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市内 21001 （株）相和コンサルタント 岐阜県飛騨市古川町沼町373ｰ1

市内 23023 （株）朝日土質設計コンサルタント　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町信包1310ｰ7

市内 22038 （有）新井設計事務所　飛騨事務所 岐阜県飛騨市古川町増島町10

市内 21006 イグチ建築設計室 岐阜県飛騨市神岡町船津104番地1

市内 22034 （株）イビソク　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町谷963番地

市内 22027 （株）興栄コンサルタント　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町中野780ｰ1

市内 21010 （有）小林建築設計事務所　古川 岐阜県飛騨市古川町向町1丁目2番7号

市内 21007 （有）阪口材木店 岐阜県飛騨市神岡町伏方2031番地の4

市内 22014 （株）三進　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町金森町13番地48

市内 22004 大同コンサルタンツ（株）飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町下気多108番地1

市内 21004 大日コンサルタント（株）飛騨事務所 岐阜県飛騨市古川町是重2丁目7番地7

市内 23010 （株）中央設計技術研究所　飛騨事務所 岐阜県飛騨市神岡町柏原706

市内 22008 （株）テイコク　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町栄一丁目2番13号

市内 21002 （株）東洋設計　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町栄1丁目1番地58　2ｰB

市内 23028 東和コンサルタント（株）飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町上町248ｰ1ｰ105

市内 22005 （株）飛建測量企画　神岡営業所 岐阜県飛騨市神岡町朝浦1006番地の2

市内 21011 （株）飛州コンサルタント　飛騨支店 岐阜県飛騨市古川町大野町125ｰ1

市内 22007 （有）斐太プランニング　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町上町248番地1

市内 23116 （株）メイホーエンジニアリング　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町袈裟丸3452番地

市内 22002 （株）ユニオン　飛騨営業所 岐阜県飛騨市古川町末真271

飛騨 22048 （株）アーキジオ　飛騨 岐阜県高山市上一之町36

飛騨 22052 アァバン飛騨（同）アァバン飛騨環境計画 岐阜県高山市岡本町1ｰ124ｰ1

飛騨 22053 朝日エンジニアリング（有） 岐阜県高山市江名子町1868

飛騨 22040 （有）アブ・デザイン 岐阜県高山市赤保木町1169ｰ1

飛騨 22025 （有）井之丸建築事務所 岐阜県高山市上二之町65

飛騨 22009 （有）沖下測量 岐阜県高山市大新町5ｰ85ｰ1

飛騨 23024 （株）オリンピアコンサルタント　飛騨営業所 岐阜県下呂市金山町中切2348ｰ1

飛騨 23219 （株）環境アセスメントセンター　高山事務所 岐阜県高山市千島町388番地3

飛騨 23152 日下部建築デザイン事務所 岐阜県下呂市森859ｰ21

飛騨 22063 澤秀俊設計環境 岐阜県高山市赤保木町297

飛騨 22062 （株）三和測量 岐阜県高山市花岡町3丁目1番地1

飛騨 22057 （株）島測量 岐阜県下呂市萩原町野上1005ｰ1

飛騨 21009 （有）匠栄設計 岐阜県高山市石浦町5丁目220番地

飛騨 22032 白鳥建築設計事務所 岐阜県高山市花里町1ｰ28ｰ2

飛騨 22001 新日本設計（株）下呂営業所 岐阜県下呂市萩原町上呂3457ｰ3

飛騨 22033 設計室ＡＬＬ 岐阜県高山市下岡本町1468ｰ7

飛騨 22061 設計室ＡＬＬ（株） 岐阜県高山市下岡本町1468番地7

飛騨 23065 （株）創信　高山営業所 岐阜県高山市赤保木町1168ｰ5

飛騨 23093 （株）大興計測技術　高山営業所 岐阜県高山市国府町八日町7番地

飛騨 23122 ダイシンコンサルタント（株）飛騨営業所 岐阜県下呂市小坂町大島631

飛騨 23061 （株）太陽建設コンサルタント　飛騨営業所 岐阜県高山市上岡本町8ｰ333

飛騨 23159 （株）地域コンサルタント　下呂営業所 岐阜県下呂市馬瀬数河1517番地

飛騨 22020 （株）西建築設計事務所 岐阜県高山市片野町1丁目3番地1

飛騨 22039 （株）野田コンサルタント　高山営業所 岐阜県高山市久々野町渚119番地の1

飛騨 22030 （有）野中建築設計事務所 岐阜県高山市国府町村山503ｰ3

飛騨 22013 （有）狭場建築設計事務所 岐阜県高山市久々野町久々野2380番地

飛騨 22060 保木建築設計事務所 岐阜県高山市春日町64

飛騨 22023 南測量設計（株） 岐阜県高山市石浦町7ｰ26

飛騨 22024 （有）大和コンサルタント 岐阜県高山市新宮町3808ｰ8

県内 23100 （株）葵建築設計事務所 岐阜県岐阜市栄新町3ｰ45ｰ2

県内 23104 （株）アオイテック　岐阜事務所 岐阜県岐阜市下奈良2ｰ5ｰ1

県内 23231 青葉工業（株）岐阜営業所 岐阜県可児市塩1141ｰ1

県内 23121 （株）彰事務所 岐阜県岐阜市鏡島南1ｰ8ｰ3

県内 23030 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング　岐阜営業所 岐阜県岐阜市北一色7ｰ25ｰ26

県内 23001 （株）朝日工営 岐阜県本巣市三橋2ｰ103

県内 23008 朝日航洋（株）岐阜支店 岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18

県内 23091 アジア航測（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市市橋4ｰ6ｰ7鈴木ﾋﾞﾙ

県内 23046 （株）歩設計 岐阜県岐阜市黒野南3ｰ80

県内 23157 （有）荒井建築設計事務所 岐阜県郡上市白鳥町那留536ｰ1

県内 23076 アローコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市日光町七丁目27番地

県内 23039 （株）石田技術コンサルタンツ　岐阜支店 岐阜県可児市川合857ｰ1

県内 23179 石原・大島設計事務所 岐阜県可児市中恵土2340ｰ1

県内 23228 （株）市川工務店 岐阜県岐阜市鹿島町6丁目27番地

県内 23204 イッセイコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県可児市平貝戸8ｰ9

県内 24103 いであ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市西河渡2丁目38番7号

県内 23143 （有）イマセジオシステムズ 岐阜県美濃市3206ｰ4

県内 23029 （株）浦野設計　岐阜支社 岐阜県岐阜市須賀1ｰ7ｰ23

飛騨市入札参加資格者名簿（コンサルタント）
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県内 23186 （株）エイト日本技術開発　岐阜事務所 岐阜県岐阜市西荘1丁目13番15号

