
株式会社アーステクニカ 湧現会社アートアソシエイツ八咫 株式会社アール・アイ・エー 株式会社RayArc アールシーソリューション株式会社

アイ・イー・シー株式会社 株式会社ＩＳＴソフトウェア 株式会社アイコンサルタンツ 株式会社アイコンサルタント 有限会社アイシオール

株式会社ＩＴＭ 株式会社アイテック計画 有限会社アイム設計 株式会社アガック アキユキ・イシダクリエイティブルーム

曙ブレーキ工業株式会社 株式会社淺沼組 アサノコンクリート株式会社 株式会社アサヒ 株式会社アサヒ千葉事業部八千代製造部

株式会社朝日工業社 株式会社旭ダンケ東京支店 旭日電気工業株式会社 株式会社ア・シード建築設計 アシザワ・ファインテック株式会社

株式会社アスコ大東 株式会社アズテックス 安立計器株式会社 足立工業株式会社 アテイン株式会社

株式会社アトリエニキティキ 株式会社アドバネクス 株式会社アドバンストラフィックシステムズ 株式会社アビスト 株式会社畔蒜工務店

株式会社アマダ アマノ株式会社 株式会社新居千秋都市建築設計 株式会社アリミノ 株式会社アルトナー

株式会社アルバック 株式会社アルファ・オイコス 安藤建設株式会社 アンリツ株式会社 飯島建築設計事務所

株式会社池下設計 株式会社池下設計　東京本店 株式会社一色建築設計事務所 伊豆箱根鉄道株式会社 市川エスオーシー生コン株式会社

市原市役所環境部環境管理課環境監視センター イデア株式会社 いであ株式会社 伊東豊雄建築設計事務所 株式会社伊藤喜三郎建築研究所

茨城県土木部検査指導課 有限会社伊礼智設計室 学校法人岩崎学園 印西市役所 株式会社ヴァル研究所

植野穣設計室 臼井国際産業株式会社 内山アドバンス株式会社中央技術研究所 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 株式会社エイジ・アップ

株式会社映像システム 株式会社エイチ・アンド・エス 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・シー・イー

株式会社エクサ 株式会社ｓａｉ総合企画 ＳＭＫ株式会社 ＳＭＣ株式会社 株式会社ＳＣＣ

株式会社エスユーエス 株式会社エスワイシステム 株式会社ＮＩＤ・ＩＳ ＮＥＣエンジニアリング株式会社 NECソフト株式会社

NECマイクロシステム株式会社 NECラーニング株式会社 ＮＳＫマシナリー株式会社 株式会社榎本建築設計事務所 株式会社エー・ビー・シー商会

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 ＭＨＰＳエンジニアリング株式会社 株式会社エム設計 株式会社MDS 株式会社ＭＤＳ一級建築士事務所

