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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内本店
(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
b0002190 〒514-0007 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ＡＲＴＳ 津市大谷町１９４番地１３ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　平野信義

TEL 059-227-1405 /FAX 059-227-1407
b0001770 〒514-0002 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社アートテックエンジニ 津市島崎町１３５－６ 備積算,電気設備積算,調査)
ア
代表取締役　久保直也

TEL 059-222-0533 /FAX 059-222-0544
b0000379 〒514-1252 測量(測量一般)
有限会社アイシン地測 津市稲葉町２７７０
取締役　清水辰也

TEL 059-252-3022 /FAX 059-252-3067
b0002058 〒514-0033
株式会社ＡＳＫ２１ 津市丸之内１７－８
代表取締役　萩野和夫

TEL 059-222-3903 /FAX 059-223-4711
b0002174 〒514-0044 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・タンジェント 津市川添町５－２３　プレジデン備積算,電気設備積算,調査)
井谷友也 ト津新町３０２

TEL 090-2187-6612 /FAX
b0000092 〒514-0007 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
アルテック設計 津市大谷町２３３番地 備積算,電気設備積算,調査)
伊藤公智

TEL 059-225-1602 /FAX 059-225-3192
b0000886 〒514-2205 測量(測量一般,地図調整)
有限会社アルファプラン 津市芸濃町多門３６３
代表取締役　落合秀喜

TEL 059-273-5225 /FAX 059-273-5230
b0001958 〒514-0041 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
イズマイ建築設計 津市八町３丁目６－３　増栄ビル備積算,電気設備積算,調査)
中西修二 ２００号

TEL 059-253-6896 /FAX 059-253-6896
b0000658 〒514-0004 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社市川三千男総合設計 津市栄町二丁目４２８番地 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　市川巧

TEL 059-222-0092 /FAX 059-222-0659
b0000920 〒514-1107 建築(建築一般,意匠,構造)
内田構造建築工房 津市久居中町８１８
代表　内田浩司

TEL 059-256-2303 /FAX 059-254-0085
b0000941 〒514-0016 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
ＦＳｐｌａｎ 津市乙部１６－３ 備積算,電気設備積算,調査)
藤田裕一

TEL 059-272-4444 /FAX 059-229-0477
b0000923 〒514-1102 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,建築積算,機械設備積
大森建築設計事務所 津市久居藤ケ丘町２６０４番地５算,調査)
大森幸路

TEL 059-256-0608 /FAX 059-256-0608
b0000679 〒514-0043 その他(不動産鑑定)
岡原不動産鑑定事務所 津市南新町５番２３号
代表　岡原康志

TEL 059-226-5815 /FAX 059-226-5831
b0000709 〒514-0008 その他(不動産鑑定)
株式会社片岡不動産鑑定 津市上浜町五丁目１番地９２
代表取締役　片岡浩司

TEL 059-221-1212 /FAX 059-246-8866
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b0001959 〒514-0835 その他(不動産鑑定)
兼松不動産鑑定事務所 津市幸町２７番２９　メゾンドゥ
兼松弘樹 ールⅡ１０１

TEL 059-228-8834 /FAX 059-253-4434
b0000028 〒514-0806 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
有限会社貴匠設計 津市上弁財町９番１５号 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　山田賢治

TEL 059-226-5333 /FAX 059-226-5332
b0001891 〒514-0007 建築(建築一般,意匠,調査)
株式会社継承社 津市大谷町２０８番地３５
代表取締役　小長谷知弘

TEL 059-226-2950 /FAX 059-226-2950
b0000971 〒510-0301 建築(建築一般,意匠)
景設計室 津市河芸町西千里１５１０番地１
竹内裕子

TEL 059-269-5074 /FAX 059-269-5074
b0002152 〒514-0803
建築設備設計研究所 津市柳山津興３８１番地の２１
代表者　坂井正雄

TEL 059-228-7001 /FAX 059-228-6020
b0000383 〒514-0007 建築(建築一般,意匠)
株式会社建築デザイン研究所 津市大谷町２５４　エンデバービ
代表取締役　山下和哉 ル４階

TEL 059-253-6200 /FAX 059-253-6201
b0001766 〒514-0061 建築(建築一般,意匠)
有限会社公輝 津市一身田上津部田４８６
代表取締役　川口公伺郎

TEL 059-231-7912 /FAX 059-231-7913
b0000030 〒514-0006 補償(土地評価),その他(不動産鑑定)
コクド鑑定・調査株式会社 津市広明町１２１－２
代表取締役　鈴木茂基

TEL 059-224-0131 /FAX 059-227-2494
b0000095 〒514-0126 建築(暖冷房,電気,機械設備積算,電気設備積算)
ＧＯＴＯエンジニア 津市大里睦合町１２４９
後藤克利

