
列1
出展

番号

小間番号(屋内) 小間番号(屋外・

DX)

出展者名

（全角入力）

リンク先URL

★ 189 A-04 (株)オクノコトー http://www.okunokotoh.jp

★ 204 A-05 (株)近藤工芸　環境事業部 http://www.kondo-kogei.co.jp

★ 186 A-06 (株)アサヒテクノ http://www.asahitechno.jp/

★ 176 A-08 (株)ホクエツ https://www.hsnet.co.jp/

★ 133 A-09 (一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会　東北支部 http://www.pcken.or.jp

★ 105 A-10 (株)ウインテック https://www.win-tech.jp/

★ 62 A-11 丸藤シートパイル(株) https://www.mrfj.co.jp

★ 73 A-12 (株)アイビック https://www.ivic-corp.com/

★ 130 A-13 日本アーチカルバート工業会　東北支部 http://www.arch-culvert.org

★ 64 A-15 (株)ワイビーエム https://www.ybm.jp/

★ 242 A-17 福井コンピュータ(株) https://const.fukuicompu.co.jp/

★ 113 A-20 (株)エムオーテック東北支店　 https://ssl.motec-co.jp/

★ 39 A-21 IHIグループ　(株)IHIインフラ建設 http://www.ihi.co.jp/iik/

★ 40 A-21 IHIグループ　(株)IHIインフラシステム https://www.ihi.co.jp/iis/

★ 41 A-21 IHIグループ　(株)IHI検査計測 https://www.iic-hq.co.jp/

★ 112 A-23 (株)栗本鐵工所　東北支店 http://www.kurimoto.co.jp/index.html

★ 302 A-25 メイコーエンジニヤリング(株) https://www.meiko-eng.co.jp

★ 79 A-27 パワーブレンダー工法協会 http://www.power-blender.com　

★ 159 A-28 (一社)日本橋梁建設協会 https://www.jasbc.or.jp/

★ 174 A-30 高田機工(株) http://www.takadakiko.com/

★ 90 A-31 旭洋設備工業(株) http://www.kyokuyo-co.co.jp

★ 16 A-32 日本製鉄グループ　日鉄建材(株) http://www.ns-kenzai.co.jp

★ 18 A-32 日本製鉄グループ　ジオスター(株) https://www.geostr.co.jp/

★ 81 A-33 大日本土木(株) https://www.dnc.co.jp/

★ 161 A-36 日本国土開発(株) https://www.n-kokudo.co.jp

★ 92 A-38 大豊建設(株) https://www.daiho.co.jp/

★ 71 A-40 (株)鴻池組 https://www.konoike.co.jp/

★ 224 A-43 あおみ建設(株) http://www.aomi.co.jp

★ 225 A-44 前田建設工業(株) http://www.maeda.co.jp

★ 87 A-45 五洋建設(株) https://www.penta-ocean.co.jp/

★ 289 A-47 タキゲン製造(株) https://www.takigen.report/?p=27682

★ 281 A-48 東京鉄鋼(株) http://www.tokyotekko.co.jp/ja/index.html

★ 47 A-49 日本製紙(株)/CfFAのコンクリートへの利用に関する研究会http://www.nipponpapergroup.com/products/concrete/

★ 47 A-49 日本製紙(株)/CfFAのコンクリートへの利用に関する研究会http://cffa-research-society.org

★ 91 A-53 (株)加藤建設 https://www.kato-kensetu.co.jp/ 

★ 182 A-54 鉄建建設(株) http://www.tekken.co.jp

★ 245 A-55 東洋建設(株) http://www.toyo-const.co.jp/

★ 238 A-57 (株)フジタ https://www.fujita.co.jp/

★ 229 A-58 東亜建設工業(株)東北支店 http://www.toa-const.co.jp

★ 226 A-59 清水建設(株) http://www.shimz.co.jp

★ 95 A-60 大成ロテック(株) http://www.taiseirotec.co.jp

★ 96 A-61 竹中産業(株) https://www.takenakasangyo.co.jp/

★ 304 A-63 三井住友建設(株) https://www.smcon.co.jp

★ 43 A-64 陽光建設(株)・イビデングリーンテック(株) http://yokokensetsu.com/

★ 259 A-65 (株)奥村組 http://www.okumuragumi.co.jp

★ 118 A-68 西松建設(株) https://www.nishimatsu.co.jp/

★ 125 A-69 アンダーパス技術協会 https://underpass.info/

★ 231 A-70 (株)ウッドプラスチックテクノロジー https://wpt.co.jp/index.html

★ 128 A-73 (一社)　全国圧入協会 https://atsunyu.gr.jp/general/

★ 51 A-74 東邦地下工機(株)　軽量型ボーリングマシン研究会/THパイプルーフ技術協会/小断面トンネル排水工法研究会http://www.tohochikakoki.co.jp