応用地質株式会社 大滝成形工業株式会社 大坪電気株式会社 社会保険労務士法人大野事務所 株式会社オオバ

株式会社大林組 大森機械工業株式会社 株式会社大本組 岡建工事株式会社 小川鉄工株式会社

沖エンジニアリング株式会社 株式会社沖情報システムズ 株式会社小楠金属工業所 株式会社奥村組 小倉クラッチ株式会社

小里機材株式会社 株式会社オチアイ 小野建設株式会社 オリエンタルモーター株式会社 オリジナル設計株式会社

カーマイン株式会社 財団法人海外貿易開発協会JODC 開発虎ノ門コンサルタント株式会社 株式会社風間建設工業所 鹿島建設株式会社

鹿島建設株式会社　東京建築支店 株式会社鹿島出版会 鹿島道路株式会社 鹿島道路株式会社技術研究所 梶原工業株式会社

株式会社カツシカ 金杉建設株式会社 鎌ヶ谷市役所 黒須建設株式会社 加和太建設株式会社

川田工業株式会社 株式会社川名工務店 株式会社川村工営 株式会社環境形成研究所 管清工業株式会社

株式会社関電工 キーウェアソリューションズ株式会社 キーコーヒー株式会社 菊川工業株式会社 株式会社キクチ

株式会社菊和 株式会社技研精機 株式会社北川原温建築都市研究所 北野建設株式会社（東京本社） 鬼怒川ゴム工業株式会社

岐阜ギヤー工業株式会社 株式会社木村鋳造所 株式会社きもと 株式会社九電工 株式会社キューブシステム

京三電機株式会社 共伸プラスチック株式会社 共同印刷株式会社 株式会社協同工芸社 株式会社協同油脂

株式会社協立建築設計事務所 株式会社協和エクシオ 株式会社協和建築積算事務所 協和工業株式会社 株式会社協和コンサルタンツ

共和メンテナンス株式会社 極東オイル株式会社 旭光通商株式会社 キング工業株式会社 株式会社クエスト

クシダ工業株式会社 クボタシステム開発株式会社 株式会社熊谷組 株式会社隈研吾建築都市設計事務所 株式会社クリタエイムデリカ

栗原工業株式会社 株式会社クレッシェンド 株式会社クレッセント グローバルマイクロニクス株式会社 株式会社クロスファクトリー

株式会社桑田建築設計事務所 郡司建設株式会社 株式会社ケイ・アイ・エス 株式会社景観設計・東京 株式会社計算力学研究センター

株式会社ＫＤＤＩ研究所 京葉瓦斯株式会社 株式会社京葉情報システム 株式会社ケイワールド日清 株式会社ゲイン

下水道メンテナンス協同組合 株式会社ケーズホールディングス 株式会社ケツト科学研究所 財団法人建材試験センター 株式会社コア

小池酸素工業株式会社 株式会社小出ロール鐵工所 小糸工業株式会社 株式会社構造計画研究所 光洋紙器株式会社

株式会社向陽デジタルワークス 甲陵樹脂工業株式会社 株式会社コーエイシステム 株式会社CHORD 国土交通省関東地方整備局

古久根建設株式会社 五建設計事務所 寿屋フロンテ株式会社 小原歯車工業株式会社 株式会社コムニック

株式会社コヤマ 五洋建設株式会社 コロナ株式会社 近藤建築設計事務所 近藤酒造株式会社

株式会社今野製作所 近藤酒造株式会社 株式会社今野製作所 株式会社コンピュータネットワーク

一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 埼玉県住宅供給公社 株式会社斎藤製作所 株式会社坂倉建築研究所 坂田建設株式会社

坂田電機株式会社 坂本工業株式会社 財団法人相模中央研究所 佐倉エスオーシー株式会社 有限会社笹田化学工業所

株式会社佐藤総合計画 三愛石油株式会社 山栄化学株式会社 独立法人産業技術総合研究所 三建設備工業株式会社

サンケン電気株式会社 三光設備株式会社 三信化工株式会社 三宝電機株式会社 三友エンジニヤリング株式会社

株式会社サンユウシビルエンジニアリング 株式会社サンユテクノスプラントエンジニアズ 株式会社サンヨーメディカル埼玉工場 株式会社サンヨーメディカル美原工場 三和シヤッター工業株式会社

三和電化株式会社 株式会社三和理化学研究所
習志野工場 株式会社ジィ・シィ企画 株式会社ジェイアール貨物・リサーチセンター JFEスチール株式会社東日本製鉄所

株式会社ＪＦＥ設計 株式会社ジーエイチクラフト 公益財団法人塩事業センター　海水総合研究所 株式会社システムクォート シーラカンスK&H株式会社

株式会社シーラカンスアンドアソシエイツ CPFTOKYO株式会社 株式会社ジェイ・キャスト 株式会社重松製作所 株式会社重松製作所埼玉事業所

株式会社地震工学研究所 酒々井町役場 株式会社システムエグゼ 株式会社システムデザイン シチズン電子株式会社

品川区役所 シナノケンシ株式会社 芝工業株式会社 株式会社シバソク 株式会社芝電子システムズ

島崎熱処理株式会社 島田理化工業株式会社 清水建設株式会社 清水建設株式会社技術研究所 ジスクソフト株式会社

株式会社ジムス建築設計事務所 横浜市リハビリテーション事業団リハビリテーションセンター 習和産業株式会社 首都高電気メンテナンス株式会社 株式会社ジュピターコーポーレーション富津工場

株式会社上武 株式会社昭和工業 株式会社シルド千葉工場 株式会社シンカーミクセル 振興電気株式会社

新星コンサルタント株式会社 新電元工業株式会社 新日本空調株式会社 新日本建設株式会社 新日本設計(株)

