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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
(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
b0000545 〒514-0835 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,
株式会社アイエスシイ　三重事 津市幸町９番１号 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,下水
務所 道,農業土木,都市計画及び地方計画),地質(地質調査)
所長　古川真人

TEL 050-3540-4566 /FAX 050-5810-1882
b0000119 〒514-0016 土木(土質及び基礎,地質),地質(地質調査)
株式会社アオイテック　三重事 津市乙部２２番１１号
務所
取締役所長　礒部吉伸

TEL 059-229-7400 /FAX 059-229-7402
b0000674 〒514-1136 土木(土質及び基礎,地質,農業土木),地質(地質調査)
青葉工業株式会社　三重営業所 津市久居東鷹跡町２７９番地１
所長　小林茂

TEL 059-256-4155 /FAX 059-256-4177
b0000120 〒514-0002 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(河
朝日航洋株式会社　三重営業所 津市島崎町２８３番地２ 川、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道,森林土木,都市計画及び
所長　大森茂雄 地方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件),そ

の他(不動産鑑定,その他（環境調査等）)
TEL 059-213-5501 /FAX 059-213-5502

b0000777 〒514-0008 測量(測量一般,航空測量),建築(建築一般),土木(河川、砂防及
アローコンサルタント株式会社 津市上浜町二丁目２２３番地 び海岸・海洋,道路,下水道,農業土木),地質(地質調査),その他
三重支店 (その他（環境調査等）)
取締役支店長　後藤邦夫

TEL 059-272-4821 /FAX 059-272-4822
b0000412 〒515-2522 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社阿波設計事務所　三重 津市一志町波瀬６５８８－２ 備積算,電気設備積算,調査)
支店
支店長　磯西政輝

TEL 059-295-2028 /FAX 059-295-2029
b0001910 〒514-0112 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
株式会社井沢設計　三重営業所 津市一身田中野３３８－１－２０クリート,道路,上水道及び工業用水道,下水道)
所長　柳田佳宏 ８

TEL 059-273-6501 /FAX 059-273-6509
b0000488 〒514-0006 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,建築
株式会社ウエスコ　三重営業所 津市広明町３４５番地５ 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ート,
所長　森田和宏 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,地質,造園,鉄道,上水道及び工業用水道,下

水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境),地質(地質調査),補
TEL 059-225-0123 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)/FAX 059-225-0124

b0000448 〒514-0102 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
株式会社潮技術コンサルタント 津市栗真町屋町６７６番４号　Ⅱ衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(
三重事務所 １１２ 上水道及び工業用水道,下水道)
所長　松岡紀子

TEL 059-236-5260 /FAX 059-236-5261
b0001815 〒514-0111 補償(土地評価),その他(不動産鑑定)
ヴァリューテックコンサルティ 津市一身田平野３６５　サザンブ
ング株式会社　三重事業所 リーズ１０２
代表取締役兼所長　鈴木哲

TEL 059-231-6580 /FAX 052-243-0216
b0000915 〒514-0112 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社エース　三重事務所 津市一身田中野３３８－１－２０びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施
所長　名倉弘幸 ２ 工計画、施工設備及び積算,地質,港湾及び空港,鉄道,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
TEL 059-233-0889 境),地質(地質調査),補償(土地調査)/FAX 059-233-0889

b0000663 〒514-0007 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,建築積算,機械設備積算,
株式会社エイト日本技術開発 津市大谷町２５４番地 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ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネ
三重支店 ル,施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,
支店長　柴垣大三 森林土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子,水産土木),地質(地質調査),補償(土地調査,

TEL 059-213-5061 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),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-213-5062
b0000757 〒514-2221 土木(下水道)
株式会社エステム　三重支店 津市高野尾町１８９７番地４８
支店長　五十君好可

TEL 059-230-0099 /FAX 059-230-1902
b0001173 〒514-8531 建築(調査)
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 津市丸之内養正町４－１
津事業所
津事業所長　吉田大輔

TEL 059-225-7883 /FAX 059-225-7419
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
(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
b0000421 〒514-0823 測量(測量一般,地図調整),土木(地質,廃棄物,建設環境),地質(
エヌエス環境株式会社　三重営 津市半田３４３８番地の８８ 地質調査),その他(その他（環境調査等）)
業所
所長　吉田大輔

