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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001090 〒511-0524 測量(測量一般,航空測量),土木(土質及び基礎,地質)
株式会社アーキジオ　三重 三重県いなべ市藤原町山口４９８
所長　田中昌樹

TEL 0594-46-9370 /FAX 0594-46-9371
b0002090 〒519-3406 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査),その他(登記手続)
アーキプランワキ建築事務所 三重県北牟婁郡紀北町相賀１１４
脇昭博 ０番地４４

TEL 0597-32-2798 /FAX 0597-32-2798
b0001614 〒519-0162 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社アート　三重支店 三重県亀山市住山町字安野山２３
支店長　木村満 ３－１

TEL 0595-97-3027 /FAX 0595-97-3028
b0002107 〒464-0066 土木(道路,都市計画及び地方計画)
株式会社アーバントラフィック 愛知県名古屋市千種区池下町２－
エンジニアリング　名古屋事務 １５
所
所長　板垣大二郎 TEL 052-734-2023 /FAX 052-734-2033
b0001459 〒461-0004 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社アーバンパイオニア設 愛知県名古屋市東区葵１－１５－びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、
計　愛知営業所 １８　サンナゴヤビル５Ｆ 施工設備及び積算,造園,都市計画及び地方計画)
所長　西口勝次

TEL 052-979-7718 /FAX 052-979-7719
b0000449 〒450-0002 建築(建築一般),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社アール・アイ・エー 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目
名古屋支社 ２８番１号
支社長　鈴木哲

TEL 052-586-5851 /FAX 052-586-5857
b0002140 〒108-0073 建築(建築一般)
株式会社ｉｈｒｍｋ 東京都港区三田５－１０－２　は
代表取締役　井原正揮 つせ三田１０２

TEL 03-6757-2529 /FAX
b0000309 〒532-0004 建築(建築一般),土木(都市計画及び地方計画,建設環境)
株式会社ＩＮＡ新建築研究所 大阪府大阪市淀川区西宮原１－５
西日本支社 －３３
支社長　北伸一朗

TEL 06-6399-2171 /FAX 06-6399-2173
b0001758 〒540-0036 建築(建築一般,意匠)
株式会社アイ・エフ建築設計研 大阪府大阪市中央区船越町１丁目
究所 ３番４号
代表取締役　吉羽逸郎

TEL 06-6947-5953 /FAX 06-6947-0943
b0001696 〒516-0043 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,調査),土木(鋼構造
株式会社愛河調査設計　三重営 三重県伊勢市藤里町７２１－２３及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及
業所 び工業用水道,下水道,農業土木),補償(土地調査,物件,事業損失)
営業所長　御厨典康

TEL 0596-65-6875 /FAX 0596-65-6876
b0002056 〒470-0356 土木(土質及び基礎,道路,施工計画、施工設備及び積算),地質(
株式会社アイコ 愛知県豊田市八草町来姓１２５０地質調査)
代表取締役　今山真治 番地

TEL 0565-48-6048 /FAX 0565-48-6058
b0002163 〒583-0857 測量(測量一般),土木(上水道及び工業用水道)
株式会社アイコン 大阪府羽曳野市誉田３丁目１４番
代表取締役　安藤悟史 １６号

TEL 072-959-3330 /FAX 072-959-3331
b0001584 〒464-0075 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社あい設計　名古屋支社 愛知県名古屋市千種区内山３丁目備積算,電気設備積算,調査)
支社長　青掛孝人 ３１番２０号　今池ＮＭビル８階

TEL 052-217-8788 /FAX 052-217-8789
b0001362 〒461-0004 土木(道路),その他(その他（環境調査等）)
アイレック技建株式会社　東海 愛知県名古屋市東区葵一丁目１３
支店 番８号
支店長　宮島一英

TEL 052-935-8109 /FAX 052-932-8119
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0000711 〒453-0018 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(河川、砂防及び海岸・
株式会社葵エンジニアリング 愛知県名古屋市中村区佐古前町２海洋,農業土木),地質(地質調査),補償(物件)
代表取締役　角田安史 ２－６

TEL 052-486-2200 /FAX 052-483-5005
b0001762 〒810-0072 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社青木茂建築工房 福岡県福岡市中央区長浜１丁目２
代表取締役　青木茂 番６－２０６号

TEL 092-741-8840 /FAX 092-741-9352
b0001862 〒460-0011 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社青島設計 愛知県名古屋市中区大須４－１４備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役社長　青島邦人 －５１

TEL 052-262-2341 /FAX 052-264-9392
b0000539 〒518-0831 測量(測量一般,地図調整),その他(その他（環境調査等）)
赤井測量設計株式会社 三重県伊賀市上野農人町４１１番
代表取締役　廣岡伸幸 地

TEL 0595-23-0851 /FAX 0595-24-2043
b0000604 〒501-0115 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,建築積算,調査),補償(物件,
株式会社彰事務所 岐阜県岐阜市鏡島南１－８－３ 事業損失),その他(登記手続)
代表取締役　田代彰男

TEL 058-252-0418 /FAX 058-253-8951
b0000877 〒518-0752 測量(測量一般),土木(施工計画、施工設備及び積算,農業土木,
株式会社アクアテルス　関西支 三重県名張市蔵持町原出８０３－建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,事業損失)
店名張営業所 ６
営業所長　向原紀博

TEL 0595-64-3316 /FAX 0595-64-0336
b0000541 〒517-0501
アクアマリン設備設計株式会社 三重県志摩市阿児町鵜方２９７５
代表取締役　三橋雄一 －５６

TEL 0599-43-4048 /FAX 0599-43-4051
b0001906 〒635-0816 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社アクセス 奈良県北葛城郡広陵町大字中１３
代表取締役　湯地健一 ９－８、１４１－４

TEL 0745-57-3555 /FAX 0745-57-3999
b0001873 〒550-0003 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(造園)
株式会社アコード 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１
代表取締役　福留純子 ０番１４号

TEL 06-6445-0557 /FAX 06-6445-0693
b0000165 〒515-0045 測量(測量一般),建築(建築一般,構造,調査),土木(土質及び基
株式会社アサノ大成基礎エンジ 三重県松阪市駅部田町６３８－１礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,
ニアリング　三重営業所 ベルハイツなかせ１１０号 トンネル,施工計画、施工設備及び積算,地質,下水道,建設環境
所長　荒井恒多 ),地質(地質調査),その他(その他（環境調査等）)

TEL 0598-25-5355 /FAX 0598-25-5356
b0001700 〒452-0807 測量(測量一般),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・
株式会社あさひ 愛知県名古屋市西区歌里町５０番特殊補償,事業損失)
代表取締役　松浦敦 地

TEL 052-503-9909 /FAX 052-504-6568
b0000275 〒512-0934 土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び
株式会社朝日土質設計コンサル 三重県四日市市川島町５７０５－海岸・海洋,道路,トンネル,地質,農業土木,建設環境),地質(地
タント　三重営業所 ７－２０５ 質調査),補償(土地調査,物件)
所長　山田富雄

TEL 059-336-5682 /FAX 059-336-5692
b0001513 〒515-2343
有限会社阿坂ボーリング 三重県松阪市小阿坂町２５４７
代表取締役　道明四代

TEL 0598-58-3435 /FAX 0598-58-3379
b0002033 〒232-0006 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社アジア共同設計コンサ 神奈川県横浜市南区南太田一丁目びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,ト
ルタント ４６番７号 ンネル,施工計画、施工設備及び積算,港湾及び空港,鉄道,下水
代表取締役　木口茂芳 道,都市計画及び地方計画,建設環境,電気・電子),地質(地質調

TEL 045-730-6366 査)/FAX 045-716-3834
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0000418 〒510-0075 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼
アジア航測株式会社　三重営業 三重県四日市市安島１丁目５番１ 構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,トンネル,
所 ０号　ＫＯＳＣＯ四日市西浦ビル 施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,上水道及び工業用
所長　空野貴幸 水道,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,建設環境,水産土木

TEL 059-342-0501 ),地質(地質調査),補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-342-0503
b0000817 〒515-0011 測量(測量一般,地図調整),土木(鋼構造及びコンクリート,河川
アジアコンサルタント株式会社 三重県松阪市高町５５９番地１０、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,森林土木),その他(その他
代表取締役　川口陽 （環境調査等）)

TEL 0598-50-1335 /FAX 0598-50-1336
b0000369 〒515-0845 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社アスカ総合設計 三重県松阪市伊勢寺町５９０－４備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　谷川精一

TEL 0598-58-3260 /FAX 0598-58-3264
b0000530 〒513-0815 測量(測量一般,地図調整)
有限会社アスカプランニング 三重県鈴鹿市西玉垣町１４番地１
代表取締役　岡田晴之 ２

TEL 059-381-0890 /FAX 059-381-0905
b0000806 〒460-0003 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社梓設計　中部支社 愛知県名古屋市中区錦３丁目１５備積算,電気設備積算,調査),土木(港湾及び空港,都市計画及び
常務執行役員支社長　中山明宗 番１５号　ＣＴＶ錦ビル 地方計画)

TEL 052-253-8822 /FAX 052-253-8995
b0000088 〒510-0815
株式会社東産業 三重県四日市市野田１－８－３８
代表取締役社長　木室浩一

TEL 059-332-2324 /FAX 059-332-0818
b0002193 〒103-0027
株式会社アトラスワークス 東京都中央区日本橋２丁目１番１
代表取締役　幸田浩明 ７号　丹生ビル２階

TEL 03-6802-8750 /FAX 03-6802-8790
b0001064 〒518-0623 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
アトリエ７３ 三重県名張市桔梗が丘３番町４街備積算,電気設備積算,調査)
大久保和英 区４１－６２

TEL 0595-65-5019 /FAX 0595-65-5019
b0000748 〒444-2131 測量(測量一般),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道路),補償(
アマノコンサルタント株式会社 愛知県岡崎市青木町２２－５ 土地調査,物件)
代表取締役　天野隆俊

TEL 0564-45-2445 /FAX 0564-45-7776
b0002165 〒501-1136 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社歩設計 岐阜県岐阜市黒野南３丁目８０番備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　吉田昭夫 地

TEL 058-239-2214 /FAX 058-203-9272
b0001994 〒130-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社歩デザイン 東京都墨田区業平二丁目１４－６備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　中野美子 ロータスビル３Ｆ

TEL 03-3626-8284 /FAX 03-3626-8289
b0000301 〒153-0052 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺２－１４－１
代表取締役　新居千秋 ９　四宮ビル２階

TEL 03-3760-5411 /FAX 03-3760-5415
b0000077 〒518-0822 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
有限会社アルファ設計 三重県伊賀市問屋町１１番地の２備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　中森良文

TEL 0595-22-1133 /FAX 0595-22-1134
b0002015 〒510-0225 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
アロウズ設計　鎌田一級建築士 三重県鈴鹿市若松東２丁目１番１備積算,電気設備積算,調査)
事務所 ８号
代表　鎌田伸吾

TEL 059-324-3421 /FAX 059-324-8382
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001622 〒460-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,調査)
株式会社安藤建築設計 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目
代表取締役　安藤敦也 １６番８号

TEL 052-202-3335 /FAX 052-202-3336
b0002129 〒512-8055 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
一級建築士事務所　エーエフ環 三重県四日市市あさけが丘三丁目備積算,電気設備積算,調査)
境技術オフィス １番地１９
水谷浩

TEL 059-344-3627 /FAX 059-344-3627
b0002018 〒519-1107 建築(建築一般,意匠)
一級建築士事務所　コバリ建築 三重県亀山市関町木崎５５２－１
設計
小林由紀子

TEL 0595-97-3307 /FAX
b0001065 〒518-0858 建築(建築一般,意匠,調査)
一級建築士事務所タック設計室 三重県伊賀市上野紺屋町３１７１
滝井利彰 番地

TEL 0595-23-5092 /FAX 0595-23-0322
b0000875 〒516-0071 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
一級建築士事務所西井設計株式 三重県伊勢市一之木１－６－８ 備積算,電気設備積算,調査)
会社
代表取締役　西井一比古

TEL 0596-28-4904 /FAX 0596-28-4905
b0001476 〒519-0501 建築(建築一般,意匠,構造)
一級建築士事務所濱口設計 三重県伊勢市小俣町明野５１６－
所長　濱口太 １

TEL 0596-37-4849 /FAX 0596-37-5439
b0001590 〒519-0314 建築(建築一般,意匠)
ＥＦＴ建築設計事務所 三重県鈴鹿市長澤町１１７６－１
古川悦生

TEL 059-371-8038 /FAX 059-371-8039
b0001769 〒112-0002 土木(電気・電子)
株式会社イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目１番１
代表取締役　西谷健 ７号

TEL 03-3813-6817 /FAX 03-3813-4835
b0000945 〒522-0055 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社石居設計 滋賀県彦根市野瀬町３７－１ 造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道
代表取締役　石居宏氏 及び工業用水道,下水道,農業土木,都市計画及び地方計画),地

質(地質調査),補償(土地調査)
TEL 0749-26-5688 /FAX 0749-26-6161

b0000392 〒460-0008 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社石本建築事務所　名古 愛知県名古屋市中区栄四丁目３番備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
屋オフィス ２６号　昭和ビル
オフィス代表　奥井康史

TEL 052-263-1821 /FAX 052-264-1990
b0000891 〒510-0244 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社イスト 三重県鈴鹿市白子町２９２９番地
代表取締役　青木誠吾 の４

TEL 059-367-7200 /FAX 059-367-7202
b0001813 〒515-0504
有限会社伊勢地摂 三重県伊勢市磯町１２５２番地
代表取締役　金森聡一郎

TEL 0596-38-1688 /FAX 0596-38-1588
b0000068 〒460-0008 建築(建築一般,意匠,調査),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社市浦ハウジング＆プラ 愛知県名古屋市中区栄４－３－２
ンニング　名古屋支店 ６　昭和ビル６階
支店長　森岡憲祐

TEL 052-249-8037 /FAX 052-249-8038
b0000744 〒518-0478 その他(不動産鑑定)
市川不動産鑑定事務所 三重県名張市百合が丘東８番町２
所長　市川裕規 ９８

TEL 0595-64-5922 /FAX 0595-64-5929
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b0001450 〒511-0078 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社市川三千男建築設計事 三重県桑名市桑栄町１番地１－９備積算,電気設備積算,調査)
務所　三重支店 ０４号
代表取締役兼支店長　市川三千男

TEL 0594-41-3038 /FAX 0594-41-3037
b0000017 〒455-0032 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
いであ株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市港区入船１－７－びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施
支店長　田中美範 １５ 工計画、施工設備及び積算,地質,港湾及び空港,下水道,農業土

木,都市計画及び地方計画,建設環境,水産土木),地質(地質調査
TEL 052-654-2551 ),補償(営業補償・特殊補償),その他(その他（環境調査等）)/FAX 052-654-0777

b0002097 〒460-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社伊藤建築設計事務所 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
代表取締役　小田義彦 １５番１５号　（桜通ビル）

TEL 052-222-8611 /FAX 052-222-1971
b0002175 〒150-0002 建築(建築一般,意匠)
株式会社伊東豊雄建築設計事務 東京都渋谷区渋谷１－１９－４
所
代表取締役　伊東豊雄

TEL 03-3409-5822 /FAX 03-3409-5969
b0000340 〒169-0051 建築(建築一般,意匠,調査)
有限会社伊藤平左エ門建築事務 東京都新宿区西早稲田３丁目３１
所 番８号
取締役　井上説子

TEL 03-3203-0563 /FAX 03-6278-9562
b0000737 〒512-0933 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(鋼
株式会社イビソク　三重営業所 三重県四日市市三滝台４丁目１番構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工
所長　堀江正英 ３１　２階 計画、施工設備及び積算,農業土木,森林土木,都市計画及び地

方計画),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,
TEL 059-336-6211 事業損失,補償関連)/FAX 059-336-6212

b0000098 〒515-1411 測量(測量一般)
有限会社井本測量設計事務所 三重県松阪市飯南町粥見３５８３
代表取締役　井本覚 －９

TEL 0598-32-4688 /FAX 0598-32-3116
b0000300 〒630-8122 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社インテコ 奈良県奈良市三条本町１－８６－河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道),地質(地質調査)
代表取締役　山下修 ４

TEL 0742-30-5655 /FAX 0742-35-1645
b0001098 〒636-0811 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社ウィズテック 奈良県生駒郡三郷町勢野東４丁目び海岸・海洋,道路,下水道),地質(地質調査)
代表取締役　伊藤郁雄 ４番１８号

TEL 0745-32-1123 /FAX 0745-32-1144
b0001722 〒103-0013 建築(建築一般,意匠,調査),その他(その他（環境調査等）)
有限会社ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町二丁目
代表取締役　中田英史 １６番２号　４階

TEL 03-3667-7617 /FAX 03-3667-7618
b0001957 〒415-0035 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
株式会社ウインディーネットワ 静岡県下田市東本郷１丁目１９番ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,港湾及び空港,農業土木
ーク ４号 ),補償(土地調査)
代表取締役　杉本憲一

TEL 0558-22-1511 /FAX 0558-23-4483
b0000484 〒518-0801 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社上野建築研究所 三重県伊賀市平野見能３３０－２備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　御法川喜久 ２

TEL 0595-23-6272 /FAX 0595-23-6273
b0001905 〒515-0056 その他(不動産鑑定)
右京不動産鑑定所 三重県松阪市宝塚町８３９番地４
右京安彦

TEL 0598-20-8662 /FAX 0598-20-8663
b0000631 〒519-3406 測量(測量一般,地図調整)
株式会社ウジョウ　三重支店 三重県北牟婁郡紀北町相賀１２４
支店長　長尾英治 －７６

TEL 0597-32-3230 /FAX 0597-32-3240
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0002029 〒519-4324 測量(測量一般,地図調整)
株式会社ウジョウ田辺　三重支 三重県熊野市井戸町赤坂６９７番
店 地１
支店長　竹友雅一

TEL 0597-89-0066 /FAX 0597-89-0068
b0000023 〒510-8585 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社浦野設計　三重支社 三重県四日市市諏訪栄町７番３４備積算,電気設備積算,調査),土木(鋼構造及びコンクリート)
支社長　山本隆博 号　四日市近鉄ビル７階

TEL 059-337-8904 /FAX 052-503-1214
b0001826 〒541-0041 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社浦辺設計 大阪府大阪市中央区北浜二丁目１備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　西村清是 番２６号　北浜松岡ビル内

TEL 06-6220-0101 /FAX 06-6220-0105
b0000461 〒460-0003 土木(都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境),その他(その他
株式会社エックス都市研究所 愛知県名古屋市中区錦一丁目１８（環境調査等）)
中部事務所 番２４号
所長　嶋影徹

TEL 052-485-5894 /FAX 052-485-5994
b0002064 〒381-0012 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社エーシーエ設計　本社 長野県長野市柳原２３６０番地４備積算,電気設備積算,調査)
取締役社長　小林宣範

TEL 026-296-8300 /FAX 026-296-8340
b0001313 〒519-2802 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
ａ＋ｓ建築設計事務所 三重県度会郡大紀町崎７４５ 備積算,電気設備積算,調査)
小倉均

TEL 0598-74-2300 /FAX 0598-74-2302
b0001575 〒167-0043 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社エープランニング 東京都杉並区上荻１丁目１５番１暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
代表取締役　原口浩如 号 査),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,補

償関連)
TEL 03-5335-5828 /FAX 03-5347-0708

b0001693 〒515-0043 測量(測量一般,地図調整)
株式会社エーライン 三重県松阪市下村町１０６９番地
代表取締役　薗部和宏 ６

TEL 0598-60-1520 /FAX 0598-60-1522
b0001903 〒460-0008 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社エイアンドティ建築研 愛知県名古屋市中区栄１丁目２２備積算,電気設備積算,調査)
究所　名古屋事務所 番１６号
取締役　三浦彰

TEL 052-212-2355 /FAX 052-218-2135
b0002093 〒100-0013 土木(電気・電子)
一般財団法人ＡＶＣＣ 東京都千代田区霞が関３－２－１
理事長　久保田了司

TEL 03-3239-1121 /FAX 03-5157-9225
b0001638 〒660-0861 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社エイテック　西日本支 兵庫県尼崎市御園町２４番地 造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,
社 都市計画及び地方計画),地質(地質調査),補償(土地調査,事業
支社長　久川真史 損失,補償関連)