県内 23172 （株）エコプラン 岐阜県岐阜市鏡島精華2ｰ4ｰ15ｰ101

県内 23066 （株）ＮＪＳ　岐阜出張所 岐阜県岐阜市上茶屋町28

県内 24008 ＮＴＣコンサルタンツ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋6ｰ13ｰ17

県内 23235 エヌ・ティ・ティ・インフラネット（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市学園町3ｰ45

県内 23120 （株）エフウォーターマネジメント　岐阜事務所 岐阜県大垣市藤江町3丁目92番地1ﾒｿﾞﾝ川瀬2402号室

県内 23038 応用地質（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市竜田町6丁目11東海ﾏﾝｼｮﾝ603号

県内 23158 大井調査設計（株） 岐阜県恵那市東野1236ｰ1

県内 23142 大高理工（株） 岐阜県大垣市桧町510ｰ3

県内 23053 （株）オオバ　岐阜営業所 岐阜県岐阜市福住町1ｰ20

県内 24374 （株）大増コンサルタンツ　岐阜支店 岐阜県岐阜市西荘1ｰ16ｰ12202号室

県内 23195 （株）岡田設計 岐阜県岐阜市長森本町1ｰ20ｰ15

県内 23238 （合）ｏｇｕｍａ 岐阜県羽島市小熊町3丁目56番地

県内 23097 （株）オリエンタルコンサルタンツ　岐阜事務所 岐阜県岐阜市藪田南1ｰ2ｰ3

県内 24051 オリジナル設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市宮浦町7ｰ106

県内 23144 開発虎ノ門コンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納長刀堀2ｰ5

県内 23115 （株）片平新日本技研　岐阜事務所 岐阜県岐阜市芥見嵯峨1丁目9番地2

県内 23068 （株）カトー建築設計室 岐阜県岐阜市今町四丁目22番地

県内 23189 （株）カナエジオマチックス　岐阜支店 岐阜県中津川市茄子川字前田1383番10

県内 23162 （株）華陽コンサルタント 岐阜県岐阜市光町1ｰ8

県内 23129 川崎地質（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条北3ｰ20ｰ17

県内 23200 （株）カワセ測量設計 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方517ｰ2

県内 23113 （株）環境科学研究所　岐阜支店 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄114番地1

県内 23229 （株）環境総合テクノス　今渡支店 岐阜県可児市川合2793ｰ26

県内 23202 （株）技研オガワ 岐阜県美濃加茂市古井町下古井2518ｰ4

県内 23176 （株）岐創設計 岐阜県岐阜市学園町3ｰ32

県内 23004 基礎地盤コンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市加納新本町2ｰ27

県内 24031 キタイ設計（株）岐阜事務所 岐阜県大垣市南頬町5ｰ22ｰ1

県内 23239 北村直也建築設計事務所 岐阜県大垣市荒尾町1152ｰ1

県内 23181 （公財）岐阜県建設研究センター 岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18

県内 23084 岐阜県建築設計監理（同） 岐阜県岐阜市六条南2ｰ13ｰ2

県内 23137 （一財）岐阜県公衆衛生検査センター 岐阜県岐阜市曙町4ｰ6

県内 23002 岐阜県森林組合連合会 岐阜県岐阜市六条江東2ｰ5ｰ6

県内 23067 （株）岐阜建築設備計画 岐阜県岐阜市早田栄町2ｰ16

県内 23227 ギフコンストラクション（有） 岐阜県岐阜市三田洞883ｰ5

県内 23103 （株）岐阜ソイルコンサルタント 岐阜県岐阜市薮田南5丁目10番地5

県内 23123 （株）共栄コンサルタント 岐阜県郡上市大和町河辺497ｰ1

県内 23168 （株）橋梁コンサルタント　岐阜事務所 岐阜県羽島市竹鼻町3184番地8

県内 23089 （株）協和設計事務所 岐阜県岐阜市北一色3ｰ2ｰ23

県内 23108 （株）極東技工コンサルタント　岐阜中央事務所 岐阜県岐阜市粟野東2丁目167

県内 23098 （株）金華建築事務所 岐阜県岐阜市日野西2ｰ1ｰ7

県内 23130 （株）キンキ地質センター　岐阜事務所 岐阜県岐阜市茜部大野2丁目215番地1

県内 23217 （株）グラン・ソラリス 岐阜県岐阜市薮田南3丁目4番3号

県内 23078 （株）車戸建築事務所 岐阜県大垣市鶴見町73ｰ3

県内 23026 （株）建設技術研究所　岐阜事務所 岐阜県岐阜市吉野町6ｰ14

県内 23135 （株）建築計画研究所 岐阜県本巣市上真桑2250番地64

県内 23128 興亜開発（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市敷島町9ｰ9ｰ1ｰ302

県内 24006 （株）国際開発コンサルタンツ　岐阜事務所 岐阜県岐阜市玉宮町一丁目3番2号

県内 23075 国際航業（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町5丁目24番地

県内 23236 国土防災技術（株）岐阜営業所 岐阜県恵那市大井町1120ｰ303各務ﾊｲﾂ1B号

県内 23208 後藤耕太建築工房 岐阜県各務原市鵜沼羽場町1丁目17番地1

県内 23019 （株）サニー建築設計 岐阜県岐阜市西川手7ｰ61

県内 24117 （株）三愛設計　岐阜営業所 岐阜県岐阜市真砂町11ｰ15ｰ1

県内 23018 （株）三栄コンサルタント 岐阜県岐阜市水海道4ｰ22ｰ12

県内 23005 サンコーコンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋6ｰ13ｰ17戸崎第1ﾋﾞﾙ

