一般社団法人全国道の駅連絡会
No.

特定賛助会員名簿

企業・団体名

業種、主な事業等

令和3年2月24日現在

1

(株)RSP道の駅

道の駅に特化した「フリーペーパー道の駅」の発行本部事業

2

(株)atta

旅行ﾒﾀｻｰﾋﾞｽと小売りDXｻｰﾋﾞｽ及びECｻｲﾄ価格比較ｻｰﾋﾞｽ

3

(株)NTTドコモ

通信事業、スマートライフ事業、その他事業

4

LDjapan(株)

LEDビジョンの制作、販売、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞの企画、制作

5

(株)オリエンタルコンサルタンツ

建設コンサルタント

6

(株)KINGBEAT

イベント制作

7

KDDI(株)

電気通信事業

8

(株)建設技術研究所

建設コンサルタント

9

コーエィ(株)

イベント企画・運営・用品レンタル

10 国際航業(株)

公共コンサルタント事業等

11 (株)ジーリーメディアグループ

ウェブサイトによる広告宣伝業

12 シヤチハタ(株)

印章・文具

13 セコム医療システム(株)

医療に附帯するサービス業

14 (公社)全日本トラック協会

貨物自動車運送事業に関する調査・研究、諸活動等

15 (株)ゼンリンマップデザイン事業推進部

地図基盤情報収集、提供

16 双日(株)

自動車、プラント等各分野における物品販売や貿易業など

17 ダイドードリンコ(株)

清涼飲料等の販売

18 東京海上日動火災保険(株)

損害保険

19 凸版印刷(株)

印刷事業

20 日世(株)

食品の製造販売

21 (一社)日本道路建設業協会

道路建設技術の向上、研究開発及び道路建設業の健全な発展等

22 (株)ファミリーマート

フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業

23 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)

日本における洗濯洗浄関連製品などの販売・輸出入

24 (株)本田技術研究所ライフクリエーションセンター

輸送用機器、作業用機器などの研究開発

25 三井住友カード(株)

クレジットカード業務

26 明治安田生命保険相互会社

生命保険

27 (株)明電舎

電力設備機器、社会インフラ事業等

28 MONET Technologies(株)

ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾓﾋﾞﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ、ﾃﾞｰﾀ解析ｻｰﾋﾞｽ、Autono-MaaS

29 (株)ユニ・ロット

融雪事業、太陽光発電事業、消霧事業

30 読売新聞東京本社

日刊新聞発行、販売

31 (一社)ルートスクエア

人と道研究会事業の協働、支援

32 レッドホースコーポレーション(株)

ｺﾝｼｭｰﾏ事業全般、Eｺﾏｰｽ事業、ふるさと納税サポート等
(50音順)
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1

IBIS(株)

結婚相談・コンサルティング

2

イーシームズ(株)

照明機器のレンタル・販売及び施工

3

(株)イーリオ・ランド

環境保全事業、防災・救護関連事業、建設業

4

(株)インテージ

マーケティング・リサーチ

5

(株)エイト日本技術開発

建設コンサルタント

6

江崎グリコ(株)

菓子、冷菓、食品、牛乳・乳製品の製造及び販売

7

エヌシーイー(株)

建設コンサルタント

8

(株)LMRファシリティーズ

コンサルティングサービス

9

大林道路(株)

建設業

10 (株)オンデマンド

デジタル印刷及び付随する加工

11 快工房(株)

エクステリア製品、遊具等の製造

12 開発技建(株)

建設コンサルタント

13 鹿島建設(株)

ゼネコン

14 (株)片平新日本技研

建設コンサルタント

15 (株)カツマジャパン

冷凍食品製造業、製麺業、飲食業

16 カナフレックスコーポレーション(株)

建材(排水等)

17 (一社)危機管理教育研究所

安全及び危機管理に関するセミナー等

18 (株)協同制作

デジタル印刷、加工を主とした制作プロダクション等

19 (株)共同通信ピー・アール・ワイヤー

プレスリリース配信業務

20 (株)協和コンサルタンツ

建設コンサルタント

21 クボタ浄化槽システム(株)

