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法人会員名 法人会員名ふりがな

あ ㈱アール･アイ･エー あーるあいえー

㈱アイ・エム・エー あいえむえー

㈱あい設計 あいせっけい

㈱アイソテクノサポート あいそてくのさぽーと

㈱i2S2 あいつーえすつー

青木あすなろ建設㈱ あおきあすなろけんせつ

㈱淺沼組 あさぬまぐみ

㈱梓設計 あずさせっけい

麻生商事㈱ あそうしょうじ

ARUP あらっぷ

㈱アルテス あるてす

㈱安藤・間 あんどうはざま

い ㈱ＥＲＩソリューション いーあーるあいそりゅーしょん

EM-KE SEISMIC  ISOLATION 　SYSTEMS LTD. いーえむけーいーさいすみっくあいそれーしょんしすてむず

㈱飯島建築事務所 いいじまけんちくじむしょ

㈱イーステック いーすてっく

石川建設㈱ いしかわけんせつ

㈱石本建築事務所 いしもとけんちくじむしょ

㈱泉創建エンジニアリング いずみそうけんえんじにありんぐ

㈱一条工務店 いちじょうこうむてん

㈱伊藤喜三郎建築研究所 いとうきさぶろうけんちくけんきゅうじょ

伊藤組土建㈱ いとうぐみどけん

井上商事㈱ いのうえしょうじ

㈱インテック いんてっく

う ㈱植木組 うえきぐみ

え ㈱Ｈ・Ｅ・Ｉ・テクニカル えいちいーあいてくにかる

エーアンドエー工事㈱ えーあんどえーこうじ

㈱エーエス えーえす

㈱エービーシー商会 えーびーしーしょうかい

エス・エー・アイ構造設計㈱ えす・えー・あいこうぞうせっけい

エニダイン㈱ えにだいん

㈲NCU一級建築士事務所 えぬしーゆー

㈱NTTファシリティーズ えぬてぃてぃふぁしりてぃーず

お オイレス工業㈱ おいれすこうぎょう

オーケーレックス㈱ おーけーれっくす

㈱オーテック おーてっく

㈱大林組 おおばやしぐみ

㈱大本組 おおもとぐみ

岡部㈱ おかべ

㈱奥村組 おくむらぐみ

オリエンタル白石㈱ おりえんたるしらいし

㈱織本構造設計 おりもとこうぞうせっけい

か 鹿島建設㈱ かじまけんせつ

鹿島建物総合管理㈱ かじまたてものそうごうかんり

カネソウ㈱ かねそう

㈱川金コアテック かわきんこあてっく



有限会社関技 かんぎ

関西電力㈱ かんさいでんりょく

き 木内建設㈱ きうちけんせつ

九州電力㈱ きゅうしゅうでんりょく

く ㈱クオリティ・ジャパン くおりてぃ　じゃぱん

㈱熊谷組 くまがいぐみ

㈱久米設計 くめせっけい

倉敷化工㈱ くらしきかこう

黒沢建設㈱ くろさわけんせつ

㈱クロスファクトリー くろすふぁくとりー

け ＫＹＢ㈱ けーわいびー

ゲルブ・ジャパン㈱ げるぶじゃぱん

㈱建研 けんけん

㈱建築構造研究所 けんちくこうぞうけんきゅうしょ

こ ㈱構建設計研究所 こうけんせっけいけんきゅうしょ

㈱構造計画研究所 こうぞうけいかくけんきゅうじょ

㈱構造システム こうぞうしすてむ

㈱構造ソフト こうぞうそふと

㈱鴻池組 こうのいけぐみ

鴻池ビルテクノ㈱ こうのいけびるてくの

光陽精機㈱ こうようせいき

国際計測器㈱ こくさいけいそくき

㈱小坂工務店 こさかこうむてん

㈱コベルコ科研 こべるこかけん

㈱小堀鐸二研究所 こぼりたくじけんきゅうじょ

五洋建設㈱ ごようけんせつ

㈱コンステック こんすてっく

さ ㈱サイエンス構造 さいえんすこうぞう

Seismic Protection Solutions, LLC さいすみっく・ぷろてくしょん・そりゅーしょん

㈱佐藤総合計画 さとうそうごうけいかく

㈱三誠AIR断震システム さんせいえあーだんしんしすてむ

三和テッキ㈱ さんわてっき

し ＪＦＥシビル㈱ じぇいえふいーしびる

四国電力㈱ しこくでんりょく

清水建設㈱ しみずけんせつ

㈱ジャスト じゃすと

㈱ジャスト西日本 じゃすとにしにほん

㈱昭和設計 しょうわせっけい

昭和電線ケーブルシステム㈱ しょうわでんせんけ－ぶるしすてむ

㈲神明工務店 しんめいこうむてん

す ㈱水研 すいけん

スターツCAM㈱ すたーつしーえーえむ

住友金属鉱山シポレックス㈱ すみともきんぞくこうざんしぽれっくす

住友ゴム工業㈱ すみともごむこうぎょう

住友理工㈱ すみともりこう

せ 西武建設㈱ せいぶけんせつ

㈱ゼットアールシージャパン ぜっとあーるしーじゃぱん

㈱錢高組 ぜにたかぐみ

センクシア㈱ せんくしあ

ゼンシン㈱ ぜんしん

た 第一機材㈱ だいいちきざい



㈱大建情報システム だいけんじょうほうしすてむ

㈱大建設計 だいけんせっけい

大末建設㈱ だいすえけんせつ