TEL 059-253-2323 /FAX 059-253-2324
b0000917 〒514-0035 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造),土木(土質及び基
株式会社ＮＪＳ　三重出張所 津市西丸之内２７番４号 礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,トン
所長　齋藤勉 ネル,上水道及び工業用水道,下水道,廃棄物,建設環境,電気・

電子),地質(地質調査),補償(土地調査)
TEL 059-222-0008 /FAX 059-222-0020

b0000626 〒514-0063 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
ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 津市渋見町３２７番地２ 基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,
三重営業所 道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空
所長　平野繁 港,上水道及び工業用水道,農業土木,都市計画及び地方計画,建設環境

TEL 059-213-6001 ),地質(地質調査),補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-213-6002
b0000196 〒514-0006 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
株式会社エフウォーターマネジ 津市広明町３４５－５　三浴ビル衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(
メント　三重事務所 ２Ｆ 鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,上水道及
所長　木村隆之 び工業用水道,下水道,農業土木,電気・電子),地質(地質調査),

TEL 059-224-5127 補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-228-8937
b0000616 〒514-0823 土木(土質及び基礎,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,
応用地質株式会社　三重営業所 津市半田３４３８番地の８８ 地質,港湾及び空港,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,
営業所長　今井良則 森林土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子

)
TEL 059-227-1914 /FAX 059-226-7994

b0000124 〒514-0034 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,電気,機械設備積算,電
株式会社オオバ　三重営業所 津市南丸之内７－１３ 気設備積算),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,
所長　北野学成 道路,施工計画、施工設備及び積算,地質,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,廃棄物,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,土地評価,物件,機械
TEL 059-224-6011 工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-224-6071

b0000097 〒514-0815 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
岡本測量設計株式会社　津営業 津市藤方１９９３－３ 、砂防及び海岸・海洋,道路,下水道)
所
営業所長　辻寛治

TEL 059-261-4137 /FAX 0594-72-6303
b0000437 〒514-0004 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,建築積算,
株式会社オリエンタルコンサル 津市栄町３丁目２５７番地 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ート,河川、砂防
タンツ　三重事務所 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,造園,港湾及び空港,鉄道,
所長　森浩二 上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,建設環境,電気・電

TEL 059-221-3327 子,水産土木),地質(地質調査),補償(物件,事業損失),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-221-3328
b0000624 〒514-0034 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
オリジナル設計株式会社　三重 津市南丸之内８－４１　倉田ビル衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(
営業所 河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,上水道及び工業用水道,
所長　平岡宏之 下水道,建設環境,電気・電子),地質(地質調査)

TEL 059-246-5615 /FAX 059-246-6100
b0000805 〒514-0823 測量(測量一般),土木(上水道及び工業用水道,下水道)
株式会社オリンピアコンサルタ 津市半田３２４８番地１９
ント　三重営業所
所長　児玉明良

TEL 059-273-5805 /FAX 059-273-5806
b0000824 〒514-0101 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,
開発虎ノ門コンサルタント株式 津市白塚町５３０２－２－３ 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設備及び積算,
会社　三重営業所 港湾及び空港,下水道),地質(地質調査)
所長　林博

TEL 059-236-5330 /FAX 059-236-5331
b0000690 〒514-0045 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土
株式会社カギテック　津支店 津市美川町７番地２５ 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
支店長　竹内芳樹 洋,道路,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,森林土木),

補償(土地調査,物件)
TEL 059-221-5750 /FAX 059-221-5751

b0000712 〒514-0004 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,
川崎地質株式会社　三重営業所 津市栄町２丁目４１８番地 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,地質,港湾及び空港,
所長　加藤晃一 下水道,農業土木,森林土木,建設環境),地質(地質調査)

TEL 059-229-1506 /FAX 059-229-1501
b0001363 〒514-0043 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般),土木(上水道及び工
環境設計株式会社　三重南事務 津市南新町８－４０ 業用水道,下水道),地質(地質調査)
所
所長　川村一貴

