
私たちはデザインや出版物の制作を通して、大切なお客さまに信頼されること、愛されることがいちばんの幸せです。

■企画制作・編集代行 編集業務サポート、企画・デザイン

■データ編集・DTP 学術関連の高度なデータ編集（学会、協会、学校）
 アニュアルレポート、報告書（企業、労働組合）
 ワード・エクセルによるデータ編集、管理（報告書、名簿）

■印刷加工 オフセット印刷、オンデマンド印刷、バリアブル印刷、PUR製本、POP印刷

■WEBサイトの運営事業 戦国ヒストリー

本社 〒101-0053   東京都千代田区神田美土代町 1
TEL : 03-5419-1011　https://www.aaconst.co.jp

確かな先進技術を次世代へ

私たちは未来にむけて、先進技術で自然と調和し、
美しい地球を創ることに貢献します。





W165×H255　1C



　　本店：〒053-0033　苫小牧市木場町２丁目９番６号　　　　   TEL（0144）38-3000

　　支社：東京／支店：仙台／営業所：旭川・函館・釧路・網走・帯広・千歳・日高・千葉

誠誠実実のの一一路路をを開開拓拓者者精精神神でで貫貫けけ

岩 倉 建 設 株 式 会 社
代表取締役社長　鈴木　泰至（技術士）

　　本社：〒060-0061　札幌市中央区南１条西７丁目１６番２　 　TEL（011）281-6000

http://www.iwakura-kensetsu.jp

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8　TEL:03-3295-8860

代表取締役社長　黒川　修治

 
 

DDrreeaamm  oonn  tthhee  eeaarrtthh  
（大地に夢を描く仕事） 

 
 

本 社：〒933-0941 高岡市内免３丁目３－６ 鷲北ビル2F 

TEL（0766）２３－３６６６(代) 

FAX（0766）２３－３９８７ 

https://www.kitaken.co.jp 

支店／射水・南砺・小矢部・氷見・東部・金沢 

 

総合建設コンサルタント 
北北建建ココンンササルル株株式式会会社社  
代表取締役社長 鷲北 慎一 





22002211年年1100月月11日日よよりり社社名名がが変変更更ににななりりままししたた。。
どどううぞぞよよろろししくくおお願願いい申申しし上上げげまますす。。

エエククシシオオググルルーーププ株株式式会会社社

事務所/北海道,東北,北陸,茨城,横浜,埼玉,静岡,中部,近畿,神戸,鳥取,島根,中国,四国,九州,福岡,鹿児島,沖縄,ソウル

技術研究所/土浦







菰野第二高架橋（中日本高速道路（株）名古屋支社） 令和元年度土木学会賞田中賞作品部門

「「社社会会価価値値創創造造企企業業」」へへ
ここれれかかららもも地地域域社社会会のの課課題題にに価価値値ああるるソソリリュューーシショョンンをを提提供供ししててままいいりりまますす





代表取締役社長　保 﨑 康 夫
本社・東京本店︓東京都文京区小石川二丁目 22 番 2 号　和順ビル
支店︓東北支店、名古屋支店、大阪支店、中国支店、福岡支店
グループ会社︓片平エンジニアリング・インターナショナル

道を拓き、未来を描く。

道を拓くことは、未来を描くこと。

そして、意志あるところに新しい道はある。

私たちは自ら新しい道を創造していきます。



 
2021.6 日本技術士会 広告原稿申込 （60 ㎜×165 ㎜） 
      創立 70 周年記念 

 本社 〒951-8133 新潟市中央区川岸町 2丁目 8番地 1 
TEL 025-232-7121  FAX 025-232-7130 

代表取締役社長 田 邉 敏 夫

人人、、街街、、自自然然、、110000 年年先先ののふふるるささととをを創創るる  





TTEELL..  001111--880011--11559966

FFAAXX..  001111--880011--11661100

TTEELL..  002222--226633--66882200

FFAAXX..  002222--222222--44557744

TTEELL..  0033--66227766--66669911

FFAAXX..  0033--66227766--66668899

TTEELL..  002255--228822--33337700

FFAAXX..  002255--228822--33337711

TTEELL..  005522--226655--55773388

FFAAXX..  005522--226655--55773399

TTEELL..  0066--66994455--55889911

FFAAXX..  0066--66994455--55889922

TTEELL..  008822--222277--11559933

FFAAXX..  008822--222277--44994400

TTEELL..  008877--885511--55888811

FFAAXX..  008877--882233--88773300

TTEELL..  009922--443344--44334400

FFAAXX..  009922--443344--44334422

              TTEELL..  0033--33223399--77999933  [[CCPPDD事事務務局局]]      TTEELL..  0033--33223399--77999944  [[イインンフフララスストトララククチチャャーー研研究究所所]]

～～魅魅力力ああるる・・社社会会にに貢貢献献すするる～～

建建設設ココンンササルルタタンントト
一般社団法人　建設コンサルタンツ協会

JAPAN CIVIL ENGINEERING CONSULTANTS ASSOCIATION (略称 JCCA) 
　　　　　　〠〠  110022--00007755  東東京京都都千千代代田田区区三三番番町町11番番地地  ＫＫＹＹ三三番番町町ビビルル77・・88階階

                                        　　  EE--mmaaiill  iinnffoo@@jjccccaa..oorr..jjpp          UURRLL  hhttttppss::////wwwwww..jjccccaa..oorr..jjpp