TEL 059-230-7114 /FAX 059-230-7113
b0000555 〒514-2211 測量(測量一般)
有限会社三濃測量設計 津市芸濃町椋本７３７５番地
代表取締役　平澤正志

TEL 059-265-4527 /FAX 059-265-4527
b0000892 〒514-0811 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
株式会社三洋開発 津市津興２７５番地 、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,下水道),
代表取締役　米川泰典 補償(土地調査,物件,事業損失)

TEL 059-225-3766 /FAX 059-227-6720
b0000855 〒514-1125 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
株式会社信榮企画 津市久居元町２２８１－１ ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木,森林
代表取締役　坂倉利一 土木),補償(土地調査,物件,機械工作物,事業損失)

TEL 059-256-5316 /FAX 059-256-1975
b0000856 〒514-0823 測量(測量一般,地図調整),土木(鋼構造及びコンクリート,道路,
新三重技術開発株式会社 津市半田１２４３番地の２ 下水道),その他(その他（環境調査等）)
代表取締役　今井達也

TEL 059-227-6718 /FAX 059-225-6154
b0000542 〒514-0033 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
合資会社重企建築事務所 津市丸之内１７番５号　ダイイチ備積算,電気設備積算,調査)
代表社員　山田裕治 ビル３０２号

TEL 059-226-7553 /FAX 059-226-7563
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b0000512 〒514-0028 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社ジオフォーラム 津市東丸之内１８番１４号
代表取締役　石原均

TEL 059-226-1166 /FAX 059-225-7062
b0000913 〒514-1118 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
杉山コンサルタンツ株式会社 津市久居新町６８０番地の４ 、砂防及び海岸・海洋,道路),補償(土地調査,物件,営業補償・
代表取締役　杉山敏彦 特殊補償,事業損失)

TEL 059-255-1500 /FAX 059-256-1313
b0000929 〒514-2306 測量(測量一般),土木(都市計画及び地方計画)
正和測量設計株式会社 津市安濃町曽根５３５－１
代表取締役　別府真理子

TEL 059-268-3299 /FAX 059-268-3145
b0001692 〒514-0031 建築(建築一般,意匠,構造,建築積算)
創空間設計 津市北丸之内２０２
萩原正洋

TEL 059-271-9607 /FAX 059-222-9609
b0001046 〒514-0004 その他(不動産鑑定)
創和不動産鑑定有限会社 津市栄町１丁目８９４番地
取締役　中西光男

TEL 059-225-0014 /FAX 059-224-8101
b0001616 〒514-0006 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,
匠技術株式会社 津市広明町１１２番地５ 道路,下水道,農業土木)
代表取締役　曽布川昭宗

TEL 059-253-7644 /FAX 059-253-7624
b0000089 〒514-0802 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,調査)
株式会社田中孝建築設計事務所 津市三重町津興４３３－４７
代表取締役　田中孝

TEL 059-226-7150 /FAX 059-226-4960
b0000540 〒514-0033 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社田端隆建築設計 津市丸之内１０－９ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　田端進也

TEL 059-221-3580 /FAX 059-221-3581
b0002195 〒514-0042 測量(測量一般)
有限会社ダイトオ測量設計 津市新町一丁目１番１９号
代表取締役　百瀬哲也

TEL 059-226-8035 /FAX 059-227-7122
b0000455 〒514-0009 補償(土地評価),その他(不動産鑑定)
株式会社中央鑑定コンサルタン 津市羽所町５５６番地
ト
代表取締役　西村昭彦

TEL 059-223-0001 /FAX 059-253-3118
b0001727 〒515-3133 測量(測量一般)
中勢森林組合 津市白山町南家城９１５番地の１
代表理事組合長　森秀美

TEL 059-262-3020 /FAX 059-262-5356
b0000459 〒514-0039 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社中部都市建築設計事務 津市押加部町１２番２０号 備積算,電気設備積算,調査)
所
代表取締役　山路貴裕

TEL 059-226-0139 /FAX 059-226-5115
b0002157 〒514-0042
津グローバル管財株式会社 津市新町一丁目４番３４－３０４
代表取締役　池端敏治 号

TEL 059-269-7855 /FAX 059-269-7856
b0000908 〒514-0016 測量(測量一般,地図調整),土木(河川、砂防及び海岸・海洋,道
有限会社テクノスリー 津市大字乙部２１１６番地の１ 路,地質,農業土木)
代表取締役　青木眞一

TEL 059-226-2643 /FAX 059-226-3173
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b0000932 〒514-0035 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社東海建築設計 津市西丸之内２６番１５号 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　山岡實