★ 59 A-75 多数アンカー式補強土壁協会 http://www.okasanlivic.co.jp

★ 106 A-77 日本キャタピラー合同会社 http://www.nipponcat.co.jp

★ 262 A-78 日本コンクリート工業(株) https://www.ncic.co.jp/

★ 100 A-80 (株)丸万コンクリート https://www.maruman-con.co.jp

★ 193 A-84 昭和コンクリート工業(株)　東北支店 https://www.showa-con.co.jp

★ 273 A-87 小野田ケミコ(株)　東北支店 http://www.chemico.co.jp

★ 266 A-89 FSテクニカル(株) http://fs-tec.co.jp

★ 180 A-90 ムネカタインダストリアルマシナリー(株) http://www.munekata.co.jp/zyuutenmieruka/

★ 317 A-91 (株)田中 http://www.geo-tanaka.co.jp

★ 208 A-92 古河産機システムズ(株) http://www.furukawasanki.co.jp

★ 284 A-93 前田製管(株) https://www.maeta.co.jp/

★ 283 A-94 (株)ピーエス三菱 https://www.psmic.co.jp/technology/

★ 60 A-95 (株)東北ロンテック/レストム工法研究会 http://www.t-rontec.co.jp

★ 138 A-96 (株)不動テトラ https://www.fudotetra.co.jp

★ 158 A-97 オープンシールド協会 http://www.open-shield.com
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★ 318 A-98 ユーシー産業(株) http://www.evuc.co.jp

★ 290 B-02 ファルヒ・ジャパン(株) http://www.falch-japan.com

★ 287 B-03 (株)天商 http://www.dres-net.info　

★ 194 B-04 ネプラス工法全国会 https://www.neprs.jp

★ 183 B-05 スワエール協会/三井化学産資(株) http://www.mitsui-sanshi.co.jp

★ 149 B-07 保安道路企画(株) https://www.hoandoro.jp

★ 45 B-09 (株)ダイワ技術サービス/(株)日本インシーク http://d-ts.jp

★ 45 B-09 (株)ダイワ技術サービス/(株)日本インシーク https://www.insiek.co.jp/

★ 277 B-10 クリスタルコンクリート協会東北支部 https://nikko-cca.com/

★ 257 B-15 城東リプロン(株) http://www.lyprone.com

★ 295 B-16 (株)エスイー http://www.se-corp.com

★ 31 B-17 ＪＣＥホールディングス(株)　国土防災技術(株) https://www.jce.co.jp/

★ 32 B-17 ＪＣＥホールディングス(株)　サンスイ・ナビコ(株) https://www.snse.co.jp/

★ 89 B-22 オリエンタル白石(株) http://www.orsc.co.jp

★ 74 B-24 (株)イクシス https://www.ixs.co.jp

★ 140 B-25 (株)太平洋コンサルタント https://www.taiheiyo-c.co.jp

★ 68 B-27 共和ゴム(株) https://www.kyowa-r.com/

★ 111 B-29 阿南電機(株) http://www.anandenki.jp/

★ 70 B-30 インフラメンテナンス国民会議　東北フォーラム http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/B00097/k00360/inhuramente/inhuramentetohoku.html

★ 27 B-33 ダイエツグループ　(株)ダイエツ/(株)センソクコンサルタント【ダイエツ】http://www.daietsu.co.jp/

★ 27 B-33 ダイエツグループ　(株)ダイエツ/(株)センソクコンサルタント【ｾﾝｿｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ】https://sensoku.com/