TEL 059-213-8326 /FAX 059-213-8327
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b0001151 〒514-0006 土木(建設環境),その他(その他（環境調査等）)
株式会社環境総合リサーチ　三 津市広明町１１２－５
重営業所
所長　井上勝雄

TEL 059-269-6570 /FAX 059-269-6571
b0000130 〒514-1121 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
関西技術コンサルタント株式会 津市久居二ノ町１７５５番地３ 衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(
社　三重事務所 上水道及び工業用水道,下水道,電気・電子),地質(地質調査)
所長　東垂水智明

TEL 059-254-6670 /FAX 059-255-6635
b0000894 〒514-2305 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社共同技術コンサルタン 津市安濃町清水７５６番地１４３暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
ト　津営業所 査),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,
営業所長　宮本仁司 道路,下水道,農業土木,都市計画及び地方計画),地質(地質調

TEL 059-267-0011 査),補償(土地調査,物件),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-267-0021
b0000609 〒514-0042 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
基礎地盤コンサルタンツ株式会 津市新町１丁目５－２２ クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,地質,港
社　三重事務所 湾及び空港,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,
所長　廣田哲也 建設環境,水産土木),地質(地質調査),補償(土地調査),その他

TEL 059-291-6850 (その他（環境調査等）)/FAX 059-291-6852
b0000714 〒514-0314 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
キタイ設計株式会社　津事務所 津市香良洲町３９５４番地５７ 房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土
所長　佐藤時博 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,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
TEL 059-292-2801 地方計画,廃棄物,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,物件)/FAX 059-292-2802

b0000629 〒514-0003 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,河川、砂防及び海岸・海
株式会社キンキ地質センター 津市桜橋１丁目３０８番地 洋,道路,地質,農業土木),地質(地質調査)
三重営業所
所長　脇本修美

TEL 059-229-0781 /FAX 059-229-0782
b0001954 〒514-0033 建築(建築一般,調査),補償(物件,事業損失)
株式会社国原技術　津営業所 津市丸之内１０番９号
営業所長　國府薫

TEL 059-226-6656 /FAX
b0001458 〒515-3133 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,地質),
株式会社ＫＧＳ　三重営業所 津市白山町南家城１３８４ 地質(地質調査)
所長　吉島正斉

TEL 059-264-1616 /FAX 059-264-1620
b0000474 〒514-0006 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,建築積算,機械
株式会社建設技術研究所　三重 津市広明町１１２－５ 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ート,河川、砂防及び海岸
事務所 ・海洋,電力土木,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,建設機械,地質,造園,港湾及び空港,
所長　板倉章司 鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,

TEL 059-221-5755 電気・電子,水産土木),地質(地質調査),補償(補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-221-5756
b0000912 〒515-2513 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
株式会社弘洋コンサルタンツ 津市一志町虹が丘２－６ クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,施工計画、施工設
津営業所 備及び積算,下水道,農業土木,森林土木),補償(土地調査,物件),
所長　野口高弘 その他(その他（環境調査等）)

TEL 059-295-3065 /FAX 059-295-3073
b0000907 〒514-0009 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,鋼構造
国際航業株式会社　三重営業所 津市羽所町７００　アスト津 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
所長　鈴木俊文 備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,農業

土木,森林土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子,水産土木),
TEL 059-224-9391 地質(地質調査),補償(土地調査),その他(不動産鑑定,その他（環境調査等）)/FAX 059-224-9345

b0001471 〒514-0009 測量(測量一般,地図調整,航空測量)
国際文化財株式会社　三重営業 津市羽所町７００
所
所長　森下賢司

TEL 059-223-1207 /FAX 059-223-1208
b0000223 〒514-0102 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土
株式会社五星　中部営業所 津市栗真町屋町５４１７ 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
所長　藤村俊幸 洋,道路,港湾及び空港,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),地質(地質調査),補償(土地調査,物
TEL 059-231-3856 件,営業補償・特殊補償)/FAX 059-231-3857

b0000143 〒514-1114 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
サンコーコンサルタント株式会 津市久居井戸山町１５３－３ 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,建設機
社　三重営業所 械,地質,造園,港湾及び空港,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及び地方計
所長　籔下昭夫 画,建設環境,電気・電子),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械工作物,営

