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26 ⼀般財団法⼈ 計量計画研究所 平成16年1⽉13⽇ 52 ⼤和測量㈱ 昭和58年12⽉12⽇ 78
⽇本都市技術㈱≪旧：福岡都市技術
≫

平成2年9⽉26⽇

1
㈱アーバンデザインコンサルタン
ト

昭和48年7⽉2⽇ 27 ㈱建設環境研究所 平成25年9⽉6⽇ 53 ㈱地域計画建築研究所 昭和48年6⽉6⽇ 79 ⽇本都市整備㈱ 平成30年4⽉24⽇ 1 ㈱アークポイント 平成22年6⽉22⽇

2
㈱アーバントラフィックエンジニア
リング

令和3年1⽉1⽇ 28 ㈱建設技術研究所 昭和56年11⽉5⽇ 54 ㈱地域計画連合 昭和48年7⽉12⽇ 80 ㈱ニューコムジャパン 平成22年7⽉26⽇ 2 ㈱計画⼯房 昭和56年4⽉2⽇

3 ㈱アール・アイ・エー 昭和48年12⽉2⽇ 29 ㈱国際開発コンサルタンツ 昭和48年5⽉22⽇ 55 ㈱地域総合計画研究所 昭和51年9⽉30⽇ 81 ㈱ニュージェック 平成4年4⽉30⽇ 3 ㈱駿府設計 平成27年7⽉13⽇

4 ㈱アイテック計画 昭和58年6⽉22⽇ 30 国際航業㈱ 昭和48年6⽉29⽇ 56 中央コンサルタンツ㈱ 平成9年9⽉25⽇ 82 ㈱⼋  州 昭和48年7⽉19⽇ 4 ㈱⽣活構造研究所 平成9年6⽉30⽇

5 朝⽇航洋㈱ 昭和48年11⽉26⽇ 31 ㈱コムテック地域⼯学研究所 平成28年2⽉3⽇ 57 中電技術コンサルタント㈱ 平成3年3⽉1⽇ 83 パシフィックコンサルタンツ㈱ 昭和48年5⽉17⽇ 5 不⼆窯業㈱ 平成23年10⽉3⽇

6 アジア航測㈱ 平成23年5⽉20⽇ 32 (株)サポート 平成27年4⽉1⽇ 58 ㈱千代⽥コンサルタント 昭和48年5⽉31⽇ 84 ㈱パスコ 昭和55年6⽉28⽇ 6 (有)プラウド 平成22年6⽉22⽇

7 ㈱梓設計 昭和50年9⽉6⽇ 33 ㈱三洋設計 平成24年2⽉29⽇ 59 ㈱ディ−ワーク 平成16年1⽉13⽇ 85 東⽇本総合計画㈱ 平成28年5⽉10⽇ 7 ㈱マヌ都市建築研究所 平成22年6⽉22⽇

8 ㈱荒⾕建設コンサルタント 平成19年1⽉16⽇ 34 ㈱サンワコン 昭和48年5⽉31⽇ 60 ㈱東急設計コンサルタント 昭和48年7⽉25⽇ 86 ㈱福⼭コンサルタント 昭和54年9⽉17⽇ 8 リージョナルデザイン㈱ 平成18年9⽉11⽇

9 ㈱アルテップ 平成7年4⽉14⽇ 35 ㈱シティコンサルタンツ 平成6年9⽉30⽇ 61 ㈱東京建設コンサルタント 平成16年12⽉24⽇ 87 ㈱双  葉 昭和57年2⽉27⽇ 9 (有)ワークシップ 平成28年6⽉8⽇

10 ㈱アルメックVPI 昭和60年3⽉5⽇ 36 ㈱社会空間研究所 平成4年6⽉30⽇ 62 ㈱徳岡設計 平成30年6⽉12⽇ 88 ㈱復建技術コンサルタント 平成23年12⽉22⽇

11 ㈱市浦ハウジング＆プランニング 昭和48年6⽉6⽇ 37 昭和㈱ 昭和49年7⽉1⽇ 63 ㈱都市環境研究所 昭和48年8⽉21⽇ 89 復建調査設計㈱ 昭和48年5⽉15⽇

12 ㈱ウエスコ 32004 38 昭和設計㈱ 平成30年6⽉12⽇ 64 ㈱都市・計画・設計研究所 昭和48年6⽉15⽇ 90 ㈱プレック研究所 昭和50年3⽉12⽇