              TTEELL..  0033--33223399--77999922  [[協協会会事事務務局局]]　　TTEELL..  0033--33222211--88885555  [[RRCCCCMM資資格格制制度度事事務務局局]]

              FFAAXX..  0033--33223399--11886699                                        FFAAXX..  0033--33222211--55001188

              FFAAXX..  0033--33223399--11886699                                        FFAAXX..  0033--33222211--55001199

北北海海道道支支部部  

東東  北北  支支  部部  

関関  東東  支支  部部  

北北  陸陸  支支  部部  

〠〠  006600--00004422  札札幌幌市市中中央央区区大大通通西西４４－－１１  新新大大通通ビビルル33階階
            EE--mmaaiill  hhkk__jjccccaa@@ddooccoonn..jjpp

〠〠  998800--00880033  仙仙台台市市青青葉葉区区国国分分町町３３－－６６－－１１１１  アアーークク仙仙台台ビビルル７７階階
            EE--mmaaiill  tthhiinnffoo@@tthh..jjccccaa..oorr..jjpp

〠〠  116600--00002233  新新宿宿区区西西新新宿宿３３－－８８－－４４  BBAABBAAビビルル５５階階
            EE--mmaaiill  kkaanntt@@jjccccaa..oorr..jjpp

〠〠  995500--00996655  新新潟潟市市中中央央区区新新光光町町６６－－１１  興興和和ビビルル７７階階
            EE--mmaaiill  hhrriinnffoo@@hhrr..jjccccaa..oorr..jjpp

中中  部部  支支  部部  

近近  畿畿  支支  部部  

中中  国国  支支  部部  

四四  国国  支支  部部  

九九  州州  支支  部部  

〠〠  446600--00000022  名名古古屋屋市市中中区区丸丸のの内内１１－－４４－－１１２２  アアレレッッククススビビルル  ３３階階ＡＡ室室
            EE--mmaaiill  iinnffoo@@ccccaaiinneett..oorrgg

〠〠  554400--00002211大大阪阪市市中中央央区区大大手手通通１１－－４４－－１１００  大大手手前前フフタタババビビルル５５階階
            EE--mmaaiill  mmaaiill@@kkkk..jjccccaa..oorr..jjpp

〠〠  773300--00001133広広島島市市中中区区八八丁丁堀堀１１－－８８  エエイイトトビビルル８８階階
            EE--mmaaiill  ccggiinnffoo@@ccgg..jjccccaa..oorr..jjpp

〠〠  776600--00006666  高高松松市市福福岡岡町町３３－－１１１１－－２２２２  建建設設ククリリエエイイトトビビルル４４階階
            EE--mmaaiill  sskkiinnffoo@@sskk..jjccccaa..oorr..jjpp

〠〠  881122--00001133  福福岡岡市市博博多多区区博博多多駅駅東東１１－－１１３３－－９９  いいちちごご博博多多駅駅東東ビビルル８８階階
            EE--mmaaiill  qqssiinnffoo@@jjccccaa..oorr..jjpp

            １１／／８８項項  （（６６００mmmm××８８００mmmm））  

                  ササイイズズをを縮縮小小ししてて作作成成ししてて下下ささいい。。  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    代代表表取取締締役役  土土肥肥  真真也也  
本本    社社  〒〒772255--00000044    

広広島島県県竹竹原原市市東東野野町町 115588--33    

TTEELL  00884466--2299--11772200      FFAAXX  00884466--2299--11772211  

支支店店等等  広広島島支支店店、、備備北北支支店店、、福福山山支支店店、、山山口口支支社社  

愛愛媛媛支支社社  他他                                  

    登登  録録    建建設設ココンンササルルタタンントト、、測測量量、、地地質質調調査査、、補補償償ココンンササルルタタンントト 

株式会社   鴻 池 組　〒541-0057　大阪市中央区北久宝寺町 3-6-1 本町南ガーデンシティ　06-6245-6500　https://www.konoike.co.jp





地質調査事業

消融雪事業

と
で
を活かす

斜面防災事業

原 稿 台 紙 

１／４頁（60mm×165mm） 

祝 創立 70 周年
株式会社コーエイシステム  社 長 小 笠 原  睦 

「コンピュータを通して社会生活に貢献する」その実現に向けて、

ビジネス価値を創造する会社であり続けることが私達の目標です。 

私達は次の時代に向けた社会や企業の情報処理分野において、システム構築やサービス

提供に迅速に取り組んでまいります。 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-2         https://www.koeisystem.co.jp 

Tel.03-5215-6630 Fax.03-5215-6615     E-mail joj@koeisystem.co.jp E-mail jobs@koeisystem.co.jp

開発途上国 を中⼼とした新たな
社会課題の解決にスピード感ある
コンサルティングサービスを提供します

専門分野： 民間セクター開発、インフラファイナンス、保健・医療

社会保障、教育、産業人材育成、社会開発、平和構築、

建築設計・機材計画、 日本国内のまちづくり・地域活性化、

民間企業の海外進出支援など

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-2-7 麹町4丁目共同ビル9F
TEL: 03-3265-8311 FAX: 03-3265-8316
E-mail: info-krc@k-rc.co.jp URL: https://www.k-rc.co.jp





 