TEL 059-271-7247 業補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-271-7248
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
(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
b0001354 〒514-0033 補償(土地評価),その他(不動産鑑定)
株式会社三交不動産鑑定所　本 津市丸之内９番１８号
部
取締役本部長　磯部雄一

TEL 059-226-4611 /FAX 059-226-4612
b0000525 〒514-0062 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠),土木(土質及び基礎,河
株式会社三水コンサルタント 津市観音寺町６０４－２８１ 川、砂防及び海岸・海洋,建設機械,上水道及び工業用水道,下
三重事務所 水道,廃棄物,建設環境,電気・電子),その他(その他（環境調査
所長　佐藤好昭 等）)

TEL 059-213-5090 /FAX 059-213-5091
b0000156 〒510-0305 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
株式会社新日　三重支店 津市河芸町中別保２３０８番地５衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(
支店長　別所和弘 鋼構造及びコンクリート,造園,下水道,都市計画及び地方計画,

建設環境),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補
TEL 059-244-0206 償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(不動産鑑定)/FAX 059-244-0205

b0001962 〒514-0008 補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補
株式会社セントレック　三重営 津市上浜町六丁目１７５番地 償,事業損失,補償関連)
業所
三重営業所長　永井幸也

TEL 059-264-7855 /FAX 059-264-7856
b0000571 〒514-0006 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
全日本コンサルタント株式会社 津市広明町３４１－４０４ 衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(土
津営業所 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,
所長　杉浦孝文 道路,施工計画、施工設備及び積算,鉄道,上水道及び工業用水道,

TEL 059-222-6605 下水道,都市計画及び地方計画,電気・電子),地質(地質調査)/FAX 059-222-6605
b0000482 〒514-1113 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
株式会社拓工　三重事務所 津市久居野村町５７１番地２７ びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び
所長　加藤建司 工業用水道,農業土木),地質(地質調査),補償(土地調査)

TEL 059-254-3005 /FAX 059-254-3006
b0000433 〒514-0002 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土
大日本コンサルタント株式会社 津市島崎町２８３番地の２ 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
三重営業所 洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港
所長　元寺正造 湾及び空港,鉄道,下水道,農業土木,都市計画及び地方計画,建

TEL 059-273-6061 設環境),地質(地質調査)/FAX 059-273-6062
b0001355 〒514-0004 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,
中央開発株式会社　三重営業所 津市栄町４－２１６－１ 河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,トンネル,地質,港
所長　河原弘明 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)
TEL 059-225-1496 /FAX 059-226-8454

b0000784 〒514-0004 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,調査),土木(土質
中央コンサルタンツ株式会社 津市栄町二丁目３１２番地 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,トンネ
三重事務所 ル,施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,上水道及び
所長　酒向敏明 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,電気・電子),

TEL 059-222-2541 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）)/FAX 059-222-2550
b0000546 〒514-0004 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,
株式会社中央設計技術研究所 津市栄町３丁目２５７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(
三重事務所 鋼構造及びコンクリート,道路,上水道及び工業用水道,下水道,
所長　法土勝司 都市計画及び地方計画,廃棄物,電気・電子),地質(地質調査)

TEL 059-229-7113 /FAX 059-229-7137
b0000583 〒514-0803 測量(測量一般),土木(土質及び基礎),地質(地質調査)
株式会社中部ウエルボーリング 津市柳山津興６９６番地
社　三重事務所
所長　佐藤永一朗

TEL 059-227-7977 /FAX 059-227-1331
b0001793 〒514-0103 土木(上水道及び工業用水道,下水道)
中部水工設計株式会社　三重事 津市栗真中山町４２３番地　ＳＫ
務所 レジデンスＡ棟２Ｆ
所長　大前徳彦

TEL 059-273-5351 /FAX 059-273-5352
b0001530 〒514-0008 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,
一般社団法人中部地域づくり協 津市上浜町６－１７５ 建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(河川、砂防
会　三重支所 及び海岸・海洋,道路)
三重支所長　谷口孝司

TEL 059-225-1637 /FAX 059-225-4286
b0000825 〒514-0819 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,
株式会社千代田コンサルタント 津市高茶屋７丁目６番３３号 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設
三重営業所 備及び積算,建設機械,地質,造園,鉄道,下水道,農業土木,都市
所長　柴田修 計画及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査)