新日本無線株式会社 新菱冷熱工業株式会社 株式会社すかいらーく ストラパック株式会社 株式会社ストリングス

株式会社住軽日軽エンジニアリング 株式会社スミスラボ 墨田加工株式会社 住友重機械工業株式会社 株式会社スリーボンド

株式会社圖庵 セイキ工業株式会社 静甲株式会社 西武ポリマ化成株式会社 株式会社セルコ

株式会社セレス セントラルコンサルタント株式会社 セントラル自動車株式会社 株式会社創源 測建技術株式会社

ソニーイーエムシーエス株式会社 株式会社染谷工務店 ソリッドワークス・ジャパン株式会社 株式会社ソルパック

過去の表彰企業等一覧
あ行

か行

さ行



大亜真空株式会社 第一建設工業株式会社 株式会社ダイクレ 大正鉄筋コンクリート株式会社 株式会社大昌電子

大成建設株式会社 大成建設株式会社建築営業本部
大成建設株式会社千葉支店 大成設備株式会社 大成ロテック株式会社

大成ロテック株式会社技術研究所 株式会社ダイナナ 大日本インキ化学工業株式会社 大日本土木株式会社 大日本土木株式会社東京支店

太平化成株式会社 大平洋機工株式会社 株式会社大洋画地 太陽工業株式会社 ダイワ株式会社

大和小田急建設株式会社 大和ハウス工業株式会社 妙中鉱業株式会社 株式会社高岡電機店 高木測量株式会社

株式会社タカネ電業 宝醤油株式会社 滝澤ベニヤ株式会社 株式会社田口型範 株式会社竹中工務店

株式会社多田工営 tamaoetpalmette だるま食品株式会社 秩父産業株式会社 千葉エンジニアリング株式会社

ちばぎんコンピューターサービス株式会社 千葉県環境研究センター 財団法人千葉県建設技術センター 千葉県産業支援技術研究所 社団法人千葉県情報サービス産業協会

千葉県土木整備部 財団法人千葉県薬剤師会検査センター ちば興銀コンピュータソフト株式会社 千葉市役所 千葉測量企画株式会社

株式会社千葉学建築計画事務所 中央開発株式会社 株式会社中央設計技術研究所 長生村役場 株式会社長大

千代田計装株式会社 千代田工商株式会社 千代田システムテクノロジーズ株式会社 塚田建材株式会社 株式会社集組

株式会社ヅノー 株式会社ツリーベル DIC株式会社総合研究所 株式会社TSOne TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社

株式会社テクノスジャパン テクノバン株式会社 株式会社テセック 株式会社手塚建築研究所 鉄建建設株式会社

財団法人鉄道総合技術研究所 株式会社寺岡製作所 株式会社テルミ 電子磁気工業株式会社 株式会社天童木工

東亜道路工業株式会社 東京エスオーシー株式会社 東京インキ株式会社 東京ガスオールワンエナジー株式会社 株式会社東京技術計算コンサルタント

東京高圧工業株式会社 東京高分子株式会社 東京電設サービス株式会社 東京特殊電線株式会社 東京都下水道サービス株式会社

東京都立産業技術研究センター 東京発電株式会社 株式会社東京ランドスケープ研究所 株式会社東計電算 株式会社東光コンサルタント

東光電気工事株式会社 東芝システムテクノロジー株式会社 株式会社東設土木コンサルタント 東鉄工業株式会社 株式会社東都コンサルタント

東日電設株式会社 東武鉄道株式会社 東邦シートフレーム株式会社 株式会社東邦製作所 東北電化工業株式会社

株式会社童夢 東洋エンジニアリング株式会社 株式会社東洋コンサルタント 東洋発條工業株式会社 東洋ビジネスシステムサービス株式会社

東レACE株式会社 東レ建設株式会社 東レフィルム加工株式会社 株式会社東洋設計 株式会社トーエネック

株式会社トータルオーエーシステムズTOA トーテックアメニティ株式会社 凸版印刷株式会社 株式会社トップエンジニアリング 株式会社土岐新建築総合計画事務所

特殊電装株式会社 独立行政法人都市再生機構 株式会社トノックス 飛島建設株式会社 株式会社トレミー

内藤環境株式会社 内藤電誠工業株式会社 株式会社中川ケミカル 中川ヒューム管工業株式会社 中日本建設コンサルタント株式会社東京支社

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 中之条土木事務所 中原建設株式会社 流山市役所 株式会社NAP建築設計事務所

ナノテック株式会社 株式会社奈良機械製作所 習志野市役所 財団法人成田国際空港振興協会 成田市役所

ニークシステムテクノロジー株式会社 新舘建設株式会社 株式会社二光製作所 西松建設株式会社 西松建設株式会社東関東支店

日工建設株式会社 株式会社日さく 日昭電器株式会社 日進建設株式会社 日新製鋼株式会社

株式会社日伸鉄工建設 株式会社ニッセイコム 株式会社日鉄エレックス 日鉄環境エンジニアリング
株式会社環境テクノ事業本部 日鉄住金環境株式会社

日鐵住金溶接工業株式会社 日東通信機株式会社 日本アイ・エス・ケイ株式会社 日本技術開発株式会社 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