13 エイト技術㈱≪旧：佐藤技術≫ 平成元年9⽉19⽇ 39
ジェイアール⻄⽇本コンサルタンツ
㈱

平成15年6⽉30⽇ 65 ㈱都市計画設計研究所 昭和48年12⽉2⽇ 91 平成都市技研㈱ 平成3年2⽉28⽇

14 ㈱エイト⽇本技術開発 昭和48年6⽉28⽇ 40 JR東⽇本コンサルタンツ㈱ 平成31年4⽉1⽇ 66 ㈱都市計画21 平成29年5⽉8⽇ 92 ㈱ヘッズ 平成21年9⽉1⽇ 1 河津  玲 平成22年10⽉27⽇

15 ㈱エックス都市研究所 平成3年12⽉31⽇ 41 ㈱住宅・都市問題研究所 平成2年9⽉27⽇ 67 ㈱都市設計連合 平成23年10⽉3⽇ 93 ㈱ミカミ 昭和58年8⽉4⽇ 2 近藤  均 平成22年6⽉30⽇

16 ㈱NTTファシリティーズ 平成25年4⽉24⽇ 42 ㈱新⽇本コンサルタント 平成28年10⽉26⽇ 68 ㈱都市デザイン 昭和59年8⽉1⽇ 94 ㈱三菱地所設計 昭和48年9⽉18⽇ 3 佐野  貢也 平成22年6⽉30⽇

17 ㈱オオバ 昭和48年6⽉2⽇ 43 ㈱新都市⼆⼗⼀ 令和2年4⽉1⽇ 69 ㈱都市ぷろ計画事務所 平成8年6⽉27⽇ 95 ㈱安井建築設計事務所 昭和62年8⽉11⽇

18 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 昭和50年7⽉25⽇ 44 セントラルコンサルタント㈱ 平成25年4⽉24⽇ 70 ㈱栃⽊都市計画センター 平成10年12⽉2⽇ 96 ⼋千代エンジニヤリング㈱ 昭和48年6⽉2⽇

19 ㈱開発計画研究所 平成4年6⽉29⽇ 45 ㈱創  建 昭和63年4⽉7⽇ 71 ㈱ドーコン 昭和48年5⽉22⽇ 97 ㈱⼭下設計 平成27年12⽉10⽇ 1 ㈱新都市ライフホールディングス 平成12年11⽉30⽇

20 画地測量設計㈱ 昭和49年4⽉16⽇ 46 ㈱窓建コンサルタント 令和2年4⽉1⽇ 72 中⽇本建設コンサルタント㈱ 平成27年9⽉15⽇ 98 ㈱URリンケージ 平成16年7⽉1⽇ 2
⼀般財団法⼈つくば都市交通セン
ター

平成14年8⽉30⽇

21 ㈱⽚平新⽇本技研 平成24年5⽉14⽇ 47 ㈱タカハ都市科学研究所 平成10年12⽉11⽇ 73 ㈱⽇建設計総合研究所 昭和48年5⽉31⽇ 99 ㈱ユージー都市建築 昭和48年9⽉29⽇ 3 ㈱フォーラムエイト 平成13年8⽉2⽇

22 ㈱かんこう 平成24年6⽉4⽇ 48 ⽟野総合コンサルタント㈱ 昭和49年5⽉15⽇ 74 ㈱⽇本海コンサルタント 昭和61年7⽉17⽇ 100 ㈱ユーマック 昭和54年9⽉18⽇ 4 ヨシモトポール㈱ 平成24年8⽉24⽇

23 ㈱協和コンサルタンツ 昭和53年10⽉11⽇ 49 第⼀復建㈱ 平成4年9⽉24⽇ 75 ⽇本⼯営㈱ 昭和48年7⽉2⽇ 101 ランドブレイン㈱ 昭和52年10⽉1⽇

24 ㈱久⽶設計 昭和48年6⽉1⽇ 50 ⼤⽇コンサルタント㈱ 令和1年10⽉1⽇ 76 ㈱⽇本設計 昭和48年7⽉25⽇

25 ㈱計画技術研究所 昭和48年5⽉16⽇ 51 ⼤⽇本コンサルタント㈱ 昭和62年10⽉5⽇ 77 ⽇本測地設計㈱ 昭和57年5⽉4⽇
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