TEL 059-238-2662 /FAX 059-238-2663
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
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b0000823 〒514-0008 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,鋼構
株式会社テイコク　三重営業所 津市上浜町二丁目２２３番地 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
所長　羽田野康二 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,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
TEL 059-246-5906 件,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)/FAX 059-246-5907

b0000700 〒514-0033 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,
株式会社東京建設コンサルタン 津市丸之内２４－１６ 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設
ト　三重事務所 備及び積算,建設機械,地質,造園,港湾及び空港,下水道,都市計
所長　鯛健次郎 画及び地方計画,建設環境,電気・電子),地質(地質調査),その

TEL 059-269-6251 他(その他（環境調査等）)/FAX 059-269-6252
b0000853 〒514-0004 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般),土木(鋼構造及びコ
株式会社東京設計事務所　三重 津市栄町３丁目２４３　関権第３ ンクリート,トンネル,建設機械,上水道及び工業用水道,下水道,
事務所 ビル 建設環境,電気・電子),地質(地質調査)
所長　依岡克幸

TEL 059-213-6511 /FAX 059-213-6512
b0000597 〒514-0007 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,河川、砂防及び海岸・海
株式会社東建ジオテック　三重 津市大谷町２２８番地 洋,道路,地質,建設環境),地質(地質調査)
事務所
所長　藤本俊之

TEL 059-227-1503 /FAX 059-227-1504
b0000456 〒514-0101 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社東光コンサルタンツ 津市白塚町２７６７ 造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネ
三重営業所 ル,港湾及び空港,下水道,都市計画及び地方計画,建設環境,水
所長　辻本英三 産土木),地質(地質調査)

TEL 059-269-6151 /FAX 059-269-6152
b0002114 〒514-0815 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
東日設計コンサルタント株式会 津市藤方２４５６－１－３０１ 、砂防及び海岸・海洋,道路)
社　三重営業所
所長　泉田幸輝

TEL 059-273-5677 /FAX 059-273-5677
b0000880 〒510-0303 測量(測量一般),土木(土質及び基礎,地質),地質(地質調査)
東邦地水株式会社　津営業所 津市河芸町東千里６４０番地
所長　山本千秋

TEL 059-244-1800 /FAX 059-244-1801
b0000720 〒514-0042 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,
東洋技研コンサルタント株式会 津市新町１丁目４－２６ 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設
社　三重営業所 備及び積算,鉄道,都市計画及び地方計画,建設環境)
営業所長　前園隆

TEL 059-272-4743 /FAX 059-272-4746
b0000183 〒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
株式会社都市環境研究所　三重 津市広明町３５８ 備積算,電気設備積算,調査),土木(都市計画及び地方計画)
事務所
三重事務所長　五十子修

TEL 059-223-3861 /FAX 059-223-3860
b0000552 〒514-1121 建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設
株式会社都市環境設計　三重事 津市久居二ノ町１６８８－１ 備積算,電気設備積算,調査)
務所
所長　神田貴幸

TEL 059-254-0030 /FAX 059-254-0031
b0002101 〒514-0007 測量(地図調整)
内外地図株式会社　三重営業所 津市大谷町１５７－１１－１０２
所長　當眞淳

TEL 03-3291-0338 /FAX 03-3291-7986
b0000797 〒514-0009 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及
中日本建設コンサルタント株式 津市羽所町３７５番地 びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,鉄
会社　三重事務所 道,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
所長　大川晋 物,建設環境,電気・電子),地質(地質調査),補償(土地調査),そ

TEL 059-224-7491 の他(その他（環境調査等）)/FAX 059-224-8532
b0000780 〒514-0009 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(河川、砂防及び海岸
中日本航空株式会社　三重支店 津市羽所町３１７ ・海洋,道路,地質,森林土木)
支店長　鵜飼剛

TEL 059-221-3362 /FAX 059-221-3361
b0000911 〒514-1118 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
株式会社ナガサクコンサルタン 津市久居新町２１２３－１ ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,
ト　津支店 下水道,農業土木,森林土木),補償(土地調査,物件,機械工作物,
支店長　大西弘芳 営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(その他（環