   【建設コンサルタント業・補償コンサルタント業・測量業】 
    株式会社サンテックインターナショナル 

 
代表取締役 升ノ内 元二 

 
東京都江東区亀戸五丁目８番９号 
TEL 03-5875-5423 FAX 03-5875-1723 

本社/〒453-0013 名古屋市中村区亀島一丁目4番12号  TEL 052-451-4510　JR：061-4675

軌道・土木・建築工事の設計施工

私たちは、鉄道の安全を第一に、誇りと責任を持って
鉄道の未来に貢献していきます。

在来線と新幹線、
そして超電導リニアへ

株式会社ゴールド シュ ミ ッ ト ・ テルミ ッ ト ・ ジャパン

〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 ３２芝公園ビル 3階

お問い合わせ : gtj@goldschmidt .com  www.goldschmidt -thermit.co.jp

① 外軌側レールの摩耗を最高 8 割削減 (寿命 5 倍)

② ノイズ、最大 20dB 減少

③ ソーラーパネル式、電源式の選択可能

⑦ 実績：ハンガリー、アメリカ、オーストリア、ギリシャ、ハンガリー、

リトアニア、ニューヨーク地下鉄、ブダペスト地下鉄

⑥ グリスの吐出量 /頻度は、 4 つのボタンで簡単設定

レール塗油器 TSL

⑤ 効率的な塗油による最小のグリス消費量

↑カタログ はコチラ

④ グリスタンクは、コントロールボックスに内蔵、シンプルな構造

↑コントローラー

←コントロールボックス

↑ノズルユニット

－広告9－





事業総括部 TEL 03-3660-0753 FAX 03-3660-0792

本社 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-31-1(浜町センタービル)

技術総括部 TEL 03-3660-0709 FAX 03-3660-0719

Ecoラム®工法（角形鋼管切梁）
NETIS登録番号：KT-140078-VR

ジェコスロック®（新覆工板締結金具）
NETIS登録番号：KT-200151-A

締結・解除・再締結を簡単・スピーディーに！中間杭 無いため躯体品質が向上します！

広い作業空間で安全作業

が

  

  

祝祝  
公公益益社社団団法法人人日日本本技技術術士士会会  

22002211 年年技技術術士士全全国国大大会会（（創創立立 7700 周周年年記記念念））  

大会のご成功をお祈り申し上げます。 

一般社団法人 下関観光コンベンション協会  

                 会 長  冨 永 洋 一 

電 話  083-223-1144 

 

月刊『技術士』2022年2月号　広告-A案【決定稿】 【2021.7.1】







 

 

『『解解決決すするる力力』』でで農農業業・・農農村村にに貢貢献献  

ジジルルココはは  農農業業土土木木専専門門のの  
              建建設設ココンンササルルタタンントトでですす  

本本  社社    〒〒110055--00000044 東東京京都都港港区区新新橋橋 55--3344--44  農農業業土土木木会会館館４４ＦＦ  
電電話話  0033--33443344--33883311    FFAAXX  0033--33445599--00664422  
hhttttpp::////wwwwww..jjiirrccoo--nneett..ccoo..jjpp  

  
東東北北支支社社  〒〒998800--00880044 宮宮城城県県仙仙台台市市青青葉葉区区大大町町 11--33--22  仙仙台台 MMDD ビビルル  
            電電話話  002222--226633--77559955    FFAAXX  002222--222244--55334477  
営営業業事事務務所所（（青青森森､､秋秋田田､､千千葉葉､､北北陸陸､､近近畿畿､､中中国国四四国国､､九九州州､､長長崎崎））  

日日本本技技術術士士会会  創創立立 7700 周周年年おおめめででととううごござざいいまますす  

祝祝  公公益益社社団団法法人人  日日本本技技術術士士会会  創創立立7700周周年年

　　　　　　　　豊豊かかなな暮暮ららししをを未未来来にに

　　　　　　　　　　  水水とと土土とと緑緑のの建建設設ココンンササルルタタンントト

　　　　　　　　　　　　　　代代表表取取締締役役社社長長  田田  辺辺  正正  明明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　  　　　　技技術術士士((農農業業部部門門::農農業業土土木木))

　　　本社：〒950-2022　新潟県新潟市西区小針7丁目13番20号 
           　                       TEL 025-267-3321
              　                    FAX 025-231-0329
           　      ホームページ：http://www.shinei-g.biz/
              　   メーアドレス：shinei@oasis.ocn.ne.jp

　　　佐渡出張所：〒952-0027　新潟県佐渡市長江1042番地9
                    　              TEL 0259-23-3685

株株式式会会社社    新新    栄栄    技技    術術





代表取締役社長　　木原　一行

東京都中央区晴海2丁目5番24号
(晴海センタービル）
TEL （03）3532-8031
FAX （03）3532-8022
https://www.central-con.co.jp

総総合合建建設設ココンンササルルタタンントト（（国国内内及及びび海海外外））

セセンントトララルルココンンササルルタタンントト株株式式会会社社

　　総合建設コンサルタント

代表取締役　　山内　康功

〒890-0016　鹿児島市新照院町21番7号　
TEL099-239-2800　FAX099-239-2801

本 社

 E-mail d-soumu@net-daishin.co.jp  URL https://www.net-daishin.co.jp/

2021 年 8 ⽉ 20 ⽇ 
総合企画部/企画・管理 G 

2021 年技術⼠全国⼤会(創⽴ 70 周年記念) 
掲載広告原稿(案) 
 
