

ゼネラルボンド㈱ 東京都 目黒区大岡山１－３７－２５ ゼネラルボンドビル 03-3718-6511 http://www.general-bond.co.jp

創和工業㈱ 東京都 世田谷区弦巻４－２１－２２ パラッツォ２階 03-5426-2525 http://www.sohwa-kogyo.co.jp

㈱テクノ・ニットー 東京都 大田区西蒲田３－１９－１３ 03-3755-3333

㈱東京サービス 東京都 国立市中２－４－３ 042-576-0561 http://www.satoh.co.jp

東京樹脂工事㈱ 東京都 小平市鈴木町２－１７９－５ 0424-69-0611

東洋テクノ㈱ 東京都 渋谷区広尾５－４－１２ 03-3444-2143

東レ建設㈱ 東京都 中央区日本橋本町１－６－５ ツカモトビル 03-5205-3851 http://www.toray-tcc.co.jp

トーヨー科建㈱ 東京都 文京区本駒込３－３６－６ 03-5809-0856

戸田建設㈱ 東京都 中央区八丁堀２－９－１ ＲＢＭ東八重洲ビル６階 03-3535-1354

㈱斗米工業 東京都 小平市花小金井南町２－９－２９ 0424-62-3325 http://www.tomai.co.jp

㈱トミヨシ商会 東京都 大田区南馬込５－３３－７ 03-3775-2203 http://www.tomiyoshishokai.com

長岡鉄筋コンクリート㈱ 東京都 中央区日本橋堀留町１－８－９ 渡菊ビル４階 03-3664-2441

日特建設㈱ 東京都 中央区東日本橋３－１０－６ Daiwa東日本橋ビル 03-5645-5060 http://www.nittoc.co.jp

㈱日本衛生センター 東京都 国立市矢川３－１－６ 第１日衛ビル 042-576-0110 http://www.nippon-ec.com/

日本トリート㈱ 東京都 世田谷区上馬３－７－８ トーヨービル３階 03-3424-2020 http://www.treat.co.jp

㈱ニューテック 東京都 板橋区志村１－２－９ 03-5918-9688 http://www.kknewtech.co.jp

野口興産㈱ 東京都 練馬区豊玉北２－１６－１４ 03-3994-5601 http://www.noguchi-kousan.co.jp

㈱長谷工コーポレーション 東京都 港区芝２－３２－１ 03-3456-5479

平岩塗装㈱ 東京都 大田区千鳥２－６－１７ 03-3759-9198 http://www.hiraiwa-toso.co.jp

ボンドエンジニアリング㈱ 東京支店 東京都 江戸川区新堀１−４２−１０ 03-6658-8490

㈱松下産業 東京都 文京区本郷１－３４－４ 03-3814-6901 http://www.mats.co.jp

三井住友建設㈱ 技術開発本部 東京都 中央区新川２－２７－１ 東京住友ツインビルディング東館 03-4582-3120 https://www.smcon.co.jp/

㈱ 山  口 東京都 足立区扇１－２８－６ 03-5839-6301 https://www.kkyamaguchi.jp/

㈱ 大 和 東京都 板橋区小豆沢２－１６－６ 03-5916-3315 http://yamato-bs.co.jp/about-us/

㈱リニューアルプラン 東京都 江戸川区中葛西５－１１－２３ 03-5675-5581

㈱リパテック 東京都 渋谷区初台１－５４－４－１１０３ 03-3379-7189

㈱リフォームジャパン 東京都 北区東田端２－２－２ 第二今城ビル３階 03-3800-1991 https://reform-japan.com

関東



愛善産業㈱ 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町２９６１－３ 045-866-3622 http%3B//www.aizen-s.co.jp

㈱コアビジョン 神奈川県
横浜市鶴見区大黒ふ頭６番東緑地

ジェイトレーディングＣＹ内
045-628-9108 http//www.corevision.co.jp

㈱宏和エンジニアリング 神奈川県 横浜市中区羽衣町３－５５－１ VORT横浜関内BLD ９階 045-232-9530

大成建設㈱ 技術センター 神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町３４４－１ 045-814-7232

中央総業㈱ 神奈川県 相模原市南区相模大野３－２０－１ 中央総業ビル４階 042-765-5500 http://www.chuo-sogyo.com/

㈱ＴＳＵＮＯＤＡ 神奈川県 厚木市愛名１２４６－４ 046-247-6718 http://www.tsunoda-tosou.co.jp/

東急建設㈱ 技術研究所 神奈川県 相模原市中央区田名３０６２－１ 042-763-9511

㈱ 睦建設 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉１－１－２４ 045-571-3478 http://www.mutsumi-group.com/index.html

㈱横浜システック 神奈川県 横浜市南区中村町４－３０５ 045-253-2752 http://www.y-sistec.co.jp/

㈱理装工業 神奈川県 横浜市緑区青砥町２４０ 松本ビル１階 045-932-4147

帝 人 ㈱ アラミド事業本部 東京都 千代田区霞が関３－２－１ 霞が関コモンゲート西館 03-3506-4136 http://www.teijin.co.jp

東 レ ㈱ トレカ事業部門 東京都 中央区日本橋室町２－１－１ 日本橋三井タワー 03-3245-5264 http://www.toray.co.jp

東レ・デュポン㈱ 東京都 中央区日本橋本町１－１－１ ＭＥＴＬＩＦＥ日本橋本町ビル 03-3245-5052 http://www.td-net.co.jp/kevlar/index.html

日鉄ケミカル＆マテリアル㈱ コンポジット事業部 東京都 中央区日本橋１－１３－１ 日鉄日本橋ビル 03-3510-0341 http://www.nscm.nipponsteel.com

ファイベックス㈱ 東京都 中央区新川２－２７－１
東京住友ツインビルディング  　　
東館１８階

03-5579-8291 http://www.fibex.co.jp

前田工繊㈱ 構造物メンテナンス推進部 東京都 港区芝公園２－４－１ 芝パークビルＡ館１２階 03-6402-3944 http://www.maedakosen.jp/mdk

三菱ケミカルインフラテック㈱ 東京都 千代田区丸の内１－１－１ パレスビル 03-3286-1354 http://www.mp-infratec.co.jp

アルファ工業㈱ 第二工事部 神奈川県 横浜市鶴見区末広町１－１－５１ 045-500-0500 https://alpha-kogyo.com

コニシ㈱ 土木建設営業本部 埼玉県 さいたま市桜区西堀５－３－３５ 048-637-9950 http://www.bond.co.jp

デンカ ㈱
エラストマー･インフラソリューション

部門
東京都 中央区日本橋室町２－１－１ 日本橋三井タワー 03-5290-5558 http://www.denka.co.jp

㈱東邦アーステック 建設事業本部 東京都 新宿区新宿２－１３－１０ 武蔵野ビル 03-5367-2661 http://www.tohoearthtech.co.jp/




