本リストは、コンサルタント等契約にて公示を行い選定した案件を取りまとめたものです。
最新情報は、JICA「調達情報」内の公告・公示情報／選定結果のPDFファイルを適宜ご確認下さい。
https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
【ファイル更新日】

2020年2月26日

【リスト掲載範囲】
コンサルタント等契約にて、公示を行い契約相手方を選定した案件のうち、2019年4月1日～2019年12月31日までに契約を締結した案件
（継続契約等、契約相手方を特定して契約を行った案件は、本リストに含めておりません。）

業務実施契約
国名

案件名

公示日

契約締結日

契約相手方02

契約相手方01

契約相手方03

バングラデシュ

南部チッタゴン地域水資源開発に係る情報収集・確認調査(QCBS)

2019/9/18

2019/12/13 日本工営株式会社

株式会社地球システム科学

株式会社建設技研インターナショナル

モンゴル

人材育成奨学計画準備調査

2019/10/2

2019/12/12 一般財団法人日本国際協力センター

コンゴ共和国

ポワント・ノワール県零細漁業支援センター管理能力強化アドバイザー業務

2019/9/25

2019/12/11 ＯＡＦＩＣ株式会社

インド国

インドにおける持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム実施促進業務【有償勘定技術支援】

2019/10/9

2019/12/10 アイ・シー・ネット株式会社

ミャンマー

ヤンゴン市における持続可能な廃棄物処理の計画策定及び改善プロジェクト

2019/9/25

スリランカ

コロンボ南港東コンテナターミナル整備事業準備調査（QCBS)

2019/9/25

2019/12/9 日本工営株式会社

玉野総合コンサルタント株式会社

株式会社サステイナブルシステムデザイン研究所

2019/12/5 一般財団法人国際臨海開発研究センター

株式会社日本港湾コンサルタント

インド

ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策事業（フェーズ２）準備調査（QCBS）

ヨルダン

再生可能エネルギー系統統合と安定供給の促進プロジェクト

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

2019/9/11

2019/12/3 日本工営株式会社

株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング

Nippon Koei India Private Limited

2019/9/18

2019/12/2 東電設計株式会社

株式会社三菱総合研究所

シエラレオネ

ポーティブ・スーパービジョン強化アドバイザー業務

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-2（パキスタン、ネパール）

2019/9/25

2019/11/27 オクタヴィアジャパン株式会社

一般財団法人国際開発機構

アフリカ地域（広域）

アフリカ地域におけるデジタル技術を活用した国民IDシステム導入推進にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））

2019/10/9

2019/11/26 株式会社国際開発センター

株式会社日本開発サービス

一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力

パキスタン

投資環境整備セクタープログラム形成にかかる情報収集・確認調査(QCBS)

2019/9/11

2019/11/25 株式会社アジア共同設計コンサルタント

有限責任あずさ監査法人

株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング

アフリカ地域

ITS（高度道路交通システム）に係る情報収集・確認調査（QCBS）

2019/8/28

2019/11/22 株式会社パデコ

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

フィリピン

ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業マタノグ－バリラ―アラマダ―リブンガン道路・タピアン－レバック海岸道路詳細設計調査(QCBS)【有償勘定技術支援】

2019/7/10

2019/11/21 株式会社建設技研インターナショナル

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

インドネシア

デンパサール下水道整備事業汚水管理技術支援【有償勘定技術支援】

2019/9/25

2019/11/21 株式会社日水コン

チュニジア

シディサレム多目的ダム流域総合土砂管理事業準備調査(QCBS)

2019/8/28

2019/11/21 八千代エンジニヤリング株式会社

日本工営株式会社

独立行政法人水資源機構

フィジー

ナンディ川洪水対策計画協力準備調査

2019/9/11

2019/11/19 八千代エンジニヤリング株式会社

ネパール

航空セクターにかかる情報収集・確認調査（QCBS）

2019/9/18

2019/11/18 日本工営株式会社

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-3（ベトナム、インド）

2019/8/21

2019/11/15 株式会社アルメックＶＰＩ

ガイアナ

エネルギーセクター情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））

2019/10/2

2019/11/15 関西電力株式会社

株式会社ニュージェック

パキスタン

上下水道・排水セクターにかかる情報収集・確認調査(QCBS)