 
1/8 ⾴(60mm×80mm)  
 

 

代表取締役 齋藤 仁
〒113-0033 東京都⽂京区本郷 1-28-10     TEL ︓03-5805-7261

 https://www.tousetu.co.jp  E-Mail︓tcc@tousetu.co.jp

石石川川　　勇勇代代表表取取締締役役社社長長

建建設設ココンンササルルタタンントト・・埋埋蔵蔵文文化化財財発発掘掘調調査査

本本社社：：東東京京都都新新宿宿区区馬馬場場下下町町１１－－１１　　TTEELL((0033))55228855--33115511
名名古古屋屋支支店店・・大大阪阪支支店店・・福福岡岡事事務務所所・・府府中中事事務務所所

hhttttppss::////wwwwww..ttaaiisseeiieenngg..ccoo..jjpp



2021年 技術士全国大会（創立 70周年記念） 

大大学学技技術術士士会会連連絡絡協協議議会会「「大大技技連連」」 
 

東京工業大学蔵前技術士会 会長 林   雅弘 （https://www.kuramae.ne.jp/krpe/）
日本大学桜門技術士会 会長 成島 誠一 （https://www.oumon.com/）
早稲田大学技術士稲門会 会長 原田 敬美 （https://wasedape.sakura.ne.jp/blogs/） 
東京都市大学柏門技術士会 会長 佐藤 貢一 （http://www.tokyotosi-hakumon.org/） 

東京理科大学理窓技術士会 会長 山極 時生 （http://www.risoukai.com/gijyutsushikai/） 
中央大学中大技術士会 会長 坂林 和重 （http://www.chuo-u-pej.org/）
千葉工業大学技術士会 会長 山下 幹夫 （https://cit-gijyutsushi.jp/）
工学院大学技術士会 会長 水野 明哲 （https://www.kogakuin.ac.jp/kogakuin/structure/organisation/engineers/） 

東北大学技術士青葉会 会長 桑江 良明 （https://pe-aobakai.com/）
大阪工業大学学園技術士会 会長 山下 徳正 （http://www.oit-pe.org/）
摂南大学技術士会 会長 木下 幸佐 （http:// www.everiver.co.jp/setsunan_pro_eng/ index.html）

名城大学技術士会 会長 尾中 宗久 （http://meijogijyutushikai.web.fc2.com/） 
芝浦工業大学芝浦技術士会 会長 鯨井 武  （https://www.shibaura-it.ac.jp/visitor/alumni/spea/）

慶応義塾大学慶應技術士会 会長 関矢 英士 （http://keiope.org/）
室蘭工業大学水元技術士会 会長 高宮 則夫 （ts992@docon.jp 担当：菅原） 

九州工業大学技術士会 会長 諸岡 泰男 （http://sites.google.com/view/koudaitech/）
名古屋工業大学ごきそ技術士会 会長 鈴木 克彦 （http://www15.plala.or.jp/hidekih/nitpe/） 
大阪大学大阪銀杏技術士会 会長 藤田 稔   （https://www.osaka-u.info/outline/ginnan/）

京都大学技術士会 会長 大津 康宏 （http://ku-pe.net/）
東京電機大学技術士会 会長 石塚 昌昭 （http://tdu-pe.jp/）
電気通信大学技術士会 会長 菅野 淳  （https://www.uece.jp/）
東北工業大学技術士会 会長 齋藤 武範 （mootaka@marble.ocn.ne.jp 担当：大高）

近畿大学技術士会 会長 杉本 哲雄 （http://www.pe-kindai.sakura.ne.jp/）
中部大学技術士会 会長 後藤 隆  （https://www.chubudai-pe.com/）
明治大学技術士会 会長 東山 セツ子（https://meijipe.jimdofree.com/） 

東京農工大学技術士会 会長 松井 英輔 （https://www.facebook.com/groups/tuat.pet/）

東海大学望星技術士会 会長 川上 哲太朗（http://engineer.bousei.u-tokai.ac.jp/） 
立命館大学技術士会 会長 土屋 光弘 （https://alumni.ritsumei.jp/gijutsusikai/）
東京大学赤門技術士会 会長 浅見 泰司 （https://www.akamon-pe.net/）
横浜国立大学横浜技術士懇話会 会長 齊藤 一夫 （http://yokohamagijutusi.sakura.ne.jp/）
青山学院大学常盤木技術士会 会長 成川 薫  （http://www.alumni-aogaku.jp/ivy081/） 

東京海洋大学技術士会 会長 市川 正和 （https://www.facebook.com/kaiyodai.pe/）
※（   ）内は各大学技術士会の URL もしくは担当連絡先です。 

「「大大技技連連」」（2008年創立、現在 加盟校 35校）は、出身大学との連携を深め、技術士制度の普及、 

技術士試験受験者の増大、日本技術士会会員の拡大に向け、ともに連携を図りながら活動を行っています。 





気仙沼大島大橋と気仙沼湾横断橋

日本で一番信頼されるインフラサービス提供グループを目指して

地地上上のの水水害害をを防防ぐぐたためめ、、地地下下深深くくにに現現れれるる幻幻のの川川

優優れれたた技技術術  ・・  誠誠意意でで築築くく

　　本　社　/　札幌市中央区北６条西１７丁目１７番地５ TEL（代）０１１－６１１－３３３１
FAX　　　０１１－６１２－４１１０

    支 店・営 業 所  /  旭 川 ・ 東 京 ・ 函 館 ・ 道 東 ・ 苫 小 牧 ・ 帯 広
    URL http://www.tanakagumi.co.jp/