県内 23185 三城コンサルタント（株） 岐阜県大垣市波須3ｰ21ｰ1

県内 23060 三翠建設コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市市橋3丁目8番3号

県内 24111 （株）三水コンサルタント　岐阜事務所 岐阜県各務原市蘇原旭町4丁目1番60

県内 23020 （株）四門　岐阜支店 岐阜県岐阜市茶屋新田2ｰ4ｰ5

県内 24032 （株）上智　岐阜支店 岐阜県土岐市泉大島町三丁目23番地1ｱﾈｯｸｽ*402号室

県内 23210 新晃コンサルタント（株）多治見支店 岐阜県多治見市平井町一丁目78番地

県内 23027 （株）新日　岐阜支店 岐阜県岐阜市松原町7

県内 23112 （株）森林テクニクス　岐阜営業所 岐阜県岐阜市城田寺751ｰ68

県内 23034 セントラルコンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市東金宝町1ｰ18

県内 23220 （株）セントレック　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西荘二丁目4番15号

県内 23218 （株）創建　岐阜支店 岐阜県岐阜市加納村松町1丁目7番地

県内 23178 創建設計（株） 岐阜県岐阜市松屋町23番地

県内 23170 （株）総合開発調査 岐阜県岐阜市大菅南13番21号

県内 24098 （株）総合鑑定調査　岐阜支店 岐阜県中津川市茄子川1383番地10

県内 23206 （株）測天 岐阜県多治見市北丘町5ｰ2ｰ197
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県内 24166 （株）第一設計　岐阜営業所 岐阜県各務原市下中屋町3丁目139番地の2

県内 23133 （有）大建ｍｅｔ 岐阜県岐阜市若宮町1丁目10番地

県内 23154 （株）大建コンサルタント　岐阜支社 岐阜県岐阜市沖ﾉ橋町2丁目31番地

県内 23014 大建設計（株） 岐阜県岐阜市佐久間町20

県内 23013 大建都市開発（株） 岐阜県岐阜市佐久間町20

県内 23032 （株）大幸建築設計事務所 岐阜県岐阜市須賀1ｰ6ｰ14

県内 23211 （株）大紘コンサルタント 岐阜県可児市土田4104ｰ1

県内 23015 （株）ダイナ建築設計 岐阜県岐阜市本郷町2ｰ17ｰ4

県内 23092 大日本コンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市市橋3ｰ1ｰ21

県内 23232 （有）大矢コンサルタント 岐阜県恵那市長島町正家字後田1067ｰ266

県内 23234 （株）ダイヤコンサルタント　岐阜事務所 岐阜県岐阜市神室町四丁目39番地

県内 24168 （株）大和地質　岐阜営業所 岐阜県岐阜市小野587ｰ2

県内 23226 大和リース（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市薮田東2ｰ1ｰ6

県内 24092 （株）拓工　岐阜事務所 岐阜県各務原市那加不動丘2ｰ179ｰ2

県内 23077 玉野総合コンサルタント（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市藪田南1丁目5ｰ1

県内 23155 地域総合コンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市近島3丁目1番1号洋伸ﾋﾞﾙ2階

県内 23054 中央エンジニアリング（株） 岐阜県岐阜市柳森町2ｰ55

県内 23063 中央開発（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市細畑4ｰ7ｰ6

県内 23059 中央コンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市金町6ｰ6

県内 24174 （株）中測技研　岐阜支店 岐阜県岐阜市鏡島西三丁目18番13ﾒｿﾞﾝｴｻｷ101号

県内 23105 （株）中日コンサルタント 岐阜県美濃加茂市西町6ｰ100

県内 23022 （株）中部ウエルボーリング社　岐阜事務所 岐阜県岐阜市忠節町4ｰ18ｰ12ｺｰﾎﾟﾏﾙｾｲ2

県内 23007 中部復建（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市鹿島町1丁目10番地

県内 23050 （株）長大　岐阜営業所 岐阜県可児市土田5218ｰ1

県内 23006 （株）千代田コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県大垣市恵比寿町一丁目7番地

県内 23101 司設計（株） 岐阜県岐阜市東金宝町1ｰ18司ﾋﾞﾙ

県内 23167 （有）ティーエーイー設計室（有）ＴＡＥ設計室 岐阜県岐阜市南蝉1ｰ141

県内 23187 （株）テクノ中部　岐阜事務所 岐阜県岐阜市清本町9ｰ41

県内 23045 （株）デザインボックス 岐阜県岐阜市日野南9ｰ1ｰ10

県内 24333 寺下浩　一級建築士事務所 岐阜県各務原市新鵜沼台8丁目140番地

県内 23111 （株）東海環境エンジニア　岐阜営業所 岐阜県可児市広見991番地

県内 23062 東海地質工学（株）岐阜営業所 岐阜県大垣市木戸町485ｰ2ｱｯﾌﾟﾙｺｰﾄ大垣木戸町101

県内 23056 （株）東海テクノス 岐阜県岐阜市細畑6ｰ4ｰ14

県内 23031 （株）東海プランニング 岐阜県瑞穂市中宮381ｰ1

県内 23033 （株）東京建設コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県可児市桜ヶ丘1丁目8番地

県内 23064 （株）東京設計事務所　岐阜事務所 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町1ｰ277

県内 23233 東邦地水（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市西荘4ｰ19ｰ11ｰ107

県内 23148 （株）道路建設コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県羽島市正木町大浦1428

県内 23240 （株）トータルシステム 岐阜県岐阜市岩田西1丁目96番地

県内 23011 （株）トーニチコンサルタント　岐阜事務所 岐阜県岐阜市市橋五丁目5番10303号

県内 23134 （株）トライ 岐阜県中津川市茄子川1534ｰ166

県内 23047 中日本建設コンサルタント（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市市橋3ｰ8ｰ3

県内 22021 中日本航空（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市長住町9ｰ11

県内 24048 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋（株）多治見道路事務 岐阜県多治見市白山町3丁目66番1号

県内 24241 （株）ナカノアイシステム　岐阜営業所 岐阜県岐阜市杉山町6AOKIﾋﾞﾙ302号室

県内 23150 ナチュラルコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県大垣市和合新町1ｰ15

県内 24175 南海測量設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市長良校前町5丁目4番地

県内 23182 ニチイコンサルタント（株）岐阜支店 岐阜県岐阜市高田5ｰ6ｰ1

県内 23197 ニチレキ（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市六条南1ｰ3ｰ1

県内 23073 （株）日建技術コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県岐阜市金町6ｰ15高橋ﾋﾞﾙ