2019/8/28

2019/11/14 株式会社日水コン

日本テクノ株式会社

横浜ウォーター株式会社

レソト

小水力発電案件情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））

2019/10/2

2019/11/13 八千代エンジニヤリング株式会社

中央アジア（広域）

地域人材育成奨学計画準備調査（QCBS）

中米地域

持続的な経済開発・地域統合のための中米地域物流ロジスティックス開発マスタープラン策定支援プロジェクト

日本工営株式会社

株式会社アルメックＶＰＩ

ドミニカ共和国

国税総局強化・近代化プロジェクト(第1期)

2019/8/28

2019/11/8 株式会社パクサ

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-5（インドネシア、バングラデシュ）

2019/8/28

2019/11/8 ＯＰＭＡＣ株式会社

東南アジア（広域）

地域人材育成奨学計画準備調査(QCBS)

2019/9/4

2019/11/7 一般財団法人日本国際協力センター

全世界（広域）

農業及び保健分野におけるイノベーティブな金融包摂アプローチに係る研究

2019/9/4

2019/11/6 株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

アンゴラ

南部送電系統増強事業協力準備調査（QCBS)

2019/8/7

2019/11/5 東電設計株式会社

株式会社アンジェロセック

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

フィリピン

ラグナ湖の洪水対策に係る情報収集・確認調査（QCBS）【有償勘定技術支援】

2019/8/21

2019/11/1 株式会社建設技研インターナショナル

日本工営株式会社

モザンビーク

マプト大都市圏統合的廃棄物管理能力向上プロジェクト

2019/8/21

2019/10/29 日本工営株式会社

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-4（チュニジア、インドネシア、インド）

2019/8/21

2019/10/28 ＯＰＭＡＣ株式会社

パプアニューギニア

トクア空港整備事業協力準備調査（QCBS）

2019/8/21

2019/10/24 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

株式会社梓設計

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅣ-1（アゼルバイジャン、バングラデシュ）

2019/8/21

2019/10/21 ＥＹ新日本有限責任監査法人

株式会社日本経済研究所

マリ

学校運営委員会支援プロジェクト（フェーズ２）

2019/10/15 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング

タンザニア

ドドマ市内環状道路整備計画準備調査

2019/8/21

2019/10/15 株式会社アンジェロセック

株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

首都高速道路株式会社

エルサルバドル

ラ・ウニオン港活性化のための港湾計画策定調査【有償勘定技術支援】

2019/8/21

2019/10/15 一般財団法人国際臨海開発研究センター

日本工営株式会社

株式会社エコー

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-1（ベトナム、モロッコ）

2019/7/24

2019/10/11 アイ・シー・ネット株式会社

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-6（ナイジェリア、ガーナ）

2019/7/24

2019/10/9 一般財団法人国際開発機構

Ｖａｌｕｅ

ネパール

ビラトナガル上水道改善計画準備調査

2019/10/7 八千代エンジニヤリング株式会社

株式会社ＴＥＣインターナショナル

エリトリア

沿岸漁業開発戦略策定プロジェクト

2019/7/31

2019/10/4 インテムコンサルティング株式会社

株式会社ＶＳＯＣ

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-7（インドネシア）

2019/7/24

2019/10/1 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-3（中国、エチオピア、ラオス）

2019/7/24

2019/9/27 株式会社国際開発センター

カンボジア

カンボジア日本人材開発センター起業家育成・ビジネス交流拠点機能拡充プロジェクト

フィリピン

ダルトンパス東代替道路建設事業協力準備調査（QCBS）【有償勘定技術支援】

2019/7/24

2019/9/27 日本工営株式会社

タイ

ASEAN災害医療連携強化プロジェクト(ASEAN加盟国国際災害医療チーム関連調査および能力開発システム状況・ニーズ確認調査）

2019/8/14

