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公益財団法人 高速道路調査会



          法　　人　　名

一般財団法人ＩＴＳサービス高度化機構

株式会社アイテックス

青木あすなろ建設株式会社

株式会社淺沼組

朝日スチール工業株式会社

株式会社アジア共同設計コンサルタント

アトミクス株式会社

株式会社安部日鋼工業

AMECコンサルタンツ株式会社

株式会社荒谷建設コンサルタント

アルファシステックス株式会社

株式会社安藤・間

ｅ-ＪＥＣ東日本株式会社

株式会社イシクラ

いであ株式会社

株式会社稲治造園工務所

岩倉建設株式会社

岩崎電気株式会社

株式会社植木組

株式会社内田緑化興業

内山緑地建設株式会社

株式会社エイト日本技術開発

株式会社エイル

株式会社エース

株式会社エコープラン

株式会社エスイー

応用地質株式会社

株式会社大林組

大林道路株式会社

株式会社大本組

沖電気工業株式会社

沖縄道路サービス株式会社

株式会社奥村組

奥村組土木興業株式会社

株式会社オサシ・テクノス

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社

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

株式会社ガイアート

開発虎ノ門コンサルタント株式会社

鹿島建設株式会社

鹿島道路株式会社

株式会社片平エンジニアリングインターナショナル

株式会社片平新日本技研

株式会社加藤製作所
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株木建設株式会社

株式会社ワイケー

川崎地質株式会社

川田建設株式会社

川田工業株式会社

株式会社キクテック

基礎地盤コンサルタンツ株式会社

北川ヒューテック株式会社

株式会社キハラコーポレーション

株式会社キャニー

株式会社橋梁コンサルタント

株式会社協和機械製作所

株式会社共和電業

極東鋼弦コンクリート振興株式会社

極東興和株式会社

株式会社近代設計

株式会社熊谷組

計画エンジニヤリング株式会社

ケイコン株式会社

ＫＤＤＩ株式会社

株式会社ケー･エフ･シー

株式会社建設技術研究所

株式会社建設技術センター

建装工業株式会社

コイト電工株式会社

株式会社公共計画研究所

株式会社高速道路総合技術研究所

株式会社高速保全

株式会社鴻池組

株式会社神戸製鋼所

株式会社コート

国際航業株式会社

一般財団法人国土計画協会

小堀産業株式会社

株式会社駒井ハルテック

五洋建設株式会社

株式会社コンポーズ・ユニ

佐久平尾山開発株式会社

サクラインターナショナル株式会社

佐藤工業株式会社

株式会社佐藤渡辺

株式会社山九ロードエンジニアリング

三信工業株式会社

株式会社サンライズ

株式会社サンワ
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三和建設コンサルタンツ株式会社

株式会社ＧＳユアサ

ＪＦＥ建材株式会社

ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社

株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

株式会社ジェイファスト

静岡コンサルタント株式会社

株式会社システム・ケイ

芝サン陽印刷株式会社

清水建設株式会社

首都高技術株式会社

首都高速道路株式会社

一般財団法人首都高速道路技術センター

首都高メンテナンス神奈川株式会社

株式会社昭建

勝美印刷株式会社

昭和エンジニアリング株式会社

昭和コンクリート工業株式会社

ショーボンド建設株式会社

信号器材株式会社

株式会社シンコーハイウェイサービス

新日本開発工業株式会社

信和設計株式会社

杉江製陶株式会社

鈴運メンテック株式会社

スバル興業株式会社

株式会社スペース・グリーン

住友電工システムソリューション株式会社

スリーエムジャパン株式会社

世紀東急工業株式会社

セイトー株式会社

西武造園株式会社

星和電機株式会社

石油連盟

セフテック株式会社

一般社団法人セメント協会

セントラルコンサルタント株式会社

セントラルハイウェイ株式会社

公益社団法人全日本トラック協会

株式会社創建

株式会社綜合技術コンサルタント

株式会社ソネック

株式会社第一印刷所東京本部

第一復建株式会社

大成エンジニアリング株式会社
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大成建設株式会社

大成ロテック株式会社

大鉄工業株式会社

大東産業株式会社

大日コンサルタント株式会社

大日本コンサルタント株式会社

太平洋セメント販売株式会社

大豊建設株式会社

株式会社ダイヤコンサルタント

瀧上工業株式会社

株式会社竹中道路

株式会社竹中土木

中央開発株式会社

中央復建コンサルタンツ株式会社

中電技術コンサルタント株式会社

中部土木株式会社

中部復建株式会社

株式会社長大

株式会社千代田コンサルタント

TSUCHIYA株式会社

株式会社ティー・エッチ・エム

株式会社帝国コンサルタント

株式会社ティ・シィ・エス

鉄建建設株式会社

電気技術開発株式会社

東亜通信工材株式会社

東亜道路工業株式会社

東急建設株式会社

株式会社東京建設コンサルタント

東京製綱株式会社

株式会社東京ハイウエイ

東京鋪装工業株式会社

東京湾横断道路株式会社

株式会社東光コンサルタンツ

東芝インフラシステムズ株式会社

東芝ライテック株式会社

東鉄工業株式会社

東北高速道路ターミナル株式会社

東洋建設株式会社

株式会社道路計画

一般財団法人道路厚生会

株式会社トーコーテック

株式会社ドーコン

常盤工業株式会社

戸田建設株式会社
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飛島建設株式会社

中日本エクシス株式会社

中日本エクストール名古屋株式会社

中日本エクストール横浜株式会社

中日本建設コンサルタント株式会社

中日本高速オートサービス株式会社

中日本高速技術マーケティング株式会社

中日本高速道路株式会社

中日本施設管理株式会社

中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社

中日本ハイウェイ・パトロール名古屋株式会社

中日本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社

中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社

中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社

