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会社名 本社・支店等 住所 TEL FAX

 (株)モリ 〒059-1365 北海道苫小牧市字植苗140-7 0144-58-3923 0144-58-3270

 日鉄防食(株)  室蘭工事事務所 〒050-0083　北海道室蘭市東町二丁目27番地1 0143-41-7080 0143-41-7081

 寿建設(株) 〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字東地蔵田8-1 024-543-0511 024-543-0514
 (株)栄組 〒028-0776 岩手県遠野市上郷町板沢9-19-1 0198-65-3032 0198-65-3324
 T&日本メンテ開発(株) 〒999-7773 山形県酒田市大字木川字東中道29-8 0234-93-2139 0234-93-2220
 (株)日本メンテ 〒989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生6丁目5番20 022-797-9917 022-797-9918

 (株)オーシャン 〒223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東6-60-35 045-350-3821 045-350-3822
 (株)加藤建設  東京支社 〒136-0072 東京都江東区大島3-19-2 03-3637-5341 03-3636-6022
 木下建工(株) 〒384-0301 長野県佐久市臼田623-1 0267-82-2213 03-5855-7262
 (株)ケミカル工事  東京本部・東京支店 〒114-0013 東京都北区東田端1丁目7-3　田端フクダビル6階 03-5855-7260 078-411-9128
 (株)高環境エンジニアリング  本社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-30-3 03-5413-6222 03-5413-2228
 (株)小宮山土木 〒384-2308 長野県佐久郡立科町大字牛鹿1616-1 0267-56-1299 0267-56-3522
 ショーボンド建設(株)  本社/技術本部 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 03-6861-8105 03-6861-8116
 高杉商事(株) 〒187-0022 東京都小平市上水本町４-８－１２ 042-321-2682 042-323-2828
 デンカ(株) 〒103-8338 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー 03-5290-5137 03-5290-5085
 長岡鉄筋コンクリート(株) 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-9 渡菊ビル 03-3664-2441 03-3664-2550
 奈良建設(株)  本店 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-13-3 045-475-6040 045-474-5402

 東京支店 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-12-9 NIビル7階 03-3661-3251 03-3661-3255
 日鉄ケミカル＆マテリアル(株) 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-13-1 日鉄日本橋ビル13F 03-3510-0341 03-3510-1196
 日鉄防食(株)  本社/関東営業所 〒136-0072 東京都江東区大島3-7-17 03-5858-6127 03-5628-3655

 鹿島工事事務所 〒314-0015 茨城県鹿嶋市大字泉川字南泉2055番地 0299-83-2345 0299-83-2345
 君津工事事務所 〒299-1142 千葉県君津市坂田39番5号 0439-52-5101 0439-52-5121

 日本ジッコウ(株)  東京支店 〒110-0015 東京都台東区東上野三丁目3-13 プラチナ第２ビル２Ｆ 03-6803-2287 03-6803-2297
 ライト工業(株) 〒102-8236 東京都千代田区九段北4-2-35 03-3265-2572 03-3265-0870
 (株)ライフプロテクト 〒110-0005 東京都台東区上野5-7-11 MRビル1階 03-5826-4506 03-5826-4507
 福美建設㈱  本社 〒399-4231 長野県駒ケ根市中沢4894-1 0265-87-2211 0265-87-2057

 インフラ保全事業本部 〒399-0033 長野県松本市笹賀8041-2 0263-28-6777 0263-28-6778

 (株)モリケン 〒950-0812 新潟県新潟市東区豊2-2-36 025-271-4474 025-250-1189

 (株)加藤建設  本社 〒497-8501 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19-1 0567-95-2182 0567-94-0330
 日鉄防食(株)  名古屋工事事務所 〒476-0015 愛知県東海市東海町一丁目1番2号 052-689-3351 052-689-3352
 (株)洞口  名古屋本社 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-213-1

 飛騨本社 〒509-4256 岐阜県飛騨市古川町高野141-2 0577-73-2358 0577-73-5768

 (株)ケミカル工事 〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町5-5 078-411-9111 078-411-9128
  (株)高環境エンジニアリング  大阪事務所 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3-2-8　トーア紡第2ビル8階 06-7653-5622 06-6227-5430
 ㈱山陽レジン  本社 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-6-2　　北梅田大宮ビル9F 06-6376-0100 06-6376-0101

 西日本営業所 〒660-6417 兵庫県尼崎市西向島49-1 06-6417-7680 06-6417-7681
 田中シビルテック(株) 〒529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本1768 0749-82-4343 0749-82-4346
 日鉄防食(株)  西日本営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目9番1号502 06-6885-8855 06-6885-8856
 日本ジッコウ(株) 〒651-2116 兵庫県神戸市南別府1-14-6 078-974-1141 078-974-7786
 (株)ホーク 〒573-0091 大阪府杖方市菊丘町９番５５号 072-861-5555 072-861-5522
 (株)ヤマヨシ産業 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-2-14 06-6208-5520 06-6208-5548

 (株)アマノ  本社 〒722-0051 広島県尾道市東尾道４番地1 0848-20-2195 0848-20-2143
 広島支店 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地4-2-30 082-885-3411 082-885-3400

 (株)技工社 〒680-0872 鳥取県鳥取市宮長132-3 0857-50-0103 0857-50-0113
 (株)建新化工  本社 〒690-0033 島根県大庭町89-1 0852-28-0126 0852-27-6004
 (株)建創 〒731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園2-1-7 082-925-5877 082-924-2833
 東和産業(株) 〒746-0043 山口県周南市新田2-3-20 0834-63-2870 0834-63-2582

 (株)エレホン・技研  本社 〒781-0270 高知県高知市長浜5226-13 089-974-8225 089-974-8230
 松山営業所 〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町1408-1 089-974-8225 089-974-8230

FRPグリッド工法研究会 正会員 賛助会員

 正会員地域別リスト

北海道

東北

関東・甲信越

北陸

東海

関西

中国

四国

1   



 アイテク(株) 〒870-0942 大分県大分市羽田193-1 097-567-4545 097-567-4645
 (株)REテクノ 〒870-0933 大分県大分市花津留1-1-30 097-535-7603 097-535-7613
 エスイーリペア(株) 〒870-0933 福岡県福岡市南区日佐5-15-24 092-585-5133 092-585-6409
 (株)ＳＮＣ 〒811-2202 福岡県糟屋郡志免町大字志免90番地 092-935-1382 092-935-1823
 (株)栄和メンテナンス 〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町92-1 093-591-6300 093-591-6363
 サンメイツ(株) 〒870-0942 大分県大分市羽田193-1 097-504-7122 097-504-7132
 東和産業(株)  福岡営業所 〒812-0022 福岡市博多区神屋町3-18-1 092-282-0046 0834-63-2582
 福地建設(株) 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2516 0995-76-1171 0995-76-1172
 日鉄防食(株)  沖縄営業所 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎一丁目4番16号202 098-943-0422 098-943-0433
 (株)みらいテクノロジー 〒870-0106 大分県大分市大字鶴崎字向島2043 097-528-8255 097-528-8277
 (株)リペアエンジ 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-33 092-821-7385 092-821-7365
 リーマテック(株) 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-15　事務機ビル7階 092-415-3555 092-415-3557
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会社名 本社 住所 TEL FAX

 オリエンタル白石（株）  本社 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-６-52 NBF豊洲キャナルフロント２Ｆ 03-6220-0630 03-6220-0634

 極東興和（株）  本社 〒732-0052 広島市東区光町2丁目6番31号 082-261-1207 082-262-8220
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