★ 152 B-34 (一社)　日本建設保全協会 http://www.hozen.gr.jp

★ 85 B-35 (株)アークノハラ https://arc-nohara.co.jp/

★ 82 B-36 (株)技研 http://www.giken-pat.com

★ 144 B-37 古野電気(株) https://www.furuno.com

★ 132 B-38 (株)興和 http://www.kowa-net.co.jp

★ 129 B-39 (株)土木技研 https://www.dobokugiken.jp/

★ 127 B-40 (一財)港湾空港総合技術センター https://www.scopenet.or.jp/main/index.php

★ 80 B-41 (株)カンツール https://kantool.co.jp/

★ 6 B-42 ＮＥＸＣＯ東日本グループ　東日本高速道路(株)東北支社https://www.e-nexco.co.jp/tech-service/index.html

★ 7 B-42 ＮＥＸＣＯ東日本グループ　(株)ネクスコ･エンジニアリング東北https://www.e-nexco-engito.co.jp

★ 8 B-42 ＮＥＸＣＯ東日本グループ　ネクスコ・エンジニアリング北海道https://e-nexco-engiho.co.jp/

★ 9 B-42 ＮＥＸＣＯ東日本グループ　(株)ネクスコ・メンテナンス東北http://www.e-nexco-m-to.co.jp/

★ 10 B-42 ＮＥＸＣＯ東日本グループ　(株)ネクスコ・エンジニアリング新潟https://www.e-nexco-engini.co.jp/

★ 134 B-43 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株) http://www.c-nexco-het.jp/

★ 52 B-45 東北大学インフラ･マネジメント研究センター/インフラ情報マネジメントプログラム共同研究部門https://imc-tohoku.org/

★ （319） B-49 日本工営グループ  日本工営(株) http://www.n-koei.co.jp

★ 184 B-50 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) https://www.c-nexco-hen.jp/

★ 109 B-51 (株)アイティエス https://its-square.com/

★ 163 B-52 アオイ化学工業(株) http://www.aoi-chemical.co.jp

★ 164 B-53 (株)福山コンサルタント https://www.fukuyamaconsul.co.jp/

★ 173 B-54 (株)ニュージェック　 http://www.newjec.co.jp

★ 308 B-55 西日本高速道路エンジニアリング関西(株) http://www.ｗ-e-kansai.co.jp

★ 203 B-56 西日本高速道路メンテナンス九州(株) https://www.w-m-kyushu.co.jp/

★ 136 B-58 中大実業(株) http://www.chudai.co.jp

★ 190 B-59 寿建設(株) http://www.kotobuki-c.net

★ 172 B-60 (株)アースシフト http://www.earth-shift.co.jp

★ 211 B-65 日本ファブテック(株) http://www.j-fab.co.jp

★ 107 B-67 福田道路(株)　東北支店 http://www.fukudaroad.co.jp

★ 179 B-68 世紀東急工業(株) http://www.seikitokyu.co.jp/

★ 143 B-69 戸田建設(株) http://www.toda.co.jp/

★ 293 B-70 (株)ＮＩＰＰＯ http://www.nippo-c.co.jp

★ 276 B-71 ショーボンド建設(株) http://www.sho-bond.co.jp

★ 115 B-72 (株)ガイアート http://www.gaeart.com

★ 221 B-76 第一建設工業(株) https://www.daiichi-kensetsu.co.jp

★ 86 B-79 鹿島道路(株) http://www.kajimaroad.co.jp/

★ 235 B-81 ＪＩＰテクノサイエンス(株) https://www.jip-ts.co.jp/

★ 197 B-83 (一社)日本鋼構造物循環式ブラスト技術協会 http://www.eco-yamadapeint.co.jp

★ 219 B-84 パルテム技術協会　東北支部 http://www.paltem.jp/

★ 13 B-87 オリエンタルコンサルタンツホールディングス　(株)オリエンタルコンサルタンツhttps://www.oriconsul.com/

★ 14 B-87 オリエンタルコンサルタンツホールディングス　(株)エイテックhttps://www.kk-atec.jp/

★ 15 B-87 オリエンタルコンサルタンツホールディングス　(株)アサノ大成基礎エンジニアリングhttps://www.atk-eng.jp/

★ 282 B-88 (株)パスコ https://www.pasco.co.jp

★ 114 B-90 (株)復建技術コンサルタント https://www.fgc.jp

★ 58 B-92 日本防水工法開発協議会（ヨシダアニー・柳沼板金店） https://www.jcwrd.com/

★ 305 B-93 KEYTEC(株) https://www.key-t.co.jp/
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★ 241 B-94 (株)マルイ http://www.marui-group.co.jp