県内 23035 （株）日新技術コンサルタント　岐阜出張所 岐阜県岐阜市本町4ｰ6

県内 23171 （株）日新ブリッジエンジニアリング 岐阜県岐阜市萱場南1丁目14番15号

県内 23088 （株）日水コン　岐阜事務所 岐阜県岐阜市東鶉7丁目6番地ｸﾞﾛｰﾌﾞ*

県内 24094 日本交通技術（株）岐阜営業所
岐阜県岐阜市高田三丁目2番6ｰ1号(cerisierI棟ｿﾘｼﾞｪ201)

県内 23153 （株）日本インシーク　岐阜営業所 岐阜県岐阜市白山町2ｰ15

県内 23021 日本工営（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市薮田南1ｰ5ｰ1

県内 23184 （株）日本水工コンサルタント　岐阜事務所 岐阜県岐阜市茜部大野2ｰ90ｰ1

県内 23041 日本水工設計（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市茜部神清寺2ｰ19ｰ1

県内 23016 （株）ニュージェック　岐阜事務所 岐阜県岐阜市蔵前7丁目6番17号

県内 23209 野中建築事務所 岐阜県可児市今渡1595ｰ45

県内 23230 （株）白山測量 岐阜県郡上市白鳥町二日町1315ｰ1

県内 24002 パシフィックコンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市元町二丁目9番地403号

県内 23203 橋本技術（株）岐阜営業所 岐阜県各務原市鵜沼三ﾂ池町2ｰ288ｰ3

県内 23017 （株）パスコ　岐阜支店 岐阜県岐阜市金町5丁目24番地

県内 23192 （株）服部多賢士設計室 岐阜県岐阜市須賀4ｰ3ｰ16

県内 23048 （株）パトス建築設計室 岐阜県岐阜市長良福光2458ｰ11

県内 23141 （株）林事務所 岐阜県可児市広見1丁目37番地

県内 23224 （有）ＶＡＮ建築設計室 岐阜県大垣市万石1ｰ138ｰ1

県内 23165 ビーム計画設計（株） 岐阜県岐阜市加納栄町通七丁目30番地

県内 23190 （株）光測量コンサルタント 岐阜県中津川市小川町2ｰ8
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県内 23237 平井工業（株） 岐阜県羽島市足近町直道578

県内 23131 （株）廣建築設備設計 岐阜県岐阜市北一色二丁目7番18号

県内 23183 （株）藤井設計 岐阜県各務原市那加門前町三丁目八十三番地

県内 24154 藤コンサル（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市加納新本町三丁目1番地

県内 24021 （株）フジヤマ　岐阜営業所 岐阜県多治見市市之倉町1ｰ232

県内 23222 （株）ほとり建築事務所 岐阜県岐阜市六条東2丁目18ｰ5

県内 23090 （株）間瀬コンサルタント　岐阜営業所 岐阜県岐阜市西野町一丁目12番地

県内 24148 松岡測量設計（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市北柿ヶ瀬109番地2

県内 23164 丸ス産業（株） 岐阜県加茂郡白川町三川1270

県内 23080 （株）岬建築事務所 岐阜県岐阜市薮田南1ｰ3ｰ13

県内 23003 （株）水野総合鑑定 岐阜県岐阜市市橋6ｰ10ｰ18

県内 24080 三井共同建設コンサルタント（株）岐阜営業所 岐阜県岐阜市七軒町6番地

県内 23085 （株）南出測量設計 岐阜県郡上市高鷲町大鷲2444

県内 23193 （株）三宅設計 岐阜県可児市中恵土2175

県内 23198 （株）宮崎一一計画工房 岐阜県岐阜市石切町20

県内 23215 （株）ミユキデザイン 岐阜県岐阜市美殿町43番地

県内 23225 武藤圭太郎建築設計事務所 岐阜県岐阜市今小町29

県内 23145 （株）村山建築設計事務所 岐阜県岐阜市沖ﾉ橋町2ｰ25

県内 23136 （株）名岐コンサルタント 岐阜県各務原市三井町3丁目118ｰ3

県内 23223 明治コンサルタント（株）　岐阜営業所 岐阜県岐阜市加納天神町1丁目9番地1

県内 23099 八千代エンジニヤリング（株）岐阜事務所 岐阜県大垣市桐ｹ崎町37番地2

県内 23163 （株）山田建築事務所 岐阜県岐阜市岩田西1ｰ96

県内 23177 山田建築事務所 岐阜県岐阜市鏡島西1ｰ11ｰ30

県内 23180 （有）山利設計事務所 岐阜県美濃市相生町2218

県内 23071 （株）ランド・コンサルタント　技術センター 岐阜県岐阜市中鶉四丁目42番地

県内 24056 ランドブレイン（株）岐阜事務所 岐阜県岐阜市此花町6ｰ8

県内 23036 若鈴コンサルタンツ（株）岐阜事務所 岐阜県大垣市静里町314ｰ6

県外 24197 （株）アーバンパイオニア設計 大阪府大阪市北区末広町3ｰ3

県外 24036 （株）アール・アイ・エー　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅5ｰ28ｰ1

県外 24261 （株）アイエスシイ 愛知県名古屋市昭和区福江2ｰ9ｰ33

県外 24083 （株）ＩＮＡ新建築研究所　西日本支社 大阪府大阪市淀川区西宮原1ｰ5ｰ33

県外 24390 （株）あい設計　名古屋支社 愛知県名古屋市千種区内山3丁目31番20号今池NMﾋﾞﾙ8階

県外 24187 アイレック技建（株）東海支店 愛知県名古屋市東区葵二丁目12番1号

県外 24159 （株）葵エンジニアリング 愛知県名古屋市中村区佐古前町22番6号

県外 23037 （株）青島設計 愛知県名古屋市中区大須4ｰ14ｰ51

県外 24315 （株）アクセス 奈良県北葛城郡広陵町大字中139番地8､141番地4

県外 24170 （株）アコード 大阪府大阪市西区京町堀1ｰ10ｰ14

県外 24332 （株）アスカ総合設計 三重県松阪市伊勢寺町590番地の4

県外 24211 （株）梓設計　中部支社 愛知県名古屋市中区錦3丁目15番15号CTV錦ﾋﾞﾙ

県外 24336 （株）アトリエ・アンド・アイ 東京都世田谷区梅丘1ｰ25ｰ12ｰ201はしづめﾋﾞﾙ

県外 24294 （株）アビエルタ建築・都市 滋賀県彦根市芹橋1ｰ5ｰ30

県外 24351 （株）アプルデザインワークショップ 東京都文京区湯島4ｰ2ｰ1

県外 24125 （株）新居千秋都市建築設計 東京都目黒区祐天寺2ｰ14ｰ19四宮ﾋﾞﾙ2階

県外 24268 アルスコンサルタンツ（株） 石川県金沢市古府2丁目76番地

県外 24139 （株）アルセッド建築研究所 東京都渋谷区渋谷1ｰ20ｰ1

県外 24296 （株）アルファプランニング 愛知県名古屋市瑞穂区河岸一丁目7番6号

県外 24254 （株）阿波設計事務所 大阪府大阪市浪速区元町2丁目2番12号

県外 24277 （株）イ・エス・エス 東京都文京区小石川一丁目1番17号

県外 24084 （株）石本建築事務所　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区栄四丁目3番26号昭和ﾋﾞﾙ