TEL 06-4869-3321 /FAX 06-4869-3320
b0000881 〒515-0818 測量(測量一般,地図調整),土木(鋼構造及びコンクリート,河川
株式会社栄和コンサルタント 三重県松阪市川井町４９１番地の、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道),補償(土地調査),その他(
代表取締役　久保真也 ７ その他（環境調査等）)

TEL 0598-22-0811 /FAX 0598-22-0813
b0000299 〒920-0209 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,地質,建設環境),地質(地
株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町１－１９－質調査),その他(その他（環境調査等）)
代表取締役　市山勉 ４

TEL 076-238-1181 /FAX 076-238-9781
b0000643 〒510-0074 測量(測量一般)
有限会社エクスプラン 三重県四日市市鵜の森２－１０－
代表取締役　守田敦 ２

TEL 059-350-2251 /FAX 059-350-2252
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b0000084 〒510-0885 建築(暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算,調査)
株式会社エス・イー・エム 三重県四日市市大字日永５３４０
代表取締役　伊藤英俊 －４

TEL 059-349-4588 /FAX 059-349-4577
b0001419 〒135-0031 建築(建築一般),土木(廃棄物)
株式会社エスイイシイ 東京都江東区佐賀１－１－１６
代表取締役　佐藤和美

TEL 03-3641-3466 /FAX 03-3641-3066
b0001633 〒574-0077 その他(その他（環境調査等）)
エスク株式会社 大阪府大東市三箇４丁目１８番１
代表取締役　岡屋敷豊 ８号

TEL 072-871-1065 /FAX 072-875-4176
b0002143 〒525-0036 その他(登記手続)
エス・ジー土地家屋調査士事務 滋賀県草津市草津町１４６７－１
所 ベルヴィ草津４０７号室
大森直樹

TEL 050-5586-5157 /FAX 050-5586-5157
b0000357 〒100-0005 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社ＳＰフォーラム 東京都千代田区丸の内三丁目４番
代表取締役　江川克之 １号

TEL 03-6259-1800 /FAX 03-6259-1801
b0001452 〒510-0243 建築(建築一般,意匠,調査)
越後設計 三重県鈴鹿市白子３丁目１５－２
越後利幸 １

TEL 059-358-0264 /FAX 059-358-0275
b0001936 〒003-0021 測量(測量一般),土木(道路),地質(地質調査),その他(その他（
越前屋試錐工業株式会社 北海道札幌市白石区栄通８丁目１環境調査等）)
代表取締役　牧野良基 番１５号

TEL 011-853-1600 /FAX 011-372-2511
b0002108 〒511-0105
ｎｉｓ建築設備事務所 三重県桑名市多度町小山２６６７
代表　西脇正臣 番地２２街区６

TEL 0594-73-2995 /FAX 0594-73-2995
b0001415 〒453-0819 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
株式会社エヌ・イーサポート 愛知県名古屋市中村区城主町二丁
名古屋支店 目２６番２
支店長　森本敦士

TEL 052-485-9351 /FAX 052-485-9352
b0002192 〒518-0603 その他(その他（環境調査等）)
株式会社ＮＳ環境調査センター 三重県名張市西原町２６１３番地
代表取締役　日浦祐治 ６

TEL 0595-41-1501 /FAX 0595-41-1502
b0000531 〒456-0016 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社ＮＴＴファシリティー 愛知県名古屋市熱田区五本松町７備積算,電気設備積算,調査)
ズ　東海支店 番３０号
東海支店長　木下学

TEL 052-683-4540 /FAX 052-683-4550
b0000878 〒450-0003 土木(電気・電子)
エフコム株式会社　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁
支店長　佐藤貴也 目２４番３０号

TEL 052-551-8520 /FAX 052-586-5037
b0001835 〒510-0875 その他(その他（環境調査等）)
株式会社ＭＣエバテック　四日 三重県四日市市大治田三丁目３番
市営業所 １７号
四日市営業所長　南明伸

TEL 059-345-7611 /FAX 059-345-7656
b0001719 〒518-0817 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
Ｍ’ｓ建築設計事務所 三重県伊賀市下友生１９１０番地備積算,電気設備積算,調査)
代表　重住昌宏

TEL 0595-23-9233 /FAX 0595-23-9233
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(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001777 〒651-0087 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコン
株式会社エルクコンサルタント 兵庫県神戸市中央区御幸通４丁目クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,地質),地質(地質調
代表取締役　河野陽子 ２番９号 査)

TEL 078-222-2108 /FAX 078-222-2106
b0001937 〒105-0013 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町１－９－１１
代表取締役　遠藤克彦 大鵬ビル４Ｆ

TEL 03-6435-9171 /FAX 03-6435-8141
b0001757 〒522-0201 測量(測量一般,地図調整),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道
株式会社オースギ 滋賀県彦根市高宮町１４８９番地路,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木),補償(土地調査)
代表取締役　西田年臣 ６

TEL 0749-23-5915 /FAX 0749-21-2955
b0000465 〒530-0015 測量(測量一般),土木(都市計画及び地方計画,建設環境),その
応用技術株式会社 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４他(その他（環境調査等）)
代表取締役　船橋俊郎 番１２号　梅田センタービル

TEL 06-6373-0440 /FAX 06-6373-0441
b0002051 〒194-0022 建築(建築一般,意匠)
株式会社大宇根建築設計事務所 東京都町田市森野１－３３－１８
代表取締役　宮地洋樹 幹ビル

TEL 042-724-3545 /FAX 042-724-3547
b0001572 〒510-8016 建築(暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算,調査)
大浦設備設計一級建築士事務所 三重県四日市市富州原町９－１４
大浦敏昭

TEL 059-324-0268 /FAX 059-324-0268
b0000123 〒550-0025 補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
大阪エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市西区九条南２－１８償,事業損失,補償関連),その他(不動産鑑定)
代表取締役　中村雄一 －１６

TEL 06-6581-2815 /FAX 06-6581-4878
b0000241 〒530-0041 測量(測量一般),土木(上水道及び工業用水道,下水道)
株式会社大阪水道工業会研究所 大阪府大阪市北区天神橋３－６－
代表取締役　中村篤二 ２６

TEL 06-6358-5430 /FAX 06-6358-5429
b0002185 〒540-0006 その他(不動産鑑定)
株式会社大島不動産鑑定 大阪府大阪市中央区法円坂１丁目
代表取締役　大島大容 ２番７号　オーシマビル５階

TEL 06-6942-5366 /FAX 06-6942-5367
b0001474 〒503-0981 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(道路,森林土木),補
大高理工株式会社 岐阜県大垣市桧町５１０－３ 償(土地調査)
代表取締役　林秀典

TEL 0584-91-3901 /FAX 0584-91-3917
b0000125 〒511-0065 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土
株式会社大増コンサルタンツ 三重県桑名市大央町２９番地　イ質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海
三重支店 ワタビル３階Ａ号室 洋,道路,トンネル,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木),
支店長　保田勝巳 地質(地質調査),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営

TEL 0594-25-0206 業補償・特殊補償,補償関連)/FAX 0594-25-0212
b0001853 〒112-0003 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気)
株式会社岡田新一設計事務所 東京都文京区春日一丁目１０番１
代表取締役　津嶋功 号

TEL 03-5689-8711 /FAX 03-5689-8724
b0001967 〒513-0805 建築(建築一般)
有限会社岡本設計 三重県鈴鹿市算所町１２３２－１
代表取締役　岡本稔

TEL 059-378-7995 /FAX 059-379-3711
b0001644 〒515-1101 測量(測量一般)
有限会社大河内建設 三重県松阪市勢津町８０４番地
代表取締役　吹ケ明

TEL 0598-36-0350 /FAX 0598-36-0880
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001760 〒515-1101 測量(測量一般)
オカワチサーベイング株式会社 三重県松阪市勢津町８３８
代表取締役　吹ケ竜也

TEL 0598-36-0350 /FAX 0598-36-0880
b0000294 〒540-0031 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社小笠原設計 大阪府大阪市中央区北浜東２－１備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　辻英明 ９

TEL 06-6944-1468 /FAX 06-6944-0255
b0000061 〒511-0009 建築(建築一般,意匠)
有限会社奥野建築事務所 三重県桑名市大字桑名６６３－１
代表取締役　奥野美樹 ７

TEL 0594-22-3897 /FAX 0594-21-0289
b0000114 〒511-0287 その他(不動産鑑定)
オノダ土地評価サービス株式会 三重県いなべ市大安町中央ヶ丘３
社 －２９６７－４７
代表取締役　斧田正長

TEL 0594-88-0510 /FAX 0594-88-0530
b0000194 〒519-0504 測量(測量一般),建築(建築一般,構造,建築積算,機械設備積算,
海洋エンジニアリング株式会社 三重県伊勢市小俣町宮前５５０番電気設備積算,調査),土木(建設環境,水産土木)
三重センター 地２
所長　鬼頭毅

TEL 0596-27-3210 /FAX 0596-65-7222
b0000018 〒561-0808 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
株式会社海洋生態研究所 大阪府豊中市原田元町３－３－４
代表取締役　長井隆一

TEL 06-6850-4767 /FAX 06-6850-4765
b0001594 〒101-0054 建築(建築一般,調査)
一般社団法人火葬研 東京都千代田区神田錦町２－５－
代表理事　武田至 ９

TEL 03-3518-2821 /FAX 03-3518-2820
b0000522 〒510-0834 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社片平新日本技研　三重 三重県四日市市ときわ４－８－１河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設
事務所 ５－２０９ 備及び積算,地質,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質
所長　山田芳久 調査)

TEL 059-356-2970 /FAX 059-356-2971
b0000871 〒528-0005 建築(建築一般)
株式会社片淵建築事務所 滋賀県甲賀市水口町水口２６１番
代表取締役　野田昌生 地

TEL 0748-62-0128 /FAX 0748-62-8189
b0001715 〒100-0004 土木(都市計画及び地方計画)
株式会社価値総合研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番
代表取締役社長　桐山毅 ２号

TEL 03-5205-7900 /FAX 03-5205-7922
b0001695 〒448-0856 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社加藤建築事務所 愛知県刈谷市寿町二丁目３０７番備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　加藤知德 地

TEL 0566-21-2638 /FAX 0566-24-3404
b0000809 〒510-0829 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
株式会社カナエジオマチックス 三重県四日市市城西町１３番２８ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,都市計画及び地方計画,
三重支店 号 建設環境),補償(土地調査,物件)
支店長　島田和則

TEL 059-350-5088 /FAX 059-350-5089
b0001658 〒112-0004 建築(建築一般)
株式会社鎌田建築設計 東京都文京区後楽二丁目３番１０
代表取締役　鎌田守博 号

TEL 03-3815-8135 /FAX 03-3814-7370
b0000835 〒519-0181 測量(測量一般,地図調整)
有限会社カメヤマコンサルタン 三重県亀山市みずきが丘１８－１
ト ７
代表取締役　鷹野仁

TEL 0595-84-1375 /FAX 0595-84-1456
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0002079 〒450-6041 建築(建築一般),土木(廃棄物)
川崎重工業株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
支社長　小西昇 １番４号

TEL 052-388-2211 /FAX 052-388-2210
b0000660 〒511-0264 測量(測量一般),土木(道路,下水道,農業土木),その他(登記手
株式会社川崎測量 三重県いなべ市大安町石榑東１２続,その他（環境調査等）)
代表取締役　野村覚 ２７番地の１

TEL 0594-78-0787 /FAX 0594-78-3735
b0001782 〒561-0883 土木(建設環境)
環境科学大阪株式会社 大阪府豊中市岡町南１丁目１番１
代表取締役　佐藤亮 ０号

TEL 06-6855-0667 /FAX 06-6855-3711
b0000277 〒517-0021 測量(測量一般),土木(建設環境),その他(その他（環境調査等
株式会社環境科学研究所　三重 三重県鳥羽市安楽島町１４１２番）)
営業所 地１７
所長　佐野宣明

TEL 0599-26-7681 /FAX 0599-26-7682
b0001424 〒460-0008 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
株式会社環境管理センター　名 愛知県名古屋市中区栄２－１５－
古屋営業所 １０　ＥＳＳＥＳＡＫＡＥ５Ｄ
所長　吉田和弘

TEL 052-229-1081 /FAX 052-229-1085
b0000766 〒550-0011 建築(建築一般),土木(下水道,廃棄物)
株式会社環境技術研究所 大阪府大阪市西区阿波座１－３－
代表取締役　篠田公平 １５

TEL 06-6532-2837 /FAX 06-6532-9025
b0001812 〒399-0033 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(廃棄物,建設環境),その
株式会社環境技術センター 長野県松本市大字笹賀５６５２番他(その他（環境調査等）)
代表取締役　齊藤和彦 地１６６

TEL 0263-27-1606 /FAX 0263-27-2133
b0000413 〒612-8419 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
環境計測株式会社 京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭
代表取締役　品川武志 町８４番地

TEL 075-643-0341 /FAX 075-644-0645
b0001501 〒101-0051 土木(廃棄物),その他(その他（環境調査等）)
株式会社環境施設コンサルタン 東京都千代田区神田神保町一丁目
ト ４４番２号
代表取締役　南雲克彦

TEL 03-5577-3120 /FAX 03-5577-3121
b0001596 〒602-8261 土木(造園)
株式会社環境事業計画研究所 京都府京都市上京区多門町４４０
代表取締役　吉村龍二 －６

TEL 075-431-0055 /FAX 075-431-0006
b0000021 〒541-0056 建築(建築一般),土木(造園,都市計画及び地方計画,建設環境)
環境設計株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町１－
代表取締役　中野晋 ４－２

TEL 06-6261-2144 /FAX 06-6261-2146
b0000251 〒160-0004 建築(建築一般,意匠,調査),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社環境設計研究所 東京都新宿区四谷４－１０－１
代表取締役　金丸宜弘

TEL 03-5269-0771 /FAX 03-5269-0772
b0002178 〒135-0047 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社環境デザイン計画 東京都江東区富岡一丁目２６番１備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　川島啓道 ８号

TEL 03-3820-5575 /FAX 03-3820-8680
b0000246 〒106-0032 建築(建築一般)
株式会社環境デザイン研究所 東京都港区六本木５－１２－２２
代表取締役　仙田順子

TEL 03-5575-7171 /FAX 03-5562-9928
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001995 〒515-0014 土木(建設機械),その他(その他（環境調査等）)
環境保全株式会社　三重営業所 三重県松阪市若葉町９２－１
所長　白井俊一郎

TEL 0598-52-5055 /FAX 0598-52-5055
b0000832 〒515-0018 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社かんこう　三重営業所 三重県松阪市京町一区１４番３号暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
所長　重枝直人 ルミエール松阪７Ａ 査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防

及び海岸・海洋,道路,地質,鉄道,森林土木,都市計画及び地方
TEL 0598-50-0102 計画),地質(地質調査),補償(土地調査,物件)/FAX 0598-50-0103

b0000591 〒513-0835 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
株式会社関西技研　鈴鹿営業所 三重県鈴鹿市平野町７７３８－２ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,農業土木),地質(地質調
所長　土屋紀彦 ４ 査),補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)

TEL 059-370-7671 /FAX 059-370-7671
b0000470 〒461-0001 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社ＫＡＮＳＯテクノス 愛知県名古屋市東区泉２－２７－河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,施工計画、施工設備及び
名古屋統括支店 １４ 積算,地質,下水道,建設環境),地質(地質調査),その他(その他
支店長　足立桂 （環境調査等）)

TEL 052-931-6360 /FAX 052-931-7558
b0000330 〒661-8567 土木(上水道及び工業用水道)
株式会社管総研 兵庫県尼崎市浜一丁目１番１号
代表取締役社長　川久保知一

TEL 06-6470-6300 /FAX 06-4960-4560
b0000887 〒451-0062 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,調査),土
株式会社神田設計 愛知県名古屋市西区花の木１－３ 木(河川、砂防及び海岸・海洋,道路,建設環境),補償(土地調査,
代表取締役　吉川明宏 －５ 物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)

TEL 052-522-3121 /FAX 052-522-3000
b0000394 〒530-0044 建築(建築一般)
株式会社教育施設研究所　大阪 大阪府大阪市北区東天満１－６－
事務所 ６
常務取締役所長　八田利幸

TEL 06-6354-3960 /FAX 06-6354-3963
b0000217 〒530-0047 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
共同設計株式会社 大阪府大阪市北区西天満５－１０備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
代表取締役　飯田精三 －１４

TEL 06-6364-5836 /FAX 06-6365-6171
b0000715 〒517-0021 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
株式会社協同測量社　三重営業 三重県鳥羽市安楽島町八反田４２ート,河川、砂防及び海岸・海洋,下水道,建設環境),補償(土地
所 ９－３ 調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償)
所長　横内克行

TEL 0599-25-3799 /FAX 0599-25-3799
b0001637 〒648-0023 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社共和 和歌山県橋本市中道３５９番地
代表取締役　枡谷起昭

TEL 0736-34-0637 /FAX 0736-34-0638
b0002037 〒460-0008 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社協和コンサルタンツ 愛知県名古屋市中区栄５丁目２８ 暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),
中部営業所 番１２号 土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海
所長　葛谷禎彦 岸・海洋,道路,トンネル,造園,上水道及び工業用水道,下水道,都

TEL 052-249-3213 市計画及び地方計画,建設環境,電気・電子),地質(地質調査)/FAX 052-249-3220
b0000134 〒460-0002 土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び
協和設計株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目 海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,地質,
取締役支店長　原田敏広 １０番２９号 上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及び地方計画,建設環

境),地質(地質調査)
TEL 052-220-1021 /FAX 052-220-1022

b0000135 〒450-0002 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算)
株式会社協和設計事務所 愛知県名古屋市中村区名駅二丁目
代表取締役　纐纈俊英 ３６番２号

TEL 052-565-1406 /FAX 052-581-0374
b0000691 〒515-0002 地質(地質調査)
協和地研株式会社 三重県松阪市郷津町１６６番地の
代表取締役　駒田好孝 ８

TEL 0598-51-5061 /FAX 0598-52-0052
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0000108 〒515-0077 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,
株式会社極東技工コンサルタン 三重県松阪市茶与町３８－２ 鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,ト
ト　三重事務所 ンネル,上水道及び工業用水道,下水道,電気・電子),地質(地質
所長　横山哲士 調査)

TEL 0598-25-5780 /FAX 0598-25-5781
b0000668 〒518-0809 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(道路,農業土木),補
桔梗測量設計株式会社 三重県伊賀市西明寺４９３ 償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)
代表取締役　垣中正次

TEL 0595-21-5898 /FAX 0595-21-5959
b0002125 〒550-0003 土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道路)
株式会社気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀一丁目８
代表取締役社長　小久保鉄也 番５号

TEL 06-6441-1022 /FAX 06-6441-1050
b0000882 〒513-0037 測量(測量一般,地図調整)
株式会社キタガワテック 三重県鈴鹿市十宮４－２５－１０
代表取締役　北川雅夫

TEL 059-382-1013 /FAX 059-382-3137
b0002123 〒511-0403 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社キミコン　三重営業所 三重県いなべ市北勢町二之瀬９６造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネ
営業所長　杉田浩二 ０番地 ル,地質,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,都市計画及

び地方計画,建設環境),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業
TEL 0594-87-5155 補償・特殊補償,事業損失,補償関連)/FAX 0594-87-5156

b0000687 〒516-0031 測量(測量一般,地図調整)
近畿開発測量株式会社 三重県伊勢市尾上町７番５号
代表取締役　林裕明

TEL 0596-28-2323 /FAX 0596-67-4483
b0000478 〒540-0012 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
近畿技術コンサルタンツ株式会 大阪府大阪市中央区谷町二丁目６暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
社 番４号　（谷町ビル） 査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防
代表取締役社長　田中基裕 及び海岸・海洋,道路,下水道,都市計画及び地方計画,建設環境)

TEL 06-6946-5771 /FAX 06-6946-5778
b0000606 〒519-0323 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
近畿設計測量株式会社　三重事 三重県鈴鹿市伊船町２７１５番地ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木),地質
務所 の１ (地質調査),補償(土地調査,物件),その他(その他（環境調査等
取締役所長　周防國滿 ）)

TEL 0593-71-8056 /FAX 0593-71-8057
b0002196 〒530-0047 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(造園,都市計画及び
株式会社近畿日本コンサルタン 大阪府大阪市北区西天満一丁目７地方計画)
ト 番２０号
代表取締役　武田公夫