代代  表表  取取  締締  役役  社社  長長  　　　　松松    村村  　　敏敏    文文

株株 式式 会会 社社 田田 中中 組組



 
 

一般社団法人地域環境資源センター 
理 事 長 田 中 忠 次 

専務理事 仲 家 修 一 
〒105-0004 東京都港区新橋 5-34-4 農業土木会館 

電話 03-3432-5295 FAX 03-5425-2466 http://www.jarus.or.jp/ 

 

 
 

 
 

主 な 調 査 研 究 ・業 務 内 容 

 ■農業集落排水 
 基本設計・適合審査 

 維持管理・運転の技術指導 

 改築・機能強化対策の支援 

 維持管理適正化計画策定の支援 

■農村バイオマス 
  バイオマスの利活用 

  メタン発酵・燃料化 

  集排バイオ泥の利活用 

  水循環利用 

■農村環境 
 環境配慮対策の技術支援 

 景観配慮対策の技術支援 

 農村環境保全活動の支援 

 ｢田んぼの学校｣支援センター 
 

 

土木・建築・環境・情報・電気の総合建設コンサルタント 

 
代表取締役社長 坪井 俊郎 

〒734-8510 広島市南区出汐二丁目 3番 30 号 

TEL 082（255）5501（代） 

URL：https://www.cecnet.co.jp 

支 社／東京・山陰・岡山・広島・山口 

事務所／東北・中部・関西・九州・鳥取・浜田・福山・三次・周南 

 

 

土木・建築・環境・情報・電気の総合建設コンサルタント 

 
代表取締役社長 坪井 俊郎 

〒734-8510 広島市南区出汐二丁目 3番 30 号 

TEL 082（255）5501（代） 

URL：https://www.cecnet.co.jp 

支 社／東京・山陰・岡山・広島・山口 

事務所／東北・中部・関西・九州・鳥取・浜田・福山・三次・周南 

 





私たちは地球と向き合う会社です

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2－26－2
電話 03-6311-5035 / FAX 03-3801-9210

四国支店 〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町１－６ 0
電話 0897-33-3123 / FAX 0897-37-1603

URL http://www.chiso-con.co.jp/

株式会社地圏総合コンサルタント
地球環境や安全・安心な社会づくりに貢献

社会資本の整備や維持、防災・減災・縮災など各分野のサービスで社会に貢献

地盤調査 災害調査 維持・管理分野

〈支店〉札幌、仙台、東京、中部、四国、九州 〈事務所・営業所〉茨城、埼玉、山梨、松山、高知

～地圏とは～
地球を構成する大気圏・岩石圏・水域圏が

交わる領域です





 

代表取締役会⻑ 井⼝ ⾼夫(技術⼠︓建設部⾨/総合技術監理部⾨) 

代表取締役社⻑ 齋藤 武範(技術⼠︓建設部⾨/総合技術監理部⾨) 
 

仙台市泉区泉中央 2 丁⽬ 11-9 SKY ビル 

TEL︓022-372-8886 FAX︓022-372-8886 
http://www.techno-tohoku.co.jp 

建設コンサルタント  

1

Design the future of
Digital Technology

デジックデザインは高田馬場に拠点を持つ社員100名ほどのソフトウエア開発会社です。

１からご希望のシステムを作り上げることも得意ですが、

あちこちに散らばっている情報資産をうまく橋渡しし、

二重入力の軽減や情報の有効活用を提案することも得意としています。

作って終わりではなく、ともに未来をデザインするパートナーでありたいと願っています。

www.digic-d.com
ソフトウエア品質保証
「ISO9001」認証

セキュリティ対応
「JIS Q 27001」認証

おお問問いい合合わわせせはは yoshii@digic-d.com (担担当当：：吉吉井井））ままでで

 
 

 

認証登録 
ISO_9001 
ISO_14001 

Tokyo Consultants Co .,Ltd 

東京コンサルタンツ株式会社 

Ｔｏｔａｌ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ ＆ Ｃｈａｒａｃｔｅｒ 
われわれは、完 全 な技 術 力 と人 格 の形 成 を目 指 す 

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-8-5 

       TEL 03-3255-9682 FAX 03-3255-9685 URL https://www.tokyo-con.co.jp/ 

       秋田、仙台、東京、千葉、さいたま、横浜、長野、新潟、富山、金沢、福井、滋賀、大阪、沖縄 



 
 

〒101-8366 東京都千代田区神田三崎町二丁目 5番 3号 TEL：03-3221-2169／FAX：03-3239-1685 
E-mail：eng@tekken.co.jp 

超低空頭場所打ち杭工法 NETIS登録番号：KT-00148-A 
高速道路高架下での増し杭施工 

私たちは、建設事業を通じて社会の継続的な発展に貢献するとともに、 
地域社会の継続的な発展に貢献します。 

持 続 可 能 な ま ち づ く り 

鉄建建設 
ホームページ 

建設技術総合センター 
施設紹介 





（テーイーシー）

（テーイーシーアイ）

東鉄⼯業様 再校原稿 6/14 

 