県外 24286 （株）市川三千男建築設計事務所 愛知県名古屋市中区平和一丁目15番30号

県外 24263 （株）伊藤喜三郎建築研究所 東京都豊島区高田2ｰ17ｰ22

県外 24030 （株）伊藤建築設計事務所 愛知県名古屋市中区丸の内1ｰ15ｰ15桜通ﾋﾞﾙ

県外 24240 （株）伊藤建築設計事務所 長野県松本市城西1丁目8番19号

県外 24353 （有）伊藤平左ェ門建築事務所 東京都新宿区西早稲田3丁目31番8号201

県外 24145 （株）ウエスコ名古屋営業所 愛知県名古屋市中区栄1丁目22番地16号

県外 24245 （有）ウッドサークル 東京都中央区日本橋人形町二丁目16番2号4階

県外 24119 （株）エイ・テック 富山県高岡市ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ12番地

県外 24256 （株）エイアンドティ建築研究所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中区栄1ｰ22ｰ16

県外 24291 （株）エイテック　東日本支社 東京都渋谷区本町4丁目12番7号

県外 24376 （株）エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町1ｰ19ｰ4

県外 24363 （株）エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町2丁目19番地の1

県外 24318 越前屋試錐工業（株） 北海道札幌市白石区栄通8丁目1番15号

県外 24140 （株）エックス都市研究所　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦一丁目18番24号

県外 24058 エヌエス環境（株）名古屋支店 愛知県名古屋市守山区瀬古東2ｰ907

県外 23086 （株）エヌ・エス・シー・エンジニアリング　名古屋支店 愛知県名古屋市千種区南明町一丁目53番地の2

県外 24078 （株）ＮＴＴファシリティーズ　東海支店 愛知県名古屋市熱田区五本松町7ｰ30

県外 24320 （株）遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町一丁目9番11号大鵬ﾋﾞﾙ4階

県外 24361 （株）大宇根建築設計事務所 東京都町田市森野1丁目33番地18号幹ﾋﾞﾙ

県外 24339 （株）大村建築設計事務所 滋賀県長浜市南呉服町7番13号

県外 24063 （株）岡田新一設計事務所 東京都文京区春日1ｰ10ｰ1

4／8



※地域別・50音順 2020年2月3日現在

地域

資格者

番号

事業所名 住所

県外 24324 （株）押田建築設計事務所 富山県富山市丸の内3丁目4番16号

県外 24180 鹿島建設（株）中部支店 愛知県名古屋市中区新栄町二丁目14番地

県外 24246 （株）価値総合研究所 東京都千代田区大手町1ｰ9ｰ2

県外 24337 （株）加藤吉宏アトリエ 愛知県名古屋市中村区竹橋町37ｰ3ﾃﾄﾃﾉｰﾄ

県外 24024 （株）金沢計画研究所 石川県金沢市西泉1ｰ66ｰ1ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ6階

県外 24335 川端建築計画 滋賀県野洲市野洲148番地6

県外 24136 （株）環境技術研究所 大阪府大阪市西区阿波座1ｰ3ｰ15

県外 24100 （株）環境技術センター 長野県松本市大字笹賀5652‐166

県外 24309 環境計測（株）中部営業所 愛知県海部郡蟹江町大字今字下六反田65ｰ1

県外 24355 （株）環境事業計画研究所 京都府京都市上京区多門町440ｰ6

県外 24190 （株）環境施設コンサルタント 東京都新宿区左門町16番1号

県外 24233 （株）環境設備計画 愛知県名古屋市東区代官町39ｰ22太洋ﾋﾞﾙ4階

県外 24029 （株）環境デザイン研究所 東京都港区六本木5ｰ12ｰ22

県外 24279 関西技術コンサルタント（株）中部事務所 愛知県春日井市押沢台一丁目1番8

県外 24054 （株）神田設計 愛知県名古屋市西区花の木1ｰ3ｰ5

県外 24359 （株）気象工学研究所 大阪府大阪市西区京町堀1丁目8番5号

県外 24231 （株）キミコン 福井県鯖江市小泉町第26ｰ6ｰ4

県外 24344 共同設計（株） 大阪府大阪市北区西天満5丁目10番14号

県外 24061 （株）協同測量社 長野県長野市大字安茂里671

県外 23096 （株）協和コンサルタンツ　中部営業所 愛知県名古屋市中区栄5ｰ28ｰ12名古屋若宮ﾋﾞﾙ

県外 24289 協和設計（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区丸の内1ｰ10ｰ29

県外 24022 協和調査設計（株） 愛知県名古屋市中川区篠原橋通2ｰ44

県外 24345 （株）きんそく 京都府京都市南区上鳥羽大溝6番地

県外 24160 （株）近代設計　名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦1ｰ11ｰ20

県外 24039 （株）空間文化開発機構 大阪府大阪市中央区大手前1丁目4番12号

県外 24383 （株）楠山設計 東京都千代田区神田小川町三丁目20番地

県外 24371 （株）隈研吾建築都市設計事務所 東京都港区南青山2ｰ24ｰ8

県外 24385 Ｋｒａｆｔ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ　一級建築士事務所 東京都目黒区青葉台4ｰ2ｰ19ｰ506

県外 24375 クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株） 大阪府大阪市中央区船場中央2丁目2番5ｰ233号

県外 24278 （株）グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場1ｰ17ｰ11上野BRﾋﾞﾙ