TEL 06-6312-1377 /FAX 06-6312-1388
b0001441 〒520-0835 その他(その他（環境調査等）)
株式会社近畿分析センター 滋賀県大津市別保一丁目１５番４
代表取締役　小田浩生 号

TEL 077-534-0651 /FAX 077-533-1604
b0001975 〒457-0043 測量(測量一般,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコン
株式会社きんそく　名古屋営業 愛知県名古屋市南区戸部町２丁目クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画
所 ３４ 、施工設備及び積算,下水道),補償(土地調査)
営業所長　橋本亮介

TEL 052-819-3211 /FAX 052-819-3217
b0000136 〒460-0003 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社近代設計　名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦１丁目１１びコンクリート,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,
支社長　吉房俊裕 番２０号 都市計画及び地方計画,建設環境)

TEL 052-232-0921 /FAX 052-232-0920
b0000861 〒101-0032 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,調査),
一般財団法人漁港漁場漁村総合 東京都千代田区岩本町３－４－６土木(水産土木)
研究所 トナカイタワーズビル
理事長　髙吉晋吾

TEL 03-5833-3220 /FAX 03-5833-3221
b0001039 〒500-8148 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(廃棄物),その他(その他
一般財団法人岐阜県公衆衛生検 岐阜県岐阜市曙町４－６ （環境調査等）)
査センター
理事長　中村弘揮

TEL 058-247-1300 /FAX 058-248-0229
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0002023 〒510-8022 土木(土質及び基礎,地質,上水道及び工業用水道)
株式会社岐阜ソイルコンサルタ 三重県四日市市蒔田二丁目５番３
ント　三重営業所 ５号
所長　玉腰幸士

TEL 059-361-1181 /FAX 059-361-1180
b0000207 〒600-8392 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(造園,都市計画及び地方
株式会社空間創研 京都府京都市下京区綾小路通堀川計画,建設環境)
代表取締役　後藤逸成 西入妙満寺町５８０番地１

TEL 075-823-6331 /FAX 075-823-6332
b0001808 〒150-0036 建築(建築一般,調査)
有限会社空間創造研究所 東京都渋谷区南平台町２番６号
代表取締役　米森健二 南平台ヒルス

TEL 03-3770-0369 /FAX 03-3770-0722
b0000760 〒540-0008 建築(建築一般,意匠,構造,調査),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社空間文化開発機構 大阪府大阪市中央区大手前１丁目
代表取締役　白石建 ４番１２号

TEL 06-6948-8316 /FAX 06-6948-8324
b0001974 〒101-0065 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社久慈設計　東京支社 東京都千代田区西神田二丁目５番備積算,電気設備積算,調査)
東京支社長　千葉聡 ２号　ＴＡＳビル５階

TEL 03-6682-4111 /FAX 03-6682-4071
b0001986 〒101-0052 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　久寿米木康宣 ２０番地

TEL 03-3292-3571 /FAX 03-3294-9386
b0001534 〒107-0062 建築(建築一般,意匠)
株式会社隈研吾建築都市設計事 東京都港区南青山２－２４－８
務所
代表取締役　横尾実

TEL 03-3401-7721 /FAX 03-3401-7778
b0000137 〒450-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社久米設計　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
支社長　堀田隆文 ２２番８号　大東海ビル内

TEL 052-586-3301 /FAX 052-586-3370
b0002050 〒541-0055 土木(下水道)
クリアウォーターＯＳＡＫＡ株 大阪府大阪市中央区船場中央二丁
式会社 目２番５－２３３号
代表取締役　河谷幸生

TEL 06-6121-2329 /FAX 06-6121-6034
b0000138 〒460-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社黒川建築事務所 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　黒川喜洋彦 １５番９号　スガキコ第２ビル２

階
TEL 052-203-0281 /FAX 052-203-1884

b0002130 〒511-0863 その他(不動産鑑定)
有限会社桑名不動産鑑定所 三重県桑名市新西方三丁目３０番
取締役　田中幸子 地

TEL 0594-82-5177 /FAX 0594-82-5178
b0001010 〒457-0002 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社グラフィック　名古屋 愛知県名古屋市南区大堀町１７－造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,地質),
営業所 ５ 地質(地質調査)
所長　百瀬晃

TEL 052-613-8292 /FAX 052-613-8293
b0001806 〒542-0081 建築(建築一般,意匠,建築積算,調査),その他(その他（環境調
株式会社グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場一丁目査等）)
代表取締役　岡村雅明 １７番１１号　上野ＢＲビル

TEL 06-6484-5571 /FAX 06-6484-5573
b0001402 〒460-0003 測量(測量一般),土木(道路)
グリーン・コンサルタント株式 愛知県名古屋市中区錦１－１９－
会社　中部営業所 ２４
所長　石田正志

TEL 052-218-8662 /FAX 052-218-8663
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0000107 〒515-0104 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
グレイス建築企画 三重県松阪市高須町２８３２－４備積算,電気設備積算,調査)
代表　石橋将樹

TEL 0598-52-6265 /FAX 0598-52-6265
b0001385 〒463-0090 土木(道路,都市計画及び地方計画)
株式会社ケー・シー・エス　名 愛知県名古屋市守山区瀬古東二丁
古屋営業所 目９０７番地
所長　柴田峰之

TEL 080-2377-0036 /FAX 03-6240-0598
b0001748 〒590-0834 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般),土木(道路,都市計
株式会社ＫＥＩＳＩＮ 大阪府堺市堺区出島町３－８－２画及び地方計画),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・
代表取締役　西林嘉隆 ２ 特殊補償,事業損失)

TEL 072-201-2144 /FAX 072-245-6878
b0001678 〒604-0925 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社ケイズ 京都府京都市中京区寺町通御池上
代表取締役　熊井隆裕 る上本能寺前町４７４番地

TEL 075-241-1362 /FAX 075-241-2198
b0001987 〒518-0713 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社ケイテック 三重県名張市平尾２９８０－２６
代表取締役　林一樹 名張不動産ビル２Ｆ

TEL 0595-64-3048 /FAX 0595-64-3048
b0000680 〒511-0912 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
ＫＥＮー空間設計 三重県桑名市星見ヶ丘９－６１３備積算,電気設備積算,調査)
代表　清水健二

TEL 0594-32-5064 /FAX 0594-32-5069
b0001068 〒533-0033 補償(事業損失)
株式会社ケンセイ 大阪府大阪市東淀川区東中島１－
代表取締役　今中康生 １８－２２

TEL 06-6323-6781 /FAX 06-6320-3594
b0000863 〒460-0003 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,河川、砂
株式会社建設環境研究所　中部 愛知県名古屋市中区錦３丁目２０防及び海岸・海洋,道路,造園,港湾及び空港,都市計画及び地方
支社 番２７号 計画,建設環境),地質(地質調査),その他(その他（環境調査等
支社長　中村達博 ）)

TEL 052-218-0666 /FAX 052-218-0667
b0000574 〒453-0052 建築(建築一般,意匠,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積
企業組合建築環境システム　名 愛知県名古屋市中村区森末町４丁算,電気設備積算,調査)
古屋事務所 目１２７－３
所長　藤沢朋彦

TEL 052-461-8220 /FAX 052-461-2247
b0000607 〒462-0854 建築(暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算)
株式会社建築設備計画 愛知県名古屋市北区若葉通１－２
代表取締役　安江規 ８

TEL 052-914-7171 /FAX 052-981-1798
b0000303 〒511-0079 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土質及び
株式会社興栄コンサルタント 三重県桑名市有楽町４４番地　エ 基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トン
三重営業所 クセル２１－Ⅲ２０４号室 ネル,施工計画、施工設備及び積算,造園,下水道,農業土木,森林土木,
取締役営業所長　御宿洋二 都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境),地質(地質調査),補償(土地

TEL 0594-25-8651 調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)/FAX 0594-25-8650
b0002019 〒648-0093 補償(物件,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)
株式会社公共補償設計 和歌山県橋本市慶賀野２８０－１
代表取締役　杉坂真人

TEL 0736-26-7011 /FAX 0736-26-7012
b0000909 〒510-0232 測量(測量一般),土木(道路,上水道及び工業用水道,下水道),補
株式会社交通構造コンサルタン 三重県鈴鹿市北江島町６－１９ 償(土地調査)
ツ
代表取締役　山田博文

TEL 059-386-0078 /FAX 059-388-3610
b0001267 〒113-0033 建築(建築一般,意匠)
有限会社香山建築研究所 東京都文京区本郷２－１２－１０
代表取締役　長谷川祥久

TEL 03-3815-4702 /FAX 03-3815-6434
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0000650 〒513-0809 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
興和建築設計 三重県鈴鹿市西条６－１５ 備積算,電気設備積算,調査)
櫻井哲男

TEL 059-381-2288 /FAX 059-381-2289
b0000564 〒543-0001 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
晃和調査設計株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町６－河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木,都市計画及
代表取締役　森雅樹 ９－１４ び地方計画)

TEL 06-6775-5800 /FAX 06-6775-5801
b0000105 〒512-0301 建築(建築一般)
小粥建築設計室 三重県四日市市水沢野田町７５０
小粥吉美 －２

TEL 059-329-2800 /FAX 059-329-2466
b0000906 〒511-0912 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社国際開発コンサルタン 三重県桑名市星見ケ丘二丁目１１調査),土木(鋼構造及びコンクリート,道路,造園,都市計画及
ツ　三重事務所 ０２ び地方計画)
所長　山本孝

TEL 0594-88-5440 /FAX 0594-88-5441
b0000948 〒154-0001 測量(測量一般,地図調整)
国土情報開発株式会社 東京都世田谷区池尻二丁目７番３
代表取締役社長　羽田寛 号

TEL 03-5481-3000 /FAX 03-5481-3030
b0000142 〒460-0008 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
国土防災技術株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,地質,農
支店 １６号 業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質
支店長　下原甚介 調査),補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)

TEL 052-218-5771 /FAX 052-218-5772
b0002053 〒506-0031 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
有限会社小林建築設計事務所 岐阜県高山市西之一色町３丁目１備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　小林美由紀 ８７０番地３８

TEL 0577-34-2428 /FAX 0577-36-2758
b0000368 〒515-2101 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査)
株式会社小林設計 三重県松阪市星合町２１９８－２
代表取締役　小林康弘

TEL 0598-56-9666 /FAX 0598-56-9667
b0001792 〒515-0813 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
駒田建築設計事務所 三重県松阪市大塚町３５６番地７備積算,電気設備積算,調査)
駒田清二

TEL 0598-51-7741 /FAX 0598-51-7741
b0000981 〒466-0058 測量(測量一般)
コムワークスエンジニアリング 愛知県名古屋市昭和区白金３－１
株式会社 ９－１５
代表取締役　今枝晃

TEL 052-884-8411 /FAX 052-884-8488
b0001503 〒511-0864 その他(不動産鑑定)
株式会社近藤不動産鑑定 三重県桑名市大字西方７３１番地
代表取締役　近藤正樹 １０

TEL 0594-84-6111 /FAX 0594-84-6112
b0001823 〒515-0011 その他(不動産鑑定)
後藤不動産鑑定士事務所 三重県松阪市高町４６９－１０
後藤雅和

TEL 0598-31-1360 /FAX 0598-31-1361
b0001559 〒630-8115 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
五洋設計株式会社 奈良県奈良市大宮町６－３－７ び海岸・海洋,道路)
代表取締役　吉岡聖一

TEL 0742-34-7793 /FAX 0742-34-7795
b0000146 〒450-0003 土木(道路,都市計画及び地方計画)
株式会社サーベイリサーチセン 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁
ター　名古屋事務所 目１２番９号
名古屋事務所長　水口行雄

TEL 052-561-1251 /FAX 052-561-1254
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0000450 〒550-0003 建築(建築一般)
株式会社坂倉建築研究所　大阪 大阪府大阪市西区京町堀１丁目１
事務所 ５番７号
取締役大阪事務所長　宍道弘志

TEL 06-6443-0021 /FAX 06-6443-0724
b0001947 〒516-0073 測量(測量一般,地図調整)
サカクラ土木事務所 三重県伊勢市吹上２丁目６－１１
代表　坂倉清太

TEL 0596-23-5486 /FAX 0596-23-5486
b0000538 〒519-0414
株式会社桜井組 三重県度会郡玉城町佐田２４１番
代表取締役　板谷一満 地の２

TEL 0596-58-3067 /FAX 0596-58-6351
b0001871 〒513-0013
桜井設備デザイン 三重県鈴鹿市国分町９２０－２
代表者　櫻井光一

TEL 059-374-3769 /FAX 059-374-3798
b0002045 〒516-0103
桜設備計画 三重県度会郡南伊勢町泉１１０５
代表　脇田辰夫 －１

TEL 0599-66-1353 /FAX 0599-66-1353
b0000057 〒515-0044 測量(測量一般,地図調整)
有限会社左近測地 三重県松阪市久保町１８５５番地
代表取締役　左近俊吾 １３１１

TEL 0598-60-1146 /FAX 0598-60-1147
b0001040 〒510-0105 その他(不動産鑑定)
佐々木不動産鑑定士事務所 三重県四日市市楠町南川８－１
佐々木勝己 Ｌ・ｍｉｏｒｅ２０３号

TEL 059-397-8650 /FAX 059-397-8651
b0001901 〒516-0062 建築(建築一般,意匠,構造)
佐藤薫建築事務所 三重県伊勢市浦口４丁目３０番３
佐藤薫 ０号

TEL 0596-28-3832 /FAX 0596-65-7078
b0000355 〒460-0003 建築(建築一般),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社佐藤総合計画　中部事 愛知県名古屋市中区錦一丁目２０
務所 番１２号
事務所長　横田三二

TEL 052-220-5105 /FAX 052-220-5108
b0001247 〒500-8258 建築(建築一般,意匠,構造)
株式会社サニー建築設計 岐阜県岐阜市西川手７丁目６１番
代表取締役　日比野淳 地

TEL 058-277-3339 /FAX 058-277-3338
b0001925 〒110-0016 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社サポート 東京都台東区台東四丁目２９番８暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
代表取締役　佐藤清文 号 査),土木(都市計画及び地方計画),その他(その他（環境調査等

）)
TEL 03-3831-3981 /FAX 03-3831-3980

b0000145 〒492-8144 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(河川、砂防及び海岸
株式会社三愛設計 愛知県稲沢市小池１－５－８ ・海洋,道路,農業土木),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業
代表取締役社長　永田行活 補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(登記手続)

TEL 0587-32-8313 /FAX 0587-23-2007
b0002026 〒500-8223 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社三栄コンサルタント 岐阜県岐阜市水海道４－２２－１河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,下水道,農業土木,
代表取締役　吉田祐司 ２ 森林土木,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),

補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償)
TEL 058-246-2558 /FAX 058-247-2592

b0000141 〒460-0015 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,機械設備
三協調査設計株式会社 愛知県名古屋市中区大井町４番１積算,調査),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊
代表取締役　浜田哲也 ７号 補償,事業損失,補償関連)

TEL 052-331-5371 /FAX 052-331-8619
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0000447 〒550-0012 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(都市計画及び地方計画),
株式会社産業工学研究所 大阪府大阪市西区立売堀３－１－補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
代表取締役　武田正典 １４ 償,事業損失,補償関連)

TEL 06-6541-5845 /FAX 06-6532-7777
b0000431 〒518-0854 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎)
株式会社サンクリエイト 三重県伊賀市上野忍町２４７１番
代表取締役　山中武 地の２

TEL 0595-22-0081 /FAX 0595-22-0083
b0001795 〒646-0217 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
株式会社サンコーテック 和歌山県田辺市城山台１番１６号ート),補償(土地調査),その他(登記手続)
代表取締役　谷口義樹

TEL 0739-25-3501 /FAX 0739-25-3502
b0001220 〒662-0914 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社三弘建築事務所 兵庫県西宮市本町４－１６ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　池田裕彦

TEL 0798-34-5081 /FAX 0798-34-5177
b0001746 〒550-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社三座建築事務所 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
代表取締役　井手俊男 ２番３８号　三洋ビル

TEL 06-6443-0051 /FAX 06-6443-9898
b0000506 〒511-0007 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコン
株式会社三進　みえ営業所 三重県桑名市参宮通２９－１ クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木,
所長　藤代展久 森林土木,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),

補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損
TEL 0594-27-5242 失,補償関連)/FAX 0594-27-5243

b0000949 〒573-0094 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社サンテック 大阪府枚方市南中振１丁目１番２河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,下水
代表取締役　上田數義 ８号 道)

TEL 072-832-5556 /FAX 072-832-5557
b0001635 〒635-0025 測量(測量一般,地図調整,航空測量),補償(土地調査)
サンディスト株式会社 奈良県大和高田市神楽３丁目３番
代表取締役　智原正志 １３号

TEL 0745-22-7279 /FAX 0745-23-0818
b0000147 〒461-0002 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,
株式会社三祐コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町３５－建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基
取締役社長　久野格彦 １６ 礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,

トンネル,地質,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木),地質
TEL 052-933-7801 (地質調査),補償(土地調査)/FAX 052-933-7851

b0001730 〒577-0025 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社サンヨーナイス 大阪府東大阪市新家２丁目７番３
代表取締役　寺坂忠 号

TEL 06-4309-8660 /FAX 06-4309-8661
b0000155 〒103-0013 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社三洋コンサルタント 東京都中央区日本橋人形町１丁目び海岸・海洋,港湾及び空港,下水道,建設環境,水産土木),地質
東京支店 １９番３号 (地質調査)
支店長　深水英司

TEL 03-3668-9503 /FAX 03-3668-9505
b0000745 〒468-0053 測量(測量一般),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,港湾及び空
三洋テクノマリン株式会社　名 愛知県名古屋市天白区植田南２丁港,建設環境,水産土木),地質(地質調査)
古屋支店 目１００１番地
支店長　橋本幸治

TEL 052-838-8960 /FAX 052-838-8961
b0000810 〒460-0002
株式会社サンリーク　名古屋営 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目
業所 ７番２６号５Ｆ
所長　前田良治

TEL 052-211-8191 /FAX 052-211-8192
b0000158 〒524-0036 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,
株式会社サンワコン　滋賀支店 滋賀県守山市伊勢町６５５ 鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施
支店長　森下茂樹 工設備及び積算,地質,造園,鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画

及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械工作
TEL 077-583-2026 物,営業補償・特殊補償,事業損失),その他(その他（環境調査等）)/FAX 077-583-2024
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001735 〒535-0021 補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
株式会社三和綜合コンサル 大阪府大阪市旭区清水１丁目５番償,事業損失,補償関連)
代表取締役社長　今井信宏 ２１号

TEL 06-6951-6211 /FAX 06-6951-6244
b0001161 〒101-0064
三和電子株式会社 東京都千代田区神田猿楽町二丁目
代表取締役　鍋田政志 １番６号

TEL 03-3291-3131 /FAX 03-3291-3155
b0001378 〒515-0016 その他(不動産鑑定)
株式会社財団評価研究所 三重県松阪市末広町１丁目２７８
代表取締役　吉田望実 番地の６

TEL 0598-52-2171 /FAX 0598-52-0897
b0002182 〒150-0013 土木(道路,鉄道,都市計画及び地方計画)
社会システム株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目２０番
代表取締役　小泉健一 ２２号

TEL 03-5791-1133 /FAX 03-5791-1144
b0000178 〒518-0842 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
写測エンジニアリング株式会社 三重県伊賀市上野桑町２２３７番ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,造園,下水道,都市計画
三重営業所 地 及び地方計画),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特
所長　小俵秀人 殊補償,事業損失),その他(登記手続)

TEL 0595-23-7471 /FAX 0595-23-7487
b0000149 〒530-0043 測量(測量一般,地図調整),土木(建設環境)
株式会社シャトー海洋調査 大阪府大阪市北区天満１－１３－
代表取締役　黒川潤 １４

TEL 06-6353-2901 /FAX 06-6353-0688
b0000160 〒510-8014 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社修成建設コンサルタン 三重県四日市市富田１丁目１３－びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、
ト　三重事務所 １０ 施工設備及び積算,造園,港湾及び空港,都市計画及び地方計画,
所長　金子正憲 建設環境),その他(その他（環境調査等）)

TEL 059-361-7187 /FAX 059-361-7188
b0000150 〒510-0072 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
昭和株式会社　三重営業所 三重県四日市市九の城町４番２１建築積算),土木(土質及び基礎,道路,造園,下水道,農業土木,
所長　鈴木肇 号 都市計画及び地方計画,建設環境),補償(土地調査,物件,機械工