2019/9/27 株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング

ソロモン

ソロモン国第二次ククム幹線道路改善計画準備調査

2019/7/31

2019/9/27 株式会社建設技研インターナショナル

ブータン

鉱業開発計画策定プロジェクト

2019/7/17

2019/9/26 住鉱資源開発株式会社

バングラデシュ

公共投資管理強化プロジェクトフェーズ２（第１期）

2019/6/26

2019/9/26 アイ・シー・ネット株式会社

全世界（広域）

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-4（モザンビーク、ホンジュラス）

2019/7/24

2019/9/25 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン

全世界（広域）

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-5（サモア、ソロモン、大洋州地域）

2019/6/26

2019/9/24 株式会社日本経済研究所

ケニア

人材育成奨学計画準備調査

2019/7/24

2019/9/24 一般財団法人日本国際協力センター

エルサルバドル

人材育成奨学計画準備調査

2019/7/24

2019/9/24 株式会社日本開発サービス

全世界（広域）

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅢ-5（インド）

2019/7/24

2019/9/20 ＯＰＭＡＣ株式会社

東南アジア（広域）

東南アジア地域地方創生とODAとの連携の可能性に係る情報収集・確認調査（QCBS）

2019/7/10

2019/9/18 アイ・シー・ネット株式会社

モルディブ

人材育成奨学計画準備調査

2019/7/24

2019/9/18 一般財団法人日本国際協力センター

バングラデシュ

公共政策人材育成施設整備計画準備調査

2019/7/24

2019/9/17 株式会社山下設計

ジブチ

デジタル地理データ更新利用能力強化プロジェクト

2019/7/24

2019/9/17 株式会社パスコ

全世界（広域）

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-7（カンボジア、ヨルダン）

2019/6/26

2019/9/13 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

全世界（広域）

基礎研究「人材育成奨学計画（ＪＤＳ）事業の効果検証」

2019/7/17

2019/9/10 株式会社国際開発センター

ベトナム国

電力セクターに係る情報収集・確認調査（QCBS）

2019/6/19

2019/9/6 東京電力パワーグリッド株式会社

モロッコ国

モロッコ国養殖振興

2019/7/10

2019/9/6 ＯＡＦＩＣ株式会社

インドネシア

スラバヤ広域都市圏における廃棄物広域管理計画調査プロジェクト

モザンビーク

サイクロン・イダイ被災地域強靭化プロジェクト（ファスト・トラック制度適用案件）

エジプト

省エネ対策支援事業情報収集・確認調査（QCBS)

フィリピン

災害リスク軽減・管理能力向上プロジェクトフェーズ2（第1期）

東ティモール

ブルト灌漑施設改修計画

2019/7/17

2019/9/3 ＮＴＣインターナショナル株式会社

全世界（広域）

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-6（セネガル、モーリタニア、ブルキナファソ）

2019/6/26

2019/9/2 Ｖａｌｕｅ

パキスタン

シンド州母子保健医療施設拡充計画準備調査

2019/6/26

2019/8/30 株式会社福永設計

コートジボワール

北部回廊（ターボ・コスー・ブアケ）送変電設備整備事業準備調査（QCBS)

2019/6/26

2019/8/30 株式会社ニュージェック

ネパール

防災のための数値標高モデル整備計画準備調査

2019/7/10

2019/8/30 朝日航洋株式会社

全世界（広域）

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-3（ベトナム）

2019/6/26

2019/8/26 ＯＰＭＡＣ株式会社

フィリピン

バンサモロ地域社会経済インフラ緊急整備に係る追加調査

バングラデシュ

都市機能強化事業準備調査

インドネシア
全世界（広域）
スリランカ

キリノッチ上水道復旧計画

ソロモン

再生可能エネルギーロードマップ策定プロジェクト

ミャンマー

全国基幹送変電設備整備事業（フェーズⅢ）準備調査

2019/5/29

バングラデシュ

国家地理空間情報整備支援プロジェクト

タンザニア
全世界（広域）
アフリカ地域（広域）

2019/9/4

2019/9/4
2019/8/7

2019/8/7

2019/8/7

スタートアップ・起業家支援

フォローアップ協力（調査）

2019/7/3

2019/11/11 一般財団法人日本国際協力センター
2019/11/8 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