県外 24070 グリーン・コンサルタント（株）中部営業所 愛知県名古屋市中区錦1ｰ19ｰ24

県外 24133 （株）ＫＲＣ 長野県長野市稲里町中央3丁目33番23号

県外 24357 （株）計画情報研究所 石川県金沢市駅西本町2ｰ10ｰ6

県外 24297 （株）継承社 三重県津市大谷町208番地35

県外 24272 （有）ｋｗｈｇアーキテクツ 東京都杉並区荻窪5丁目17番6号ﾄｰﾜﾋﾞﾙ301号

県外 24326 （株）建設環境研究所　中部支社 愛知県名古屋市中区錦3丁目20番27号

県外 24221 （企）建築環境システム　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区森末町4ｰ127ｰ3

県外 24003 （株）建築設備計画 愛知県名古屋市北区若葉通1ｰ28

県外 24392 （株）ＣＯＲＥ技術研究所 大阪府大阪市北区西天満1丁目2番5号

県外 24340 （有）香山壽夫建築研究所 東京都文京区本郷2ｰ12ｰ10

県外 24191 （株）興和 新潟県新潟市中央区新光町6ｰ1

県外 24068 （株）国土開発センター　富山支店 富山県富山市黒瀬13ｰ3

県外 24013 国土情報開発（株） 東京都世田谷区池尻2ｰ7ｰ3

県外 24102 （株）サーベイリサーチセンター　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目12番9号

県外 24275 （株）佐藤総合計画　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦1ｰ20ｰ12

県外 24155 三協調査設計（株） 愛知県名古屋市中区大井町4ｰ17

県外 24082 （株）三＊コンサルタンツ 愛知県名古屋市東区代官町35ｰ16

県外 23161 三和航測（株）名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区太閤1ｰ5ｰ26

県外 24053 （株）サンワコン 福井県福井市花堂北1ｰ7ｰ25

県外 24260 三和電子（株） 東京都千代田区神田猿楽町二丁目1番ｰ6号

県外 24372 （株）シアターワークショップ 東京都渋谷区神宮前六丁目23番3号

県外 24367 （株）シーテック　土木建築本部 愛知県名古屋市港区遠若町三丁目七ﾉ一

県外 24224 （株）ＣＰＣ　中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅南1ｰ17ｰ10

県外 24384 （株）ジーベック 静岡県静岡市葵区唐瀬1丁目17番34号

県外 24248 （株）シーラカンスアンドアソシエイツ　名古屋支店 愛知県名古屋市中区大須3丁目5番地13号HASEBLDG.16F

県外 24112 シーラカンスケイアンドエイチ（株） 東京都杉並区永福2丁目23番5号HHH

県外 24060 ジェイアール東海コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中村区名駅5ｰ33ｰ10

県外 24299 ジオ・サーチ（株） 東京都大田区西蒲田7ｰ37ｰ10

県外 24358 柴山コンサルタント（株） 愛知県名古屋市東区白壁1ｰ69

県外 24192 （株）島田組 大阪府八尾市弓削町南3ｰ20ｰ2

県外 24362 清水建設（株）名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目3番7号

県外 24364 （株）ジャクエツ　一級建築士事務所 東京都港区高輪4ｰ22ｰ4

県外 24386 （株）住建設計 京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町579ｰ1

県外 24055 昭和（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄4丁目3番26号

県外 24037 （株）シン技術コンサル　名古屋営業所 愛知県名古屋市緑区大高町西正地19番地

県外 24202 （株）新洲 滋賀県栗東市安養寺1‐1‐24

県外 24046 （株）新日本コンサルタント 富山県富山市奥田新町1ｰ23

県外 24147 （株）伸和 愛知県名古屋市南区豊一丁目45ｰ12

県外 24285 （株）スギウラ・アーキテクツ 東京都目黒区駒場3丁目2番19号

県外 24394 （株）スペースビジョン研究所 大阪府大阪市中央区大手前1ｰ7ｰ31
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県外 24322 （有）設計事務所ゴンドラ 東京都文京区春日1丁目5番3号春日ﾀｳﾝﾎｰﾑ1階A号

県外 24015 （株）ゼンリン　中部支社 愛知県名古屋市熱田区沢上2ｰ1ｰ32

県外 24110 （株）綜企画設計　名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵2丁目12番1号

県外 24265 （株）相和技術研究所　関西支社　大阪事務所 大阪府大阪市西区南堀江4丁目3番27号108

県外 24350 第一設計監理（株）三重支店 三重県鈴鹿市算所3丁目9の50近藤ﾋﾞﾙ3B

県外 24209 太栄コンサルタンツ（株） 愛知県名古屋市中区千代田3ｰ26ｰ18

県外 24028 （株）大建設計　名古屋事務所 愛知県名古屋市東区泉2丁目27番14号

県外 23110 （株）ダイム技術サービス 愛知県豊田市八草町荒山1251ｰ2

県外 24120 大和不動産鑑定（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄2丁目3番6号

県外 24177 （株）玉岡設計 愛知県名古屋市中区新栄1ｰ39ｰ21

県外 24121 （株）丹青社 東京都港区港南1ｰ2ｰ70

県外 24199 （株）地域環境計画　名古屋支社 愛知県名古屋市名東区高社一丁目68番地

県外 23174 （株）地域環境システム研究所 大阪府大阪市北区豊崎三丁目10番2号

県外 24023 （株）地域計画建築研究所　名古屋事務所
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号日本生命笹島ﾋﾞﾙ

県外 24348 （株）地域総合計画　関東事業所 埼玉県志木市館1丁目6番15号204号

県外 24150 （株）中央クリエイト　中部支店 愛知県名古屋市北区志賀南通2丁目4番地3

県外 24243 中央復建コンサルタンツ（株）中部支社 愛知県名古屋市中区錦二丁目3番4号

県外 24034 中外テクノス（株）中部支社 愛知県名古屋市守山区花咲台2丁目303番地

県外 24181 中日設計（株） 愛知県名古屋市東区筒井二丁目10番45号

県外 24157 （株）中部森林技術コンサルタンツ 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目7番17号

県外 24018 （株）中部設計 富山県富山市本町10ｰ2

県外 23127 （株）中部テクノス 愛知県名古屋市名東区本郷2丁目141番地

県外 23156 中部土地調査（株） 愛知県名古屋市西区那古野2ｰ26ｰ8

県外 24352 （株）司設計事務所 愛知県名古屋市東区白壁2ｰ1ｰ30

県外 24331 （株）Ｄ．Ｉ．Ｇ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 愛知県名古屋市千種区山添町一丁目10番地3号