作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)
TEL 059-350-3277 /FAX 059-350-3278

b0000630 〒531-0072 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,
株式会社昭和設計 大阪府大阪市北区豊崎四丁目１２建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基
代表取締役社長　梶山卓二 番１０号 礎,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及び地方計画)

TEL 06-7174-8777 /FAX 06-7174-8779
b0001900 〒530-0044 測量(測量一般),土木(下水道)
株式会社昭和設計コンサルタン 大阪府大阪市北区東天満２丁目９
ト 番４号
代表取締役　松永昇次

TEL 06-6357-7011 /FAX 06-4800-8001
b0000502 〒510-0085 測量(測量一般,地図調整),土木(施工計画、施工設備及び積算,
株式会社シーエス 三重県四日市市諏訪町１３番１３都市計画及び地方計画),補償(土地調査)
代表取締役　稲垣修 号

TEL 059-329-5550 /FAX 059-329-5551
b0000598 〒516-0009 測量(測量一般,地図調整,航空測量),補償(物件)
ＣＳＧコンサルタント株式会社 三重県伊勢市河崎１－５－６１
代表取締役　安藤澄代

TEL 0596-20-8855 /FAX 0596-20-8856
b0001872 〒630-8114 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般),土木(鋼構造及びコ
株式会社シードコンサルタント 奈良県奈良市芝辻町２－１０－６ンクリート,道路,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及び
代表取締役　峯明広 地方計画),地質(地質調査),補償(土地調査)

TEL 0742-33-2755 /FAX 0742-36-7007
b0001604 〒450-0003 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社ＣＰＣ　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南１－ 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設備及び積算,
支店長　河本哲夫 １７－１０ 地質,農業土木,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質

調査),その他(その他（環境調査等）)
TEL 052-414-6101 /FAX 052-414-6102
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001671 〒460-0011 建築(建築一般,意匠)
株式会社シーラカンスアンドア 愛知県名古屋市中区大須三丁目５
ソシエイツ　名古屋支店 番１３号
代表取締役　伊藤恭行

TEL 052-251-1751 /FAX 052-251-1752
b0001617 〒168-0064 建築(建築一般)
シーラカンスケイアンドエイチ 東京都杉並区永福２－２３－５
株式会社 ＨＨＨ
代表取締役　堀場弘

TEL 03-5355-0635 /FAX 03-5355-0636
b0001818 〒150-0001 建築(建築一般,調査)
株式会社シアターワークショッ 東京都渋谷区神宮前六丁目２３番
プ ３号
代表取締役　伊東正示

TEL 03-5766-3555 /FAX 03-6433-5390
b0000345 〒518-0830 測量(測量一般,地図調整),土木(鋼構造及びコンクリート,河川
株式会社滋賀測量設計事務所 三重県伊賀市平野城北町８ 、砂防及び海岸・海洋,道路,農業土木),地質(地質調査),補償(
三重営業所 土地調査)
所長　中林昭治

TEL 0595-26-1085 /FAX 0595-26-1086
b0000885 〒518-0226 測量(測量一般,地図調整)
有限会社シゲザワ測量設計 三重県伊賀市阿保２２４－１
代表取締役　重澤正三

TEL 0595-52-1717 /FAX 0595-52-1717
b0000736 〒461-0011 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(道路,下水道),補償(土
柴山コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市東区白壁一丁目６地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償
代表取締役　加藤芳彦 ９番地 関連)

TEL 052-961-1211 /FAX 052-961-8560
b0000982 〒519-0215 測量(測量一般)
株式会社島田組　三重営業所 三重県亀山市太森町１２８７
所長　小坂央欣

TEL 0595-84-2780 /FAX 0595-84-2781
b0001764 〒460-8580 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
清水建設株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦１－３－７備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコ
常務執行役員支店長　新村達也 ンクリート,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,地質,下水

道,都市計画及び地方計画,電気・電子),地質(地質調査)
TEL 052-201-7611 /FAX 052-201-6859

b0001898 〒516-0033 その他(不動産鑑定)
紫明不動産経済分析 三重県伊勢市古市町１０７
髙橋孝生

TEL 0596-63-6314 /FAX 0596-63-6315
b0000375 〒513-0801 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,調査),土木(道路),
株式会社四門　三重支店 三重県鈴鹿市神戸２丁目３－３３補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
支店長　後藤修 償,事業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)

TEL 059-381-2160 /FAX 059-381-2161
b0001625 〒558-0004 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
株式会社新大阪設計事務所 大阪府大阪市住吉区長居東４丁目衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役会長　浅田昌孝 ２番６号　メゾン長居

TEL 06-6698-1071 /FAX 06-6698-1073
b0000633 〒462-0853 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(道路,上水道及び工
新晃コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市北区志賀本通二丁 業用水道,下水道,都市計画及び地方計画),補償(土地調査,物件,
代表取締役　鈴木善晴 目４６番地 機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他

(登記手続,その他（環境調査等）)
TEL 052-911-1286 /FAX 052-914-5553

b0000513 〒519-1412 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社新洲　三重営業所 三重県伊賀市下柘植５３３番地１びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、
所長　奥村留次 施工設備及び積算,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及

び地方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,
TEL 0595-45-3844 営業補償・特殊補償),その他(その他（環境調査等）)/FAX 0595-45-3844

b0000319 〒650-0032 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコン
株式会社新土木開発コンサルタ 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設
ント 番地 備及び積算,下水道,建設環境),補償(土地調査)
代表取締役　吉光茂規

TEL 078-392-8445 /FAX 078-392-8443
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001810 〒454-0011 その他(登記手続)
新日土地家屋調査士法人 愛知県名古屋市中川区山王一丁目
代表社員　冨田昌也 ８番２８号

TEL 052-321-0067 /FAX 052-321-0068
b0002191 〒930-0857 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造
株式会社新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町１番２３号 ),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
代表取締役社長　市森友明 び海岸・海洋,道路,トンネル,造園,上水道及び工業用水道,下

水道,農業土木,都市計画及び地方計画,建設環境),補償(土地調
TEL 076-464-6520 査,物件,営業補償・特殊補償,事業損失)/FAX 076-464-6671

b0000496 〒510-8038 土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道
新日本設計株式会社　三重営業 三重県四日市市垂坂新町２５番 路,上水道及び工業用水道,下水道,建設環境,電気・電子)
所
三重営業所長　古田治

TEL 059-330-5503 /FAX 059-330-5504
b0000308 〒541-0051 建築(暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算,調査)
株式会社新日本設備計画 大阪府大阪市中央区備後町３－１
代表取締役　加地正和 －６

TEL 06-6233-8801 /FAX 06-6233-8857
b0000746 〒460-0008 測量(測量一般),土木(森林土木),補償(土地調査,物件)
株式会社森林テクニクス　名古 愛知県名古屋市中区栄二丁目１１
屋支店 番３０号
支店長　南谷将光

TEL 052-218-5351 /FAX 052-218-5352
b0001241 〒511-1137 測量(測量一般)
株式会社伸和　長島営業所 三重県桑名市長島町福吉８７１－
所長　林義人 ５８

TEL 0594-45-1286 /FAX 052-692-0423
b0000398 〒460-0011 建築(暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算)
株式会社シンワ設備設計事務所 愛知県名古屋市中区大須４－１４
代表取締役　横井宏毅 －５７　山岸ビル二階

TEL 052-261-7746 /FAX 052-261-5309
b0000829 〒450-0002 測量(測量一般,航空測量),建築(建築一般,意匠),土木(土質及
ジェイアール東海コンサルタン 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,
ツ株式会社 ３３番１０号 道路,施工計画、施工設備及び積算,鉄道,下水道,都市計画及び
代表取締役社長　岩田眞 地方計画,建設環境),地質(地質調査)

TEL 052-746-7108 /FAX 052-563-2062
b0000876 〒532-0011 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛
ジェイアール西日本コンサルタ 大阪府大阪市淀川区西中島５－４ 生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,
ンツ株式会社 －２０ 鋼構造及びコンクリート,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,
代表取締役　土肥弘明 鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及び地方計画,建設環境,電

TEL 06-6303-6971 気・電子),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械工作物,補償関連)/FAX 06-6309-8304
b0001956 〒511-0057 建築(建築一般,構造,調査),土木(鋼構造及びコンクリート),そ
株式会社ジャスト　三重営業所 三重県桑名市三ツ矢橋３６－１５の他(その他（環境調査等）)
三重営業所長　田口一成 キャッスルハイツ桑名１００３

TEL 0594-24-4322 /FAX 0594-24-4323
b0000641 〒511-0232 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,河川
株式会社上智　三重支店 三重県員弁郡東員町笹尾東三丁目、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木,都市計画及び地
支店長　中寛明 １１－１６ 方計画),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償

・特殊補償,事業損失,補償関連)
TEL 0594-76-1077 /FAX 0594-76-1077

b0000830 〒519-0505 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(河川、砂防及び海岸
株式会社ジオ 三重県伊勢市小俣町本町９１７番・海洋,道路,施工計画、施工設備及び積算,上水道及び工業用
代表取締役　中西徹 １ 水道,下水道,農業土木),補償(土地調査,物件,事業損失)

TEL 0596-64-8088 /FAX 0596-64-8087
b0001759 〒144-0051 土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,道路)
ジオ・サーチ株式会社 東京都大田区西蒲田７－３７－１
代表取締役社長　雑賀正嗣 ０

TEL 03-5710-0200 /FAX 03-5710-0211
b0001421 〒580-0044 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
ジオテクニカル株式会社 大阪府松原市田井城４－８－３
代表取締役　小松一也

TEL 072-333-8311 /FAX 072-333-8312
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001982 〒144-0031 測量(測量一般),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,港湾及び空
株式会社水圏科学コンサルタン 東京都大田区東蒲田二丁目３０番港,建設環境),その他(その他（環境調査等）)
ト １７号
代表取締役　高野泰隆

TEL 03-6428-6715 /FAX 03-6428-6716
b0001497 〒515-0353 測量(測量一般,地図調整)
須賀測量株式会社 三重県多気郡明和町大字根倉１５
代表取締役　須賀秋光 １５番地

TEL 0596-55-8051 /FAX 0596-55-8052
b0000329 〒634-0063 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
スキャドロン株式会社 奈良県橿原市久米町５４０－３ ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道),地質(地質調査
代表取締役　多根井則博 ),補償(土地調査)

TEL 0744-27-3097 /FAX 0744-28-2769
b0000991 〒532-0011 建築(建築一般,意匠,調査),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社杉原設計事務所　大阪 大阪府大阪市淀川区西中島３－８
事務所 －１４　犬飼ビル
所長　村上哲生

TEL 06-6304-7186 /FAX 06-6306-4615
b0001787 〒513-0801 その他(不動産鑑定)
鈴鹿不動産鑑定 三重県鈴鹿市神戸一丁目３番１２
鈴木守 号

TEL 059-367-7533 /FAX 059-367-7545
b0000059 〒510-0254 建築(暖冷房,衛生,機械設備積算)
株式会社昴設計 三重県鈴鹿市寺家４－８－６
代表取締役　安井哲夫

TEL 059-388-1577 /FAX 059-388-2599
b0001192 〒861-8002 測量(測量一般,地図調整),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,施
株式会社スペック 熊本県熊本市北区弓削四丁目１７工計画、施工設備及び積算)
代表取締役　髙宮龍二 番３号

TEL 096-215-2133 /FAX 096-215-2134
b0000657 〒515-0083 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社スペースデザイン 三重県松阪市中町１８３３ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　不殿陽

TEL 0598-22-3221 /FAX 0598-22-3227
b0001499 〒540-6591 土木(造園,都市計画及び地方計画)
株式会社スペースビジョン研究 大阪府大阪市中央区大手前一丁目
所 ７番３１号
代表取締役　德勢貴彦

TEL 06-6942-6569 /FAX 06-6942-6897
b0000768 〒530-0015 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコン
株式会社スリーエスコンサルタ 大阪府大阪市北区中崎西２丁目４クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設
ンツ 番１２号 備及び積算,港湾及び空港,都市計画及び地方計画,電気・電子)
代表取締役　北野和孝

TEL 06-6375-5885 /FAX 06-6375-5890
b0000022 〒512-0932 土木(廃棄物,建設環境)
株式会社静環検査センター　三 三重県四日市市小生町２２９－１
重営業所 ３０　コモ１０４号室
営業所長　山田正紀

TEL 059-356-8070 /FAX 059-356-8071
b0001819 〒513-0809 土木(施工計画、施工設備及び積算)
勢州建設株式会社 三重県鈴鹿市西条３－７－２２
代表取締役　伊藤隨

TEL 059-382-5577 /FAX 059-383-7755
b0002044 〒515-0848 その他(不動産鑑定)
西部不動産鑑定株式会社 三重県松阪市野村町３２８－１
代表取締役　山本正敏

TEL 0598-58-1166 /FAX 0598-58-2470
b0001699 〒637-0083 測量(測量一般)
株式会社清和 奈良県五條市下之町６５番地
代表取締役　山本清仁

TEL 0747-25-1323 /FAX 0747-25-2363
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b0000384 〒515-0005 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
正和設計株式会社　三重支店 三重県松阪市鎌田町４０３－９ 造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネ
支店長　野村世紀 ル,施工計画、施工設備及び積算,地質,上水道及び工業用水道,

下水道,農業土木,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質
TEL 0598-31-2301 調査),補償(土地調査,物件)/FAX 0598-52-2266

b0001885 〒450-6642 土木(下水道,農業土木)
積水化学工業株式会社　環境・ 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目
ライフラインカンパニー中部支 １番３号　ＪＲゲートタワー
店
支店長　田野岡篤 TEL 052-307-6800 /FAX 052-307-6801
b0002197 〒188-0013 測量(測量一般),建築(建築一般,建築積算,機械設備積算,電気
株式会社セピオ　関東支社 東京都西東京市向台町２丁目３－設備積算,調査),土木(鋼構造及びコンクリート,道路,施工計画
支社長　一原正道 ３１ 、施工設備及び積算,下水道),補償(土地調査,物件,事業損失)

TEL 03-4567-6394 /FAX 03-6880-4325
b0000477 〒103-0006 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社センク２１ 東京都中央区日本橋富沢町１０－び海岸・海洋,港湾及び空港,建設環境,水産土木)
代表取締役　髙橋德行 １８

TEL 03-3667-1009 /FAX 03-3639-8920
b0000469 〒518-1421 測量(測量一般)
株式会社セントラル開発 三重県伊賀市真泥５２１０番地
代表取締役　中登代司

TEL 0595-46-9088 /FAX 0595-46-9088
b0000635 〒510-0067 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
セントラルコンサルタント株式 三重県四日市市浜田町６番１１号河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設
会社　三重営業所 備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,上水道及び工業用水道,
所長　太刀掛泰清 下水道,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),そ

TEL 059-356-8100 の他(その他（環境調査等）)/FAX 059-356-8101
b0000390 〒456-0012 測量(地図調整)
株式会社ゼンリン　中部支社 愛知県名古屋市熱田区沢上２丁目
支社長　飯田章 １番３２号

TEL 052-684-2771 /FAX 052-684-2780
b0000866 〒461-0004 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社綜企画設計　名古屋支 愛知県名古屋市東区葵２丁目１２備積算,電気設備積算,調査),土木(鋼構造及びコンクリート),
店 番１号 その他(その他（環境調査等）)
名古屋支店長　犬飼和行

TEL 052-930-8878 /FAX 052-930-8879
b0000161 〒511-0079 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査),土木(河川、砂防及
株式会社創建　三重支店 三重県桑名市有楽町１３－Ｊ５０び海岸・海洋,道路,造園,都市計画及び地方計画)
支店長　渋谷匠 ２

TEL 0594-25-8700 /FAX 0594-25-8701
b0001558 〒510-8585 測量(測量一般),土木(都市計画及び地方計画,建設環境),その
株式会社総合環境計画　三重事 三重県四日市市諏訪栄町７番３４他(その他（環境調査等）)
務所 号
所長　赤井裕

TEL 059-337-8906 /FAX 059-993-7202
b0000950 〒460-0003 補償(土地評価),その他(不動産鑑定)
株式会社総合鑑定調査 愛知県名古屋市中区錦一丁目６番
代表取締役　小森洋志 １８号　Ｊ・伊藤ビル４階

TEL 052-212-6800 /FAX 052-212-9562
b0001376 〒460-0003 土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,道路,建設環境),
株式会社綜合技術コンサルタン 愛知県名古屋市中区錦１丁目１０その他(その他（環境調査等）)
ト　中部支店 番１号
取締役中部支店長　明石直光

TEL 052-211-7935 /FAX 052-211-7936
b0000163 〒540-0012 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(造
株式会社総合計画機構 大阪府大阪市中央区谷町２－２－園,都市計画及び地方計画),その他(その他（環境調査等）)
代表取締役　水上貴之 ２２

TEL 06-6942-1877 /FAX 06-6942-2447
b0000152 〒116-0014 建築(暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算,調査)
株式会社総合設備計画 東京都荒川区東日暮里４－２２－
代表取締役社長　中島一則 ２

TEL 03-3805-6633 /FAX 03-3805-6643
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b0001553 〒509-0201 その他(その他（環境調査等）)
株式会社総合保健センター 岐阜県可児市川合１３６番地８
代表取締役　市原壽

TEL 0574-63-7703 /FAX 0574-63-7706
b0002035 〒673-0404 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
株式会社相互設計事務所 兵庫県三木市大村１１１４番地 衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(
代表取締役　花川泰博 河川、砂防及び海岸・海洋,上水道及び工業用水道,下水道)

TEL 0794-83-6362 /FAX 0794-83-6629
b0000071 〒510-0815 建築(建築一般)
株式会社創修景工房 三重県四日市市野田２－５－２３
代表取締役　田中清平

TEL 059-333-7731 /FAX 059-333-2612
b0000618 〒531-0072 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社双星設計 大阪府大阪市北区豊崎２－７－５備積算)
代表取締役　中村武嗣

TEL 06-6373-2281 /FAX 06-6371-4261
b0001745 〒510-0235 測量(測量一般,地図調整)
株式会社創地堂 三重県鈴鹿市南江島町２３番１０
代表取締役　有田英樹 号

TEL 059-387-4660 /FAX 059-387-4660
b0001768 〒550-0015 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社相和技術研究所　大阪 大阪府大阪市西区南堀江４丁目３備積算,電気設備積算,調査)
事務所 番２７－１０８号
所長　池本正明

TEL 06-6532-2058 /FAX 06-6532-1048
b0001970 〒515-0332 測量(測量一般,地図調整)
タイコウ測量株式会社 三重県多気郡明和町大字馬之上８
代表取締役　辻泰行 ８６番地１１

TEL 0596-63-5038 /FAX 0596-63-5037
b0002159 〒450-0003 建築(建築一般,意匠,調査)
有限会社タイプ・エービー 愛知県名古屋市中村区名駅南２－
代表取締役　伊藤愛子 １１－４２

TEL 052-551-9785 /FAX 052-551-9685
b0000814 〒518-0622 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
太洋エンジニアリング株式会社 三重県名張市桔梗が丘２番町５街 造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道),
三重営業所 区７５番地の２ 地質(地質調査),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,
所長　島田直哉 営業補償・特殊補償,事業損失),その他(不動産鑑定)

TEL 0595-67-0600 /FAX 0595-67-0602
b0000245 〒500-8868 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(上水道及び工業用水道,
株式会社太陽建設コンサルタン 岐阜県岐阜市光明町３－１ 下水道,農業土木),地質(地質調査)
ト
代表取締役　富田和政

TEL 058-253-6000 /FAX 058-253-7650
b0002131 〒420-0847 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査)
株式会社高橋茂弥建築設計事務 静岡県静岡市葵区西千代田町２９
所 －３０
代表取締役　高橋辰弥

TEL 054-246-2731 /FAX 054-247-0113
b0000659 〒516-0009 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
有限会社高橋徹都市建築設計工 三重県伊勢市河崎２丁目２７－３備積算,電気設備積算,調査)
房 ４
代表取締役　髙橋徹

TEL 0596-27-0455 /FAX 0596-23-6645
b0000951 〒518-0627 その他(その他（環境調査等）)
株式会社タツタ環境分析センタ 三重県名張市桔梗が丘７番町３－
ー　三重営業所 ４　Ｍビル２０２号
所長　近藤勝輝

TEL 0595-66-2702 /FAX 0595-66-2703
b0000168 〒108-0074 建築(建築一般)
株式会社田中建築事務所 東京都港区高輪２－１６－４５
代表取締役　本澤秀夫