お問い合わせ、お申し込みは
東武トップツアーズ株式会社

東京法⼈東事業部 第４営業部 担当︓茂呂・渡邊
〒103-0025東京都中央区⽇本橋茅場町2-10-5住友⽣命茅場町ビル2階
TEL03-6667-0534 FAX03-6667-0564

個⼈・グループ・団体旅⾏やイベント、MICE案件はご相談ください



本社・営業本部
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目36-1
TEL：048-657-3511（代表）  FAX：048-644-8820
名古屋営業所
〒460-0026
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-3
TEL：052-324-8181（代）  FAX：052-526-8191
九州営業所
〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵3-16-14 飯田ビル3階
TEL：092-437-4577    FAX：092-437-4588

総合建設コンサルタント

http://www.tokoc.co.jp

株式会社 東光コンサルタンツ
〒170-0013　東京都豊島区東池袋四丁目41番24号

TEL：（03）5956-5506　　FAX：（03）5956-5513

本社、本社事業部、大阪支店、九州支店、仙台支店

未来創造企業
地球をデザインする



一般社団法人一般社団法人

押　味　至　一
齊　藤　政　満

会　　長

専務理事



本本　　  社社／／〒〒００６６００--００００４４２２　　札札幌幌市市中中央央区区大大通通西西４４丁丁目目１１番番地地　　新新大大通通ビビルル
TTEELL..００１１１１－－８８００１１－－１１５５００００　　FFAAXX..００１１１１－－８８００１１－－１１６６００００
UURRLL    hhttttppss::////wwwwww..ddooccoonn..jjpp







 

       
    代表取締役社⻑ 上⽥  直和 

本社 名古屋市中区錦 1-8-6（ONEST 名古屋錦スクエア） 
             （052）232-6032（代)  
 

 

       
    代表取締役社⻑ 上⽥  直和 

本社 名古屋市中区錦 1-8-6（ONEST 名古屋錦スクエア） 
             （052）232-6032（代)  
 

代表取締役社長 佐々木 大介

〒950-0964
TEL (025)282-2070 FAX (025)284-7993
https://www.narusawa-net.co.jp/

新潟県新潟市中央区網川原1丁目21番11号本 社

高 田 支 店 村 上 支 店 新 潟 支 店 柏 崎 支 店 長 岡 支 店

佐渡出張所 妙高営業所

支 店

出張所 ・営業所

本本社社 〒〒333300--00885544
埼埼⽟⽟県県ささいいたたまま市市⼤⼤宮宮区区桜桜⽊⽊町町四四丁丁⽬⽬119999番番地地33
TTEELL：：004488--664444--33991111 FFAAXX：：004488--664444--33995588
hhttttppss::////wwwwww..nniissssaakkuu..ccoo..jjpp//

私私たたちちはは、、持持続続可可能能なな開開発発⽬⽬標標（（SSDDGGss））をを⽀⽀援援ししてていいまますす。。

祝祝 日日本本技技術術士士会会創創立立７７００周周年年記記念念大大会会

公公益益社社団団法法人人 日日本本技技術術士士会会 化化学学部部会会

理事 前⽥秀⼀ 部会⻑ 渡辺春夫 副部会⻑ ⼤⽊伸⾼ ⼋若洋平
幹事 池⽥和⼈ 伊藤雄⼆ 伊藤由実 今泉雅裕 植村 勝

⿅島 實 北本達治 後藤幸平 ⼩柳嗣雄 佐々⽊久美
佐藤理英 沢⽊ ⾄ ⽵内将⼈ 時合健⽣ 中村英夫
根⽊茂⼈ 林 誠⼀ 平野輝美 福井 寛 藤⽥ 稔
前野聖⼆ 松浦⼀雄 松⽥⾂平 森⽥敬愛 ⼋⾓克夫



〒103-0004　東京都中央区東日本橋 3-10-6 
 　　TEL : 03-5645-5060　
 　　mail: mag@nittoc.co.jp
　　URL：https://www.nittoc.co.jp

「守る」技術で、つながる、未来へ。

日特建設は、基礎工事分野の先進企業として、
「安全・安心な国土づくり」に貢献する
確かな技術・工法を提供いたします。

阿蘇大橋地区斜面対策工事（熊本県阿蘇郡）

代表取締役社長　和田 康夫





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

祝祝！！  22002211 年年技技術術士士全全国国大大会会  ((東東京京))  

創立 70 周年記念大会  
公益社団法人 日本技術士会 金属部会 
【特別顧問】 清水進  

【顧問】 太田芳雄 奥村貞雄 神戸良雄 小林経明 神藤典一  

新井田有慶 萩野太郎 渡辺孫也 山崎 宏 【理事】 笹口裕昭 

【部会長】 田中和明 【副部会長】 中山佳則 松下 滋 渡邉喜夫 

【幹事】 阿部真丈 池田大亮 池ノ谷秀行 浮穴俊康 大薗剣吾 

小塚 隆 小森光徳 小柳拓央 芝崎 誠 中川暢子 中原紀彦 

中村隆彌 濱田賢祐 細谷佳弘 福崎昌宏 山崎一正  

金属部会 1 次･2 次試験合格者祝賀会(2019.4.17) 

 



2021 年技術士全国大会 （創立 70 周年記念） 

 