県外 24242 （株）ティーネットジャパン　名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号

県外 24380 （株）ティーハウス建築設計事務所
兵庫県神戸市中央区小野浜町1番4号ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ神戸403号室

県外 24122 （株）帝国コンサルタント 福井県越前市国高1ｰ6ｰ1

県外 24164 （株）テクノス電子企画 愛知県名古屋市中村区十王町5ｰ28

県外 24381 （株）寺田大塚小林計画同人 神奈川県横浜市中区山下町193昭和ｼｪﾙ山下町ﾋﾞﾙ6F

県外 24330 （株）テレコムＣ＆Ｃ　東京事務所 東京都文京区小石川三丁目22番8号

県外 24257 電気技術開発（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

県外 24251 （株）電通名鉄コミュニケーションズ 愛知県名古屋市中村区椿町6ｰ9ﾆｯｾｲ名古屋駅西ﾋﾞﾙ6F

県外 24201 （株）東海システム設計 愛知県名古屋市名東区香流一丁目1113番地

県外 24050 （株）東京ソイルリサーチ　名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵3ｰ11ｰ6

県外 24014 （株）東建ジオテック　名古屋支店 愛知県名古屋市南区笠寺町字迫間9ｰ2

県外 24346 東日設計コンサルタント（株） 岩手県盛岡市向中野3ｰ5ｰ46ｰ101

県外 24019 （株）東畑建築事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区太閤3ｰ1ｰ18

県外 24213 東洋技研コンサルタント（株）名古屋支社 愛知県名古屋市中区錦1ｰ6ｰ10

県外 24137 東洋コンサルタント（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区古出来1ｰ1ｰ8

県外 23169 （株）東和テクノロジー　中部営業所 愛知県名古屋市北区大曽根二丁目1番1号

県外 24300 （株）トータルメディア開発研究所 東京都千代田区紀尾井町3番23号

県外 24005 （株）トクオ 愛知県名古屋市中川区万場4ｰ1111

県外 24216 （株）徳岡設計 大阪府大阪市中央区本町橋5番14号

県外 24293 （株）都市環境研究所　三重事務所 三重県津市広明町358番地

県外 24391 （株）都市環境設計　三重事務所 三重県津市久居二ﾉ町1688ｰ1

県外 24308 都市企画（株）アトリエＨＯＭＭＡ 愛知県岡崎市藤川町字中町南48

県外 24149 （株）都市計画研究所 東京都中央区日本橋蛎殻町2ｰ13ｰ5

県外 24312 （株）都市研究所スペーシア 愛知県名古屋市中区栄五丁目1番32号久屋ﾜｲｴｽﾋﾞﾙ8階

県外 24212 （株）都市造形研究所 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6番27号

県外 24382 （一財）都市農地活用支援センター 東京都千代田区岩本町3丁目9番13号

県外 24072 内外エンジニアリング（株） 京都府京都市南区久世中久世町1丁目141番地

県外 24135 内外地図（株） 東京都千代田区神田小川町三丁目22番地

県外 24010 （株）内藤建築事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中区錦1ｰ7ｰ32名古屋SIﾋﾞﾙ

県外 24276 （株）内藤廣建築設計事務所 東京都千代田区九段南2丁目2番8号松岡九段ﾋﾞﾙ301

県外 23083 ナカシャクリエイテブ（株） 愛知県名古屋市天白区野並2ｰ213

県外 24266 （株）中山綜合コンサルタント 和歌山県和歌山市栄谷241番地

県外 24152 （株）浪速技研コンサルタント　中部事務所 愛知県豊田市桜町2丁目54番地松村ﾋﾞﾙ2B

県外 24232 （株）西井都市建築設計事務所
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番19号ﾗｲｵﾝｽﾞｼﾃｨ久屋11階

県外 24321 （有）西川建築設計事務所 福井県大野市糸魚町1番45号

県外 24310 （株）西日本設計 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目5番14号

県外 24165 （株）ニチイ 愛知県名古屋市中区上前津2ｰ3ｰ24

県外 24075 （株）日建設計　名古屋オフィス 愛知県名古屋市中区栄4ｰ15ｰ32

県外 24393 日建設計コンストラクション・マネジメント（株） 東京都文京区後楽一丁目4番27号

県外 24368 （株）日さく　西日本支社
愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ヶ塚117番地の2

県外 24264 （株）日産技術コンサルタント　名古屋事務所 愛知県名古屋市中区栄五丁目26番39号

県外 24366 日新電通技研（株） 愛知県名古屋市中区栄3ｰ25ｰ16

県外 24311 （株）日総建　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦1ｰ5ｰ13

県外 24369 （株）日展　名古屋支店 愛知県名古屋市中村区熊野町2ｰ22ｰ1

県外 24349 日本栄伸システム設計（株） 東京都港区芝浦四丁目5番11‐107号
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県外 24099 （株）日本エム・アイ・エー 愛知県名古屋市中区錦一丁目6番18号J･伊藤ﾋﾞﾙ4階

県外 24089 日本海航測（株）名古屋支店 愛知県名古屋市西区市場木町186ｱﾎﾟｱｰﾙ103

県外 24088 （株）日本海コンサルタント 石川県金沢市泉本町2ｰ126

県外 24229 （株）日本開発研究所三重 三重県津市広明町121番地の2

県外 24115 （一財）日本環境衛生センター 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10ｰ6

県外 24090 （株）日本環境工学設計事務所 東京都千代田区神田神保町2丁目7番地3

県外 24026 （一財）日本気象協会　中部支社 愛知県名古屋市北区水草町1ｰ21ｰ5

県外 24169 日本シビックコンサルタント（株）名古屋事務所 愛知県名古屋市東区東桜2丁目17番14号

県外 24105 （一財）日本消防設備安全センター 東京都港区虎ﾉ門2ｰ9ｰ16

県外 24313 日本振興（株）名古屋支店
愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目12番9号ｸﾞﾗﾝｽｸｴｱ名駅南5階