中日本ロード・メンテナンス静岡株式会社

中日本ロード・メンテナンス東海株式会社

中日本ロード・メンテナンス東京株式会社

中日本ロード・メンテナンス金沢株式会社

中日本ロード・メンテナンス中部株式会社

名古屋高速道路公社

名古屋電機工業株式会社

西尾レントオール株式会社

西日本高速道路株式会社

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社

西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社

西日本高速道路サービス関西株式会社

西日本高速道路サービス九州株式会社

西日本高速道路サービス四国株式会社

西日本高速道路サービス中国株式会社

西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社

西日本高速道路パトロール関西株式会社

西日本高速道路パトロール九州株式会社

西日本高速道路パトロール中国株式会社

西日本高速道路ビジネスサポート株式会社

西日本高速道路ファシリティーズ株式会社

西日本高速道路メンテナンス関西株式会社

西日本高速道路メンテナンス九州株式会社

西日本高速道路メンテナンス中国株式会社
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西日本高速道路リテール株式会社

西日本高速道路ロジスティックス株式会社

西松建設株式会社

株式会社ＮＩＣＨＩＪＯ

ニチレキ株式会社

株式会社日橋コンサルタント

日建工業株式会社

日建リース工業株式会社

日鉄建材株式会社

日特建設株式会社

株式会社ＮＩＰＰＯ

日鋪建設株式会社

日本信号株式会社

日本道路株式会社

日本ライナー株式会社

日本貨物運送協同組合連合会

日本乾溜工業株式会社

一般社団法人日本橋梁建設協会

株式会社日本グリーンリサイクル

一般社団法人日本建設機械施工協会

一般社団法人日本建設業連合会

日本高圧コンクリート株式会社

日本工営株式会社

一般社団法人日本鋼構造協会

日本高速道路インターナショナル株式会社

一般社団法人日本支承協会

一般社団法人日本自動車工業会

一般社団法人日本自動車連盟

日本製鉄株式会社

日本石灰協会

日本セフティエンジニア株式会社

日本通信エンジニアリングサービス株式会社

日本テクロ株式会社

日本電気株式会社

公益社団法人日本道路協会

一般社団法人日本道路建設業協会

公益財団法人日本道路交通情報センター

一般社団法人日本トンネル技術協会

一般社団法人日本能率協会

株式会社日本能率協会総合研究所

株式会社日本パーカーライジング広島工場

日本ハイウエイ･サービス株式会社

日本ヒューム株式会社

日本ファブテック株式会社

一般財団法人日本みち研究所
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日本無線株式会社

日本ロード･メンテナンス株式会社

株式会社ニュージェック

株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟

株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道

株式会社ネクスコ・サポート新潟

株式会社ネクスコ・サポート北海道

株式会社ネクスコ・トール関東

株式会社ネクスコ・トール北関東

株式会社ネクスコ・トール東北

株式会社ネクスコ・パトロール関東

株式会社ネクスコ・パトロール東北

株式会社ネクスコ・メンテナンス関東

株式会社ネクスコ・メンテナンス東北

株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟

株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道

株式会社ＮＥＸＣＯシステムズ

ＮＥＸＣＯ中日本サービス株式会社

NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社

株式会社ネクスコ東日本エリアサポート

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

株式会社ネクスコ東日本トラスティ

株式会社ネクスコ東日本リテイル

株式会社ネクスコ東日本ロジテム

株式会社ＮＥＸＣＯ保険サービス

ネクセリア東日本株式会社

能美防災株式会社

株式会社ハイウエイ・エンジニアリング

ハイウェイ・トール・システム株式会社

ハイウエイ開発株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社

株式会社パスコ

パナソニックエコシステムズ株式会社

パナソニック株式会社ライフソリューションズ社

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社

阪神高速道路株式会社

一般財団法人阪神高速道路技術センター

範多機械株式会社

株式会社ピーエス三菱

東日本高速道路株式会社

株式会社日立製作所

日立造船株式会社

広島高速道路公社

株式会社ファシリコ
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株式会社フォーラムエイト

福岡北九州高速道路公社

株式会社福田組

福田道路株式会社

株式会社福山コンサルタント

株式会社富士技建

株式会社フジタ

富士通株式会社

株式会社富士テック

株式会社富士ピー･エス

株式会社フジミック

株式会社フジランド

株式会社復建エンジニヤリング

株式会社復建技術コンサルタント

復建調査設計株式会社

株式会社不動テトラ

一般社団法人プレストレスト･コンクリート建設業協会

株式会社ヘッズ

宝菱産業株式会社

豊和工業株式会社

ホーチキ株式会社

北陸高速道路ターミナル株式会社

本州四国連絡高速道路株式会社

株式会社本間組

前田建設工業株式会社

前田道路株式会社

有限会社マサクリーン

松尾建設株式会社

三重県観光開発株式会社

株式会社みずほ銀行

三井金属エンジニアリング株式会社

三井住建道路株式会社

三井住友建設株式会社

株式会社三菱総合研究所

三菱電機株式会社

宮地エンジニアリング株式会社

名工建設株式会社

株式会社明電舎

株式会社ヤシマキザイ

八千代エンジニヤリング株式会社

株式会社横河ブリッジ

株式会社横浜コンサルティングセンター

横浜緑地株式会社

株式会社ライテック

ライト工業株式会社
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株式会社リーフ

株式会社理研グリーン

りんかい日産建設株式会社

レッドホースコーポレーション株式会社

株式会社ロード･エンジニアリング

若築建設株式会社
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