公公益益    社社団団法法人人 日本技術士会 繊維部会 
         理事：保城秀樹 

                       部会長：井塚淑夫   副部会長：有瀧宗重 

                                         幹事：尾上正行  新井直樹  松村正明  岡田和也  釜谷彰郎                 

野口章一郎  樋之口孝子  松田みゆき  小和田真純 

               繊 維 部 会 員 一 同 

 

 

 

 

 

 

 

祝 
公益社団法人公益社団法人　日本技術士会　繊維部会

理事：保城秀樹

部会長：井塚淑夫　　　副部会長：有瀧宗重

幹事：尾上正行　　新井直樹　　松村正明　　岡田和也　　釜谷彰郎

野口章一郎　　樋之口孝子　　松田みゆき　　小和田真純

原 稿 台 紙 

 
 

理理　　事事

理理　　事事

監監　　事事 牧牧野野　　俊俊亮亮

部部会会長長 薄薄井井　　和和久久

副副部部会会長長 留留目目　　真真行行

部部会会幹幹事事 大大久久保保暁暁一一 岡岡崎崎　　淳淳也也 長長田田　　雅雅史史
((五五十十音音順順)) 小小澤澤　　明明夫夫 垣垣添添　　博博之之 樫樫村村　　伸伸司司

倉倉本本　　崇崇 小小林林　　成成嘉嘉 近近藤藤　　晴晴雄雄

島島田田健健夫夫三三 下下條條　　信信幸幸 西西村村　　浩浩一一

松松本本　　喜喜義義 丸丸山山　　幸幸廣廣 横横井井　　弘弘文文

祝祝
日日本本技技術術士士会会  創創立立７７００周周年年記記念念

２２００２２１１年年  技技術術士士全全国国大大会会

公公益益社社団団法法人人  日日本本技技術術士士会会　　電電気気電電子子部部会会

齊齊藤藤　　正正義義

塩塩原原　　亮亮一一

 

１／２頁（125mm×165mm） 
原 稿 台 紙 

祝 2021年技術士全国大会（創立 70周年記念）開催 

技術の発展と社会に貢献する 

日本技術士会農業部会  

□農業部会では, 畜産, 農業・食品, 農業農村工学, 農村地域・資源計画, 植物保護の各分野の

技術士が活発な情報交換を行い, 業務に役立てています。 

□定例の講演会は原則偶数月の第 1土曜日午後。ただし 10月は現地見学会を実施。 

☆詳しくは日本技術士会 HPから会員向け又は一般向け CPD行事予定をご覧下さい。 

農業部会ホームページ：https://www.engineer.or.jp/c_dpt/agriculture/ 

 



〒104-0054
東京都中央区勝どき⼀丁⽬13番1号イヌイビル・カチドキ
TEL：03（6221）2370（代表）

祝祝⽇⽇本本技技術術⼠⼠会会創創⽴⽴7700周周年年

空港のさらなる発展、進化を通じて社会に貢献すべく、時代のニーズ
に応える技術⼒を磨き続け、お客様の信頼、評価される仕事をいたし
ます。

 

 

 
                           

 
                             
 
                             

見えない空間を 

魅せる技術 

〒〒111166--00001133  

東東京京都都荒荒川川区区西西日日暮暮里里 22--2266--22（（日日暮暮里里 UUCC ビビルル））  

TTEELL::0033--55660044--77550000((代代表表))  hhttttppss::////wwwwww..nnccccnneett..ccoo..jjpp  

「「道道路路」」「「鉄鉄道道」」「「電電気気」」「「水水道道」」「「通通信信」」・・・・・・  

日日本本シシビビッッククココンンササルルタタンントトはは、、11996644 年年設設立立以以来来、、 
数数多多くくののトトンンネネルルとと地地下下空空間間のの建建設設ププロロジジェェククトトにに  

リリーーデディィンンググココンンササルルタタンントトととししてて貢貢献献ししてておおりり、、  

近近年年でではは活活躍躍のの場場をを海海外外にに広広げげてておおりりまますす。。  

積積みみ重重ねねててききたた数数多多くくのの経経験験とと技技術術、、実実績績でで、、  

ここれれかかららもも「「見見ええなないい空空間間」」ののススペペシシャャリリスストトととししてて、、  

2244 時時間間働働きき続続けけるる街街のの基基盤盤づづくくりりにに貢貢献献ししてていいききまますす。。  

 

公社

本名　元





JTCC

一般社団法人 日本繊維技術士センター

理事長 嶋田 幸二郎

本部 〒541-0051
大阪市中央区備後町３－４－９輸出繊維会館６F

Tel 06-6484-6506 Fax 06-6484-6575
URL:http://www.jtcc.or.jp/ 

関東支部 〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町12-9滋賀ビル506

Tel 03-5643-5112 Fax 03-5614-0103
東海支部 〒460-0011

名古屋市中区大須1-35-18一光大須ビル7F
Tel 052-231-3043 Fax 052-204-1469

一一般般社社団団法法人人  日日本本道道路路建建設設業業協協会会  

           会長 西田 義則 

  

○道路整備の推進       

○道路技術の向上 

   ○道路建設業の健全な発展 

      3つの基本方針のもとに活動をしています！！ 

           
 

 

  
                        URL http://www.dohkenkyo.or.jp/ 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀２－５－１（東京建設会館） 