TEL 059-226-3908 /FAX 059-226-3964
b0000702 〒514-0831 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社東海測量設計 津市本町２０番１４号 び海岸・海洋,道路)
代表取締役　荒木健

TEL 059-225-1175 /FAX 059-225-1176
b0000462 〒514-0811 測量(測量一般,地図調整)
株式会社東光測量設計事務所 津市阿漕町津興２８０－８
代表取締役　中村忠

TEL 059-227-1588 /FAX 059-227-1254
b0001316 〒514-0826 測量(測量一般)
刀根測量設計事務所 津市野田２１－６８５
刀根忠之

TEL 059-237-4170 /FAX 059-237-4170
b0001899 〒514-0815 測量(測量一般)
株式会社中廣ＣＳＧ 津市藤方６０２番地１
代表取締役　中須広明

TEL 059-223-2266 /FAX 059-222-0446
b0000933 〒514-0819 測量(測量一般)
有限会社ナカムラ測量設計 津市高茶屋４－４３－７
取締役　中村暢男

TEL 059-234-6472 /FAX 059-234-1300
b0002063 〒514-0006 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
長岡設計株式会社 津市広明町２３１番地１７ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　長岡忠明

TEL 059-271-9955 /FAX 059-271-9955
b0000689 〒514-0008 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,
南海カツマ株式会社 津市上浜町５－６４－６ 鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,造
代表取締役社長　勝眞浩一 園,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),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,事業損失)
TEL 059-226-4854 /FAX 059-226-9653

b0000402 〒514-0038 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
日新設計株式会社 津市西古河町２０番１８号 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　出口基樹

TEL 059-227-7421 /FAX 059-225-7854
b0000420 〒514-0006
株式会社日本開発研究所三重 津市広明町１２１－２
代表取締役　庄司勇木

TEL 059-224-4316 /FAX 059-224-4319
b0002066 〒514-0824 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
陽設計 津市神戸１５８１番地１ 備積算,電気設備積算,調査)
河合敏

TEL 059-269-7121 /FAX 059-269-7121
b0000458 〒514-0821 測量(測量一般,地図調整),土木(トンネル,森林土木)
株式会社福田測量社 津市垂水８８０
代表取締役　福田幸則

TEL 059-228-1029 /FAX 059-226-1827
b0000452 〒514-0014 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
藤川設計株式会社 津市港町１９－１２ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　藤川啓志

TEL 059-225-1521 /FAX 059-225-1537
b0000430 〒514-0817 測量(測量一般,地図調整)
有限会社藤川測量設計事務所 津市高茶屋小森町１７２１番地３
代表取締役　藤川清則 ６

TEL 059-234-7530 /FAX 059-234-9170
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b0000083 〒514-0315 その他(不動産鑑定)
株式会社藤川不動産鑑定事務所 津市香良洲町１２４０番地１１
代表取締役　藤川勝彦

TEL 059-273-5070 /FAX 059-273-5255
b0000500 〒514-0061 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
株式会社北斗エス・イー・シー 津市一身田上津部田３０１６番地ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,
代表取締役　籾井收 サンマンションアーツ山の手二 下水道,森林土木),補償(土地調査),その他(その他（環境調査

番館３０３号 等）)
TEL 059-202-3946 /FAX 059-202-3948

b0001791 〒510-0305 その他(不動産鑑定)
前田不動産鑑定コンサルタント 津市河芸町中別保２２２５－１
前田直人

TEL 059-273-5285 /FAX 059-273-5284
b0000406 〒514-0832 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社前野建築設計 津市南中央６番６号 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　前野初像

TEL 059-228-2550 /FAX 059-228-2571
b0000936 〒514-0101 その他(不動産鑑定)
桝田不動産鑑定所 津市白塚町３５７２番地１
所長　桝田毅

TEL 059-232-1099 /FAX 059-232-1099
b0000667 〒514-0064 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社マツダ設計 津市長岡町８００番地９０ 備積算,電気設備積算,調査)
代表取締役　松田恭一

TEL 059-228-6590 /FAX 059-228-6590
b0000046 〒514-0002 地質(地質調査)
三重企業株式会社 津市島崎町１３２－６
代表取締役　浦中盛

TEL 059-225-3078 /FAX 059-225-3013
b0000847 〒510-0304 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
一般財団法人三重県環境保全事 津市河芸町上野３２５８
業団
理事長　森靖洋

TEL 059-245-7505 /FAX 059-245-7515
b0000989 〒514-0002 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
公益財団法人三重県建設技術セ 津市島崎町５６ 暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
ンター 査),その他(その他（環境調査等）)
理事長　渡邊克己