二宮産業株式会社 日本液炭株式会社 日本液炭株式会社 日本化工塗料株式会社 日本環境株式会社東京試験場

日本環境株式会社横浜事業所 日本建鉄株式会社 株式会社日本構造エンジニアリング 株式会社日本香堂 日本コムシス株式会社

日本サン石油株式会社 財団法人日本色彩研究所 日本シビックコンサルタント株式会社 財団法人日本情報処理開発協会 株式会社日本設計

日本総合住生活株式会社 日本通運株式会社東京航空支店 日本電産コパル株式会社 日本電設工業株式会社 日本電波株式会社

日本道路株式会社技術研究所 日本特殊塗料株式会社 株式会社日本トラフィックコンピューターセンター 日本ノーディッグテクノロジー株式会社 日本無線株式会社

日本リファイン株式会社 日本燐酸株式会社 ネグロス電工株式会社 財団法人野口研究所

株式会社バーズ情報科学研究所 ハーベスト株式会社 バキュームモールド工業株式会社 株式会社白寿生科学研究所 パナソニックテクニカルサービス株式会社

林工業株式会社 林時計工業株式会社 ハリマ産業株式会社 バロン電子株式会社 バンセイ株式会社

株式会社ビーエスピー 株式会社BMC ビーコンシステム株式会社 株式会社東関東 東日本旅客鉄道株式会社

東日本電気エンジニアリング株式会社 東日本電信電話株式会社 株式会社ピーシーコンサルタント 株式会社ビジネスカルチャーセンター 日立建機ビジネスフロンティア株式会社

株式会社日立産機システム 株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ 日立情報通信エンジニアリング株式会社 株式会社日立超ＬＳＩシステムズ ビック測量設計株式会社

日比生寛史建築計画研究所 平賀機械工業株式会社 株式会社ヒロハマ 株式会社ヒューマンシステム 株式会社ファソテック

株式会社藤井製作所 株式会社富士技術サービス 不二建設株式会社 不二公業株式会社 株式会社フジタ

株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 富士電装株式会社 藤村電器株式会社 双葉鉄道工業株式会社 双葉電子工業株式会社

公益財団法人船橋市公園協会こども美術館 船橋市三山児童ホーム 船橋市役所 船橋レミコン株式会社 株式会社プランテック総合計画事務所

古郡建設株式会社 株式会社プラシーズ 株式会社フレスコ 株式会社分析センター 平和産業株式会社

一般財団法人ベターリビングつくば建築試験研究センター 株式会社ホープ 堀川護謨工業株式会社 株式会社ホリキリ 株式会社本間總合建築

マークテック株式会社 株式会社マイクロテック・ニチオン 株式会社マイスターエンジニアリング 株式会社前川建築設計事務所 株式会社前川製作所

前田建設工業株式会社東京支店 前田道路株式会社 前田道路株式会社北関東支店 前田道路株式会社東京支店 株式会社マキタ

マツダマイクロニクス株式会社 松戸市役所 株式会社松永建設 松本製薬工業株式会社 馬淵建設株式会社

丸茂電機株式会社 万善工機株式会社 株式会社ＭＩＫＡＭＩ 株式会社みかんぐみ 株式会社ミクニ

株式会社水澤工務店 三井共同建設コンサルタント株式会社 三井住友建設株式会社 三井住友建設株式会社東関東支店 三井造船システム技研株式会社

株式会社三越環境デザイン 株式会社ミツトヨ 三菱化工機株式会社 三菱電機株式会社 三菱マテリアル株式会社

株式会社緑マーク 宮坂醸造株式会社 有限会社三山電気設計監理事務所 三芳建設株式会社 三芳合金工業株式会社

株式会社メイテック 明和ゴム工業株式会社 株式会社メカニカルデザイン 持田商工株式会社 森川産業株式会社

矢崎総業株式会社 八千代エンジニヤリング株式会社 谷津干潟ワイズユース・パートナーズ 有限会社山口工芸 山﨑建設株式会社

株式会社山下設計 山宗化学株式会社 山田機械工業株式会社 株式会社山田製作所 株式会社山田総業

株式会社ヤマナカゴーキン 有限会社ヤマニ果樹農園 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 株式会社ユアテック 有限会社結設計

株式会社雄電社 ユニパルス株式会社 株式会社横河建築設計事務所 横河制御エンジニアリング株式会社 横瀬生コン株式会社

横浜市総合リハビリテーションセンター 横浜ソイルリサーチ株式会社 株式会社吉野工業所

な行

は行

ま行

や行

た行



ラフォーレエンジニアリング株式会社 株式会社リアルテック 株式会社リアルビズ リオン株式会社 菱電湘南エレクトロニクス株式会社

菱和エンジニアリング株式会社 レスコハウス株式会社 六興電気株式会社 株式会社ローザ特殊化粧料

和田工業株式会社 株式会社ワノテックジャパン

以上611社

ら行

わ行
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