Ｆｒｏｎｔｉｅｒ株式会社

一般財団法人国際開発機構

ＯＰＭＡＣ株式会社

株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

大日本コンサルタント株式会社

2019/8/1

ＥＹ新日本有限責任監査法人

一般財団法人日本国際協力システム

株式会社国際開発センター

株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

オクタヴィアジャパン株式会社

東京電力ホールディングス株式会社

東電設計株式会社

株式会社マツダコンサルタンツ

2019/9/6 パシフィックコンサルタンツ株式会社

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

2019/6/26

2019/9/5 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

株式会社三菱総合研究所

2019/1/9

2019/9/4 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

株式会社建設技研インターナショナル

パシフィックコンサルタンツ株式会社

ビンコーインターナショナル株式会社
株式会社パスコ
インテムコンサルティング株式会社

2019/6/26

2019/8/26 日本工営株式会社

株式会社コーエイリサーチ＆コンサルティング

地方道路維持管理能力向上プロジェクト

2019/6/19

2019/8/23 株式会社パスコ

株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-1（インドネシア、モンゴル）

2019/6/26

2019/8/23 一般財団法人国際開発機構

2019/7/3

2019/8/23 株式会社ＮＪＳコンサルタンツ

2019/6/5

2019/8/16 東電設計株式会社

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

2019/8/16 東京電力パワーグリッド株式会社

東京電力ホールディングス株式会社

2019/6/26

2019/8/16 アジア航測株式会社

株式会社パスコ

ドドマ首都圏送配電網にかかる情報収集・確認調査(一般競争入札（総合評価落札方式））

2019/6/26

2019/8/14 八千代エンジニヤリング株式会社

西日本技術開発株式会社

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅡ-2（ベトナム、アンゴラ）（一般競争入札（総合評価落札方式））

2019/6/26

2019/8/13 ＯＰＭＡＣ株式会社

起業家支援に関する情報収集・確認調査（第１期）

2019/3/20

2019/8/9 株式会社サムライインキュベートアフリカ

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価パッケージⅠ-7：ニカラグア「パソ・レアル橋建設計画」

2019/5/29

2019/8/7 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-1（フィリピン）

2019/5/29

2019/8/2 オクタヴィアジャパン株式会社

ブータン

廃棄物管理改善計画準備調査

2019/5/22

2019/7/31 八千代エンジニヤリング株式会社

一般財団法人日本環境衛生センター

全世界（広域）

全世界2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-4（ミャンマー）

2019/5/29

2019/7/29 株式会社グローバル・グループ２１ジャパン

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-6（タンザニア、ザンビア）

2019/5/29

2019/7/29 ＥＹ新日本有限責任監査法人

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-5（ケニア）

2019/5/29

2019/7/26 株式会社国際開発センター

モルディブ

地上デジタルテレビ放送網運用能力向上プロジェクト

ミャンマー

農業所得向上事業

2019/5/29

株式会社三菱総合研究所

Ｆｒｏｎｔｉｅｒ株式会社

株式会社建設技研インターナショナル

準備調査

中日本高速道路株式会社

日本工営株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社

（フェーズ2）

一般財団法人国際臨海開発研究センター

2019/9/27 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

2019/9/6 国際航業株式会社

2019/5/8

大日本コンサルタント株式会社

一般財団法人航空保安無線システム協会

2019/8/26 株式会社毛利建築設計事務所

フォローアップ協力（調査）

契約相手方05

2019/11/28 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社

2019/7/3

2019/6/5

契約相手方04
独立行政法人水資源機構

ＰｗＣコンサルティング合同会社
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

2019/7/26 八千代エンジニヤリング株式会社
2019/7/26 株式会社三祐コンサルタンツ

株式会社建設技研インターナショナル

1

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

インテムコンサルティング株式会社

東電設計株式会社

日本工営株式会社

株式会社国際開発センター

2019/6/5

2019/7/26 株式会社片平エンジニアリング・インターナショナル

ブータン

第二次賃耕のための農業機械整備計画準備調査

マリ

バマコ特別区技術・職業教育校機材整備計画準備調査

バングラデシュ

チッタゴンーコックスバザール道路整備事業準備調査

インド

包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト

2019/5/29

2019/7/19 株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ

モンゴル国

「資本市場規制・監督能力向上プロジェクト

2019/5/29

2019/7/19 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

全世界（広域）

2019年度案件別外部事後評価：パッケージⅠ-2（インド）(一般競争入札（総合評価落札方式）)

2019/5/29

2019/7/16 アイ・シー・ネット株式会社

インドネシア

パヤクンブ－パンカラン有料道路トンネル建設事業準備調査及び詳細設計調査【有償勘定技術支援】

ケニア

ビクトリア湖沿岸地域における灌漑整備計画に係る情報収集・確認調査

2019/4/24

インド

グジャラート州生態系管理事業準備調査（補完）【有償勘定技術支援】

2019/4/24

エリトリア

アスマラ市上水道施設運営維持管理能力向上プロジェクト

2019/5/15

2019/6/28 八千代エンジニヤリング株式会社

バングラデシュ

バングラデシュ国フードバリューチェーン強化事業協力準備調査

2019/4/17

2019/6/24 株式会社日本経済研究所

ヨルダン

ザイ給水システム改良計画準備調査

2019/4/17

2019/6/21 株式会社ＴＥＣインターナショナル

アルゼンチン

アルゼンチン一村一品のコンセプトに沿った市場志向型インクルーシブバリューチェーンの構築プロジェクト（計画フェーズ）

2019/3/20

2019/6/20 ＮＴＣインターナショナル株式会社

大洋州地域（広域）

ハイブリッド発電システム導入プロジェクト（フェーズ２）

2019/5/16

2019/6/19 株式会社沖縄エネテック

沖縄電力株式会社

インドネシア

ジャワ北幹線鉄道準高速化事業準備調査（第1期）

2019/3/27

2019/6/18 株式会社長大

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

ベトナム

農業分野における中小企業海外展開支援及び今後の農業分野の協力方向性に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））