★ 63 B-95 (株)岩崎 https://www.iwasakinet.co.jp/

★ 255 B-96 (株)キクテック http://www.kictec.co.jp

★ 261 B-97 (株)風憩セコロ https://fukei-s.com

★ 217 C-05 (株)和建 http://www.wkn.co.jp

★ 237 C-06 (一社)日本鉄鋼連盟 https://www.jisf.or.jp

★ 103 C-07 (一社)セメント協会 https://www.jcassoc.or.jp/

★ 314 C-08 アジア航測(株) http://www.ajiko.co.jp

★ 121 C-09 大日本コンサルタント(株) https://www.ne-con.co.jp/

★ 78 C-12 日本地下水開発(株) http://www.jgd.jp.co.jp

★ 53 C-13 KJS協会/アンカー補修協会/NMアンカー協会 http://www.kowa-anchor.co.jp

★ 195 C-15 田中建設(株) http://www.tanaka-net.co.jp/

★ 124 C-16 (一社)　全国落石災害防止協会 https://www.dkbond.co.jp/

★ 50 C-17 上北建設(株)/旭商事(株) http://www.kamikita.co.jp

★ 222 C-21 (株)建設技術研究所　東北支社 http://www.ctie.co.jp

★ 119 C-22 朝日航洋(株) https://www.aeroasahi.co.jp

★ 160 C-25 飛島建設(株) http://www.tobishima.co.jp

★ 243 C-28 日特建設(株) https://www.nittoc.co.jp

★ 116 C-30 三井共同建設コンサルタント(株) http://www.mccnet.co.jp

★ 135 C-31 青木あすなろ建設(株) https://www.aaconst.co.jp/

★ 83 C-32 フリー工業(株) https://www.free-kogyo.co.jp/

★ 166 C-33 日本サミコン(株) https://www.nihon-samicon.co.jp/

★ 227 C-35 東京インキ(株) http://www.tokyoink.co.jp

★ 102 C-36 西田鉄工(株) http://www.nishida.co.jp

★ 254 C-38 理研興業(株) http://www.riken-kogyo.co.jp

★ 291 C-41 (株)ダイカ https://www.daika-net.co.jp/

★ 239 C-44 計測ネットサービス(株) https://www.keisokunet.com/

★ 170 C-47 ベルテクス(株) http://vertex.co.jp

★ 177 C-49 エコモット(株) https://www.ecomott.co.jp

★ 258 C-51 エヌティーダブリュー(株) http://www.ntw-wave.co.jp/road/

★ 181 D-01 (株)昭和土木設計 https://showacd.co.jp/

★ 198 D-03 (株)森環境技術研究所 https://mori-kankyo.co.jp

★ 202 D-04 (一財)日本建設情報総合センター https://www.jacic.or.jp

★ 108 D-05 (株)古垣建設 https://kenki-japan.com

★ 275 D-07 岩田地崎建設(株) https://www.iwatachizaki.jp/

★ 298 D-08 昭和瀝青工業(株) http://www.shoreki.co.jp

★ 141 D-09 (株)ケツト科学研究所 http://www.kett.co.jp

★ 48 D-11 (株)テクノシステム/(株)快適空間FC https://www.techno-web.co.jp/

★ 169 D-12 ミズノ(株) http://www.mizuno.co.jp

★ 285 D-16 (株)くい丸 https://www.kuimaru.com

★ 278 D-17 (一社)全国建設発生土リサイクル協会 https://www.jasra.or.jp

★ 246 D-18 (株)タックエンジニアリング http://www.tac-e.co.jp

★ 122 D-19 建設業技術者センター https://concom.jp

★ 200 D-20 東北発電工業(株) http://www.tohatu.co.jp/

★ 354 F-03 東北学院大学　工学部　環境建設工学科 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp

★ 352 F-05 東北工業大学　工学部　都市マネジメント学科 https://www.tohtech.ac.jp/dept/eng/civ/index.html