TEL 059-254-5225 境調査等）)/FAX 059-254-5230
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
(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
b0000517 〒514-0041 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,調査),土木(土質及び基
株式会社浪速技研コンサルタン 津市八町２－１－３７　リバティ礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,
ト　津営業所 ハイツ３０２ 施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,上水道及び工業用水
営業所長　秋場範之 道,下水道),地質(地質調査),その他(その他（環境調査等）)

TEL 059-221-0151 /FAX 059-221-0152
b0000157 〒514-0006 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械
株式会社ニュージェック　三重 津市広明町３４５番地の５ 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ート,
事務所 河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び
所長　山田雅樹 積算,地質,造園,港湾及び空港,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画及び地

TEL 059-221-2666 方計画,建設環境,電気・電子),地質(地質調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-221-2267
b0000015 〒514-0035 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,建築
株式会社日建技術コンサルタン 津市西丸之内２１番１９号　丸の 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ート,
ト　三重事務所 内ジャスティス 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,地質,上水道
所長　岸江洋充 及び工業用水道,下水道,農業土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子

TEL 059-246-5454 ),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械工作物),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-246-5455
b0000211 〒514-0041 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社日産技術コンサルタン 津市八町二丁目１番３７号 暖冷房,衛生,電気),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリ
ト　三重事務所 ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,
所長　井上恭自 下水道,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子),

TEL 059-221-6172 地質(地質調査)/FAX 059-221-6173
b0000733 〒514-2221 測量(測量一般),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,
株式会社日新技術コンサルタン 津市高野尾町１８９７－４８ 建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調査),土木(上水道及び
ト　三重出張所 工業用水道,下水道),地質(地質調査)
所長　村上忠昭

TEL 059-291-4887 /FAX 059-291-4892
b0000393 〒514-0009 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,電気,建築
株式会社日水コン　三重事務所 津市羽所町５１５　第２いけだビ 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
事務所長　森高広 ル クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,

建設機械,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,廃
TEL 059-222-3099 棄物,建設環境,電気・電子),地質(地質調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-222-3099

b0000389 〒514-0838 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
株式会社西日本技術コンサルタ 津市岩田１３－２８　三重ビル５暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
ント　三重事務所 階 査),土木(上水道及び工業用水道,下水道,電気・電子),地質(地
所長　山﨑博之 質調査),その他(その他（環境調査等）)

TEL 059-225-6569 /FAX 059-225-6786
b0000845 〒514-0044 測量(測量一般,地図調整),土木(道路,上水道及び工業用水道,
株式会社西日本設計　三重事務 津市川添町８－１８－２１ 下水道)
所
所長　上田晃

TEL 059-221-5305 /FAX 059-221-5306
b0001518 〒514-0003 その他(その他（環境調査等）)
西日本電信電話株式会社　三重 津市桜橋二丁目１４９番地
支店
支店長　佐藤麻希

TEL 059-213-7998 /FAX 059-213-7984
b0000551 〒514-1255 測量(測量一般),土木(道路)
ニチレキ株式会社　三重営業所 津市庄田町１９２１番地３
所長　横山大悟

TEL 059-255-6021 /FAX 059-255-6381
b0000834 〒514-0004 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンク
株式会社日本インシーク　三重 津市栄町三丁目２６１番地 リート,河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,トンネル,施工計画、施
営業所 工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,上水道及び工業用水道,下水
所長　高原淳 道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子

TEL 059-213-5050 ),地質(地質調査),補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-213-5051
b0000186 〒514-0004 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構造及び
日本工営株式会社　三重事務所 津市栄町三丁目２５５番 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,
所長　比志島國明 施工計画、施工設備及び積算,建設機械,地質,造園,港湾及び空港,鉄

道,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び
TEL 059-229-3652 地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子,水産土木),地質(地質調査)/FAX 059-229-3653

b0000593 〒514-0004 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,建築積算,機械
日本工営都市空間株式会社　三 津市栄町３丁目２５５ 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ート,河川、砂防及び海岸
重事務所 ・海洋,道路,施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,下水道,農業土木,都市計画及
所長　大日川靖 び地方計画,廃棄物,建設環境),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