2019/3/27

2019/6/10 日本工営株式会社

株式会社メロス

マラウイ

リロングウェ市無収水対策能力強化プロジェクト（第１期）

2019/3/27

2019/6/10 株式会社協和コンサルタンツ

アジア地域

SATREPS案件に係る中間レビュー及び終了時評価調査

2019/4/10

2019/6/10 合同会社適材適所

ジブチ

道路維持管理機材運用整備能力向上アドバイザー

フェーズ２」社債市場アドバイザー業務

2019/5/22
2019/5/8

2019/4/3

2019/4/3
2019/3/20

2019/7/23 日本工営株式会社

2019/7/12 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
2019/7/8 日本工営株式会社

ジブチ

バルバラ地区小中学校建設計画準備調査

2019/3/27

2019/5/31 株式会社マツダコンサルタンツ

パキスタン

サッカル気象レーダー整備計画準備調査

2019/3/27

2019/5/31 株式会社国際気象コンサルタント

セネガル

食料安全保障とレジリエンスのガバナンスに係る能力向上プロジェクト（第二段階）

2019/3/20

2019/5/24 株式会社アースアンドヒューマンコーポレーション

ミャンマー

送配電系統技術能力向上プロジェクト（第２フェーズ）（有償勘定技術支援）

2019/2/20

2019/5/17 東電設計株式会社

フィリピン

ミンダナオ支援の包括的レビュー

2019/3/28

2019/5/9 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

アフリカ地域（広域）

金融アクセス改善手法検討にかかる情報収集・確認調査（企画競争）

2019/1/23

2019/5/8 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

マーシャル

マジュロ環礁貯水能力改善計画準備調査

2019/2/13

ネパール

ネパール国連邦制・地方分権に係る情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））

2019/2/27

2019/4/26 アイ・シー・ネット株式会社

全世界（広域）

海洋プラスチックごみの実態把握及び資源循環に係る本邦技術の活用に向けた情報収集・確認調査

2019/3/13

2019/4/26 国際航業株式会社

アジア地域

日本人材開発センタープロジェクト（ビジネスコース実施）

2019/4/10

2019/4/24 リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社

セネガル

川流域灌漑稲作事業準備調査（有償勘定技術支援）

2019/2/13

2019/4/22 日本工営株式会社

全世界（広域）

2019年度一般文化無償資金協力機材計画調査

2019/2/20

2019/4/17 インテムコンサルティング株式会社

エジプト

病院の質向上プロジェクト（第１期）

2018/11/7

2019/4/15 株式会社フジタプランニング

ナカラ緊急発電所整備計画準備調査

2019/2/27

2019/4/12 東電設計株式会社

インドネシア

土地管理体制強化プロジェクト

2019/2/6
2018/12/5

大日本コンサルタント株式会社

株式会社トーニチコンサルタント

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

株式会社かいはつマネジメント・コンサルティング

2019/6/7 一般財団法人日本造船技術センター

メディカルエンジニア育成体制強化プロジェクト（第二次）（第一期）

航空安全機材運用維持管理能力向上プロジェクトにおける飛行方式設計能力強化

株式会社エイト日本技術開発

株式会社三祐コンサルタンツ

2019/6/7 八千代エンジニヤリング株式会社

「漁業調査船建造計画」フォローアップ協力（資機材供与・修理）

ミャンマー

ネパール

株式会社オリエンタルコンサルタンツ

2019/7/3 国際航業株式会社

ギニア

2019/3/6

株式会社アンジェロセック

2019/7/24 インテムコンサルティング株式会社

2019/6/7 公益社団法人日本臨床工学技士会

日本工営株式会社
アイ・シー・ネット株式会社

2019/5/8 八千代エンジニヤリング株式会社

2019/4/5 パシフィックコンサルタンツ株式会社

株式会社パデコ

株式会社日本開発サービス

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル
一般財団法人航空交通管制協会

2019/4/1 株式会社パスコ

2

阪神高速道路株式会社