TEL 03-5420-2431 /FAX 03-5420-2461
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b0001229 〒520-0051 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社田中綜合設計 滋賀県大津市梅林１－４－１５ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　中山正勝 滋賀県教育会館内

TEL 077-522-5373 /FAX 077-522-5378
b0000510 〒460-0003 補償(土地評価,物件,営業補償・特殊補償),その他(不動産鑑定
株式会社谷澤総合鑑定所　中部 愛知県名古屋市中区錦２丁目１３ )
支社 番３０号
取締役　西村邦広

TEL 052-203-1005 /FAX 052-203-1006
b0001013 〒460-0007 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社玉岡設計 愛知県名古屋市中区新栄一丁目３備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　佐藤満 ９番２１号

TEL 052-261-7626 /FAX 052-261-9403
b0000644 〒511-0839 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
玉小建築設計室 三重県桑名市大字安永１８８６ 備積算,電気設備積算,調査)
代表　伊藤茂

TEL 0594-25-1778 /FAX 0594-25-1786
b0000169 〒108-8220 建築(建築一般,意匠)
株式会社丹青社 東京都港区港南一丁目２番７０号
代表取締役　高橋貴志

TEL 03-6455-8151 /FAX 03-6455-8226
b0001882 〒465-0025 測量(測量一般),補償(物件,事業損失)
株式会社第一シーアンドシー 愛知県名古屋市名東区上社二丁目
代表取締役　石橋政人 １６８番地

TEL 052-775-2440 /FAX 052-775-2415
b0001388 〒513-0806 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
第一設計監理株式会社　三重支 三重県鈴鹿市算所３丁目９－５０造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネ
店 近藤ビル３Ｂ ル,施工計画、施工設備及び積算,下水道,農業土木,都市計画及
支店長　福永茂門 び地方計画,電気・電子),地質(地質調査),補償(土地調査)

TEL 059-379-2722 /FAX 059-379-2723
b0000164 〒460-0012 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
太栄コンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市中区千代田三丁目び海岸・海洋,道路,農業土木),補償(土地調査,物件,機械工作
代表取締役　川口英朗 ２６番１８号 物,営業補償・特殊補償)

TEL 052-332-3355 /FAX 052-321-3275
b0000003 〒515-0011 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎,道路,農業土木),
ダイエイコンサルタント株式会 三重県松阪市高町１４６－８ 補償(土地調査)
社
代表取締役　小林裕哉

TEL 0598-51-0725 /FAX 0598-51-7434
b0001996 〒500-8828 建築(建築一般)
有限会社大建ｍｅｔ 岐阜県岐阜市若宮町１－１０
代表取締役　平野勝雅

TEL 058-212-3063 /FAX 058-212-3403
b0000548 〒516-0071 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社大建技術コンサルタン 三重県伊勢市一之木５丁目１３番 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設備及び積算,
ツ　三重営業所 ７号　メゾンＭＹ１０３ 上水道及び工業用水道,下水道)
所長　登玉晃次

TEL 0596-20-0531 /FAX 0596-20-0532
b0000774 〒460-0011 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般),土木(鋼構造及びコ
株式会社大建コンサルタント 愛知県名古屋市中区大須４－１１ンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,都市計画及び地
代表取締役　廣瀬稔也 －１７ 方計画),補償(土地調査,物件,営業補償・特殊補償,事業損失)

TEL 052-252-5171 /FAX 052-252-8044
b0000373 〒500-8803 建築(建築一般)
大建設計株式会社 岐阜県岐阜市佐久間町２０
代表取締役　鈴木栄嗣

TEL 058-265-5766 /FAX 058-265-3465
b0000581 〒461-0001 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社大建設計　名古屋事務 愛知県名古屋市東区泉二丁目２７備積算,電気設備積算,調査),土木(鋼構造及びコンクリート,都
所 番１４号 市計画及び地方計画)
執行役員所長　山本一成

TEL 052-930-6701 /FAX 052-930-6710
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(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0002147 〒108-8211 建築(建築一般)
大東建託株式会社 東京都港区港南２－１６－１
代表取締役　小林克満

TEL 03-6718-9111 /FAX 03-6718-9281
b0000013 〒510-0101 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
大同コンサルタンツ株式会社 三重県四日市市楠町小倉５９８番河川、砂防及び海岸・海洋,道路,造園,下水道,農業土木,森林
三重営業所 地８　シングルハウス樹１－Ｃ 土木,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(
所長　川瀬雅貴 土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補

TEL 059-398-0336 償関連)/FAX 059-398-0337
b0000801 〒510-0074 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリー
大日コンサルタント株式会社 三重県四日市市鵜の森１－３－１ ト,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及
三重事務所 ４ び積算,地質,造園,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,建設環
所長　澤野浩一 境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特

TEL 059-355-2040 殊補償,事業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 050-3737-2373
b0000750 〒470-0356 測量(測量一般,地図調整),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,農
株式会社ダイム技術サービス 愛知県豊田市八草町荒山１２５１業土木),地質(地質調査)
代表取締役　関谷健浩 －２

TEL 0565-48-5131 /FAX 0565-48-1243
b0000386 〒510-0812 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社ダイヤコンサルタント 三重県四日市市西阿倉川１０１０ 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,地質,港湾及び空港,
三重事務所 －６ 上水道及び工業用水道,下水道,森林土木,都市計画及び地方計
所長　桑坂純一 画,建設環境),地質(地質調査)

TEL 059-334-7621 /FAX 059-334-7622
b0000992 〒460-0016 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,地質,農業土木),地質(地
大和探査技術株式会社　中部支 愛知県名古屋市中区橘１丁目６番質調査)
店 ３０号
支店長　亀谷祐幸

TEL 052-253-5311 /FAX 052-253-5312
b0001478 〒454-0054 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,地質),地質(地質調査)
株式会社大和地質 愛知県名古屋市中川区八剱町４－
代表取締役　大久保卓 ２８－１

TEL 052-354-5700 /FAX 052-354-5703
b0000615 〒460-0008 補償(土地評価,物件,営業補償・特殊補償,補償関連),その他(
大和不動産鑑定株式会社　名古 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番不動産鑑定)
屋支社 ６号
名古屋支社長　齋藤善彦

TEL 052-219-6255 /FAX 052-219-6256
b0001896 〒510-0074 建築(建築一般)
大和リース株式会社　三重支店 三重県四日市市鵜の森１丁目４番
支店長　内藤浩次 ２８号

TEL 059-351-4088 /FAX 059-351-4087
b0002135 〒564-0063 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社中央技術コンサルタン 大阪府吹田市江坂町１－２３－１河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設
ツ　関西支店 ０１ 備及び積算,港湾及び空港,下水道,農業土木,都市計画及び地方
支店長　立石健司 計画,建設環境,水産土木),地質(地質調査)

TEL 06-6170-2657 /FAX 06-6170-2658
b0000352 〒510-0069 測量(測量一般),土木(都市計画及び地方計画,建設環境),補償(
株式会社中央クリエイト　三重 三重県四日市市幸町４－１１ 土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事
営業所 業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)
所長　小原裕史

TEL 059-325-6846 /FAX 059-325-6854
b0000514 〒464-0850 測量(測量一般),建築(建築一般),地質(地質調査),補償(土地調
中央建鉄株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区今池４丁目査,物件,営業補償・特殊補償,補償関連),その他(その他（環境
支店長　木谷友昭 １５番３号　浅井ビル 調査等）)

TEL 052-735-8114 /FAX 052-735-8115
b0001607 〒456-0016 建築(意匠)
株式会社中央設計名古屋 愛知県名古屋市熱田区五本松町１
代表取締役　元木信之 番２３号

TEL 052-682-2315 /FAX 052-682-2583
b0000173 〒460-0003 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電
中央復建コンサルタンツ株式会 愛知県名古屋市中区錦二丁目３番 気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,鋼構造及び
社　中部支社 ４号　名古屋錦フロントタワー コンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及
支社長　坂本憲二 び積算,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,下水道,都市計画及び地方計画,建設環境,

TEL 052-220-2920 電気・電子),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,事業損失,補償関連)/FAX 052-202-1366
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b0000180 〒463-0808 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
中外テクノス株式会社　中部支 愛知県名古屋市守山区花咲台二丁暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
社 目３０３番地 査),土木(鋼構造及びコンクリート,廃棄物,建設環境),その他(
支社長　藤原啓 その他（環境調査等）)

TEL 052-739-3701 /FAX 052-739-3706
b0000174 〒460-0008 建築(建築一般,意匠,構造)
株式会社中建設計 愛知県名古屋市中区栄二丁目２－
代表取締役　石田壽 １２　ＮＵＰ伏見ビル５階

TEL 052-222-7850 /FAX 052-222-7856
b0000175 〒457-0861 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社中測技研 愛知県名古屋市南区明治１－１４
代表取締役　平岡信成 －２８

TEL 052-694-3121 /FAX 052-694-5025
b0002118 〒460-0008 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
中電不動産株式会社 愛知県名古屋市中区栄二丁目２番備積算,電気設備積算)
代表取締役社長社長執行役員　渡邉穣５号

TEL 052-204-1424 /FAX 052-204-1391
b0000176 〒461-0003 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
中日設計株式会社 愛知県名古屋市東区筒井２－１０備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　清谷英広 －４５

TEL 052-937-6711 /FAX 052-937-6881
b0001563 〒515-0845 その他(その他（環境調査等）)
株式会社中部環境技術センター 三重県松阪市伊勢寺町４１８－１
代表取締役　鈴木孝佳

TEL 0598-58-3244 /FAX 0598-58-0384
b0001468 〒460-0002 測量(測量一般),土木(森林土木),地質(地質調査)
株式会社中部森林技術コンサル 愛知県名古屋市中区丸の内１－７
タンツ －１７
代表取締役　児波昌則

TEL 052-201-8801 /FAX 052-201-8802
b0002077 〒930-0029 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,
株式会社中部設計 富山県富山市本町１０番２号 建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(下水道,廃
代表取締役　中瀬壽 棄物)

TEL 076-442-4161 /FAX 076-441-3704
b0000594 〒510-1234 測量(測量一般,地図調整)
株式会社中部測量設計 三重県三重郡菰野町大字福村１１
代表取締役　佐藤元宣 ０－１

TEL 059-393-1561 /FAX 059-393-1555
b0000423 〒511-0834 測量(測量一般,地図調整),土木(鋼構造及びコンクリート,河川
株式会社中部テック　三重営業 三重県桑名市大字大福１５５番地、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,都市計画及び地方計画,建
所 設環境),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償
所長　城光男 ・特殊補償,事業損失,補償関連)

TEL 0594-25-8000 /FAX 0594-25-8001
b0002072 〒465-0024 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社中部テクノス 愛知県名古屋市名東区本郷二丁目
代表取締役　正岡佳典 １４１番地

TEL 052-768-4410 /FAX 052-768-4413
b0000177 〒451-0042 測量(測量一般),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・
中部土地調査株式会社 愛知県名古屋市西区那古野２－２特殊補償,事業損失)
代表取締役　上野英和 ６－８

TEL 052-565-1881 /FAX 052-565-1895
b0000821 〒510-0241 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,
中部復建株式会社　三重営業所 三重県鈴鹿市白子駅前１２－３０ 電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,鋼
所長　木田末雄 構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画

、施工設備及び積算,造園,鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,森林土木,都
TEL 059-380-1970 市計画及び地方計画),補償(土地調査,物件,営業補償・特殊補償,補償関連)/FAX 059-380-1971

b0000677 〒513-0806 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,建
株式会社長大　三重営業所 三重県鈴鹿市算所５丁目２４－２ 築積算,調査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、
所長　石田孝夫 ０ 砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,

地質,港湾及び空港,鉄道,下水道,都市計画及び地方計画,建設環境,
TEL 059-375-3920 電気・電子),地質(地質調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-375-3921
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001659 〒460-0008 土木(鋼構造及びコンクリート,道路,下水道)
株式会社長大テック　名古屋事 愛知県名古屋市中区栄二丁目１４
務所 番５号
所長　伊川哲也

TEL 052-212-9855 /FAX 052-212-6844
b0001736 〒600-8815 測量(地図調整),その他(その他（環境調査等）)
株式会社地域科学研究所　京都 京都府京都市下京区中堂寺粟田町
事務所 ９１　京都リサーチパーク９号館
京都事務所長　寺田充伸

TEL 075-754-6320 /FAX 075-754-0152
b0000007 〒465-0095 土木(都市計画及び地方計画,建設環境)
株式会社地域環境計画　名古屋 愛知県名古屋市名東区高社１－６
支社 ８
名古屋支社長　大坪瑞樹

TEL 052-760-2822 /FAX 052-760-2823
b0001621 〒531-0072 土木(下水道,廃棄物)
株式会社地域環境システム研究 大阪府大阪市北区豊崎三丁目１０
所 番２号
代表取締役　畑間慎哉

TEL 06-6110-5445 /FAX 06-6110-5446
b0000822 〒541-0042 建築(建築一般),土木(造園,都市計画及び地方計画,廃棄物)
株式会社地域計画建築研究所 大阪府大阪市中央区今橋３－１－
大阪事務所 ７　日本生命今橋ビル
大阪事務所長　岡本壮平

TEL 06-6205-3600 /FAX 06-6205-3601
b0001227 〒540-0033 建築(建築一般,調査),補償(物件),その他(不動産鑑定)
株式会社地域経済研究所 大阪府大阪市中央区石町一丁目１
代表取締役　井上浩一 番１号　天満橋千代田ビル２号館

５階
TEL 06-6314-6300 /FAX 06-6314-6301

b0000779 〒530-0003 土木(道路,鉄道,都市計画及び地方計画)
株式会社地域未来研究所 大阪府大阪市北区堂島１丁目５番
代表取締役　赤田浩志 １７号

TEL 06-4796-8502 /FAX 06-4796-8509
b0000984 〒460-0008 土木(都市計画及び地方計画)
一般社団法人地域問題研究所 愛知県名古屋市中区栄二丁目２番
理事長　青山公三 ３１号　ニュープラスビル４階

TEL 052-232-0022 /FAX 052-232-0020
b0001589 〒101-0063 土木(河川、砂防及び海岸・海洋)
株式会社地圏環境テクノロジー 東京都千代田区神田淡路町二丁目
代表取締役社長　田原康博 １番

TEL 03-5297-3811 /FAX 03-5297-3813
b0002068 〒460-0003 測量(測量一般,地図調整),土木(鋼構造及びコンクリート,河川
通信土木コンサルタント株式会 愛知県名古屋市中区錦一丁目１０、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル)
社　東海支店 番２０号
支店長　倉内政喜

TEL 052-212-9351 /FAX 052-526-9368
b0002020 〒532-0003 土木(電気・電子)
株式会社通電技術　大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１
所長　高橋博靖 番１号

TEL 06-7662-9103 /FAX 050-3153-7626
b0001612 〒456-0074 建築(建築一般,意匠)
株式会社翼建築設計 愛知県名古屋市熱田区比々野町４
代表取締役　弓削磨 １－２

TEL 052-681-3001 /FAX 052-681-5310
b0002150 〒113-0034 建築(建築一般,意匠)
株式会社ＴＩＴ 東京都文京区湯島３－６－９　山
代表取締役　池田晃一 長ビル３Ｆ

TEL 03-5826-4710 /FAX 03-5826-4742
b0001855 〒532-0012 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算)
ＴＳＰ太陽株式会社　大阪支店 大阪府大阪市淀川区木川東４丁目
大阪支店長　杉本裕紀 ８番３３号

TEL 06-6306-3150 /FAX 06-6306-3140
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b0000260 〒450-0003 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社ティーネットジャパン 愛知県名古屋市中村区名駅南２－び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,港
名古屋支社 １４－１９ 湾及び空港,鉄道,農業土木)
支社長　深見純

TEL 052-589-9201 /FAX 052-589-9203
b0002031 〒650-0022 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社ティーハウス建築設計 兵庫県神戸市中央区元町通六丁目
事務所 ７番１０号５０３
代表取締役　槻橋久仁子

TEL 078-335-5512 /FAX 078-335-5513
b0002179 〒791-8022 建築(建築一般,構造),その他(その他（環境調査等）)
株式会社ティーメック 愛媛県松山市美沢一丁目８番４６
代表取締役　松岡彰彦 号

TEL 089-922-1060 /FAX 089-922-1061
b0000802 〒567-0837 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
帝人エコ・サイエンス株式会社 大阪府茨木市南目垣一丁目４番１
関西事業所 号
所長　濵元弘実

TEL 072-646-5106 /FAX 072-636-6274
b0000225 〒453-0035 土木(電気・電子)
株式会社テクノス電子企画 愛知県名古屋市中村区十王町５－
代表取締役　椛澤嘉彦 ２８

TEL 052-461-4002 /FAX 052-461-4517
b0000739 〒510-0011 土木(河川、砂防及び海岸・海洋,建設環境),その他(その他（
株式会社テクノ中部　三重事務 三重県四日市市霞１丁目２８ 環境調査等）)
所
所長　福永隆之

TEL 059-342-7800 /FAX 059-342-7801
b0001733 〒231-0023 建築(建築一般,意匠)
株式会社寺田大塚小林計画同人 神奈川県横浜市中区山下町１９３
代表取締役　寺田芳朗 昭和シェル山下町ビル６Ｆ

TEL 045-222-7686 /FAX 045-651-6332
b0002103 〒464-0832 建築(意匠)
株式会社Ｄ．Ｉ．Ｇ　Ａｒｃｈ 愛知県名古屋市千種区山添町一丁
ｉｔｅｃｔｓ 目１０番３号
代表取締役　吉村昭範

TEL 052-753-6198 /FAX 052-753-6199
b0002166 〒400-0822 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社ディナック中日本 山梨県甲府市里吉４丁目１２番５備積算,電気設備積算,調査),土木(電気・電子)
代表取締役　藤田尚晋 号

TEL 055-220-7600 /FAX 055-220-7601
b0001238 〒518-1155 その他(その他（環境調査等）)
株式会社ディンズ環境分析セン 三重県伊賀市治田３５９８－１２
ター
代表取締役　亀本和成

TEL 0595-20-2155 /FAX 0595-20-2173
b0001565 〒103-0023 測量(測量一般),土木(下水道)
株式会社データ設計 東京都中央区日本橋本町二丁目８
代表取締役　広島基 番１２号

TEL 03-5641-1391 /FAX 03-5641-1384
b0001836 〒500-8212 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社デザインボックス 岐阜県岐阜市日野南９－１－１７備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　八代俊

TEL 058-240-7899 /FAX 058-240-7866
b0001779 〒450-6041 土木(道路,鉄道,電気・電子)
電気技術開発株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目
支社 １番４号
支社長　成田芳教

TEL 052-565-6950 /FAX 052-589-1246
b0002177 〒513-0801
株式会社トータルプランニング 三重県鈴鹿市神戸二丁目３番３４
代表取締役　田中一也 号

TEL 059-382-8299 /FAX 059-382-8187
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b0000208 〒102-0094 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社トータルメディア開発 東京都千代田区紀尾井町３－２３
研究所
代表取締役　山村健一郎

TEL 03-3221-5558 /FAX 03-3221-5521
b0000537 〒460-0008 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査),土
株式会社トーニチコンサルタン 愛知県名古屋市中区栄４丁目６番木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,道路,トンネル,施
ト　中部支社 １５号 工計画、施工設備及び積算,鉄道,下水道,都市計画及び地方計
支社長　平元祐司 画,建設環境),地質(地質調査),その他(その他（環境調査等）)

TEL 052-262-4535 /FAX 052-241-1815
b0001228 〒520-3324 測量(測量一般,地図調整)
株式会社東亜設計 滋賀県甲賀市甲南町森尻３８８
代表取締役　八里幸則

TEL 0748-62-7390 /FAX 0748-62-9790
b0001888 〒518-0615 測量(測量一般),土木(道路)
東亜道路工業株式会社　三重営 三重県名張市美旗中村６５０番地
業所 の１
所長　谷本昭吾

TEL 0595-65-8031 /FAX 0595-65-8030
b0000619 〒511-0851 地質(地質調査)
株式会社東海環境エンジニア 三重県桑名市大字西別所１７６３
三重営業所 番地
所長　鈴木慶

TEL 0594-27-6030 /FAX 0594-27-6038
b0000816 〒510-1233 測量(測量一般,地図調整),土木(道路,下水道),補償(土地調査,
株式会社東海共同測量設計コン 三重県三重郡菰野町大字菰野４１物件)
サルタント １４－１
代表取締役　河内洋樹