TEL 059-229-5602 /FAX 059-229-5621
b0002122 〒514-0303 建築(建築一般,調査),土木(鋼構造及びコンクリート)
一般社団法人三重県建設資材試 津市雲出長常町字中浜垣内１０９
験センター ５番地
理事長　谷川恭雄

TEL 059-271-5755 /FAX 059-271-5756
b0002113 〒514-0037
一般社団法人三重県建築士事務 津市東古河町８番１７号　システ
所協会 ックビル４階
会長　相原清安

TEL 059-226-4416 /FAX 059-224-9297
b0000937 〒514-0035 その他(登記手続)
公益社団法人三重県公共嘱託登 津市西丸之内２１番１９号
記土地家屋調査士協会
代表理事　小林邦光

TEL 059-226-0863 /FAX 059-229-7629
b0000570 〒514-0003 測量(測量一般)
三重県森林組合連合会 津市桜橋１丁目１０４番地
代表理事会長　上田和久

TEL 059-227-7355 /FAX 059-226-9257
b0000942 〒514-0006 その他(その他（環境調査等）)
三重県土地改良事業団体連合会 津市広明町３３０番地
会長　末松則子

TEL 059-226-4824 /FAX 059-225-7332
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b0000521 〒515-2524 測量(測量一般,地図調整)
有限会社三重シビルシステム 津市一志町大仰３１０番地１
取締役　山本豊実

TEL 059-295-1900 /FAX 059-295-1901
b0000441 〒515-3133 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
株式会社三重新成コンサルタン 津市白山町南家城７７６番地８ クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,港湾及び空港,上水
ト 道及び工業用水道,下水道,農業土木),地質(地質調査),補償(土
代表取締役　生川英紀 地調査,物件)

TEL 059-262-2038 /FAX 059-262-5305
b0000903 〒514-0051 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
株式会社三重中央コンサルタン 津市納所町１２２ ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木),補償
ト (土地調査,物件)
代表取締役　笹村峰司

TEL 059-227-5561 /FAX 059-225-8922
b0000703 〒514-0001 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,調査),
株式会社三重補償鑑定システム 津市江戸橋二丁目５９番地の３０補償(物件,営業補償・特殊補償,事業損失)
代表取締役　森泰延

TEL 059-231-7308 /FAX 059-231-7309
b0000439 〒514-0821 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
株式会社南山建設 津市垂水２５７９－６
代表取締役　南山忠德

TEL 059-228-4497 /FAX 059-228-8814
b0000939 〒514-2203 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
宮本総合建築事務所 津市芸濃町中縄４８６－２ 備積算,電気設備積算,調査)
主宰　宮本徳良

TEL 059-265-4580 /FAX 059-265-4580
b0000091 〒514-0116 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,機械設備積算,電
株式会社森本設備設計 津市夢が丘１－４１－８ 気設備積算,調査)
代表取締役　森本祐史

TEL 059-232-1233 /FAX 059-231-3422
b0000645 〒514-0315 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,河川
株式会社山川測量設計コンサル 津市香良洲町５１１３番地１ 、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道),補償(土地調査,物件)
代表取締役　山川芳春

TEL 059-292-3297 /FAX 059-292-4158
b0000053 〒514-0815 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
山本一級建築士事務所 津市藤方１４５７－４ 備積算,電気設備積算,調査)
山本覚康

TEL 059-225-0757 /FAX 059-224-1779
b0001680 〒514-0101 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
Ｕ建築設計 津市白塚町５１８８ 備積算,電気設備積算,調査)
代表　内田貴之

TEL 059-231-8893 /FAX 059-231-8897
b0000800 〒514-0126 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ＹＵＭＥ技術 津市大里睦合町２５９７ 、砂防及び海岸・海洋,道路)
代表取締役　牛江正典

TEL 059-230-7750 /FAX 059-230-7751
b0000705 〒514-0061 その他(不動産鑑定)
吉川理論不動産鑑定事務所 津市一身田上津部田３０１３　ア
代表　吉川輝樹 ーツ山の手４番館８０１号

TEL 059-236-0331 /FAX 059-236-0334
b0001744 〒514-0008 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
類建築設計事務所 津市上浜町３丁目１５－２　Ｄｅ備積算,電気設備積算,調査)
田中召剛 ａｒＨｏｍｅｓ志とも４０５

TEL 059-271-7734 /FAX 059-271-7754
b0000854 〒514-0006 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土
株式会社若鈴 津市広明町３４５番地の１ 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　中森訓 洋,道路,下水道,農業土木),地質(地質調査),補償(土地調査,物

件),その他(その他（環境調査等）)
TEL 059-226-4101 /FAX 059-224-4720
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