TEL 059-225-8550 償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(不動産鑑定,登記手続,その他（環境調査等）)/FAX 059-228-7603
b0000151 〒514-0112 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
日本シビックコンサルタント株 津市一身田中野４１８－４　江戸暖冷房,衛生,電気,建築積算,機械設備積算,電気設備積算,調
式会社　三重事務所 橋グリーンハイツ３０４ 査),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防
所長　窪田安晃 及び海岸・海洋,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び積算,

TEL 059-236-1001 港湾及び空港,鉄道,下水道),地質(地質調査)/FAX 059-236-1002
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
(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
b0000370 〒514-0006 測量(測量一般,地図調整),建築(建築一般,意匠,構造,暖冷房,衛生,
日本水工設計株式会社　三重事 津市広明町１１２番地の５ 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
務所 基礎,鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,トンネ
所長　牧幹人 ル,施工計画、施工設備及び積算,上水道及び工業用水道,下水道,都

TEL 059-222-3510 市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子),地質(地質調査)/FAX 059-222-3510
b0000901 〒514-0033 補償(土地評価,物件,機械工作物,営業補償・特殊補償,事業損
一般財団法人日本不動産研究所 津市丸之内３４番５号 失,補償関連),その他(不動産鑑定)
津支所
支所長　佐藤康範

TEL 059-228-3442 /FAX 059-225-5504
b0000754 〒514-1101 土木(上水道及び工業用水道,下水道)
日本メンテナスエンジニヤリン 津市久居明神町２６３５番地
グ株式会社　東海支店
支店長　五家政治

TEL 059-253-3403 /FAX 059-253-3404
b0000472 〒514-0101 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
株式会社ノア技術コンサルタン 津市白塚町５３０２－２　ウエスート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,
ト　三重営業所 トヒルズⅡＦ号室 下水道,農業土木),地質(地質調査),補償(土地調査),その他(そ
所長　北尾克哉 の他（環境調査等）)

TEL 059-271-9106 /FAX 059-271-9107
b0000787 〒514-1106 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般),土木(土
株式会社八州　三重営業所 津市久居寺町１２３２－３５　Ｈ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
所長　畑雅之 ＤＫビル２Ｆ２０４号 洋,道路,造園,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,土地評価,物件,機械工作物,営業補
TEL 059-254-6880 償・特殊補償,事業損失,補償関連)/FAX 059-254-6883

b0002004 〒514-0103 測量(測量一般,地図調整,航空測量),その他(その他（環境調査
ＨＡＲＶＥＹ株式会社　三重支 津市栗真中山町３７６ 等）)
店
支店長　内山耕一

TEL 050-5451-4467 /FAX 050-6875-6860
b0001805 〒514-1107 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(河川、砂防及び海岸
橋本技術株式会社　三重営業所 津市久居中町２９８－７ ・海洋,道路),補償(土地調査),その他(その他（環境調査等）)
所長　橋本勇

TEL 059-255-0070 /FAX 050-3737-2064
b0000580 〒514-0004 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
パシフィックコンサルタンツ株 津市栄町三丁目１４１番地１ 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
式会社　三重事務所 ート,河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,トンネル,施工計画、施工設備及び
所長　大和田英明 積算,建設機械,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,農業土

TEL 059-222-1220 木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子,水産土木),地質(地質調査)/FAX 059-222-1223
b0000675 〒514-0009 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
株式会社パスコ　三重支店 津市羽所町７００番地 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
支店長　野田康司 ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,上水道及び工

業用水道,下水道,農業土木,森林土木,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境),地質
TEL 059-227-1157 (地質調査),補償(土地調査,物件),その他(不動産鑑定,その他（環境調査等）)/FAX 059-227-3378

b0000532 〒514-0006 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構
株式会社復建技術コンサルタン 津市広明町１１２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,トンネ
ト　三重事務所 ル,施工計画、施工設備及び積算,地質,造園,港湾及び空港,鉄
所長　今泉敏郎 道,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

TEL 059-221-5020 計画,廃棄物,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査)/FAX 059-221-5021
b0000788 〒514-0004 測量(測量一般,地図調整,航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリー
復建調査設計株式会社　三重事 津市栄町二丁目３０４番地 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,地
務所 質,港湾及び空港,鉄道,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,都市計画及び地
所長　池尾浩 方計画,廃棄物,建設環境,水産土木),地質(地質調査),補償(土地調査,物件,機械