TEL 059-393-2636 /FAX 059-394-3259
b0000489 〒465-0021 測量(測量一般),その他(その他（環境調査等）)
一般財団法人東海技術センター 愛知県名古屋市名東区猪子石２丁
理事長　平井修司 目７１０番地

TEL 052-771-5161 /FAX 052-771-5164
b0000544 〒453-0842 地質(地質調査)
東海地質工学株式会社 愛知県名古屋市中村区剣町２４３
代表取締役　真鍋保幸

TEL 052-413-6231 /FAX 052-413-4187
b0000064 〒515-0014 その他(その他（環境調査等）)
株式会社東海テクノ　松阪分析 三重県松阪市若葉町９２－１
センター
センター長　岩尾良祐

TEL 0598-51-9490 /FAX 0598-52-0061
b0002145 〒102-0072 土木(電気・電子)
東京システム特機株式会社 東京都千代田区飯田橋四丁目５番
代表取締役　吉田光男 １１号

TEL 03-3239-1039 /FAX 03-3239-1062
b0000718 〒461-0004 測量(測量一般),建築(調査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコ
株式会社東京ソイルリサーチ 愛知県名古屋市東区葵３－１１－ンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,地質),地質(地質
名古屋支店 ６ 調査),その他(その他（環境調査等）)
支店長　尾関浩

TEL 052-979-5671 /FAX 052-979-5673
b0001911 〒651-0063 その他(その他（環境調査等）)
東京テクニカル・サービス株式 兵庫県神戸市中央区宮本通二丁目
会社　西日本支店 ３番１８号
支店長　田場裕一

TEL 078-252-8074 /FAX 078-252-8073
b0002167 〒500-8171 建築(建築一般,意匠,調査),土木(造園,都市計画及び地方計画),
株式会社東京ランドスケープ研 岐阜県岐阜市高森町３－３３ その他(その他（環境調査等）)
究所　制作事務所
所長　尾崎友美

TEL 058-377-3718 /FAX 058-377-3718
b0000518 〒453-0801 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社東畑建築事務所　名古 愛知県名古屋市中村区太閤３－１備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
屋オフィス －１８
常務執行役員代表　笹村欽也

TEL 052-459-3621 /FAX 052-459-3623
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b0002074 〒460-0002 土木(建設機械,下水道,電気・電子)
株式会社東峯技術コンサルタン 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目
ト　中部営業所 ７番２６号　ＡＣＡビル５Ｆ
中部営業所長　稲上貴裕

TEL 052-265-6146 /FAX 052-265-6147
b0002138 〒171-0033 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(鋼構造及びコンクリー
株式会社東洋コンサルタント 東京都豊島区高田３丁目１８番１ト,道路,地質,上水道及び工業用水道,下水道),地質(地質調査)
代表取締役　髙橋浩二 １号

TEL 03-5992-1161 /FAX 03-5992-2955
b0001546 〒461-0049 補償(事業損失)
東洋コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市東区古出来１丁目
名古屋支店 １番８号
支店長　松本富士夫

TEL 052-721-3400 /FAX 052-721-3399
b0000849 〒510-0852 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建
株式会社東洋設計　三重営業所 三重県四日市市浜旭町１０ 築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(鋼構造及びコン
所長　後藤高穂 クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,トンネル,

造園,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及び地方計画,廃棄
TEL 059-327-6252 物,建設環境,電気・電子),地質(地質調査),補償(土地調査,物件)/FAX 059-327-6253

b0001667 〒559-0034 測量(測量一般,地図調整),土木(廃棄物,建設環境),補償(営業
東和環境科学株式会社　関西事 大阪府大阪市住之江区南港北一丁補償・特殊補償),その他(その他（環境調査等）)
務所 目２４番２２号
所長　道法雅樹

TEL 06-6612-8861 /FAX 06-6612-8862
b0000952 〒501-0222 測量(測量一般),土木(上水道及び工業用水道,下水道),補償(土
東和コンサルタント株式会社 岐阜県瑞穂市別府１３９７番地１地調査)
代表取締役　廣瀬啓司

TEL 058-327-3997 /FAX 058-327-8475
b0000808 〒532-0012 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,
株式会社東和テクノロジー　関 大阪府大阪市淀川区木川東二丁目建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(廃棄物,建
西支店 ４番１０号 設環境),その他(その他（環境調査等）)
支店長　福永和弘

TEL 06-6309-3300 /FAX 06-6309-3399
b0002001 〒140-0014
株式会社東鳳電通設計事務所 東京都品川区大井１丁目９番５号
東京支店 大井町ＲＥビル４階
支店長　江利山竹嗣

TEL 03-6451-8540 /FAX 03-6451-8541
b0000520 〒515-0815 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社時田建築企画 三重県松阪市西町２５２０
代表取締役　山本晃広

TEL 0598-26-0725 /FAX 0598-26-6880
b0000228 〒454-0997 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社トクオ 愛知県名古屋市中川区万場４－１備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　篠原将士 １１１

TEL 052-432-5047 /FAX 052-432-5347
b0000314 〒540-0029 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋５番１備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　徳岡浩二 ４号

TEL 06-6910-7178 /FAX 06-6910-7179
b0002046 〒510-0875 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
とくら建築設計 三重県四日市市大治田１丁目１番備積算,電気設備積算,調査)
代表　松尾道生 ９－１号

TEL 059-349-0203 /FAX 059-349-0204
b0001932 〒444-3523 建築(建築一般)
都市企画株式会社 愛知県岡崎市藤川町字中町南４８
代表取締役　村上雅郁 番地

TEL 0564-79-8211 /FAX 0564-79-8211
b0000848 〒634-0005 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
株式会社都市企画設計コンサル 奈良県橿原市北八木町１－１－８衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査)
タント 橿原中央ビル
代表取締役　前川浩二

TEL 0744-23-7717 /FAX 0744-24-3252
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b0002057 〒550-0005 建築(建築一般,意匠,調査),土木(造園,農業土木,都市計画及び
株式会社都市空間研究所 大阪府大阪市西区西本町１丁目９地方計画)
代表取締役　松山茂 番１８号

TEL 06-6541-0958 /FAX 06-6541-0923
b0000214 〒103-0014 建築(建築一般,意匠,建築積算,調査),土木(造園,都市計画及び
株式会社都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１地方計画,建設環境)
代表取締役　佐藤憲璋 ３－５

TEL 03-3262-6341 /FAX 03-3262-6604
b0001859 〒541-0041 建築(建築一般)
株式会社都市景観設計 大阪府大阪市中央区北浜１丁目１
代表取締役　奥村信一 番２１号

TEL 06-6228-3388 /FAX 06-6228-3387
b0000262 〒460-0008 土木(造園,都市計画及び地方計画)
株式会社都市研究所スペーシア 愛知県名古屋市中区栄５－１－３
代表取締役　浅野健 ２

TEL 052-242-3262 /FAX 052-242-3261
b0000524 〒651-0092 建築(建築一般,意匠,構造,調査),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社都市設計連合 兵庫県神戸市中央区生田町１－４
代表取締役　波多野聡 －２０　新神戸ビルディング９階

TEL 078-262-8900 /FAX 078-262-8910
b0002060 〒460-0002 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目
代表取締役　吉武祐一 ６番２７号

TEL 052-972-6831 /FAX 052-972-6832
b0001271 〒112-0014 土木(都市計画及び地方計画)
一般財団法人都市みらい推進機 東京都文京区関口一丁目２３番６
構 号　プラザ江戸川橋ビル２０１号
理事長　竹村昌幸

TEL 03-5261-5625 /FAX 03-5261-5629
b0001236 〒541-0048 土木(都市計画及び地方計画)
株式会社都市問題経営研究所 大阪府大阪市中央区瓦町４丁目８
代表取締役　北敏弘 番４号

TEL 06-6208-2030 /FAX 06-6208-2040
b0001895 〒460-0002 土木(電気・電子)
株式会社トスコ　名古屋事業所 愛知県名古屋市中区丸の内１－１
所長　畑嘉昭 ５－１５

TEL 052-220-2860 /FAX 052-220-2861
b0001880 〒151-0053 建築(建築一般,意匠),土木(造園)
株式会社戸田芳樹風景計画 東京都渋谷区代々木一丁目３６番
代表取締役　古賀健一 １号

TEL 03-3320-8601 /FAX 03-3320-8610
b0001941 〒509-9132 測量(測量一般,地図調整,航空測量),補償(土地調査,物件)
株式会社トライ 岐阜県中津川市茄子川１５３４－
代表取締役　田口義也 １６６

TEL 0573-78-2075 /FAX 0573-68-7901
b0000343 〒192-0352 建築(建築一般)
株式会社トリアド工房 東京都八王子市大塚６３６－２
代表取締役　伊藤民郎

TEL 042-675-2696 /FAX 042-675-6098
b0000220 〒542-0081 建築(建築一般,暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算
株式会社トリ設備計画 大阪府大阪市中央区南船場２－７ )
代表取締役　西村昭雄 －１４　大阪写真会館

TEL 06-6262-0278 /FAX 06-6262-5580
b0002126 〒491-0831 土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,地質,建設環境),
株式会社土木管理総合試験所 愛知県一宮市森本５丁目１９－２地質(地質調査)
名古屋出張所 ９
営業部長　八木澤一哉

TEL 0586-26-2263 /FAX 0586-26-2264
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b0000858 〒518-0625 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建
内外エンジニアリング株式会社 三重県名張市桔梗が丘５番町２街 築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリ
三重営業所 区１番地　永尾ビル ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設備及び積算,上水道及び工業
所長　森本泰功 用水道,下水道,農業土木,都市計画及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(土

TEL 0595-67-1201 地調査,物件,営業補償・特殊補償,事業損失),その他(その他（環境調査等）)/FAX 0595-67-1202
b0000794 〒460-0003 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社内藤建築事務所　名古 愛知県名古屋市中区錦一丁目７番備積算,電気設備積算,調査)
屋事務所 ３２号　名古屋ＳＩビル
所長　植田善富

TEL 052-212-4645 /FAX 052-212-4051
b0001051 〒519-0118 建築(建築一般,意匠,構造,調査)
中浦建築事務所 三重県亀山市北町６番３０号
中浦豊子

TEL 0595-82-7462 /FAX 0595-82-3675
b0000221 〒511-0042 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(道路)
ナカシャクリエイテブ株式会社 三重県桑名市柳原５４番地
三重営業所
所長　坂本範基

TEL 0594-25-8245 /FAX 0594-25-8246
b0001504 〒516-0041 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
中立建築設計 三重県伊勢市常磐２丁目１４－１備積算,電気設備積算,調査)
中立良彦 ２

TEL 0596-24-2211 /FAX 0596-24-2223
b0000916 〒460-0003 土木(鋼構造及びコンクリート,道路,地質)
中日本ハイウェイ・エンジニア 愛知県名古屋市中区錦一丁目８番
リング名古屋株式会社 １１号
代表取締役社長　中村武夫

TEL 052-212-4551 /FAX 052-203-5106
b0001689 〒458-0822 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(森林土木),補償(土
株式会社ナカノアイシステム 愛知県名古屋市緑区大将ケ根２－地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償
名古屋営業所 １０４３　ベルメゾンＮＡＲＵＭ関連)
所長　番逸成 Ｉ５０２

TEL 052-626-1280 /FAX 052-626-1281
b0002194 〒430-0906 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社中村組 静岡県浜松市中区住吉５丁目２２備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　中村嘉宏 番１号

TEL 053-412-1111 /FAX 053-412-1130
b0000427 〒511-0257 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算)
株式会社中村建築設計事務所 三重県員弁郡東員町大字北大社１
代表取締役　中村元紀 ３２５－９

TEL 0594-76-2102 /FAX 0594-76-8717
b0000967 〒640-8441 測量(測量一般),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,
株式会社中山綜合コンサルタン 和歌山県和歌山市栄谷２４１番地農業土木)
ト
代表取締役　中山智支

TEL 073-455-6335 /FAX 073-455-8004
b0002158 〒162-0052 建築(建築一般,意匠)
有限会社ナスカ 東京都新宿区戸山３丁目１５番１
代表取締役　古谷誠章 号

TEL 03-5272-4808 /FAX 03-5272-4021
b0002139 〒460-0008 建築(意匠)
株式会社ナノメートルアーキテ 愛知県名古屋市中区栄４－１７－
クチャー一級建築士事務所 ２７
代表取締役　三谷あつみ

TEL 090-7697-5284 /FAX
b0000569 〒511-0413 測量(測量一般,地図調整),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコン
南海測量設計株式会社　いなべ 三重県いなべ市北勢町畑毛５３５クリート,道路),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械工
営業所 番地 作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)
所長　松平立憲

TEL 0594-41-5664 /FAX 0594-41-2323
b0000401 〒516-0035 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
有限会社南勢建築設計 三重県伊勢市勢田町５８０－３ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　伊東俊一

TEL 0596-25-7667 /FAX 0596-25-8201
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b0000326 〒552-0001 測量(測量一般),土木(農業土木),地質(地質調査)
日化エンジニアリング株式会社 大阪府大阪市港区波除３－１２－
代表取締役社長　二越文彦 ４

TEL 06-6586-1123 /FAX 06-6586-1127
b0000572 〒460-0008 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建
株式会社日建設計　名古屋オフ 愛知県名古屋市中区栄４丁目１５ 築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,
ィス 番３２号 鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トン
執行役員名古屋代表　山本秀樹 ネル,施工計画、施工設備及び積算,造園,港湾及び空港,鉄道,下

TEL 052-261-6137 水道,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境),地質(地質調査)/FAX 052-252-7295
b0002169 〒112-0004 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
日建設計コンストラクション・ 東京都文京区後楽１－４－２７ 備積算,電気設備積算,調査)
マネジメント株式会社
代表取締役社長　水野和則

TEL 03-5803-9770 /FAX 03-5803-3440
b0001475 〒460-0008 建築(暖冷房,衛生,調査),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道
株式会社日建設計総合研究所 愛知県名古屋市中区栄４－１５－路,都市計画及び地方計画)
名古屋オフィス ３２
所長　朝倉博樹

TEL 052-242-0816 /FAX 052-242-0817
b0001529 〒739-0025 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(鋼
株式会社日航コンサルタント 広島県東広島市西条中央一丁目１構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,地質,
代表取締役　愛須友行 ７番９号 下水道),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,営業補償・特殊

補償)
TEL 082-423-5773 /FAX 082-423-5985

b0000874 〒454-0971 土木(土質及び基礎,河川、砂防及び海岸・海洋,地質,森林土木,
株式会社日さく　西日本支社 愛知県名古屋市中川区富田町大字建設環境),地質(地質調査)
執行役員支社長　坂本博之 千音寺字東尼ケ塚１１７番地の２

TEL 052-432-0211 /FAX 052-431-7190
b0001743 〒460-0008 土木(電気・電子)
日新電通技研株式会社 愛知県名古屋市中区栄３－２５－
取締役社長　柴山裕孝 １６

TEL 052-261-7236 /FAX 052-241-3982
b0000899 〒518-0842 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
ニッセイ技術株式会社 三重県伊賀市上野桑町２２３７番
代表取締役　濵尾美樹 地

TEL 059-521-6994 /FAX 059-523-5216
b0000642 〒531-0072 測量(測量一般),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営
株式会社ＮＩＳＳＯ　大阪支店 大阪府大阪市北区豊崎２丁目７番業補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(不動産鑑定)
支店長　八田忠伸 ９号

TEL 06-6292-4671 /FAX 06-6292-4677
b0000187 〒460-0003 建築(建築一般),土木(都市計画及び地方計画)
株式会社日総建　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦１丁目７番
所長　泉健一郎 １５号

TEL 052-218-7650 /FAX 052-218-7652
b0000278 〒453-0814 建築(建築一般)
株式会社日展　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区熊野町２丁
支店長　西嶋俊章 目２２番地の１

TEL 052-471-2210 /FAX 052-481-0278
b0002162 〒220-0012 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
日本エンジニアリング株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい河川、砂防及び海岸・海洋,道路)
代表取締役　堀内博 三丁目６番３号

TEL 045-640-0152 /FAX 045-640-0171
b0000798 〒453-0015 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
日本交通技術株式会社　名古屋 愛知県名古屋市中村区椿町１４番道路,施工計画、施工設備及び積算,鉄道,建設環境)
支店 １３号　ウエストポイント１４１
支店長　石黒博 ３

TEL 052-451-9111 /FAX 052-451-9114
b0001398 〒460-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社西井都市建築設計事務 愛知県名古屋市中区丸の内３－６備積算,電気設備積算)
所 －１９　ライオンズシティ久屋１
代表取締役　西井信幸 １Ｆ

TEL 052-972-7033 /FAX 052-972-7034
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b0002136 〒781-0812 土木(河川、砂防及び海岸・海洋,建設環境)
株式会社西日本科学技術研究所 高知県高知市若松町９番３０号
代表取締役　福留いく子

TEL 088-884-5151 /FAX 088-884-5160
b0000585 〒460-0012 補償(事業損失)
株式会社ニチイ 愛知県名古屋市中区千代田２－１
代表取締役　大槻建司 ５－１

TEL 052-252-0500 /FAX 052-252-0501
b0000266 〒510-0104 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(河川、砂防及び海岸
ニチイコンサルタント株式会社 三重県四日市市楠町南五味塚１５・海洋,道路),補償(土地調査,物件,営業補償・特殊補償,事業
三重支店 １－１－１０５ 損失)
支店長　河野貞治

TEL 059-336-6180 /FAX 059-336-6180
b0001632 〒452-0805 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
日本海航測株式会社　名古屋支 愛知県名古屋市西区市場木町１８
店 ６番地
支店長　今井克士

TEL 052-506-9181 /FAX 052-506-9182
b0000272 〒466-0031 測量(測量一般),土木(建設環境)
株式会社日本海洋生物研究所 愛知県名古屋市昭和区紅梅町３－
中部支店 ９－２
支店長　宮向智興

TEL 052-893-7561 /FAX 052-893-7562
b0000986 〒210-0828 土木(廃棄物)
一般財団法人日本環境衛生セン 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１
ター ０番６号
理事長　南川秀樹

TEL 044-288-4896 /FAX 044-299-2294
b0001613 〒112-0002 建築(暖冷房,電気,調査),土木(道路,都市計画及び地方計画,電
日本環境技研株式会社 東京都文京区小石川５丁目５番５気・電子)
代表取締役社長　福島朝彦 号

TEL 03-6912-2311 /FAX 03-6912-2315
b0000407 〒101-0032 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,
株式会社日本環境工学設計事務 東京都千代田区岩本町３－１１－建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(廃棄物)
所 １５
代表取締役　岩脇成彦

TEL 03-5829-6133 /FAX 03-5829-6139
b0002105 〒566-0001 その他(その他（環境調査等）)
日本環境分析センター株式会社 大阪府摂津市千里丘５丁目１６番
代表取締役　中元章博 ２１号

TEL 06-6380-6660 /FAX 06-6380-6290
b0001665 〒464-0858 その他(その他（環境調査等）)
株式会社日本環境分析センター 愛知県名古屋市千種区千種三丁目
代表取締役　栗田道秋 ２６番６号

TEL 052-733-1800 /FAX 052-733-8123
b0001821 〒540-6017 土木(建設環境)
日本気象株式会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目２
代表取締役　鈴木正徳 番２７号　クリスタルタワー１７

階
TEL 06-6567-2222 /FAX 06-6485-3697

b0000504 〒462-0042 土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道路,港湾及び空港,農業土木,
一般財団法人日本気象協会　中 愛知県名古屋市北区水草町一丁目廃棄物,建設環境),その他(その他（環境調査等）)
部支社 ２１番５号
支社長　坂井紀之

TEL 052-912-1153 /FAX 052-911-0117
b0001648 〒658-0052 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,建築積算),土木(土
日本技術サービス株式会社 兵庫県神戸市東灘区住吉東町３丁質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海
代表取締役　内田浩幸 目１１番２号 洋,上水道及び工業用水道,下水道)

TEL 078-841-4585 /FAX 078-841-3647
b0001006 〒100-0004 土木(都市計画及び地方計画)
株式会社日本経済研究所 東京都千代田区大手町一丁目９番
代表取締役　髙橋洋 ２号