県外 24171 （一財）日本森林林業振興会　名古屋支部 愛知県名古屋市熱田区白鳥1ｰ8ｰ2

県外 24195 日本測地設計（株）中部事務所 愛知県名古屋市西区則武新町3丁目9番15号

県外 24217 日本土地評価システム（株） 愛知県名古屋市中区大須4ｰ11ｰ50

県外 24341 日本物理探鑛（株）中部支店 愛知県名古屋市名東区亀の井2ｰ134

県外 24306 （株）ニューテック 東京都中央区日本橋小舟町12番12号日本橋中屋ﾋﾞﾙ2F

県外 24043 （株）丹羽英二建築事務所 愛知県名古屋市中区金山2ｰ8ｰ4

県外 24370 （株）乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3番4号

県外 24328 ＨＡＲＶＥＹ（株） 愛知県名古屋市千種区青柳町五丁目6番地

県外 24388 早川都市計画（株） 愛知県豊田市美里二丁目17番地の5

県外 24258 （株）林廣伸建築事務所
愛知県名古屋市東区泉一丁目15番23号ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ栄ﾘﾊﾞｰﾊﾟｰｸ702号

県外 24334 （株）針生承一建築研究所 宮城県仙台市青葉区上杉1ｰ10ｰ25ｰ501

県外 24389 阪急コンストラクション・マネジメント（株） 大阪府大阪市中央区難波四丁目7番14号

県外 24012 東日本総合計画（株）長野支店 長野県長野市大字栗田182番地1

県外 24365 日立造船（株）中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅南1ｰ24ｰ30

県外 24373 福田道路（株） 新潟県新潟市中央区川岸町1丁目53番地1

県外 24237 （株）福見建築設計事務所 富山県富山市千歳町三丁目5番6号

県外 23196 富士エンジニアリング（株） 愛知県名古屋市千種区池下1丁目11番21号ｻﾝｺｰﾄ池下5階

県外 24250 藤川設計（株） 三重県津市港町19ｰ12

県外 24038 （株）藤川原設計 愛知県名古屋市千種区清住町1丁目71番1号

県外 23175 フジコンサルタント（株） 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波226番地

県外 24076 フジ地中情報（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵3ｰ15ｰ31千種ﾆｭｰﾀﾜｰﾋﾞﾙ9階

県外 24096 （株）復建エンジニヤリング　名古屋支社 愛知県名古屋市中区栄2丁目5番13号

県外 24074 復建調査設計（株）名古屋支店 愛知県名古屋市東区葵2ｰ12ｰ1

県外 24387 （株）プラスニューオフィス 東京都新宿区早稲田鶴巻町534第三八愛ﾋﾞﾙ1階

県外 24329 （株）プラネット・コンサルタント 石川県金沢市諸江町下丁372

県外 24354 （株）プランテック総合計画事務所 東京都千代田区紀尾井町3番6号

県外 24259 （株）プランニングネットワーク 東京都北区田端新町3ｰ14ｰ6

県外 24316 （株）フルテック 富山県高岡市福岡町矢部601番地

県外 24071 （株）プレック研究所　中部事務所 愛知県名古屋市中区錦1ｰ10ｰ9

県外 24205 （株）文化財保存計画協会 東京都千代田区一ﾂ橋2ｰ5ｰ5岩波書店一ﾂ橋ﾋﾞﾙ

県外 24307 （株）平和ＩＴＣ 福井県福井市渕1丁目1704番地

県外 24378 （株）ホクコク地水 石川県金沢市御影町25ｰ1

県外 24146 （株）北斗エス・イー・シー
三重県津市一身田上津部田3016ｻﾝﾏﾝｼｮﾝｱｰﾂ山の手二番館303

県外 24377 北陽建設（株） 長野県大町市社5377

県外 24342 （株）北陸環境科学研究所 福井県福井市光陽4丁目4番27号

県外 24033 北陸航測（株） 富山県高岡市麻生谷400

県外 24065 北陸コンサルタント（株） 富山県富山市黒瀬192

県外 24347 （株）本間總合建築 東京都台東区北上野2ｰ31ｰ3

県外 24338 （株）前野建築設計 三重県津市南中央6番6号

県外 24062 （株）松田平田設計　大阪事務所 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号

県外 24302 丸栄調査設計（株） 三重県松阪市船江町1528番地の2

県外 24295 （株）丸川建築設計事務所　東京事務所 東京都文京区小石川5ｰ13ｰ5

県外 24208 （株）三上建築事務所 茨城県水戸市大町3丁目4番36号

県外 24239 （株）みかんぐみ
神奈川県横浜市中区太田町6丁目75番関内北原不動産ﾋﾞﾙ4階

県外 24123 （株）みすず綜合コンサルタント 長野県上田市上田原1073ｰ4

県外 24379 三井金属資源開発（株） 東京都品川区大崎一丁目11番1号

県外 24066 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）名古屋 愛知県名古屋市東区葵1ｰ19ｰ30

県外 24222 （株）見取コンサルタント 三重県四日市市高角町2643

県外 24298 （株）宮建築設計　東京支店 東京都中央区八丁堀2丁目28番10号

県外 24156 （株）宮本忠長建築設計事務所 長野県長野市大字柳原1875ｰ1

県外 24301 （株）三四五建築研究所 富山県富山市新桜町8番1号

県外 24360 （株）無線放送設計事務所　北陸事業所 石川県金沢市本江町9番10号

県外 24179 （株）ムラヤマ 東京都江東区豊洲三丁目2番24号

県外 24132 （株）名邦テクノ 愛知県名古屋市南区大磯通6ｰ9ｰ2

県外 24323 明豊ファシリティワークス（株） 東京都千代田区平河町二丁目7番9号

県外 24314 （株）明和プラテック 三重県多気郡明和町大字斎宮3576番地3

県外 24290 （株）森のエネルギー研究所 東京都羽村市小作台1‐4‐21KTDｷｮｰﾜﾋﾞﾙ小作台

県外 24225 （株）安井建築設計事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市東区泉1ｰ10ｰ23

県外 24343 （株）弥生コンサルタント 愛知県名古屋市北区如意一丁目169番地
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県外 24317 （株）ＵＲリンケージ　中部支社 愛知県名古屋市中区錦三丁目6番29号

県外 24178 （株）ユーエス計画研究所
愛知県名古屋市中村区井深町1番1号新名古屋ｾﾝﾀｰ本陣街214

県外 24282 ユーディーアイ確認検査（株） 東京都文京区湯島1丁目8番2号

県外 24163 （株）横河建築設計事務所　名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目45番7号

県外 24049 （株）ヨコタテック　名古屋支店 愛知県名古屋市西区平中町100
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