TEL 059-213-4330 工作物,営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-213-4331
b0001358 〒514-0004 地質(地質調査)
冨士開発株式会社　三重営業所 津市栄町３丁目２４３　関権第３
所長　水野友人 ビル５０３

TEL 059-223-3060 /FAX 059-223-6134
b0000727 〒514-0004 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
株式会社間瀬コンサルタント 津市栄町三丁目２６５番地 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 ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,造園,上水道及び工業用水道,下水道,都市計画
所長　川上哲生 及び地方計画,建設環境),地質(地質調査),補償(土地調査,土地評価,物件,機械工作物,

TEL 059-213-5760 営業補償・特殊補償,事業損失,補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-213-5775
b0000549 〒514-0126 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社松阪コンサルタント 津市大里睦合町１２１１ び海岸・海洋,道路,下水道),補償(土地調査,物件)
津営業所
営業所長　辻賀正

TEL 059-230-1616 /FAX 059-230-1616
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部門：コンサル業者 適用日：令和 4年10月 1日 市内支店
(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
b0000883 〒514-0819 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
丸栄調査設計株式会社　津営業 津市高茶屋五丁目３番３１号 ート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,
所 下水道,農業土木),補償(土地調査,事業損失),その他(その他（
所長　相塲久志 環境調査等）)

TEL 059-235-0801 /FAX 059-273-5444
b0000896 〒514-0101 測量(測量一般),土木(道路,上水道及び工業用水道,下水道),補
三重測量設計株式会社　津支店 津市白塚町３４１６－１ 償(土地調査)
支店長　藤井克之丞

TEL 059-233-5035 /FAX 059-233-5035
b0002008 〒514-0009 測量(航空測量),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリート,
明治コンサルタント株式会社 津市羽所町７００　アスト津 河川、砂防及び海岸・海洋,道路,トンネル,地質,森林土木,建
三重営業所 設環境),地質(地質調査)
所長　小川満

TEL 059-213-3251 /FAX 059-213-3252
b0000792 〒514-0824 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
株式会社明和プラテック　津支 津市神戸１６０番地９０ クリート,河川、砂防及び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用
店 水道,下水道),補償(土地調査,物件),その他(その他（環境調査
支店長　時田勝弘 等）)

TEL 059-213-5679 /FAX 059-213-5680
b0000008 〒514-0033 測量(測量一般),建築(建築一般),土木(土質及び基礎,鋼構造及びコンクリー
八千代エンジニヤリング株式会 津市丸之内３３－１７ ト,河川、砂防及び海岸・海洋,電力土木,道路,トンネル,施工計画、施工設
社　三重事務所 備及び積算,建設機械,地質,造園,港湾及び空港,鉄道,上水道及び工業用水道,
所長　津野博司 下水道,都市計画及び地方計画,廃棄物,建設環境,電気・電子,水産土木),地

TEL 059-221-3011 質(地質調査),補償(土地調査,補償関連),その他(その他（環境調査等）)/FAX 059-221-3012
b0000846 〒514-0006 土木(土質及び基礎,道路)
ライト工業株式会社　三重営業 津市広明町３５８番地
所
所長　安藤貴郎

TEL 059-221-5266 /FAX 059-221-5267
b0000451 〒514-0006 測量(測量一般,地図調整,航空測量),建築(建築一般,意匠,構造,
若鈴コンサルタンツ株式会社 津市広明町３４５番地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
三重事務所 査),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及び海岸・海洋,
所長　佐藤覚 電力土木,道路,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木,都市

TEL 059-222-0372 計画及び地方計画),地質(地質調査),補償(土地調査)/FAX 059-222-0374
b0000910 〒514-1138 測量(測量一般),土木(鋼構造及びコンクリート,河川、砂防及
株式会社和合コンサルタント 津市戸木町３８２６－１２ び海岸・海洋,道路,上水道及び工業用水道,下水道,農業土木),
津支店 補償(土地調査)
津支店長　森俊幸

TEL 059-256-5753 /FAX 059-256-5797
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