★ 350 F-07 東北大学　大学院工学研究科　土木工学専攻　地盤工学分野http://soil1.civil.tohoku.ac.jp/

★ 4 F-09 (国研)土木研究所 http://www.pwri.go.jp

★ 516 H-01 【新規】(株)NTジオテックス https://www.nt-geotecs.com/

★ 518 H-03 藤林コンクリート工業(株) https://www.fujibayashi-c.co.jp

★ 506 H-04 ジェコス株式会社 http://www.gecoss.co.jp

★ 507 H-05 ＪＦＥ建材株式会社 https://www.jfe-kenzai.co.jp/

★ 509 H-08 (株)アイ・アール・システム https://www.irsystem.com/product/bsv/

★ 515 H-09 (株)ウヌマ地域総研 http://www.unuma.co.jp

★ 551 H-11 シーキューブ(株) http://www.c-cube-g.co.jp

★ 502 H-13 (一社)循環式ハイブリッドブラストシステム工法協会 https://haibrid.biz

★ 501 H-14 メインマーク(株) https://mainmark.co.jp

★ 519 H-17 保全工学研究所 http://www.hozeneng.co.jp

★ 517 H-18 (株)日本パーツセンター http://www.n-parts.jp/

★ 514 H-19 (株)冨士精密 http://www.fun.co.jp/u-town/

★ 76 G-05 (株)　東北ペガサス http://www.toupega.co.jp

★ 84 G-22 藤田建設工業(株) https://www.fujitakk.com

★ 97 G-09 日本海上工事(株) http://www.kaijyokouji.co.jp

★ 165 G-10 セイフティーフラット工法協会東北支部 http://sfca.or.jp

★ 212 G-11 日本ＳＰＲ工法協会　東北支部 http://www.spr.gr.jp

★ 230 G-08 関東鉄工(株) https://www.kanto-tk.co.jp

http://www.marui-group.co.jp/
https://www.iwasakinet.co.jp/
http://www.kictec.co.jp/
https://fukei-s.com/
http://www.wkn.co.jp/
https://www.jisf.or.jp/
https://www.jcassoc.or.jp/
http://www.ajiko.co.jp/
https://www.ne-con.co.jp/
http://www.jgd.jp.co.jp/
http://www.kowa-anchor.co.jp/
http://www.tanaka-net.co.jp/
https://www.dkbond.co.jp/
http://www.kamikita.co.jp/
http://www.ctie.co.jp/
https://www.aeroasahi.co.jp/
http://www.tobishima.co.jp/
https://www.nittoc.co.jp/
http://www.mccnet.co.jp/
https://www.aaconst.co.jp/
https://www.free-kogyo.co.jp/
https://www.nihon-samicon.co.jp/
http://www.tokyoink.co.jp/
http://www.nishida.co.jp/
http://www.riken-kogyo.co.jp/
https://www.daika-net.co.jp/
https://www.keisokunet.com/
http://vertex.co.jp/
https://www.ecomott.co.jp/
http://www.ntw-wave.co.jp/road/
https://showacd.co.jp/
https://mori-kankyo.co.jp/
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★ 244 G-01 日本道路(株)東北支店 http://www.nipponroad.co.jp

★ 253 G-06 東光鉄工(株) https://www.toko-tekko.co.jp

★ 270 G-12 ＥＸ・ダンビー協会 http://www.ex-danby.co.jp

★ 279 G-21 中川ﾋｭｰﾑ管工業(株)　 http://www.h-nac-hp.co.jp/

★ 299 G-03 デンヨー(株) https://www.denyo.co.jp

★ 311 G-19 やまびこジャパン(株)/三笠産業(株) http://www.yamabiko-corp.co.jp

★ 313 G-04 西尾レントオール(株) http://www.nishio-rent.co.jp

★ 315 G-14 日之出水道機器(株) https://hinodesuido.co.jp/

http://www.nipponroad.co.jp/
https://www.toko-tekko.co.jp/
http://www.ex-danby.co.jp/
http://www.h-nac-hp.co.jp/
https://www.denyo.co.jp/
http://www.yamabiko-corp.co.jp/
http://www.nishio-rent.co.jp/
https://hinodesuido.co.jp/