TEL ０３－３５３７－３０５６  

日日本本デデーータターーササーービビスス株株式式会会社社

代表取締役社⻑ 石原 知樹

ドローンを用いた橋梁点検

本 社／ 〒065- 0016 札幌市東区北16条東19丁目1番14号
TEL    (011) 780-1111 FAX (011) 780-1123

東京支店／ 〒103- 0011 東京都中央区日本橋大伝馬町13番7号 日本橋大富ビル
TEL  (03) 5643-6870 FAX (03) 5643-6875

URL https://www.ndsinc.co. jp/

総 合 建 設 コ ン サ ル タ ン ト

−多様な技術で持続可能な社会の構築に貢献−

CLTを用いた木造建築の設計流氷を防ぐサロマ湖アイスブーム検討



 

 

2021年技術士全国大会（創立70周年記念） 広告原稿（125×165mm） 
 

 

 

経験豊富な実績と高度な技術力で 

「活力と潤いのあるまちづくり」に貢献します。 

ま ち づ く り コ ン サ ル タ ン ト 

            
（旧財団法人福岡土地区画整理協会）  

 

 

本 社 東京都中央区日本橋浜町3-21-1                    TEL 03-3668-4161 

東日本支社 千葉県松戸市本町14-1松戸本町センタービル             TEL 047-703-6031 

西日本支社 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1博多駅前第一生命ビルディング  TEL 092-433-4700 

支 店 東北・北関東・神奈川・中部・関西・沖縄 

事 務 所 青森・福島・茨城・埼玉・千葉・神奈川・山梨・京都 

島根・広島・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 

 
U R L   日本都市技術株式会社                      http://www.cticd.co.jp/ 

      CTIE（株式会社建設技術研究所）  http://www.ctie.co.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTI グループ 

　代表取締役社長 萩萩　　原原　　　　一一　　利利

電話(代表)０１５５(２４)３０３０

http://www.hagiwara-inc.co.jp

萩萩原原建建設設工工業業株株式式会会社社

本 社

支 店

北海道帯広市東７条南８丁目２番地

札 幌 ・ 釧 路 ・ 東 京

 
 

 

 

代代表表取取締締役役社社⻑⻑  杉杉尾尾⼤⼤地地  

〒102-0083 東京都千代⽥区麹町 3 丁⽬ 7 番地 6 
TEL 03(5226)1101 http://www.prec.co.jp 

仙台/陸前⾼⽥/横浜/名古屋/奈良/⼤阪/福岡/那覇 

 



 

 

 

 

 

  ■農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD） 

   https://www.nn-techinfo.jp 
   
   ■農業土木総合情報サイト 
   水土の礎   https://suido-ishizue.jp 
  日本疏水紀行 https://www.aric.or.jp/kikou_sosui/ 
  瑞穂の国の水土里の軌跡  https://www.aric.or.jp/kiseki/ 
 

 
一般社団法人 

農業農村整備情報総合センター 
Agricultural and Rural Development Information Center  
 

   〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 10 番 16 号  
    ＭＹ ＡＲＫ日本橋ビル２階 

           TEL 03(5695)7170 FAX 03(3664)2100 
       https://www.aric.or.jp 
 

 農業農村整備事業の       
    情報化と技術支援に貢献します！ 
 

柔らかい
区画整理

都市・地域
計画支援

用地補償調査

インフラ
計画・設計

鉄道計画・設計
測量・各種調査

業務代行
区画整理

公園計画・設計

本店／〒130-0002　東京都墨田区業平三丁目 14 番 4 号 
TEL 03(6859)3939　FAX 03(6688)9642

空間・位置
情報管理

総合建設コンサルタント

測量、計画、設計、システムで「まちづくり」をトータルサポート。

BIM ／ CIM推進中

東日本総合計画株式会社
YouTube チャンネル支店/北東北・仙台・山形・福島・関東・

さいたま・新座・首都圏・東京・長野

営業所/青森・茨城・宇都宮・群馬・
越谷・千葉・江東・神奈川・松本

本社／〒350-1124　埼玉県川越市新宿町五丁目 3 番地 3
TEL 049(244)5014　FAX 049(244)5072 
URL　https://www.tolex.co.jp/

国土強靱化
計画・設計

公共施設設計
・

マネジメント









技術と想像力で、



－ お 客 様 と の 出会いも『 一 期 一 会 』 大 切 に 致 し ま す －

株式会社松⾕メールサービス
〒134-0082 東京都江⼾川区宇喜⽥町1400-5 Tel : 03-5658-5011 Fax : 03-5658-5010

松⾕メールサービスは、封⼊・梱包から発送までのお⼿伝いをする会社です

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番1号 
            Tel   03-3495-1321（代） 

東北支社 Tel   022-225-0489（代）  
関東支社 Tel   048-647-6009（代）  Tel   06-6599-6011（代）  
中部支社 Tel   052-953-1060（代） 九州支社 Tel   092-441-3872（代）  

「世界初の技術」にこだわる創造力が、私たちのエンジンです。

CREATIVITY

https://www.smcon.co.jp





本　社

　代表取締役社長　小林　宗二

〒541-8517 大阪市中央区南本町2丁目 6番 12号

TEL （ 06 ） 7711-8800 FAX （ 06 ） 7711-8801



本社　〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼1007-3
　　　TEL(087)845-8881(代)　FAX(087)887-2205

野村　喜久代表取締役社長

豊かな社会づくりに技術で貢献し、
新しい価値の創造と夢を実現します。

の総合建設コンサルタント