TEL 03-6214-4615 /FAX 03-6214-4602
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001472 〒105-0011 土木(鋼構造及びコンクリート,道路,トンネル,施工計画、施工
一般社団法人日本建設機械施工 東京都港区芝公園三丁目５番８号設備及び積算,建設機械,建設環境)
協会 機械振興会館内
会長　金井道夫

TEL 03-3433-1501 /FAX 03-3432-0289
b0001521 〒101-0034 土木(造園,都市計画及び地方計画,建設環境)
一般社団法人日本公園緑地協会 東京都千代田区岩本町三丁目９番
会長　髙梨雅明 １３号　岩本町寿共同ビル

TEL 03-5833-8551 /FAX 03-5833-8553
b0001525 〒461-0004 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社日本構造橋梁研究所 愛知県名古屋市東区葵２－１２－道路),地質(地質調査)
中部支社 １
支社長　北川文三

TEL 052-933-3166 /FAX 052-933-3167
b0001652 〒113-0033 土木(都市計画及び地方計画)
公益社団法人日本交通計画協会 東京都文京区本郷三丁目２３番１
代表理事　石川次男 号

TEL 03-3816-1791 /FAX 03-3816-1794
b0001514 〒107-0062 土木(都市計画及び地方計画)
公益財団法人日本交通公社 東京都港区南青山二丁目７番２９
会長　光山清秀 号

TEL 03-5770-8350 /FAX 03-5770-8358
b0000578 〒460-0022 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社日本港湾コンサルタン 愛知県名古屋市中区金山４丁目１ 河川、砂防及び海岸・海洋,港湾及び空港,建設環境,水産土木),
ト　中部事務所 番１号 地質(地質調査)
所長　武井泰男

TEL 052-265-9353 /FAX 052-265-9354
b0000758 〒105-0003 建築(建築一般),土木(電気・電子)
一般財団法人日本消防設備安全 東京都港区西新橋三丁目７番１号
センター
理事長　北崎秀一

TEL 03-5422-1491 /FAX 03-5422-1583
b0000231 〒450-0002 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(鋼構造及びコンクリー
日本振興株式会社　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区名駅五丁目ト,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設備及び
支店長　國枝新一 ２７番１３号　名駅錦橋ビル５階積算,下水道,農業土木),地質(地質調査),補償(土地調査,土地

評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)
TEL 052-562-1191 /FAX 052-562-1192

b0001591 〒463-0809 建築(建築一般,構造,調査)
日本診断設計株式会社 愛知県名古屋市守山区平池東８０
代表取締役　長谷川哲也 ２番地

TEL 052-739-0622 /FAX 052-739-0623
b0000264 〒515-2124 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社日本水工コンサルタン 三重県松阪市中ノ庄町６４０ 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設備及び積算,
ト　三重事務所 上水道及び工業用水道,下水道,農業土木),地質(地質調査)
所長　藤田茂

TEL 0598-67-0036 /FAX 0598-67-0469
b0000692 〒460-0003 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社日本設計　中部支社 愛知県名古屋市中区錦一丁目１１備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
執行役員支社長　阿部芳文 番１１号

TEL 052-211-3651 /FAX 050-3156-2122
b0000191 〒556-0021 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(道路,下水道,都市計
日本測地設計株式会社　関西支 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目７画及び地方計画),補償(土地調査,物件,営業補償・特殊補償,事
店 番３号 業損失,補償関連)
支店長　原田啓一

TEL 06-6567-1718 /FAX 06-6567-1338
b0001483 〒273-0033 土木(地質),地質(地質調査)
株式会社日本地下探査 千葉県船橋市本郷町６５８－２
代表取締役　佐々木吾郎

TEL 047-300-0611 /FAX 047-300-0616
b0000699 〒556-0011 測量(測量一般),土木(都市計画及び地方計画),補償(土地調査,
日本都市技術株式会社　関西支 大阪府大阪市浪速区難波中一丁目土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補
店 １２番５号 償関連)
支店長　青木慎二

TEL 06-6630-3500 /FAX 06-6630-3586
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001809 〒606-0805 その他(その他（環境調査等）)
株式会社日本都市計画研究所 京都府京都市左京区下鴨森本町２
代表取締役　岩溪達朗 ５番地の１

TEL 075-712-1984 /FAX 075-712-1903
b0000957 〒460-0011 補償(土地評価),その他(不動産鑑定,その他（環境調査等）)
日本土地評価システム株式会社 愛知県名古屋市中区大須四丁目１
代表取締役　足立陽三 １番５０号

TEL 052-261-8331 /FAX 052-261-8332
b0000608 〒460-0011 土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道路,都市計画及び地方計画)
株式会社日本能率協会総合研究 愛知県名古屋市中区大須一丁目７
所　中部事務所 番１４号　パークＩＭビル２階
所長　大江隆之

TEL 052-231-6113 /FAX 052-231-6117
b0000192 〒511-0041 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,地質,建設環境),地質(地
日本物理探鑛株式会社　三重営 三重県桑名市外堀２２番地　ＩＴ質調査)
業所 Ｏビル１０２号室
所長　磯村晃

TEL 0594-27-2720 /FAX 0594-24-2732
b0000828 〒468-0836 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
日本ミクニヤ株式会社　名古屋 愛知県名古屋市天白区相川２丁目び海岸・海洋,港湾及び空港,森林土木,建設環境,水産土木)
オフィス ３５番地
所長　岸川英樹

TEL 052-895-3928 /FAX 052-895-3927
b0002109 〒104-0033 その他(その他（環境調査等）)
一般社団法人日本有機資源協会 東京都中央区新川２－６－１６
代表理事　牛久保明邦

TEL 03-3297-5618 /FAX 03-3297-5619
b0000209 〒460-0022 建築(建築一般)
株式会社丹羽英二建築事務所 愛知県名古屋市中区金山２－８－
代表取締役　丹羽英夫 ４

TEL 052-332-3501 /FAX 052-332-3518
b0001830 〒102-0072 建築(電気),土木(電気・電子)
株式会社ネットアルファ 東京都千代田区飯田橋２－１３－
代表取締役　竹下剛 ７

TEL 03-3263-2201 /FAX 03-3263-2264
b0001571 〒528-0211 その他(その他（環境調査等）)
株式会社農楽 滋賀県甲賀市土山町北土山７１２
代表取締役　西村俊昭 番地４

TEL 0748-70-2011 /FAX 0748-70-3185
b0000815 〒135-8622 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社乃村工藝社 東京都港区台場２－３－４
代表取締役社長執行役員　榎本修次

TEL 03-5962-1171 /FAX 03-3570-2397
b0000232 〒518-0838 建築(建築一般)
株式会社服部建築事務所　三重 三重県伊賀市上野茅町２７２２－
事務所 ６
取締役三重事務所長　坪香吉宣

TEL 0595-23-5046 /FAX 0595-21-1240
b0000195 〒464-0075 建築(建築一般,意匠,構造)
株式会社服部都市建築設計事務 愛知県名古屋市千種区内山１－１
所 ７－１７
代表取締役　大島幸二

TEL 052-731-8121 /FAX 052-731-8135
b0002039 〒515-0064 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
ＨＡＧＡ総合設計 三重県松阪市五反田町３－１１３備積算,電気設備積算,調査)
代表　芳賀信次 ０－８

TEL 0598-21-5511 /FAX 0598-21-5512
b0001451 〒518-0775 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
白鳳アーキテック株式会社 三重県名張市希央台五番町１０９暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
代表取締役　田中敏也 番地 査),土木(土質及び基礎)

TEL 0595-48-6066 /FAX 0595-48-6067

IP56PA20



業者名簿
  37 頁

部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001687 〒518-0809 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社白鳳アドバンス 三重県伊賀市西明寺２２１７番地暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
代表取締役　田中めぐみ の５ 査),土木(都市計画及び地方計画)

TEL 0595-23-1522 /FAX 0595-23-1523
b0000367 〒518-0810 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社白鳳建築設計事務所 三重県伊賀市平野東町１０７番地備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　田中敏也

TEL 0595-23-6112 /FAX 0595-23-6132
b0000612 〒460-0021 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査)
株式会社畑中建築事務所 愛知県名古屋市中区平和一丁目１
代表取締役　富成篤也 ５番３０号

TEL 052-253-9674 /FAX 052-253-9675
b0001831 〒510-8038 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
浜エンジニアリング株式会社 三重県四日市市垂坂新町２６番地ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設備及
三重支店 び積算,地質,農業土木),地質(地質調査),補償(土地調査,物件)
支店長　伊藤欽也

TEL 059-329-5931 /FAX 059-329-5932
b0001703 〒541-0045 補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
株式会社浜名技術コンサルタン 大阪府大阪市中央区道修町２丁目償,事業損失,補償関連)
ト ２番６号
代表取締役　黒田泰弘

TEL 06-6227-0227 /FAX 06-6227-0230
b0002112 〒471-0805 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(道路,都市計画及び
早川都市計画株式会社 愛知県豊田市美里二丁目１７番地地方計画),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
代表取締役　早川正喜 の５ 償,事業損失),その他(その他（環境調査等）)

TEL 0565-89-8068 /FAX 0565-89-8067
b0000070 〒519-0147 測量(測量一般)
有限会社林エンジニアリング 三重県亀山市山下町３７２－１
代表取締役　林彦文

TEL 0595-82-5415 /FAX 0595-82-5445
b0002067 〒542-0076 建築(建築一般,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電
阪急コンストラクション・マネ 大阪府大阪市中央区難波４丁目７気設備積算,調査)
ジメント株式会社 番１４号
代表取締役　笠井寛

TEL 06-4397-0800 /FAX 06-4397-0801
b0000289 〒467-0856 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(建設環境)
株式会社ハンシン　名古屋支店 愛知県名古屋市瑞穂区新開町５－
名古屋支店長　岩山五雄 ２

TEL 052-884-2880 /FAX 052-884-2885
b0000193 〒630-8115 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
株式会社阪神コンサルタンツ 奈良県奈良市大宮町二丁目４番２河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,地質),地質(地質調
代表取締役　田中竹延 ５号 査),補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)

TEL 0742-36-0211 /FAX 0742-36-0218
b0001918 〒583-0871 測量(測量一般),建築(構造),土木(土質及び基礎,都市計画及び
株式会社阪南コーポレーション 大阪府羽曳野市野々上３丁目７番地方計画,電気・電子),地質(地質調査)
代表取締役社長　稲本裕樹 ２３号

TEL 072-938-2010 /FAX 072-952-0809
b0002170 〒670-0884 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(河川、砂防及び海岸
株式会社バンス 兵庫県姫路市城北本町７－８ ・海洋,道路,地質,下水道,農業土木,森林土木),地質(地質調査
代表取締役　甘中明美 ),補償(土地調査,物件,事業損失)

TEL 079-222-5541 /FAX 079-222-5554
b0000973 〒465-0024 土木(電気・電子)
パブリック設計株式会社 愛知県名古屋市名東区本郷二丁目
代表取締役　森田和裕 ６２番地

TEL 052-773-3931 /FAX 052-773-3932
b0001627 〒515-0332 その他(登記手続)
一般社団法人ひかり公共嘱託登 三重県多気郡明和町大字馬之上８
記土地家屋調査士協会 ８６番地１１
代表理事　辻隆志

TEL 0596-64-8033 /FAX 0596-63-5037
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0002120 〒510-0086 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
久安典之建築研究所 三重県四日市市諏訪栄町２２－３備積算,電気設備積算,調査)
久安典之

TEL 059-359-6678 /FAX 059-359-6679
b0002009 〒460-0008 建築(建築一般)
株式会社日立建設設計　中部営 愛知県名古屋市中区栄３－１７－
業所 １２
所長　最明智

TEL 052-259-1108 /FAX 052-259-1090
b0001972 〒450-0003 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算),土木(鋼構造及びコンク
日立造船株式会社　中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁リート,廃棄物)
支社長　西川佳成 目２４番３０号

TEL 052-581-0161 /FAX 052-582-6371
b0001707 〒465-0025 土木(下水道)
日之出水道機器株式会社　名古 愛知県名古屋市名東区上社１丁目
屋営業所 ６０３番地
所長　池田哲也

TEL 052-726-8067 /FAX 052-726-8068
b0000356 〒523-8555 その他(その他（環境調査等）)
株式会社日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町９０８
代表取締役　村田弘司

TEL 0748-32-5111 /FAX 077-502-2246
b0002094 〒662-0916 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
平田建築設計株式会社 兵庫県西宮市戸田町５番１６号 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　平田裕之

TEL 0798-36-4510 /FAX 0798-36-5641
b0001912 〒519-3203 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社平野組 三重県北牟婁郡紀北町島原１００備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　平野金人 ９番地

TEL 0597-47-0180 /FAX 0597-47-2299
b0000055 〒510-0086
株式会社ＢＳ冷熱設計 三重県四日市市諏訪栄町２－１１
代表取締役　馬瀬英成 一番館ビル３階

TEL 059-352-7208 /FAX 059-351-9378
b0000258 〒513-0835 土木(電気・電子)
ビーム計画設計株式会社　三重 三重県鈴鹿市平野町５６６番地
事務所
所長　勅使川原正人

TEL 059-336-5657 /FAX 059-336-5658
b0000467 〒515-0063 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
有限会社ピース設計 三重県松阪市大黒田町２８０－２備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　南宣臣

TEL 0598-25-0880 /FAX 0598-21-1333
b0002198 〒518-0225 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社フィールドテック 三重県伊賀市桐ケ丘一丁目２８８
代表取締役　岡﨑弘次 番地

TEL 0595-51-9007 /FAX 0595-51-0461
b0001359 〒460-0008 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社復建エンジニヤリング 愛知県名古屋市中区栄２丁目５番びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施
名古屋支社 １３号 工計画、施工設備及び積算,港湾及び空港,鉄道,下水道,都市計
支社長　吉益順二 画及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),その他(その他（

TEL 052-203-0651 環境調査等）)/FAX 052-201-6578
b0000006 〒541-0041 補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
福田総合コンサルタント株式会 大阪府大阪市中央区北浜一丁目３償,事業損失,補償関連)
社 番１４号
代表取締役　藤原邦彦

TEL 06-6227-0890 /FAX 06-6227-1176
b0001953 〒630-8115 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社福本設計 奈良県奈良市大宮町４丁目２８１備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　西峯隆司 番地の１

TEL 0742-34-2800 /FAX 0742-36-5258
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b0001657 〒464-0067 測量(測量一般,地図調整,航空測量),その他(その他（環境調査
富士エンジニアリング株式会社 愛知県名古屋市千種区池下一丁目等）)
代表取締役社長　寺本博亘 １１番２１号　サンコート池下５

階
TEL 052-763-1616 /FAX 052-763-1675

b0000224 〒464-0034 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社藤川原設計 愛知県名古屋市千種区清住町１丁備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役社長　大鹿智哉 目７１番１号

TEL 052-788-2021 /FAX 052-788-2022
b0000841 〒450-0002 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
藤コンサル株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅３－２造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,
代表取締役　藤本桂介 ２－８ 建設環境),補償(土地調査,物件)

TEL 052-433-1261 /FAX 052-433-1260
b0001593 〒511-1143 測量(測量一般),土木(道路,都市計画及び地方計画),補償(土地
フジコンサルタント株式会社 三重県桑名市長島町西外面２０１調査,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失)
北勢事務所 １番３
事務所長　伊藤一寛

TEL 0594-41-0902 /FAX 0594-41-0903
b0000039 〒513-0809 測量(測量一般,地図調整)
株式会社フジコンサルタント 三重県鈴鹿市西条三丁目７番２２
代表取締役　伊藤順子 号

TEL 059-382-6600 /FAX 059-383-0090
b0001920 〒450-0003 土木(道路)
富士設計株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁
代表取締役　服部幸浩 目１３番１号

TEL 052-551-1152 /FAX 052-551-1157
b0000653 〒510-0828 測量(測量一般,地図調整),土木(道路,下水道),補償(土地調査)
株式会社富士測量 三重県四日市市石塚町１－１２
代表取締役　山田孝行

TEL 059-351-0929 /FAX 059-351-0951
b0000639 〒461-0004 測量(測量一般,地図調整),土木(上水道及び工業用水道,下水道
フジ地中情報株式会社　名古屋 愛知県名古屋市東区葵３－１５－ )
支店 ３１
支店長　藤綱睦啓

TEL 052-856-2268 /FAX 052-856-1567
b0001205 〒516-1108 測量(測量一般,地図調整)
藤本測量設計 三重県伊勢市円座町１０５５－３
藤本勇樹 ６

TEL 0596-39-0887 /FAX 0599-43-4892
b0000396 〒511-0002 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,
株式会社フジヤマ　三重営業所 三重県桑名市福島９３６番地 調査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸
所長　藤山修 ・海洋,道路,トンネル,地質,造園,下水道,農業土木,都市計画及び地方計

画,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械工作物,営業補償
TEL 0594-24-4553 ・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 0594-24-4558

b0000076 〒513-0802 建築(建築一般,意匠,構造)
藤原構造建築設計事務所 三重県鈴鹿市飯野寺家町５０６－
藤原哲弘 ３

TEL 059-383-4244 /FAX 059-383-4261
b0001803 〒520-3302 測量(測量一般,地図調整),地質(地質調査),補償(土地調査),そ
双葉建設株式会社 滋賀県甲賀市甲南町池田３３４６の他(その他（環境調査等）)
代表取締役　山本善浩 番地３

TEL 0748-86-2616 /FAX 0748-86-6816
b0001365 〒519-1423 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(上水道及び工業用水道,
株式会社不二設計コンサルタン 三重県伊賀市希望ケ丘西１－１２下水道,電気・電子)
ト　三重営業所 －１４
所長　淡島徳博

TEL 0595-45-6007 /FAX 0595-45-6031
b0000836 〒518-0773 その他(不動産鑑定)
布生鑑定事務所 三重県名張市希央台３番町８番地
布生太造

TEL 0595-62-1205 /FAX 0595-62-1206
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b0002059 〒460-0002 補償(土地評価),その他(不動産鑑定)
株式会社芙蓉不動産鑑定事務所 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目
代表取締役　眞下弘 ２番３１号

TEL 052-220-6733 /FAX 052-220-6737
b0002132 〒460-0003 建築(建築一般,意匠)
ＦＵＬＬ　ＰＯＷＥＲ　ＳＴＵ 愛知県名古屋市中区錦３丁目６番
ＤＩＯ株式会社 地７
代表取締役　降旗範行

TEL 050-3597-0111 /FAX 052-717-7620
b0001739 〒532-0011 建築(建築一般,意匠,構造,調査)
株式会社文化財構造計画 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目
代表取締役　冨永善啓 １３番１２号　谷ビル９Ｆ

TEL 06-4862-5651 /FAX 06-4862-5652
b0002042 〒612-8372 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社文化財サービス 京都府京都市伏見区北端町５８番
代表取締役　出口弘文 地

TEL 075-611-5800 /FAX 075-611-5900
b0000671 〒101-0003 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,調査),土木(都市計画及
株式会社文化財保存計画協会 東京都千代田区一ツ橋２－５－５び地方計画)
代表取締役　矢野和之 岩波書店一ツ橋ビル

TEL 03-5276-8200 /FAX 03-5276-8201
b0000435 〒510-0071 測量(測量一般,地図調整),土木(施工計画、施工設備及び積算),
株式会社プラスデザイン 三重県四日市市西浦１－６－４ 補償(土地調査)
代表取締役　西村康浩

TEL 059-354-1280 /FAX 059-354-4828
b0001951 〒101-0044 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社プラスＰＭ　東京支店 東京都千代田区鍛冶町１丁目７番
支店長　木村讓二 １１号　ＫＣＡビル

TEL 03-3526-4181 /FAX 03-3526-0801
b0000198 〒460-0003 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,建築積算),土木(造
株式会社プレック研究所　中部 愛知県名古屋市中区錦一丁目１０園,都市計画及び地方計画,建設環境),その他(その他（環境調
事務所 番９号 査等）)
事務所長　風間一

TEL 052-222-1161 /FAX 052-222-1261
b0002028 〒771-0132 建築(建築一般)
株式会社平島弘之プラスチーム 徳島県徳島市川内町平石夷野７７
二十八 －２
代表取締役　蔭山仁志

TEL 088-666-3328 /FAX 088-666-3325
b0001949 〒520-2153 測量(測量一般,地図調整,航空測量),補償(土地調査,物件,機械
株式会社平和ＩＴＣ　滋賀営業 滋賀県大津市一里山３丁目１７－工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)
所 ２８－１０４
営業所長　中村浩行