大成建設㈱ たいせいけんせつ

㈱ダイトー だいとー

㈱ダイナミックデザイン だいなみっくでざいん

大日本土木㈱ だいにっぽんどぼく

大豊建設㈱ だいほうけんせつ

大和ハウス工業㈱ だいわはうすこうぎょう

台灣松澤防震設備股份有限公司 たいわんまつざわぼうしんせつびこふんゆうげんこうし

㈱竹中工務店 たけなかこうむてん

㈱田中建設 たなかけんせつ

ち 中国電力㈱ ちゅうごくでんりょく

中部電力㈱ ちゅうぶでんりょく

つ ㈱辻鉄商工 つじてつしょうこう

て ＴＨＫ㈱ てぃーえいちけー

鉄建建設㈱ てっけんけんせつ

電源開発㈱ でんげんかいはつ

と 東亜建設工業㈱ とうあけんせつこうぎょう

東急建設㈱ とうきゅうけんせつ

㈱東京建築研究所 とうきょうけんちくけんきゅうしょ

東京電力ホールディングス㈱ とうきょうでんりょくほーるでぃんぐす

東京ファブリック工業㈱ とうきょうふぁぶりっくこうぎょう

東鉄工業㈱ とうてつこうぎょう

東電設計㈱ とうでんせっけい

㈱東畑建築事務所 とうはたけんちくじむしょ

東北電力㈱ とうほくでんりょく

東洋建設㈱ とうようけんせつ

東洋構造コンサルタント㈱ とうようこうぞうこんさるたんと

TOYO TIRE㈱ とうようたいや

㈱TOZEN とーぜん

戸田建設㈱ とだけんせつ

戸田ビルパートナーズ㈱ とだびるぱーとなーず

㈱特研メカトロニクス とっけんめかとろにくす

飛島建設㈱ とびしまけんせつ

㈱巴コーポレーション ともえこーぽれーしょん

な ナイス㈱ ないす

㈱内藤建築事務所 ないとうけんちくじむしょ

ナカ工業㈱ なかこうぎょう

㈱ナカノフドー建設 なかのふどーけんせつ

に ㈱新高製作所 にいたかせいさくしょ

西日本技術開発㈱ にしにほんぎじゅつかいはつ

西松建設㈱ にしまつけんせつ

㈱日建設計 にっけんせっけい

㈱日建ハウジングシステム にっけんはうじんぐしすてむ

日昭建材工業㈱ にっしょうけんざいこうぎょう

ニッタ㈱ にった

日鉄エンジニアリング㈱ にってつえんじにありんぐ

日本インシュレーション㈱ にっぽんいんしゅれーしょん



㈱日本メデイカルプロパティマネジメント にっぽんめでぃかるぷろぱてぃまねじめんと

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 にほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこう

日本原子力発電㈱ にほんげんしりょくはつでん

日本原燃㈱ にほんげんねん

日本工業検査㈱ にほんこうぎょうけんさ

日本国土開発㈱ にほんこくどかいはつ

㈱日本設計 にほんせっけい

日本ピラー工業㈱ にほんぴらーこうぎょう

日本マーツ㈱ にほんまーつ

の ㈱ノナガセ のながせ

は ㈱長谷工コーポレーション はせこうこーぽれーしょん

㈱パラキャップ社 ぱらきゃっぷしゃ

ひ ㈱ピーエス三菱 ぴーえすみつびし

㈱ビーテクノシステム びーてくのさーびす

㈱ビー・ビー・エム びーびーえむ

平井工作㈱ ひらいこうさく

㈱ビルマックス びるまっくす

ふ ㈱福田組 ふくだぐみ

Fuji Engineering A. S. ふじえんじにありんぐ

㈱フジタ ふじた

扶桑機工㈱ ふそうきこう

普代産業㈱ ふだいさんぎょう

㈱ブリヂストン ぶりぢすとん

ブリヂストン化工品ジャパン㈱ ぶりぢすとんかこうひんじゃぱん

ほ 北陸電力㈱ ほくりくでんりょく

北海道電力㈱ ほっかいどうでんりょく

㈱堀江建築工学研究所 ほりえけんちくこうがくけんきゅうじょ

ま 前田建設工業㈱ まえだけんせつこうぎょう

㈱増岡組 ますおかぐみ

増田商事㈱ ますだしょうじ

松井建設㈱ まついけんせつ

松尾建設㈱ まつおけんせつ

㈱松田平田設計 まつだひらたせっけい

㈱松村組 まつむらぐみ

㈱マテリアルリサーチ まてりあるりさーち

み 三井住友建設㈱ みついすみともけんせつ

㈱三菱地所設計 みつびしじしょせっけい

め 名工建設㈱ めいこうけんせつ

明友エァマチック㈱ めいゆうえあまちっく

㈱免震エンジニアリング めんしんえんじにありんぐ

㈱免震テクノサービス めんしんてくのさーびす

㈱免制震ディバイス めんせいしんでぃばいす

も 森ビル㈱ もりびる

や ㈱安井建築設計事務所 やすいけんちくせっけいじむしょ

矢作建設工業㈱ やはぎけんせつこうぎょう

㈱山下設計 やましたせっけい

ゆ ユニオンシステム㈱ ゆにおんしすてむ

よ 横浜ガルバー㈱ よこはまがるばー

ら ㈱ライフニックス らいふにっくす

わ 和田装備㈱ わだそうび