浄化槽

22 (株)建設環境研究所

建設コンサルタント

23 (一社)建設コンサルタンツ協会

建設コンサルタントの資質と技術力向上に関する調査・研究等

24 合資会社GS工事

遮熱・断熱塗装工事業

25 (一財)国土技術研究センター

国土交通行政を先導・補完する調査・研究

26 (株)コトブキ

遊具、サイン製造等

27 コンビウィズ(株)

ベビー用品

28 (株)采建築社

建築業

29 三精テクノロジーズ(株)

舞台設備、遊戯機械、昇降機等

30 三和シャッター工業(株)

シャッター・鋼製建具等の製造・販売

31 (株)シーディアイ

産業用電気機械器具製造

32 (株)シモジマ

卸売販売

33 (特非)新日本歩く道紀行推進機構

ｳｫｰｷﾝｸﾞｺｰｽ認定・紹介

34 積水ハウス(株)

建設業

35 セントラルコンサルタント(株)

建設コンサルタント

36 ダイドレ(株)

建材(排水等)

37 (株)チューキョーP&G

ｲﾍﾞﾝﾄ企画等(中部ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ道の駅)

38 (株)長大

建設コンサルタント

39 (株)つくば分析センター

食品検査、アグリサポート

40 TOA(株)

拡声放送機器、通信機器の製造販売

41 (株)テレコムベイシス

携帯販売(北陸ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ道の駅)

42 (株)電通

広告代理業

43 (株)電通国際情報サービス

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ、システム開発、その他

44 (株)電通テック

広告、販促プロモーション制作

45 (株)電通パブリックリレーションズ

広報・PR

46 (株)電通東日本

広告代理業

47 東商アソシエート(株)

クライミング及びアミューズメント施設設計・施工

48 TOTO(株)

衛生陶器

49 (一財)道路新産業開発機構

道路に関する新事業分野の調査研究・開発及び普及促進等

50 トヨタファイナンス(株)

金融事業

51 Trim(株)

ﾍﾞﾋﾞｰｹｱﾙｰﾑ「mamaro」、授乳室等検索アプリ「Baby map」

52 ニチレキ(株)

アスファルト応用加工製品の製造・販売

53 (株)ＮＩＰＰＯ

建設業

54 (一社)日本ウォーキング協会

ｳｫｰｷﾝｸﾞの普及、地域活性化

55 日本環境防災(株)

分散型ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ普及ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ

56 (一社)日本自動車連盟

ロードサービス、地域振興

57 (一財)日本みち研究所

調査研究業務

58 (株)日本旅行

旅行業

59 バイザー(株)

高速一斉情報配信APSサービス

60 パシフィックコンサルタンツ(株)社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業本部

建設コンサルタント

61 (株)パスコ

測量、建設コンサルタント、地図空間情報サービス等

62 (株)美さいん

看板、ディスプレイスタンド商材の販売

63 日立造船(株)

鋼構造物(鋼橋上部工)

64 (株)VLeライナック

顧客管理ｼｽﾃﾑ・ﾏｽ・web・ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱ解析等

65 (株)マガジンハウスコロカル事業部

出版事業

66 (株)丸杉

鉄鋼の卸売

67 (一社)未知倶楽部

道の駅情報WEBｻｲﾄ運営、ｲﾍﾞﾝﾄ企画

68 (株)三井住友ファイナンス＆リース

リース、ファイナンス

69 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(株)

さく井、地下水・工業用水等の飲料水化に関する各種事業等

70 八千代エンジニヤリング(株)

建設コンサルタント

71 (株)USEN

IoTPF、音楽配信、エネルギー事業

72 (株)47CLUB

インターネットサービス

73 (株)LIXIL

住宅等の建材・設備機器の製造、販売

74 (株)ロードステーション前橋上武

道の駅の運営・維持管理

75 (株)ロッテ

菓子・ｱｲｽｸﾘｰﾑ・健康食品・雑貨の製造および販売
(50音順)