TEL 077-543-0015 /FAX 050-3737-2478
b0001447 〒531-0076 測量(測量一般),その他(その他（環境調査等）)
ペンタフ株式会社 大阪府大阪市北区大淀中一丁目７
代表取締役　平田喜彦 番１０号

TEL 06-6458-1231 /FAX 06-6458-1221
b0002062 〒510-0835 その他(不動産鑑定)
有限会社北勢不動産鑑定所 三重県四日市市大井手３－３－５
代表取締役　船橋俊一

TEL 059-352-8652 /FAX 059-354-2966
b0001867 〒101-0052 測量(測量一般,航空測量),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,
株式会社保全工学研究所 東京都千代田区神田小川町一丁目電力土木)
代表取締役　天野勲 １１番９号

TEL 03-5283-8111 /FAX 03-5283-8125
b0000480 〒518-0604 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社堀口建築設計 三重県名張市さつき台２－３８５備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　堀口達矢

TEL 0595-66-3990 /FAX 0595-66-3991

IP56PA20



業者名簿
  41 頁

部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001784 〒467-0803 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社本田建築設計事務所 愛知県名古屋市瑞穂区中山町５丁
代表取締役　本田伸太郎 目７番地１

TEL 052-852-0700 /FAX 052-852-4150
b0000602 〒518-0126 測量(測量一般),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,港湾及び空
ポートコンサルタント株式会社 三重県伊賀市森寺１５３番地 港)
三重営業所
所長　松尾武雄

TEL 0595-37-1506 /FAX 0595-37-1507
b0000647 〒515-0011 補償(土地評価),その他(不動産鑑定)
株式会社マット鑑定コンサルタ 三重県松阪市高町１９８－７
ント
代表取締役　駒田真人

TEL 0598-52-5090 /FAX 0598-52-5091
b0000328 〒543-0011 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社前田都市設計 大阪府大阪市天王寺区清水谷町７備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　前田陽一郎 －４　クレオドーレ清水谷

TEL 06-6767-0708 /FAX 06-6767-1009
b0002034 〒600-8357 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(鋼構造及びコンクリ
牧草総合設計株式会社 京都府京都市下京区五条通堀川西 ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,都市計画及び地方計画),
代表取締役　牧草次郎 入ル柿本町５７９番地五条堀川ビ補償(土地調査,物件,営業補償・特殊補償)

ル
TEL 075-353-6411 /FAX 075-353-6412

b0001846 〒510-0071 測量(測量一般),土木(地質),地質(地質調査)
株式会社増田地質工業　三重事 三重県四日市市西浦２丁目３番９
務所 号　林ビル５Ｂ
所長　藤森弘則

TEL 059-353-7088 /FAX 059-353-7099
b0000993 〒470-0194
マスプロ電工株式会社　名古屋 愛知県日進市浅田町上納８０番地
支店
支店長　木田和宏

TEL 052-802-2233 /FAX 052-802-2235
b0000988 〒530-0041 土木(都市計画及び地方計画)
街角企画株式会社 大阪府大阪市北区天神橋１－１－
代表取締役　山本一馬 １

TEL 06-6358-0712 /FAX 06-6358-7047
b0001465 〒515-0062 測量(測量一般,地図調整),土木(上水道及び工業用水道,下水道
松岡測量設計株式会社　三重営 三重県松阪市小黒田町５７３－３ )
業所
所長　服部厚

TEL 0598-25-3005 /FAX 0598-25-3006
b0000914 〒515-0064 土木(地質),地質(地質調査)
松阪鑿泉株式会社 三重県松阪市五反田町１－１２２
代表取締役　由井恒彦 １－５

TEL 0598-21-4837 /FAX 0598-21-7896
b0000898 〒550-0005 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社松田平田設計　大阪事 大阪府大阪市西区西本町１－４－備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
務所 １
常務執行役員所長　上村晋

TEL 06-6536-3701 /FAX 06-6536-3717
b0001183 〒518-0221 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社松本コンサルタント 三重県伊賀市別府２７８番地の５造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道
三重営業所 及び工業用水道,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方
所長　松本光男 計画),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,営業補償・特殊補

TEL 0595-53-0700 償,事業損失)/FAX 0595-53-0701
b0001828 〒515-0045 その他(不動産鑑定)
松本不動産鑑定士事務所 三重県松阪市駅部田町７５番１
松本浩二 トップカーテンビル２Ｆ－Ｇ

TEL 0598-31-1138 /FAX 0598-31-1137
b0001374 〒460-0008 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社丸川建築設計事務所 愛知県名古屋市中区栄一丁目１７備積算,電気設備積算,調査)
名古屋事務所 番１６号　藤和シティコープ栄２
名古屋事務所長　川本博良 ０５号室

TEL 052-684-6237 /FAX 052-684-6237
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b0002176 〒519-0103 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,機械設備積算,調査)
有限会社丸昌組 三重県亀山市川合町８８番地
代表取締役　伊藤幸仁

TEL 0595-82-2051 /FAX 0595-83-1029
b0001433 〒510-0018 その他(不動産鑑定)
マルセ産業株式会社 三重県四日市市白須賀１－１１－
代表取締役　瀬古博之 ２６

TEL 059-331-8123 /FAX 059-331-7755
b0002116 〒110-0008 測量(測量一般,地図調整,航空測量),その他(不動産鑑定)
株式会社丸菱行政地図 東京都台東区池之端二丁目５番４
代表取締役　吉冨明 １号

TEL 03-5815-4830 /FAX 03-5815-4832
b0002127 〒456-0018 建築(暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電気設備積算)
株式会社ミューパートナーズ 愛知県名古屋市熱田区新尾頭三丁
代表取締役　植田亮 目２番１号

TEL 052-684-9844 /FAX 052-684-9845
b0000698 〒515-0019 測量(測量一般)
株式会社三重総合コンサルタン 三重県松阪市中央町５５１番地８
ト
代表取締役　大石旭

TEL 0598-50-3055 /FAX 0598-52-1275
b0000044 〒516-0027 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
有限会社三重測地 三重県伊勢市桜木町２０１－１
代表取締役　宿一洋

TEL 0596-23-1205 /FAX 0596-23-1254
b0001261 〒310-0062 建築(建築一般)
株式会社三上建築事務所 茨城県水戸市大町３丁目４番３６
代表取締役　益子一彦 号

TEL 029-224-0606 /FAX 029-226-3778
b0000704 〒515-0043 測量(測量一般,地図調整),補償(土地調査)
三鈴土木コンサルタント株式会 三重県松阪市下村町２４７１番地
社 の１
代表取締役　鈴木康

TEL 0598-29-0007 /FAX 0598-29-0002
b0000728 〒512-0935 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
三井共同建設コンサルタント株 三重県四日市市川島新町１４１番びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施
式会社　三重営業所 地１ 工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,下水道,
所長　片桐暢洋 都市計画及び地方計画,建設環境,電気・電子,水産土木),地質(

TEL 059-327-6393 地質調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-327-6397
b0000283 〒461-0001 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社三橋設計　名古屋事務 愛知県名古屋市東区泉２－２７－備積算,電気設備積算,調査)
所 １４
取締役名古屋事務所長　山田正司

TEL 052-937-5573 /FAX 052-937-5576
b0000818 〒460-0008 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社三菱地所設計　中部支 愛知県名古屋市中区栄二丁目３番備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコ
店 １号 ンクリート,道路,施工計画、施工設備及び積算,造園,鉄道,都
中部支店長　片桐靖夫 市計画及び地方計画,建設環境)

TEL 052-231-2300 /FAX 052-231-2328
b0000729 〒100-8141 土木(道路,港湾及び空港,鉄道,都市計画及び地方計画,建設環
株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町二丁目１０境)
代表取締役社長　籔田健二 番３号

TEL 03-6705-6003 /FAX 03-5157-2163
b0000751 〒460-8627 建築(調査),土木(道路,都市計画及び地方計画)
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル 愛知県名古屋市中区錦三丁目２１
ティング株式会社　名古屋 番２４号
常務執行役員　天城宏紀

TEL 052-307-1103 /FAX 052-307-1126
b0000884 〒519-0608 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
有限会社みどりコンサルタント 三重県伊勢市二見町今一色１７６
取締役　西川正彦 －２

TEL 0596-43-2130 /FAX 0596-43-2130
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b0000047 〒512-0923 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社見取コンサルタント 三重県四日市市高角町２６４３ 造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道
代表取締役　見取貴臣 及び工業用水道,下水道),補償(土地調査,物件,事業損失),その

他(その他（環境調査等）)
TEL 059-326-1510 /FAX 059-326-5240

b0000632 〒154-0012 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠),土木(造園,都市計画及
株式会社緑の風景計画 東京都世田谷区駒沢２－６－１６び地方計画,建設環境)
代表取締役社長　前島久美子

TEL 03-3422-9511 /FAX 03-3422-9530
b0001720 〒606-8386 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査)
株式会社三宅建築事務所 京都府京都市左京区仁王門通川端
代表取締役　三宅晃郎 東入新丸太町３７番地の６

TEL 075-761-6025 /FAX 075-751-0222
b0001897 〒770-0868 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社宮建築設計 徳島県徳島市福島１－５－６ 備積算,電気設備積算,調査),土木(鋼構造及びコンクリート)
代表取締役　宮本博

TEL 088-625-5505 /FAX 088-625-5478
b0000050 〒510-0242 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社宮崎建築事務所 三重県鈴鹿市白子本町５番２９号備積算,電気設備積算)
代表取締役　宮﨑達也

TEL 059-368-3330 /FAX 059-380-3535
b0002011 〒509-4225 土木(電気・電子),その他(その他（環境調査等）)
株式会社無線放送設計事務所 岐阜県飛騨市古川町金森町１０－
岐阜営業所 ２５
所長　川端竜美

TEL 0577-57-5110 /FAX 0577-57-5110
b0001058 〒528-0029 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
村上興業株式会社 滋賀県甲賀市水口町南林口６番地調査),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・
代表取締役　臼井義人 海洋,道路,農業土木),地質(地質調査),補償(土地調査,物件)

TEL 0748-62-0240 /FAX 0748-62-0254
b0001431 〒135-0061 建築(建築一般,意匠)
株式会社ムラヤマ 東京都江東区豊洲３－２－２４
代表取締役　矢倉俊彦

TEL 03-6221-0808 /FAX 03-6221-1902
b0002086 〒564-0043 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,建設環境),地質(地質調査
株式会社メーサイ 大阪府吹田市南吹田３丁目１３番 )
代表取締役　中野真治 ３号

TEL 06-6190-3371 /FAX 06-6190-3388
b0000298 〒500-8326 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社メイホーエンジニアリ 岐阜県岐阜市吹上町６－２１ 造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,農業土
ング 木,森林土木,建設環境),補償(土地調査,物件,事業損失),その
代表取締役　尾松豪紀 他(その他（環境調査等）)

TEL 058-253-8811 /FAX 058-253-8815
b0000721 〒511-1102 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛
株式会社名邦テクノ　三重営業 三重県桑名市長島町西川８１６番 生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(鋼構造及びコ
所 地 ンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木,都市計画
営業所長　服部真澄 及び地方計画,建設環境),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業

TEL 0594-41-1455 補償・特殊補償,事業損失),その他(不動産鑑定,その他（環境調査等）)/FAX 0594-41-1456
b0001913 〒102-0093 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
明豊ファシリティワークス株式 東京都千代田区平河町２－７－９備積算,電気設備積算,調査)
会社
代表取締役　大貫美

TEL 03-5211-0066 /FAX 03-5211-6520
b0001225 〒173-0026 土木(下水道)
毛管浄化システム株式会社 東京都板橋区中丸町１１－２　ワ
代表取締役　木村弘子 コーレ要町ビル

TEL 03-5995-2849 /FAX 03-5995-2879
b0001868 〒519-0211 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社森エンジニアリング 三重県亀山市川崎町２７５７－３び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,上
三重営業所 水道及び工業用水道,下水道,農業土木),補償(物件)
営業所長　小林滋男

TEL 0595-96-8075 /FAX 0595-96-8076
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b0000051 〒518-0873 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算,調査)
株式会社森永建築設計事務所 三重県伊賀市上野丸之内６２－２
代表取締役　西出章

TEL 0595-21-1125 /FAX 0595-23-9945
b0001086 〒518-0623 建築(建築一般,意匠,暖冷房,衛生,電気,建築積算)
株式会社森本建築事務所 三重県名張市桔梗が丘３－２－６
代表取締役　森本雅史 ８－４

TEL 0595-65-2638 /FAX 0595-66-2639
b0000200 〒453-0011 建築(建築一般),土木(造園,都市計画及び地方計画,建設環境)
株式会社森緑地設計事務所　名 愛知県名古屋市中村区千原町２－
古屋事務所 ３９
名古屋事務所長　松尾恒美

TEL 052-452-4655 /FAX 052-452-4657
b0001829 〒515-0821 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社館設計事務所 三重県松阪市外五曲町６６番１ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　水谷豊

TEL 0598-30-6811 /FAX 0598-31-2800
b0000201 〒461-0001 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社安井建築設計事務所 愛知県名古屋市東区泉１－１０－備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
名古屋事務所 ２３
専務執行役員名古屋事務所長　井上孝成

TEL 052-961-1861 /FAX 052-951-1966
b0000202 〒460-0003 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社山下設計　中部支社 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
常務執行役員支社長　和田直 ２９号　（サウスハウス）

TEL 052-961-8731 /FAX 052-961-8724
b0001776 〒453-0015 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社山田建築事務所　中部 愛知県名古屋市中村区椿町１９番備積算,電気設備積算,調査)
支社 ７号　１１０２
支社長　服部弘

TEL 052-451-4447 /FAX 052-451-4441
b0000464 〒510-0074 建築(建築一般)
株式会社山田建築設計 三重県四日市市鵜の森二丁目３番
代表取締役　山田純治 １５号

TEL 059-352-4848 /FAX 059-352-2574
b0000219 〒540-0021 建築(建築一般)
株式会社山田綜合設計 大阪府大阪市中央区大手通三丁目
代表取締役　深尾元詞 １番２号　エスリードビル大手通

TEL 06-4790-0335 /FAX 06-4790-0410
b0001293 〒516-1423 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
有限会社ヤマミ 三重県度会郡南伊勢町村山３８１
代表取締役　山本龍太郎 －７９

TEL 0596-76-0347 /FAX 0596-76-1689
b0000536 〒516-0804 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社山本設計 三重県伊勢市御薗町長屋２６３９備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　山本健司 番地

TEL 0596-22-8800 /FAX 0596-22-8811
b0001988 〒462-0003 補償(物件,事業損失)
株式会社弥生コンサルタント 愛知県名古屋市北区桐畑町１５６
代表取締役　新村浩志郎 番地

TEL 052-982-7795 /FAX 052-982-7796
b0001944 〒460-0003 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建
株式会社ＵＲリンケージ　中部 愛知県名古屋市中区錦三丁目６番 築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土質及び基礎,
支社 ２９号 道路,施工計画、施工設備及び積算,造園,上水道及び工業用水道,
支社長　奥村恵一 下水道,都市計画及び地方計画,建設環境),補償(土地調査,土地評

TEL 052-957-1260 価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)/FAX 052-957-1283
b0001950 〒451-0051 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社ユーエス計画研究所 愛知県名古屋市西区則武新町三丁備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　繁野民輝 目１番１７号　ＢＩＺｒｉｕｍ名

古屋
TEL 052-846-4001 /FAX 052-846-4002
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b0001999 〒430-0837 その他(その他（環境調査等）)
ユーロフィン日本総研株式会社 静岡県浜松市南区西島町１６２２
代表取締役　藤田徹 番地

TEL 053-425-7531 /FAX 053-425-7533
b0000453 〒604-0952 測量(測量一般),土木(道路,上水道及び工業用水道)
湯浅コンサルタント株式会社 京都府京都市中京区富小路通二条
代表取締役　湯浅博之 下る俵屋町１９５

TEL 075-241-1825 /FAX 075-231-8637
b0000723 〒511-0863 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社ユニオン　三重営業所 三重県桑名市新西方５丁目１５０びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、
取締役営業所長　久保田孝行 施工設備及び積算,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地

方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械
TEL 0594-27-2618 工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)/FAX 0594-27-2619

b0001602 〒550-0003 建築(建築一般,建築積算,調査),補償(土地調査,土地評価,物件,
株式会社ユニオンリサーチ 大阪府大阪市西区京町堀１丁目６機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連)
代表取締役　三好健一 番２号

TEL 06-6446-1801 /FAX 06-6446-1802
b0000203 〒450-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社横河建築設計事務所 愛知県名古屋市中村区名駅２－４備積算,電気設備積算,調査)
名古屋事務所 ５－７
所長　田中啓介

TEL 052-533-6850 /FAX 052-533-6851
b0000204 〒452-0843 測量(測量一般),地質(地質調査)
株式会社ヨコタテック　名古屋 愛知県名古屋市西区平中町１００
支店
支店長　西部雅英

TEL 052-325-3952 /FAX 052-325-3953
b0002121 〒231-0012 土木(上水道及び工業用水道,下水道)
横浜ウォーター株式会社 神奈川県横浜市中区相生町六丁目
代表取締役　鈴木慎哉 １１３番地

TEL 045-651-6100 /FAX 045-651-4132
b0000726 〒510-0257 補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
株式会社ランド・コンサルタン 三重県鈴鹿市東磯山二丁目１０番償,事業損失,補償関連)
ト　三重支店 １２号
支店長　香村喜裕

TEL 059-380-3125 /FAX 059-380-3126
b0000716 〒510-0104 測量(測量一般),建築(建築一般,調査),土木(道路,造園,都市計
ランドブレイン株式会社　三重 三重県四日市市楠町南五味塚９２画及び地方計画)
事務所
所長　伊藤克洋

TEL 059-398-1500 /FAX 059-398-1501
b0000640 〒556-0016 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
株式会社緑化技研 大阪府大阪市浪速区元町３－９－
代表取締役　澤純一 １０　清水ビル

TEL 06-6644-3146 /FAX 06-6645-7506
b0000205 〒542-0064 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(造園,都市計画及び地方
株式会社緑景 大阪府大阪市中央区上汐１－４－計画,建設環境)
代表取締役　瀬川勝之 ６

TEL 06-6763-7167 /FAX 06-6765-5599
b0000963 〒541-0041 建築(建築積算,機械設備積算,電気設備積算),補償(物件)
株式会社立研コンサルタント 大阪府大阪市中央区北浜３－２－
代表取締役　泉谷正史 ２５

TEL 06-6203-0331 /FAX 06-6203-0335
b0000964 〒511-0904 その他(不動産鑑定)
株式会社立地評価研究所　三重 三重県桑名市野田１－８－３
連絡所
所長　三木敏行

TEL 0594-31-1880 /FAX
b0000867 〒460-0008 その他(その他（環境調査等）)
株式会社リクチ漏水調査　名古 愛知県名古屋市中区栄１－２３－
屋営業所 ２９
名古屋営業所長　瀬尾保範

TEL 052-211-7237 /FAX 052-211-7238

IP56PA20
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市外・県外
(受付番号) 商号又は名称 所在地 希望業種電話番号/FAX番号代表者氏名
b0001577 〒512-1301 建築(建築一般,意匠,調査)
凛・設計室 三重県四日市市高見台２－７－１
松田知 ４

TEL 059-339-1901 /FAX 059-336-5998
b0000233 〒532-0011 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社類設計室 大阪府大阪市淀川区西中島４ー３備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　阿部紘 －２

TEL 06-6305-6666 /FAX 06-6305-2237
b0001714 〒567-0888 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(上水道及び工業用水道)
株式会社レック 大阪府茨木市駅前３丁目２番２号
代表取締役　三品吉延

TEL 072-625-0555 /FAX 072-625-0053
b0002088 〒395-0003 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社嶺水 長野県飯田市上郷別府１８２番地 び海岸・海洋,道路),補償(土地調査,物件,営業補償・特殊補償)
代表取締役　小山忠孝 １

TEL 0265-23-3000 /FAX 0265-22-6546
b0001842 〒651-0084 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,道路,下水道)
株式会社ワイテック 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目
代表取締役　上山健一 ２番３号

TEL 078-241-2051 /FAX 078-241-2050
b0000005 〒640-8481 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
和歌山航測株式会社 和歌山県和歌山市直川３７５番地造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路),補償(
代表取締役　竹中暢啓 の５ 土地調査)

TEL 073-462-1231 /FAX 073-462-3631
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